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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･･･５月２０日（木）午前１０時〜午後３時
於：加茂商工会議所研修室
※日程は完全予約制です。必ず事前に当商工会議所までお申込みください。
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･･･５月１８日（火）までに必要書類を添えて､当所へ事前にご予約ください｡
≪丸経資金をご利用ください≫
制 度 名
現在の利率 (％)
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
経営改善資金
１．４０
善資金（無担保・無保証人）
」並びに「普通貸付」の利率は、右
(無担保・無保証)
記のとおりです。
※詳しくは、当商工会議所TEL５２−１７４０（担当／桑原、
普 通 貸 付
１．７０
難波、佐藤）まで。

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１，５００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
※ 当商工会議所 TEL52‑1740 業務課（担当／桑原、佐藤）まで。

法律トラブル・労務問題の個別相談
〜一人で悩まず、まず相談を！

随時開催

随時開催中！
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受付中です。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 ○高齢者雇用による助成金導入 ○賃
金・退職金制度見直し ○各種助成金の申請方法 他
・専門相談員
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。
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定期健診断のご案内

〜受診料の一部を当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
が一番大切です。当商工会議所では、より受診しやすいよう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。
また人間ドックについても、より受診しやすいよう、当所会員事業所を対象に 1 名につき２，０００円補
助しておりますので、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．健診機関・日時
実 施 機 関
健 診 日 時 （会場は、いずれも加茂市産業センターです）
(社)新潟県労働衛生医学協会
①５月２６日（水） ５月３１日（月）
TEL025‑370‑1960
（ ①午前９：４５〜午後１２：００②午後１：３０〜３：３０）
(社)新 潟 県 健 康 管 理 協 会
①５月２８日（金） ②６月２２日（火）
TEL025‑283‑3939
（午前８：３０〜１１：３０ 午後１：００〜３：００）
３．受診コース（税込み）
①政府管掌生活習慣病検診（３５歳以上）６，７２０円 ②Ａコース（全員対象）６，９３０円
③Ｂコース（３５歳未満、３６〜３９歳で医師が認めた場合）２，３１０円
＊②、③は、当所より１，０００円補助した特別料金です。
＊①政府管掌生活習慣病検診は４月より受診料が変わりました。
※お問い合わせは、当商工会議所 TEL５２−１７４０ 業務課（担当／堀川）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
福祉住環境コーディネーター検定試験対策講座
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
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
３級 １０，０００円（当所会員及び学生） ・１５，０００円（一般）
※テキスト代は別途必要です（１，８９０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います。
５．締め切り 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。

労働保険事務組合をご利用ください
〜離職票・労災処理・保険料算定など労働保険事務ならお任せください！〜
労働保険の事務手続きが煩わしく負担だ。人手不足のために事務処理に困っている等、労働保険事務でお
困りの事業主の方に代わり、労働保険の事務処理を当商工会議所が代行します。また労働関係の制度改正、
助成金案内など労務全般にわたり相談に応じます。
事務委託された場合のメリット
その１
事業主の事務負担が軽減されます！
その２
特別加入制度(事業主の労災制度)がご利用になれます！
その３
組合委託社会保険労務士による無料労務個別相談が随時受けられます！
その４
一般の場合概算保険料４０万円以上でないと分納できない保険料を、金額の多少にかかわらず３
回に分けて分納できます！
その５
法改正、制度改正等、労務関係情報を随時配信します！
※ お問い合わせ・申し込みは加茂商工会議所（担当：佐藤 TEL52‑1740）まで
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ゆめ・わざ・ものづくり支援補助金<２次募集予定>
新潟県では、県内における新しい事業展開や有望な産業分野への進出を応援するために、中小企業者等が
行う新技術開発や新商品開発などの経費の一部を補助する平成１６年度「ゆめ・わざ・ものづくり」支援補
助金の第２次募集が５月下旬より約１ヶ月の受付期間で募集となります。
＜内 容＞
◎ゆめづくり支援補助金：
事業シーズを新たな事業展開に結びつけるための準備段階（企画・調査・立案及び事業可能性調査）に
要する経費の一部を補助します。
◎わざづくり支援補助金：
従来にない新しい技術の研究開発等に要する経費の一部を補助します。
◎ものづくり支援補助金：
独自の技術やアイデアなど今までにない画期的商品を開発し、新規市場の創出や新たな事業展開を図る
場合の商品開発(試作)に関する経費の一部を補助します。
補助金額
補助率
ゆめづくり支援補助金
５０〜１００万円
１／２以内
わざづくり
〃
５００万円
１／２以内
ものづくり
〃
１００〜３００万円
１／２以内
＜募 集 期 間予定＞ 平成１６年５月下旬から約１ヶ月間
※ お問い合わせは加茂商工会議所（担当：佐藤 TEL52-1740）またはＮＩＣＯ（（財）にいがた産業創
造機構 TEL:025-246-0038）まで。

『２００４

加茂桐たんす見本市』開催のお知らせ

加茂産地をアピールし、｢日本一の
桐たんす｣＝｢加茂ブランド｣の確立や、
将来に向けて魅力ある産地にするた
めに、加茂箪笥協同組合が毎年開催し
ております『加茂桐タンス見本市』を
今年は５月１４日（金）から開催しま
す。
昨年までは流通業者を対象に開催
しておりましたが、今年は消費者の
方々からもご来場いただけるように
なりました。
加茂市産業センター１階大ホール
にて開催されますが、詳しくは右のと
おりです。加茂の職人が、原木の選定
から、板組、完成まで、木目や色彩に
こだわりながら、丹念に作り上げられ
た桐たんすを展示しますので、『２０
０４加茂桐たんす見本市』に 是非、
足をお運びください。

