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〜10/31 任期満了に伴い〜役員候補者推薦選考委員会を設置
当商工会議所の役員、議員等の任期３年が本年１０月３１日に満了となることから、役員の推薦選任を円
滑に行うため、「役員候補者推薦選考委員会」を設置することが去る５月１８日開催の常議員会で了承され
ました。
同委員会の任務は、役員候補者本人の内諾を得て選考のうえ、原案を常議員会に提案、同会にて審議後、
その原案を臨時議員総会へ上程するもので、候補者推薦の範囲は、会頭、監事（３名）、常議員（２６名）
の候補者を選考、推薦します。
副会頭（３名）、専務理事については、定款の規定により会頭が指名権を有するので、会頭候補者の意向
により推薦します。
同委員会のメンバーは、当商工会議所３委員会委員長と７部会部会長等の計１０名、オブザーバーとして
専務理事が参加します。
同委員会メンバーは、次のとおりです。（敬称略）
○吉田 廣（総務運営委員長） ○太田 明（商工振興委員長）○安中 弘（観光開発委員長）
○野本正次（卸小売商業部会長）○阿部敏延（サービス業部会長）○田辺熊一（木工木材業部会長）○丸山
信夫（金属工業部会長）○涌井源治郎（建設業部会長）○外山禎一（金融交通諸業部会長）○高井 保（ニ
ット織物業副部会長）○オブザーバー／専務理事
（選考委員長は、総務運営委員長（吉田 廣）とする。）

加茂商工会議所会員加入のお願い

〜新規会員募集中です〜

当商工会議所では現在会員加入キャンペーンを実施中です。現在約１，３００の事業所からご加入をいた
だき、組織加入率は約６７％となっています。また、通達が改定され正会員の加入資格が財団法人、医師、
農業者など広く正会員として入会することができるようになりました。
近所、お知り合いで商工会議所会員に未加入の事業所の方がございましたら、ぜひご紹介をお願いいたし
ます。
※お問い合わせは、当商工会議所ＴＥＬ５２−１７４０指導課（担当／大橋）まで。

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〜
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。
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金融総合相談会をご利用ください。〜公庫・信保担当者による出前相談会です〜
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･･･６月２１日（月）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･･･６月１８日（金）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「小企業等経営改善資金（無担保・無保 経営改善資金
１．４０
証人）
」並びに「普通貸付」の利率は、現在右記のとおりです。
(無担保・無保証人)
※詳しくは、当商工会議所TEL５２−１７４０（担当／桑原、佐藤）まで。
普 通 貸 付
１．７０

ゆめ・わざ・ものづくり支援補助金<２次募集開始>
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次募集を下記の受付期間で募集しております。
＜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
募集件数
ゆめづくり支援補助金
５０〜１００万円
１／２以内
４件程度
わざづくり
〃
１００〜５００万円
１／２以内
１２件程度
ものづくり
〃
１００〜３００万円
１／２以内
４件程度
＜募 集 期 間＞ 平成１６年５月２４日（月）〜６月２４日（木）（必着）
※ 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。

法律トラブル・労務問題の個別相談

随時開催中！

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。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。

第１９回越後加茂川夏祭り 「夏祭り協賛金」のお願い
越後加茂川夏祭りは、今回で第１９回目を迎えますが、毎回、各事業所をはじめ関係各位のご理解を賜り
厚くお礼申し上げます。全市民、帰省客の皆様から一日楽しんで頂けるよう、今年も８月１４日（土）に可
能な限り盛大に実施したいと存じます。また、この夏祭りを実施することにより、約 1 億３千万円の経済効
果(昨年実績)があります。行事内容は、加茂松坂大盆踊り大会並びに大花火大会等をメーン行事として準備
を進めております。
商工会議所の会員事業所におかれましては、「夏祭り協賛金」のお願いにお近くの当所役員議員・部会役
員・地区委員の担当者の方が伺いますので、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
また、市内全世帯に各組長さんを通じて「市民協賛金」封筒募金のお願いを別途してございます。この協賛
金と重複しますが、ご協力をお願い申し上げます。
指導課（担当／高畑、近藤）
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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労働保険事務組合が代行します。また労働
関係の制度改正、助成金案内など労務全般において、事務組合が相談に応じます。
事務委託された場合のメリット
その１
その２
その３
その４
その５

事業主の事務負担が軽減されます！
事務委託手数料が大変低額となっております！
特別加入制度(事業主の労災制度)がご利用になれます！
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！
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６
法改正、制度改正等、労務関係情報を随時配信します！
詳細・申し込みは加茂商工会議所（担当：佐藤 TEL52‑1740）まで

