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－ 通常議員総会 ～平成１５年度事業計画・予算案を承認 ～－ 
加茂市地場産業の再生と商業活性化に向けて積極的な事業展開！ 
先般３月２６日に開催された当商工会議所「通常議員総会」にて、平成１５年度事業計画並びに収支予算

等が原案通り承認されました。 (詳細は５月１０日発行の「加茂商工会議所だより」にてお知らせいたしま

す。) 

《最重点事業》 

①地場産業再生に向けた産業振興ビジョンの研究策定 

②地元買物運動及び売れるものづくり、経営資源の開発推進 
《重点事業》 

１．地域経済新生を目指した提言・意見活動の推進 
２．地場産業の再生、企業の経営革新、販路拡大等の支援 

３．経営の安定、向上に係る経営相談の強化 

４. 街づくり・商業活性化の支援 

５. 環境対策及び労働・雇用対策の推進 

６．情報通信技術(ＩＴ)を活用した経営効率等の支援 

７. 商工会議所の組織運営、財政強化及び広域連携の推進 
 

資金繰り円滑化借換保証制度（加茂市支援制度）のご案内 
２月１０日から新規に標記制度を国が制度化したことに伴い、加茂市では市内中小企業の皆さんがより一

層同制度を活用しやすいように、４月１日から加茂市の支援（融資）制度がスタートしました。 

これは、信用保証協会の保証付借入金の借換えや複数の保証付借入金の債務一本化等を促進することによ

り、中小企業者の月々の返済額軽減を行い、資金繰りの円滑化を図るものです。 

＊①融資限度額：中小企業金融安定化特別保証制度の借入残高／既往の加茂市制度融資の借入残高・加茂

市制度融資の新規借入可能額 ②貸付利率：年１．８％ ③融資期間：１０年（据置１年以内を含む）

以内④返済方法：原則として均等分割返済 ⑤信用保証料：加茂市が５０％補助 ⑥取扱金融機関：市

内金融機関、商工中央金庫新潟支店、市内ＪＡ各支店 ⑦融資期間：平成１５年４月１日～平成１６年

３月３１日まで 
※ お問い合わせは、当商工会議所ＴＥＬ52-1740（担当／若杉、桑原、難波、佐藤）まで。 

 

各種助成金のご案内 ～役に立つ助成金・給付金を見逃してはいませんか？～  
◎特定求職者雇用開発助成金 
高年齢者、障害者、母子家庭の母など特に就職が困難な方を公共職業安定所の紹介により、雇い入れた事

業主に、その従業員の賃金の一部が助成されます。 
◎中小企業雇用創出人材確保助成金 
異なる業種への進出を果たしたり、新しく事業を起こしたり、異なる業種への進出を果たしたりと、経営

革新を行う中小企業事業主のための助成金制度で、創業などに伴い雇用した従業員の賃金が一定割合、最

大６ヶ月分助成されます。 
◎雇用調整助成金（リストラなどでの解雇・失業を会費するための助成金です） 
景気の変動などで事業を縮小せざるを得なくなった事業主（最近６ヶ月の対前年同期比で、生産量１０％

以上減、雇用量不増の事業主）が、従業員に休業・教育訓練・出向などの雇用調整を行った場合に、休業

手当、賃金、出向者の賃金負担額の一部などが助成されます。 
※ お問い合わせは、当商工会議所ＴＥＬ52-1740（担当／業務課：阿久津）まで。 
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県商業統計調査 －速報－ 
事業所数、従業者数、年間商品販売額は減少→→→今こそ「地元買物運動」の積極的取り組みが必要！！ 
 この度、平成１４年６月１日現在における新潟県商業統計調査結果速報が発表されました。当所では、本

調査の中から加茂市の部分を抜粋して掲載いたします｡ 
【加茂市】 

小     売     業 
事業所数 従業者数 年間商品販売額 売場面積 

11 年 14 年 増加率 11 年 14 年 増加率 11 年 14 年 増加率 11 年 14 年 増加率 
  ％ 人 人 ％ 万円 万円 ％ ㎡ ㎡ ％ 

528 489 △7.4 2,015 1,888 △6.3 3,000,821 2,967,428 △1.1 40,029 41,557 3.8 

 
当所では、平成１５年度の最重点事業の一つに「地元買物運動及び売れるものづくり、経営資源の開発推

進」を掲げており、各個店の理解と協力により意欲と情熱を持って取り組んで行くと共に、消費者からは、

この取り組みについて理解賜り「お買物は地元商店から」の大キャンペーンを関係者あげて展開してまいり

ます。 
※ お問い合わせは、当商工会議所ＴＥＬ52-1740（担当／指導課：難波）まで。 

 

