
 

 

 

 

 

 

 

 

記事内容 
２ページ ・金融インフォメーション 

・無料納税相談のご案内 
・国際食品・飲料展視察のご案内 

３ページ ・労務個別相談会のご案内 
・福祉対策講座のご案内 
・小規模企業・倒産防止共済制度のご案内 

４ページ ・各種セミナーのご案内 
・人事異動のご案内 

     

「産業振興に関するアンケート調
当商工会議所では、加茂地域の産業振興ビジョン策定

製造品出荷額等は、近隣市に比べて大きく減少するなど

急速に進展し、地域を越えた大競争時代の到来とともに

商業等が活力にあふれ、各企業の繁栄を誰もが願うもの

このようなことから、産業振興ビジョン策定を行い地

加茂地域産業の現状や抱えている問題点を把握するた

係数処理を行い、事業所名を公開することはありません

るようご協力お願いします。（本アンケートは、加茂市内

※ お問い合わせは、当商工会議所ＴＥＬ52-1740 指導

 
 

電子証明書の取得は加茂商工会議
現在政府では、電子政府、電子自治体構想により、行

年４月から国土交通省では、すべての入札をオンライン

道府県、市町村でも入札の電子化が計画、または実施さ

管内で「電子申告」の運用を開始し、６月から全国で所

可能となる運びです。 

利用に際し、「電子証明書」の取得が必要ですが、こ

人であることを証明すると共に､相手に送信するデータ

おり、インターネット上でのデータの改ざんや、なりすま

申請により役所等へ訪問する手間や費用を削減すること

 当商工会議所では、会員事業所の情報化支援として日

を現在行っており、この度新たに「一般行政手続用電子

始しました。 
 商工会議所会員事業所は会員割引もありますので、ぜ

※ お問い合わせは、当商工会議所ＴＥＬ52-1740 指導

 
 

中小企業大学校三条校をご利用く
中小企業大学校三条校は信越地域等の中小企業の方々

の理論や技法を修得して自社の発展とすべく、座学によ

実習など様々な研修会を開催しています。 
加茂市内の受講者は、市が受講料の１／３を補助する

※ お問合せは、当商工会議所ＴＥＬ52-1740 業務課

校 TEL38-0770 、FAX38-0777 まで。 
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査」ご協力のお願い 
の作業を進めています。加茂市工業統計を見ますと

憂慮する状況であります。今次ＩＴ（情報技術）が

産業構造は大きく変化しています。加茂市の産業、

であります。 

域振興、企業発展に向けてお役に立てば幸甚です。 

め、アンケートを発送いたしました。回答の内容は

。同封の封筒により２月２０日までにご回答くださ

の会員事業所のみ対象となります。） 
課（担当／若杉、難波、高畑）まで。 

所で！～取り扱い実施中～ 
政手続きのオンライン化を急速に進めています。昨

上で行う「電子入札」を原則義務付けており、各都

れている他、国税庁では本年２月から名古屋税務署

得税、法人税、消費税の「電子申告」手続きが利用

の「電子証明書」とは、オンライン上で送信者が本

や文書を暗号化するプログラム（秘密鍵）を備えて

しといったトラブルを回避するもので、電子申告・

ができます。 

本商工会議所と業務委託を結び電子証明書発行業務

証明書」、「行政書士用電子証明書」の取り扱いも開

ひご活用ください。 
課（担当／高畑、近藤）まで。 

ださい～受講料 1／3 補助～ 
の研修拠点として、経営・技術戦略及び経営管理等

る講義だけでなく、事例研究やパソコンを活用した

制度がありますので、是非ご利用ください。 
（担当／桑原、佐藤）、又は直接中小企業大学校三条
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金融インフォメーション～金融総合相談･企業情報サービスをご利用ください～   

 国民生活金融公庫と新潟県信用保証協会担当者による金融総合相談会を下記により開催します。 

１．日時・場所･･･２月２０日（金）午前１０時～午後３時  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･･･２月１９日（木）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 
現在の利率 

(％) 

２月１２日より

（％） 

経営改善資金 

(無担保・無保証) 
１．４ １．３ 

≪丸経資金をご利用ください≫ 
＊２月１２日（木）から金利が変更になります。 
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」の利率は、現
在右記のとおりです。 
※詳しくは、当商工会議所TEL５２－１７４０（担当／桑原、
難波、佐藤）まで。 

普  通  貸  付 １．７ １．６ 

 
企業情報検索サービスをご利用ください～全国各地の企業が検索できます～ 
 当商工会議所では、㈱東京商工リサーチが全国の調査網を使って独自にデータを収集し、情報公開してい

る国内約１４０万件の企業情報をインターネットで検索し、会員企業に情報提供するサービスを実施してい

ます。大不況が続いている現下の経済状況の中で、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

すので、与信管理の観点からも是非ご活用ください。企業情報検索は、１社１，２００円（実費）です。 
◎ 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 他 
※ お申し込みは、当商工会議所 TEL52-1740 業務課（担当／桑原、佐藤）まで。 

