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１号議員選挙委員会を設置 〜10/31 任期満了により〜
当商工会議所の役員、議員（１・２・３号議員）の任期が、本年１０月３１日をもって満了となることから、１
号議員については、選挙規約の定めにより「１号議員選挙委員会」を設置のうえ選挙の管理事務を行うことが去る
６月１４日開催の常議員会で了承されました。
同委員会の任務は、会員が投票によって会員のうちから選挙した議員「１号議員」４０名の選挙を施行するため
に設置するもので、専務理事が選挙長を務め、選挙委員５名を委嘱する定めになっています。
委嘱された選挙委員は次のとおりです。（敬称略）
○石山 資雄（㈱石山木工所）○大湊 武司（㈱大湊文吉商店）○牛膓 廣一（ﾏｲﾊﾝｽﾞﾔﾏﾍｲ）○高橋 一郎（㈱高橋は
かりや）○広野 豊作（ひろの呉服店）○選挙委員会選挙長／宮崎専務理事

産業振興ビジョン業界別懇談会を開催中〜加茂市産業界について語りあう〜
当商工会議所の最重点事業の一つ「加茂産業振興ビジョンの策定」については、現在当所商工振興委員会（委員
長 新潟紙器工業㈱社長 太田 明氏）を中心に取りまとめ作業を進めていますが、より具体的な提言を多く取り
入れるため、製造業並びに商業・サービス業及び若手経営者・後継者と各業界に分けて、提言要望を受ける懇談会
を開催中です。
６月２８日（月）は、商業・サービス業関係。７月２日（金）は若手経営者・後継者、また５日（月）はニット
繊維・金属工業関係と、新潟経営大学椎谷教授、石井助教授から出席を得て、アンケート結果に基づいた加茂市産
業の現状分析と今後の課題についての説明の後、それぞれ出席者との意見交換を行いました。
今後、７月９日（金）には木工関係との懇談会を予定しており、秋頃にはそれぞれの意見を取りまとめた提言を
行い、事業化できるものから順次実現を図りたいと考えております。
※ お問合せは、当商工会議所 TEL52‑1740 指導課（担当／若杉、難波）まで。

高年齢者雇用安定法改正案が成立〜定年や継続雇用制度の対
象年齢を段階的に６５歳まで引き上げ〜
去る６月５日、参院本会議で年金制度改革関連法案と合わせて高齢者雇用安定法改正案が可決・成立しました。
これにより、企業は従業員の定年や継続雇用制度の対象年齢を、段階的に６５歳まで引き上げることが必要となり、
定年（６５歳未満）を定めている事業主は、①６５歳までの定年引き上げ②６５歳までの継続雇用制度の導入③定
年の廃止−のいずれかの措置を講じなければなりません。
年齢の引き上げは平成１８年４月からで、２５年４月以降に６５歳となります。対象は原則として希望者全員で
すが、労使協定で一部に限定することもでき、経過措置として、当面、労使協定でなく就業規則でも対象を絞るこ
とができます。当所では「個別労務相談」を随時開催し、各種助成金制度、育児介護休業、高齢者雇用、パート雇
用、就業規則見直し、雇用に関するトラブル等、労務に関する相談全般を受け付けています。相談料は無料で、ア
ドバイザーが直接貴社にお伺いし、親身になってご相談に応じますので、是非ご利用ください。
※ お申込み・お問合せは、当商工会議所 TEL52‑1740 指導課（担当／高畑）まで。
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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〜
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。景気が
上向いてきたとはいえ、地方経済は未だ厳しい経済状況の中で、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。

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･･･７月２２日（木）午前１０時〜午後３時
於：加茂商工会議所１階相談室
※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･･･７月２０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「小企業等経営改善資金（無担保・無保証 経営改善資金
１．６０
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、難波、佐藤）まで。
普 通 貸 付
１．９０