～４／１から電子認証事業がスタート～ 

加茂商工会議所では「電子証明書」発行業務を開始しました！ 
現在政府では、電子政府、電子自治体構想に備えての仕組みづくりを急ピッチで進めています。国土交通

省では、すべての入札をオンライン上で行う「電子入札」で対応するという方針を打ち出し、建設業界にお

いては電子証明書の取得と電子入札への参入が急がれています。 

今後は、中央省庁だけでなく、地方自治体でもビジネス関連を含む行政手続きの申請や届け出のほとんど

を電子化する計画が進行しており、「電子証明書」の取得がどうしても必要となります。この「電子証明書」

は、オンライン上で送信者が本人であることを証明すると共に､相手に送信するデータや文書を暗号化する

プログラム（秘密鍵）を備えており、インターネット上でのデータの改ざんやなりすましといったトラブル

の回避することができます。 

 当所では、会員事業所の情報化支援として、日本商工会議所と業務委託を結び電子証明書発行業務をスタ

ートしました。 
※ お問い合わせは、当商工会議所ＴＥＬ52-1740（担当／指導課：高畑、近藤）まで。 

 

金融インフォメーション  
 毎月、国民生活金融公庫担当者による金融相談会を下記のとおり開催しています。 

１．日時・場所 ４月２２日（火）午前１０時～午後３時まで 於：加茂商工会議所研修室 

２．必 要 書 類 ・３期分の決算書・法人企業の方は、他に会社の登記薄謄本、試算表（３ヶ月以内のもの） 

３．お 申 込 み ４月２１日（月）までに必要書類を添えて､当所へ事前にご予約ください｡ 

制   度   名 新利率 (％) 旧利率 (％) 

経営改善資金 

(無担保・無保証) 
１．２０ １．２５ 

≪マル経資金をご利用ください≫ 
当所で取り扱っています国民生活金融公庫「小企業

等経営改善資金（無担保・無保証人）」並びに「普通貸
付」の利率が３月１２日から変更になりました。 
詳しくは、当商工会議所（本件担当：／桑原、難波、

佐藤）まで。  
普  通  貸  付 １．５０ １．５５ 

＊企業情報検索サービス（全国各地の取引先の企業をお調べいたします）をご活用ください 

 当商工会議所では、民間信用調査機関とタイアップし企業調査や新規取引先の照会などをお調べし会員

事業所に情報提供を行っています｡現下の長引く不況の中で、既存取引先や新規取引予定企業の有効な情

報が得られます。経営上の与信管理の観点からも是非ご活用ください。 
・基本情報の主な内容・・・所在地、従業員数、資本金、株主構成、取引銀行、主力取引企業、直近３ケ年

の決算内容、最近の業況等 
・検索費用・・・１社１，２００円（実費）が必要となります。 
※お問い合わせは、当商工会議所ＴＥＬ52-1740（担当／業務課：桑原、佐藤）まで。 
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新入社員歓迎会並びに新入社員セミナー開催のご案内 
本年４月に、加茂市内及び田上町に就職した新規学卒就職者を対象に、下記のとおり「新入社員歓迎会並

びに新入社員セミナー」を開催いたします。該当の新入社員がおられましたら、お申込みください。 

■日時／会場 ４月１７日（木）9:45～17:20   於：加茂市産業センター３階研修室、講習室 
■日 程 ９：４５～１０：５０ 新入社員歓迎会記念式典 
    １１：００～１２：３０ テーブルマナー講習会（社会人としてテーブルマナーの基礎を学びます） 
    １３：００～１７：２０ 新入社員セミナー｛①新入社員としての心構え ②仕事に取り組む基本

姿勢 ③ロールプレイング（挨拶の基本、姿勢確立訓練他）｝ 
■参加料 テーブルマナー食事代、セミナー受講料･･４，０００円／マナーのみ参加･･２,０００円 

(＊加茂市雇用促進協議会会員の方は、受講料１，０００円の補助があります。) 
＊ お申込みは、４月１４日(月)までに当商工会議所ＴＥＬ52-1740（担当／業務課：佐藤、堀川）へ。 
 

