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記事内容 
２ページ ・法律・労務個別相談会のご案内 
     ・廃材リサイクル施設視察のご案内 

・新入社員歓迎会開催のご案内 
・県央地区就職ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ開催のご案内

３ページ ・パソコン教室のご案内 
・各種セミナーのご案内 

４ページ ・福祉住環境検定対策講座のご案内 
・小規模企業共済制度のご案内 
・第３８回雪椿まつり日程のご案内 
子認証の取得は加茂商工会議所
現在政府では、Ｅ－ジャパン構想により、行政手続き

通省では、原則すべて「電子入札」を義務付けており

ます。国税庁では、６月から全国で所得税、法人税、消

利用に際しては、「電子認証」の取得が必要ですが、

であることを証明すると共に､相手に送信するデータ

り、インターネット上でのデータの改ざんや、なりすま

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

っており、新たに「一般行政手続用電子証明書」、「行

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

金融インフォメーション～金融総合

国民生活金融公庫と新潟県信用保証協会担当者による

．日時・場所･･･３月２３日（火）午前１０時～午後３

．必 要 書 類･･･３期分の決算書・法人企業の方は、他

．お 申 込 み･･･３月２２日（月）までに必要書類を添

≪丸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

善資金（無担保・無保証人）」並びに「普通貸付」の利率は、
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。 

業情報検索サービスをご利用ください～
当商工会議所では、㈱東京商工リサーチが全国の調査

国内約１４０万件の企業情報をインターネットで検索

す。大不況が続いている現下の経済状況の中で、既存

ので、与信管理の観点からも是非ご活用ください。企

 基本情報の主な内容…所在地、従業員数、資本金、

          決算内容、最近の業況 他 
※ お問い合わせは、当商工会議所 TEL52-1740 業務課
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で！～取り扱い実施中～ 
の電子化を急速に進めています。昨年４月から国土

、各都道府県でも入札の電子化が着々と進められて

費税の「電子申告」手続きが利用可能となります。 

この「電子認証」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。 

本商工会議所が許可を受けた電子認証の発行業務を

政書士用電子証明書」の取り扱いも開始しました。 
ひご活用ください。 
課（担当／高畑、近藤）まで。 

相談･企業情報サービスをご利用ください～   

金融総合相談会を下記により開催します。 

時  於：加茂商工会議所研修室 

に会社の登記薄謄本、試算表（３ヶ月以内のもの） 

えて､当所へ事前にご予約ください｡ 

制   度   名 現在の利率 (％) 

経営改善資金 

(無担保・無保証) 
１．３ 

改
現

、 普  通  貸  付 １．６ 

全国各地の企業が検索できます～ 
網を使って独自にデータを収集し、情報公開してい

し、会員企業に情報提供するサービスを実施してい

取引先や新規取引予定企業の有効な情報が得られま

業情報検索は、１社１，２００円（実費）です。 
株主構成、取引銀行、主力取引企業、直近３ケ年の     

（担当／桑原、佐藤）まで。 
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法律トラブル・労務問題の個別相談 随時開催中！ 
～一人で悩まず、まず相談を！ 随時開催 お気軽にご相談ください～ 

 商売上に絡む法律トラブルや就業規則見直し、パート雇用問題などの個別相談会を随時開催中です。国の

補助事業導入により、今なら相談料は無料、秘密厳守で行っておりますので、ぜひご利用ください。 
・日時／場所   随時（連絡を頂いた後、専門家と日程調整し、事業所へお伺いします） 
・内   容  各事業所における法律・労務関係等に関する諸問題について 

○債権回収や商売上におけるあらゆる法的トラブルについての相談 
○労使関係トラブル ○就業規則の変更､見直し ○高齢者雇用 ○賃金・退職金制度 

○各種助成金の申請方法 他 
・相 談 員   当商工会議所の委嘱した弁護士、社会保険労務士やその他のエキスパート 
※ 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／佐藤）まで。 
 

廃材リサイクル施設視察のご案内～他部会の方も参加ＯＫ～ 
主催：当所建設業部会・木工木材業部会 

独自の焼却炉の使用規制強化等で、廃棄物の中でも建築廃材、木工木材の端材等の処理が加茂市

では問題となっています。新潟県は、平成１６年度から産業廃棄物税を新たに創設するなど、廃棄物

の製造者責任、資源再利用に対する各企業の対応は益々重要となっています。 

このようなことから、建築、廃材リサイクル施設の視察研修会を計画しました。また当日は、木製品

利用に関する懇談会を開催いたしますので、多数ご参加くださいますようお願いします。 

１．日   時 平成１６年３月１２日（金） 
２．集 合 場 所 加茂市産業センターロビー １４：３０出発（マイクロバス利用） 
３．視 察 研 修 新潟エコサイクル工業㈱（潟東村）１５：１５～１６：１５ 
４．意見交換会 木製品利用に関する意見交換 １７：００～１８：００｛場所：㈱鴨川（番田）｝ 
５．懇 親 会 １８：００～ 会費：４，０００円（当日ご持参ください） 

※ お申し込み、お問い合わせは、当商工会議所ＴＥＬ52-1740 総務課（担当／樋口）まで。 
 

新入社員歓迎会・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する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。学卒の新入社員を採用した事業所は参加させてくださるようお

願いします。 

■日時／会場 ４月１４日（水）９：４５～１７：２０ 於：加茂市産業センター 
■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（社会人としてのﾃｰﾌﾞ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 

(＊加茂地区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９日(金)までに当商工会議所ＴＥＬ52-1740 業務課（担当／佐藤、堀川）まで。 