 

確定申告は無料納税相談会でお早めに！ 
～所得税の確定申告の受け付けは２月１６日から３月１５日です。～ 

平成１５年分の無料納税相談が下記日程で開催されます。 

●白色申告・還付申告相談 日時：２月１８日（水）、１９日（木） 
午前９時３０分～午後３時３０分 

会場：加茂市役所３階会議室（TEL５２－００８０） 
※ 還付申告者とは次のような方です。 
・給与所得者や公的年金受給者の方で「医療費控除」、「住宅借入金等特別控除」を受ける方 

・給与を２カ所以上から受け取っている方 
・年の途中で退職し、再就職していない方 

●青色申告会員納税相談 日時：３月１日（月）、２日（火）午前９時３０分～午後３時 
              会場：加茂商工会議所会議室（TEL５２－１７４０） 
※ 当日ご持参いただくもの 
 １．申告関係書類 ２．前年度の確定申告書、決算書または収支内訳書の控え ３．各種控除証明書、 
源泉徴収票 ４．印鑑 
※ お申し込み、お問い合わせは、当商工会議所ＴＥＬ52-1740 指導課（担当／難波、高畑）まで。 

 

第２９回 国際食品・飲料展視察のご案内 
当商工会議所では、食品関連業界の発展と食品流通の国際化を目的に開催される第２９回国際食品・飲料

展(FOODEX JAPAN２００４)の視察研修会を下記のとおり実施します。 
“食”の新商品、最新の設備等をご自身の目で確かめ、触れてみることは企業の発展、課題解決のヒント

に必ずやつながるものと思いますので、この機会に奮ってご参加賜りますようご案内申し上げます。 
１．日   時  平成１６年３月９日（火）～１０日（水） 
２．会   場  幕張メッセ（千葉市美浜区中瀬 ２－１） 
３．定   員  ２０名（定員になり次第締め切らせていただきます。） 
４．参 加 料  １人 ２０，０００円（当商工会議所の補助があります） 
５．そ の 他  参加者が１０名に満たない場合は、中止になる場合があります。 

※ お申し込み、お問い合わせは、当商工会議所ＴＥＬ52-1740 指導課（担当／難波）まで。 
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労務個別相談会のご案内 ～お気軽にご相談ください～ 
 企業の経営者、人事担当者を対象に労務個別相談会を随時開催中です。高齢者雇用、就業規則見直し、パ

ート雇用、各種助成金、育児介護等、労務に関する相談を受け付けています。国の補助事業であり相談料は

無料です。ぜひご利用ください。 
・日時／場所   随時（日程調整いたします） アドバイザーが、貴事業所に直接訪問します。 
・アドバイザー   社会保険労務士 星 仁一郎 氏 
・内  容  各事業所における労務管理等に関する諸問題について 

○各種助成金制度の説明・申請方法 ○パートタイマー・高齢者等の雇用問題 ○就業規則

の変更､見直し ○賃金規定・退職金規定の見直し ○労使間トラブル全般 他 
・当商工会議所では、現行の法律に適応したモデル就業規則（従業員１５名程度の事業場を想定）を作成し、

無料で配布しています｡必要な方はお問い合わせください｡ 
※ お申し込み、お問い合わせは、当商工会議所ＴＥＬ52-1740 業務課（担当／阿久津）まで。 

 

福祉住環境コーディネーター検定試験対策講座＝受講料補助 
 ７月４日（日）実施の「第１２回福祉住環境コーディネーター検定試験」対策講座を開催いたします。急

速に少子高齢化が進み、高齢者を取り巻く環境が一層深刻化している中、今、一番必要とされる検定です。

当所会員事業所の方には受講料を補助いたしますので、この機会に合格に向け是非チャレンジしてください。 
１．日 時   
２級（全１０回）毎週月曜日（１８：３０～２１：００） 
 ３月２９日、４月５日、１９日、２６日、５月１０日、１７日、３１日、６月７日、１４日、２１日 
３級（全５回） 毎週木曜日（１８：３０～２１：００） 
 ５月２０日、２７日、６月３日、１０日、１７日 

２．会 場  加茂商工会議所会議室 
３．受講料 ２級 １５，０００円（当所会員及び学生） ・２０，０００円（一般） 
  ３級 １０，０００円（   〃    ） ・１５，０００円（ 〃 ） 
４．テキスト 福祉住環境コーディネーター検定テキスト（東京商工会議所監修）使用 

※テキストは各自ご用意ください。当商工会議所にて販売しております。 
５．締め切り ２級：３月２６日（金）  ３級：５月１４日（金） 
※ お申し込み、お問い合わせは、当商工会議所 TEL52-1740 業務課（担当／堀川、阿久津）まで。 
 