県央地区就職ガイダンス２００４開催のご案内 
 来春３月、就職希望の学生を対象に、三条、巻職安管内の産業・企業の求人情報を正しく理解するために、

下記のとおり「県央地区就職ガイダンス２００４」を開催します。 
１．対 象 者 就職希望者…大学、短大、高専、専修学校、テクノスクール（高卒過程）等の学生 

事 業 所…来春、新規学卒者の採用計画がある事業所 
２．日時／場所 ４月２３日(水)午後１時～４時 於：県央地場産業振興センター多目的ホール 
３．参  加  費 事業所＝１０，０００円 
４．内  容 個別企業説明会（各企業ごとにコーナーを設けて会社概要・求人内容の説明をします） 
＊ お申込みは、４月１６日（水）までに当商工会議所ＴＥＬ52-1740（担当／業務課：佐藤、堀川）へ。 
 

雪椿花びら染体験教室開催 ～この機会をお見逃しなく！！～  
女優の磯村みどり先生をお招きして、「雪椿の花びら染体験教室」を開催します。自分の手で雪椿の花び

らのスカーフを染めてみませんか？市内、市外を問わずどなたでも参加できますので、お友達などお誘い合

わせのうえぜひご参加ください。 
◇日時・場所 ４月２９日(火・祝日)１４：３０～１７：００ 於：加茂市産業センター ホール 
◇参 加 料 １，５００円（材料費） 
◇講 師 女優：染色作家 磯村みどり先生、伊豆大島「夢工房」金子ひろこ先生 
◇申 込 方 法 ４月 22 日（火）までに当商工会議所内研究会事務局（担当／樋口、風間）へ。 
 

平成１５年度加茂商工会議所パソコン教室第１期募集を開始しました 
〇会場・時間：加茂商工会議所 ２階パソコン教室 毎週月･水･金曜日の 18:30～20:30（1 回 120 分全 6 回） 
〇受講料：会員事業所の方／8,000 円､一般の方／10,000 円 〇テキスト料：①～⑦3,465 円⑧～⑨2,100 円 
〇講座名：①パソコン基礎②インターネット③ワード基礎④ワード応用⑤エクセル基礎⑥エクセル応用 

⑦ＨＰ作成⑧アクセス 2000(データベース)⑨パワーポイント(プレゼンテーション) 
日程 C ｺｰｽ 5/6(火)･7(水)･9(金)･12(月)･14(水)･16(金) Ｄｺｰｽ 5/19(月)･21(水)･23(金)･26(月)･28(水)･30(金) 

E ｺｰｽ 6/2(月)･4(水)･6(金)･9(月)･11(水)･13(金)   F ｺｰｽ 6/16(月)･18(水)･20(金)･23(月)･25(水)･27(金) 
☆教育訓練給付金 受講料の８割が国から支給されます☆ 便利な立替払い制度をご利用ください！ 

ＮＰＯパソコン教室では、厚生労働省認定の「教育訓練給付金制度対象コース」を実施中です。当所では、

この受講料の立替払いを行っています。国の８割支給はもうすぐ終わります。この機会にぜひご利用くださ

い。 
【対象】雇用保険完備の会社で５年以上働いている方。または雇用保険完備の会社で５年以上働いていたこ

とがあって､離職してから１年以内の方（複数の会社で勤務していた合計が５年以上であれば対象

となります）。 
コース内容 受講料 自己負担額（２０％相当） 

ワード検定コース（８０回） ２５３，５７５円 ５０，７１５円 
エクセル検定コース（８０回） ２５７，０３０円 ５１，４０６円 
日商総合検定コース（１２０回） ３６２，５５５円 ７２，５１１円 

※受講料は全額を事前に支払うこととなっていますが､その８割を一旦当所が立替えいたします。後日、国

から給付金が支給されましたら当所へご返還いただきます｡ 
※ お問い合わせは、当商工会議所ＴＥＬ52-1740（担当／指導課：近藤）まで。 
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定期健康診断のご案内 ～受診料の一部を商工会議所が補助します～  
 従業員の定期健康診断の実施は、法律で義務づけられています。企業発展のためには従業員の健康管理が