パソコン教室をご利用ください（7 月〜９月）募集中！
〜大好評！安心・親切・丁寧な個別フリーレッスン制〜

◆会

場：加茂商工会議所

◆時

間：月･水･金曜日の１８：３０〜２０：３０

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２００２コース（ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ）
⑨パワーポイントコース（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ）

２階パソコン研修室

（全６回コース）
◆定

員：１０名（先着順に受付となります）

◆受講料：会員/８，０００円

一般/１０，０００円

◆テキスト代：①〜⑥

３,４６５円

⑦〜⑨

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額補助いたします。
親切指導が好評の当所パソコン教室。フリーレッスン制ですので、他の人を気にせずマイペースで安心し
て受講できます。ご自身、従業員のスキルアップ間違いなしです。この機会に是非お申し込みください。

コース名
第１回
第２回
第３回
第４回

A

Ｂ

Ｃ

Ｄ

７／ ５日（月） ７／２０日（火） ８／ ２日（月） ８／１８日（水）
７日（水）
２１日（水）
４日（水）
１９日（木）
９日（金）
２３日（金）
６日（金）
２０日（金）
１２日（月）
２６日（月）
９日（月）
２３日（月）

Ｅ

Ｆ

８／３０日（月） ９／１３日（月）
９／ １日（水）

１５日（水）

３日（金）

１７日（金）

６日（月）

２１日（火）

第５回

１４日（水）

２８日（水）

１０日（火）

２５日（水）

８日（水）

２２日（水）

第６回

１６日（金）

３０日（金）

１１日（水）

２７日（金）

１０日（金）

２４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）
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①人事労務セミナー／業績アップと社員のヤル気を引き出す人事管理とは？

知らないと損する！？高齢者・パートの有効活用
依然厳しい経済情勢の中、「人材」はまさに「人財」であり、従業員各々が意欲を持って仕事に取り組み、
経営者はその能力を最大限に発揮させていくことが必要と言えます。県内の雇用情勢をはじめ、やる気を引
き出す人事管理や高齢者・パート労働者の有効的な活用等についてのセミナーです。
１． 日 時：６月１４日（月）１３：４０〜１５：３０ ２．会 場：加茂市産業センター３階講習室
３．参加料：１，０００円 ４．講 師：㈱マネジメントブレーン代表取締役 田代武夫氏
②事業承継節税セミナー／節税は税務を勉強した会社へのご褒美

大切な財産をスムーズに引き継ぐ効果的な方法
相続税は、事前の対策を打てば大幅な節税が可能です。生涯をかけて築いてきた大切な財産は、スムーズ
に引き継ぎたいものです。相続･事業承継対策のポイントは「争続」「節税」｢納税｣対策です。具体的な事
例を交えてスムーズな事業承継を行うためのセミナーです。
１．日 時：平成１６年６月２３日（水）１４：００〜１５：１５
２．会 場：加茂市産業センター３階 ３.参加料：１，０００円
４．講 師：喜多村洋子税務会計事務所 税理士 喜多村洋子氏
③ＩＴセミナー／今年も開催！マイクロソフトＩＴキャラバン２！！

ＩＴ活用ってどういうこと？〜会社をどんどん伸ばす導入ステップと事例〜
ＩＴを活用し、会社をどんどん伸ばすための活用実践術をステップ別にわかりやすく解説し、豊富なデモ
ンストレーション、ビデオをもとに、自社でもすぐに活用できる実践セミナーです。
１．日時：平成１６年６月２５日（金） ２．会場：加茂商工会議所２階会議室
第１回 １０：００〜１１：３０ 第２回 １３：００〜１４：３０ ３．定員：各回 ３０名
４．参加料：無料 ※今セミナーは完全事前予約制です。お早めにお申し込みください
④企業経営戦略セミナー／戦略的Ｍ＆Ａの活用方法とは！？

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〜
昨今、我が国の中堅・中小企業において、後継者対策、新分野開拓等の一手段として、M&A による経営戦
略への転換の動きが増えてきています。経営手法の一つとして定着しつつあるＭ＆Ａの事例や活用法につい
てのセミナーです。
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
３．参加料：無料 ４．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・税理士 小川健氏
※詳細・お申し込みは加茂商工会議所（担当：佐藤 TEL52‑1740）まで
住

所

ＴＥＬ

−

事業所名

ＦＡＸ

−

受講セミナー希望日に○印

受 講 者 名

受 講 者 名

第一回 10:00〜

第二回 13:00〜

①人事労務セミナー(6/14)
②事業承継節税セミナー(6/23)
③ＩＴセミナー(6/25)
参加される回に○を付けてください。

④企業経営戦略セミナー（7/8）
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