経営上の悩み事

２００４加茂桐たんす木工見本市
○日程
・５月１４日（金）※流通業者対象
開会セレモニー 午前９：３０〜
開 場 午前１０：００〜午後５：００
・５月１５日（土）午前１０：００〜午後６：００※一般消費者対象
・５月１６日（日）午前１０：００〜午後４：００
〃
○会場：加茂市産業センター

１階

大ホール

○主催：加茂箪笥協同組合
○後援：(財)伝統的工芸品産業振興協議会・加茂商工会議所
お問い合わせは、加茂箪笥協同組合（TEL52‑0445
まで。

FAX52‑0428）

なんでも相談に応じます

新潟エキスパートバンク事業のご案内
この事業は、経営における様々な課題を抱えている事業所にエキスパート（専門家）が直接事業所を訪問
し、実践的な指導と助言により、解決を図るものです。是非ご活用ください。
＊ 対象事業所 製造業・建設業等 従業員２０人以下・商業・サービス業 従業員５人以下
＊ 費用は無料です。（但し２回目以降は１万円負担）
＊ こんな場合是非お気軽にご相談ください。詳しくは当商工会議所業務課（桑原／佐藤）まで。
○売上増加を図りたい ○経営計画を作成したい ○コストダウンを図りたい ○専門技術の指導を受け
たい ○特許申請の仕方が知りたい ○経営革新を考えている 等どんな相談にも応じます。
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①経営力ＵＰセミナー１／勝ち組のヒントはどこだ！？
儲かる会社と儲からない会社 〜財を成す人、失う人、あなたは？〜
伸びている会社には伸びるだけの理由があり、ダメな会社にはダメになるだけの原因が必ずあります。今
回のセミナーは、30年を越える企業調査の実績、直接会った経営者の数は７０００人以上と言う、企業のウ
ラもオモテも知り尽くした講師が、地元ではなかなか出来ない生々しい話、数多くの具体的事例など、企業
盛衰の実態を語ります。
１． 日 時：５月１８日（火）１３：４５〜１５：１５ ２．会 場：加茂市産業センター３階研修室
３．講 師：元㈱東京商工リサーチ水戸支店長
企業情報社商工リサーチ茨城代表 鈴木平重氏
４．参加料：１名 １，０００円（資料、お茶代）
②ＮＩＣＯセミナー／やる気のある企業を支援します！

中小企業経営革新支援法とゆめ・わざ・ものづくり支援補助金セミナー
中小企業経営革新支援法とはどういうものなのかを、県内の身近な事例をふまえ紹介します。また補助金
の中で、もっともニーズの高い「ゆめ・わざ・ものづくり支援補助金」に関しても事例をふまえ、ご説明い
たします。
１．日 時：平成１６年６月１日（火）１３：３０〜１６：００
２．会 場：三条・燕地域リサーチコア ７階メディアホール
３．講 師：（財）にいがた産業創造機構創業支援革新グループ新事業支援チーム
４.参加料：無料
５．定 員：１００名
③社会保険セミナー／経費削減・従業員負担削減・年金問題
知らないと損する社会保険の知識
主催：三条法人会
景気低迷が続く中、経費削減に取組む企業が多くなってきています。節税などの税金対策はその代表
例ですが、法律を熟知し、真剣に取組めば社会保険料も税金同様に削減が可能です。事務担当者のみな
らず、部門管理者も含めての受講をお勧めします。
１． 日時：平成１６年６月９日（水）１３：３０〜１６：３０ ２．会場：加茂商工会議所２階会議室
３．講師：園部社会保険労務士行政書士事務所長 園部喜美春氏
４．参加料：１名 １，０００円（テキスト代含む）
④企業経営戦略セミナー

企業再構築・新分野開拓に向けた方策〜戦略的Ｍ＆Ａの活用方法〜主催：㈱新潟Ｍ＆Ａセンター
昨今中小企業においても後継者対策、新分野開拓の一つの手段として定着しつつある、Ｍ＆Ａの活用事例、
方法について解説いたします。
１．日時：平成１６年７月８日（木）１３：３０〜１６：００ ２．会場 三条商工会議所４階
３．講師：日興コーディアル証券㈱ 支店法人支援部次長 大石淳盛氏
㈱新潟Ｍ＆Ａセンター 代表取締役・弁護士 小川建氏
４．参加料：無料 ５．内容 1 部 事業継承とＭ＆Ａ その事例と活用方法
2 部 県内起用のＭ＆Ａ事例
※詳細・お申し込みは加茂商工会議所（担当：佐藤 TEL52‑1740）まで
セミナー申込書
住

所

ＴＥＬ

−

事業所名

ＦＡＸ

−

受講セミナー希望日に○印

受 講 者 名

①経営力ＵＰセミナー(5/18)
②ＮＩＣＯセミナー(6/1)
③社会保険セミナー(6/9)
④企業経営戦略セミナー(7/8)
4／４

受 講 者 名