大切となります。当所では、より受診しやすいよう次のとおり受診料の一部補助を行っていますので、この

機会に従業員全員が受診されますようご案内申し上げます。 
 また、平成１５年度から当所会員事業所の従業員を対象に実施する人間ドックについても受診料を 2,000
円補助します。詳しくは当商工会議所までお問い合わせください。 
１．対 象 者     加茂商工会議所会員事業所の役員、従業員、家族従業員 
２．検診機関・日時 

実 施 機 関       健 診 日 時         
(社)新 潟 県 健康 管 理 協会             

TEL025-283-3939 
①５月２３日（金） ②６月２４日（火） 
（午前８：３０～１１：３０､午後１：００～３：００） 

(社)新潟県労働衛生医学協会 
TEL025-370-1960 

①４月３日（木） ②４月７日（月） ③４月８日（火） 
（午前９：００～１１：００、午後１：００～３：００） 
①③は午前中のみ ②は午後のみ ＊５月以降も予定しています。 

３．場  所  加茂市産業センター 
４．受診コース 

選択コース・受診料 検 査 項 目       

①生活習慣病検診 
３５歳以上対象の内容充実、 

割安料金のお勧めコースです 

５,８８０円(税込み) 

(国の補助健診) 

身長､体重､肥満度､問診､胸部聴診､腹部触診､視力検査､聴力検査血

圧測定､尿糖､尿蛋白､尿潜血反応､便潜血反応､ﾍﾏﾄｸﾘｯﾄ値､血色素料､

赤血球､白血球､血糖､GOT､GPT､γ-GTP､中性脂肪､HDL､ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ､ｸﾚｱﾁﾆ

ﾝ､尿酸､ALP､心電図､胸部Ｘ線､胃部Ｘ線 

（検診後異常ありの方は、専門の保健婦、栄養士等による無料の事後指導を

受ける必要があります。この事後指導にも社会保険庁の補助があり、アフタ

ーフォローも万全です） 

② Ａ コース 全員対象 

６,９３０円(税込み) 

(会議所の通常は 7,980 円) 

身長､体重､肥満度､問診､胸部聴診､腹部触診､視力検査､聴力検査､ 血

圧測定､尿糖､尿蛋白､ﾍﾏﾄｸﾘｯﾄ値､血色素量､赤血球､白血球､血糖 

GOT､GPT､γ-GTP､総ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ､中性脂肪､HDL､ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ､心電図､ 

胸部Ｘ線 

③ Ｂ コース  
35 歳未満、36 歳～39 歳で医

師が認めた場合２,３１０円

(税込み)(会議所の補助通常

3,360 円) 

身長 体重 肥満度 問診 胸部聴診 腹部触診 視力検査 聴力検

査 血圧測定 尿糖 尿蛋白 胸部Ｘ線 

 ※①生活習慣病検診は大変お得なコースで､胃ガン､大腸ガン検診等内容が充実している他､社会保険庁か

らの補助が導入されており､格安の料金設定となっています｡（(財)社会保険健康事業財団新潟支部から

受診の承認を受ける必要があります） 
※ ②、③は当所より１，０００円補助した特別料金です。 

５．申込方法 当所（担当／業務課：堀川、桑原）まで電話でご連絡ください。申込書をご送付します。 
 

人事異動のお知らせ  
次のとおり、諸機関の人事異動がありましたのでお知らせします。（敬称略） 
機関・役職／加茂警察署・署長 
（新）齋木 光俊（柏崎警察署副署長より） （旧）皆川 圭介（県警本部警務部参事官へ） 
機関・役職／東日本旅客鉄道株式会社 加茂駅・駅長 
（新）地濃 和夫（燕三条営業次長より）   (旧) 加藤 正一（㈱JR 新潟ビジネスへ） 
機関・役職／加茂地域消防本部・消防長 
（新）志田 正男（司令長・予防課長より）  (旧) 坂上 康郎（退職） 
機関・役職／農業総合研究所食品研究センター・センター長 
（新）長江川 和徳（同センター参事より）  (旧) 古田 道夫（退職） 
機関・役職／三条労働基準監督署・署長 
（新）藤田 憲雄（小出労働基準監督署長より）(旧) 中嶋 義博（退職）  
機関・役職／三条社会保険事務所・所長 
（新）伊藤 哲雄（新潟社会保険事務局上席医療事務指導官より） (旧) 中村 義尚（退職） 