 

県央地区就職ガイダンス２００５開催のご案内 
～参加無料！是非ご参加ください～ 

来春３月、就職希望の学生を対象に、三条、巻公共職業安定所管内の産業・企業の求人情報を理解しても

らうため、下記のとおり「県央地区就職ガイダンス２００５」が開催されます。 
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２１日(水)１３：００～１６：００ 於：県央地場産業振興センター多目的ホール 
３．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） 
※ お問い合わせは、当商工会議所 TEL52-1740 業務課（担当／堀川）まで。（参加費／無料） 
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加茂商工会議所パソコン教室（４月～６月） 只今募集中！ 
講座名（各コースとも２時間×６回） 

①パソコン基礎コース 

②インターネットコース 

③ワード基礎コース 

④ワード応用コース 

⑤エクセル基礎コース 

⑥エクセル応用コース 

⑦ホームページ作成コース 

⑧アクセス２０００コース（データベース） 

コ

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

・会 場：加茂商工会議所 ２階パソコン研修室 
・時 間：月･水･金曜日の１８：３０～２０：３０ 
    （全６回コース） 
・定 員：１０名（先着順に受付となりますので、お早

めにご予約ください） 
・受講料：会員/８，０００円 一般/１０，０００円 
・テキスト代：①～⑦ ３,４６５円 
       ⑧～⑨ ２,１００円  
※雇用促進協議会会員事業所及び従業員の方は受講料を全
⑨パワーポイントコース（プレゼンテーション） 
 

＊個人のレベルにあわせたフリーレッスン制ですので、安心して受講いただけます。 

額補助いたします。 

 

●日程 

ース名 A Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ 

第１回 ４／ ５日（月） ４／１９日（月） ５／１０日（月） ５／２４日（月） ６／ ７日（月） ６／２１日（月）

第２回 ７日（水） ２１日（水） １２日（水） ２６日（水） ９日（水） ２３日（水）

第３回 ９日（金） ２３日（金） １４日（金） ２８日（金） １１日（金） ２５日（金）

第４回 １２日（月） ２６日（月） １７日（月） ３１日（月） １４日（月） ２８日（月）

第５回 １４日（水） ２８日（水） １９日（水） ６／ ２日（水） １６日（水） ３０日（水）

第６回 １６日（金） ３０日（金） ２１日（金）  ４日（金） １８日（金） ７／ ２日（金）

※ 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／近藤）まで。 

 

各種セミナー開催のご案内～この機会にぜひご利用下さい～ 
１．県内景気動向セミナー 
 日銀田中新潟支店長を講師に迎え、２００４年の新潟県経済の動向について講演会を開催します。 

  ・日 時：３月２６日（金） １４：００～１５：１５ 

・会 場：加茂市産業センター３階講習室 

  ・講 師：日本銀行新潟支店 支店長 田中洋樹 氏 

  ・テーマ：「２００４年の経済展望と県内の動向について」    

  ・受講料：無料 

※ 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／佐藤）まで。 
 

２．ＮＩＣＯ ＢＵＳＩＮＥＳＳ ＦＯＲＵＭ ２００４ （主催：（財）にいがた産業創造機構） 

   産業活性化の原点である企業の活力やその効果的な支援について、先進的な企業や支援機関の事例など

を基に、新潟の産業を元気にしていくためのヒント、カギを探るビジネスフォーラムです。 

・日 時：３月２２日（月） １５：００～１９：３０ 

・会 場：朱鷺メッセ４F マリンホール（国際会議室）（新潟市万代島） 

・内 容： 

① ＦＯＲＵＭ１「いま元気な企業の元気な理由」１５：０５～１６：０５（参加費 無料） 

講師：藤沢久美 氏（シンクタンク・ソフィアバンクディレクター） 

  ②ＦＯＲＵＭ２「元気な新潟の創造～産業がリードする明日の新潟～」１６：１５～１８：１５ 

パネルディスカッション形式（参加費 無料） 

③ＦＯＲＵＭ３ 交流会 １８：３０～１９：３０（参加費 ２，０００円） 

※ お申し込み、お問い合わせは、（財）にいがた産業創造機構 総合支援グループ広報チーム

（TEL025-246-0058）まで。 
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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）実施の東京商工会議所主催「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（ 〃 ） 
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４．テキスト 福祉住環境コーディネーター検定テキストを使用 
※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。 

 
テキスト代別途 

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退職金（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 掛金は申告する際に、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  退職金（共済金）は、税法上退職所得扱いで課税されません。 

○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。 

第３８回雪椿まつり日程のご案内 
今年で３８回目を迎える恒例の｢雪椿まつり｣が４月４日(日)から２９日(木)まで加茂山公園を中心に開催

されます。４日の開会式をスタートに盛り沢山のイベントが実施されますので、雪椿の咲きそろう加茂山で

家族そろって春のひとときをお楽しみください。主な行事は次のとおりです。 
実施日 行  事 会  場 

４月１１日(日) 子供行事・体験屋台村他 
雪椿杯バレーボール大会 

加茂山公園野外ステージ 
勤務者青少年ホーム 

１８日(日) 

大園遊会 
（ミス雪椿公開審査、歓迎大島） 
市中パレード 
苗木市、雪椿マラソン 

加茂山公園野外ステージ 
〃 

市  内 

２５日(日) 献花祭 青海神社 

２９日(木) 市民茶会 加茂山公園 
青海神社 

※ 詳しいお問い合わせは、加茂市役所商工観光課(TEL５２－００８０)まで。 