～経営者の皆さんに退職金を！ 安心・確実な国の共済制度です～ 

小規模企業共済制度のご案内 
小規模企業共済 

 小規模企業の事業主の方を対象とした国の退職金制度です。月々掛金を納付することによって、事業をや

めたり、役員を退職等、第一線を退いた時に共済金が支払われます。 

《制度の特色》 

○安全・確実  毎月の掛金は 1千円～７万円以内（５００円刻み）で選択できます。 

○掛金は全額所得控除 掛金は、全額が所得から控除され、節税にもなります。 

○共済金の支払い  共済金は、税法上一時払共済金については退職所得扱い、分割共済金につい 

ては公的年金等の雑所得扱いとなります。 

○貸付制度   掛金の範囲内で事業資金の貸付を受けることができます。 

《制度の改正について》 
  本年４月１日から現在の制度が次のように改正となります。 
１．予定利率の引き下げ 

今回の改正で共済制度の長期的な安定性を確保するため、共済金を計算するための予定利率が   

２．５％から１％へ引き下げられます。 
２．契約者貸付制度の創設・拡充 
  「緊急経営安定貸付制度の新設」「既存貸付制度の拡充」「すべての貸付制度の貸付利率の引き下げ」

が、本年４月から実施となります。 
※ お申し込み、お問い合わせは、当商工会議所 TEL52-1740 指導課（担当／難波、明間）まで。 
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加茂商工会議所主催：企業支援セミナーのご案内 
①企業は人なり！伸びる企業の人材活用術 
 業績の伸びている企業は人材を着実に育て、企業の力として１２０％活かした経営を行っています。 

  ・日  時：２月１７日（火） １３：３０～１４：３０   ・会 場：加茂市産業センター３階講習室 

  ・講  師：㈱イナホ代表取締役・医療ジャーナリスト 松井壽一 氏    

  ・受講料：無料 

②労働災害防止指導会～労働行政施策並びに労働災害の現状と予防の留意点～ 

     ・日  時：２月２３日（月） １：３０～１４：１５  ・会 場：加茂商工会議所 会議室 

     ・講  師：三条労働基準監督署 担当官 

     ・受講料：無  料 

③がんばれ中小企業～大競争時代を強く生き抜く経営戦略～ 
企業再生を手伝ってきた知恵とノウハウをお聞きし、今後押し寄せる競争時代に備えてください。 

  ・日 時：２月２３日（月） １４：３０～１６：００  ・会 場：加茂商工会議所 会議室 

  ・講 師：危機管理コンサルタント・㈲ＴＳＫコンサルタンツ代表取締役  

立川昭吾 氏（マンガ「裁きの銀」モデル、新潟県出身）  

  ・受講料：無  料 

④元気を出す中小企業～技術でも流通でも中国に負けない経営～ 
（主催：新潟県三条地区振興事務所） 

グローバル化の進展の中、中国との競争は日々激しくなっています。中国に負けないノウハウとは？ 
 ・日  時：２月２５日（水） １８：３０～２０：００  ・会 場：三条・燕リサーチコア７階マルチメディアホール 

・講  師：政策研究大学院大学教授  橋本久義 氏         

  ・受講料：無  料 

⑤社会保険料を安くする方法 
徴収されるままの社会保険料も税金同様に削減できます。経費削減は出来るところからすぐ始めましょう。 

  ・日  時：３月４日（木） １３：３０～１５：３０  ・会 場：加茂市産業センター３階講習室 

・講  師：田中社会保険労務士 佐藤隆盛 氏 

・受講料：１，６００円（テキスト代） 

※加茂市雇用促進協議会及び社会保険委員会加茂支部の会員事業所には半額補助があります。 

※申込方法／下記申込書にご記入の上、受講料を添えて当商工会議所ＴＥＬ 52-1740、FAX52-4100、e-mail 

satou-m@kamocci.or.jp 業務課(担当／佐藤)へお申し込みください。 

企業支援セミナー受講申込書 
加茂商工会議所（FAX ５２－４１００ 業務課／佐藤）行 

住  所  ＴＥＬ    － 

事業所名  ＦＡＸ    － 

受講セミナー希望日に○印 受講料 受 講 者 名 受 講 者 名 

 ①人材活用術セミナー(2/17) 無 料   

 
② 労 働 災 害 防 止 指 導 会

(2/23) 
無 料   

 ③危機管理セミナー(2/23) 無 料   

 ④製造業セミナー(2/25) 無 料   

 ⑤社会保険セミナー(3/4) 1,600 円   

 

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） 
・㈱第四銀行加茂地区統括店長 
（新）高橋 知孝（本店人事部副部長より） （旧）岡本 広幸（新津支店長へ） 

・㈱大光銀行加茂支店長 
（新）広川 実（新発田支店次長より） （旧）大野 勝司（本店営業統括部主任調査役へ） 