夏祭り 飲食売店（露店）出店者募集のお知らせ
越後加茂川夏祭りは、今回で第１９回目を迎えますが、今回も可能な限り盛大に市民総参加の夏祭りとして、ま
た、より経済効果があがるよう実施したいと存じます。
行事内容は、恒例の加茂松坂大盆踊り大会、大花火大会（２㎞大ナイアガラ、２尺玉連発）を始め小中学生参加
型の昼行事や江戸みこし大会等をメーン行事に準備を進めておりますが、今年も大勢の見物客が予想されることか
ら、当日臨時飲食売店として出店を希望される会員事業所を募集いたします。奮ってご参加ください。
１．出店日時…８月１４日（土）午後３時頃〜９時３０分頃（この時間帯の始まりから終わりまで出店可能）
２．場
所…加茂川河川敷諏訪橋下流付近
３．出店協力費…１店につき６，０００円（電気設備等は、出店者側でご用意ください。）
４．販売品目…原則自由ですが、保健所の許可が必要な物品は許可取得を条件とします。
５．出店対象者…加茂商工会議所会員事業所等関係者に限ります。
６．申込方法…７月１３日（火）までにお申し込みください。
７．出店者会議…７月１６日（金）１３：３０より開催し、詳細をご説明いたします。
※ お申込み・お問合せは、当商工会議所 TEL52‑1740 業務課（担当／阿久津）まで。

当商工会議所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】
①特別加入制度(事業主の労災制度)がご利用になれます ②事務委託手数料が大変低額となっております
③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
※ 詳細・お申込みは、当商工会議所 TEL52‑1740 業務課（担当：佐藤）まで。
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商工会議所の総合福祉共済制度 〜アクサ生命「法人格付けＡ
Ａ‑（ダブルＡマイナス）安全、安心をお約束〜
当商工会議所の共済制度は明日への確かな安心をサポートする制度です。ゆきつばき共済・従業員退職金共済・
大型保障プランなどあらゆるニーズにお応えでき、格安で有利な共済を取り扱い、会員事業所の皆様を支援します。
共済制度の委託会社であるアクサ生命とアクサグループライフ生命は、Ｓ＆Ｐ（スタンダード・アンド・プアーズ
社）の保険財務力格付け、及びＲ＆Ｉ（格付投資情報センター）の保険金支払能力格付けにおいて「ＡＡ−（ダブ
ルＡマイナス）」の評価を受けており、安心してご加入いただけます。
【ゆきつばき共済】従業員の労災保障に最適です。
◆ 安い掛け金（一口８００円〜４口３，２００円まで）で、幅広い高額の保障が約束されます。
◆ 病気・災害による死亡から、傷害による入院まで業務内外を問わず保障されます。
◆ 従業員のために負担した保険料は全額損金または必要経費に算入でき、加入者の所得税の対象になりません。
◆ 加入・解約手続きは簡単、加入は無審査です。
◆ 毎年決算を行って、剰余金が生じた場合には配当金をお返しします。
※ お申込み・お問合せは、当商工会議所 TEL52‑1740 総務課（担当／羽下）まで。

（社）加茂青年会議所 創立４０周年記念講演会のご案内
（社）加茂青年会議所では、創立４０周年記念事業としてビートたけしさんの実兄でおなじみの、北野大（まさる）
氏を講師に迎え、一般公開の環境問題講演会を開催します。この機会に是非「環境」について一緒に考えてみませ
んか。
１．日時／会場 7 月 31 日（土） 開場 午後２時５０分
開演 午後３時１０分 於：加茂文化会館大ホール
２．講
師 淑徳大学教授 工学博士 北野 大（まさる）氏
３．講演内容 「よーく考えよう、環境問題が教育に与える影響は大事だよ！！」
※手話同時通訳並びに車椅子専用席を準備しております。
４．そ の 他
入場無料（但し、一人一枚の整理券が必要。整理券は７月５日より加茂市内・田上町内のプレイ
ガイドにて整理券を配布中。）
※ 詳細・プレイガイドの問合せは、
（社）加茂青年会議所事務局（TEL53‑3241 土日を除く 9 時〜１３時）まで。

試行雇用（トライアル雇用）奨励金のご案内
中高年齢者、若年者、母子家庭の母、障害者、日雇労働者等を一定期間（３ヶ月間）試行的に雇用し、その後の
常用雇用への移行のきっかけ作りとして、実務能力向上に向けた取り組みを行う事業主に対しての助成金です。
対象者

対象者の要件

① 中高年齢者

トライアル雇用開始時に４５歳以上６５歳未満の者

② 若年者

トライアル雇用開始時に３０歳未満の者

③ 母子家庭の母

２０歳未満や障害者の子、または心身障害で長期労働不能な配偶者を扶養する妻

④ 障害者

身体障害者障害程度等級７級以上、難病者、低身長症、薬物中毒者

⑤ 日雇労働者

30 日以内の期間の雇用を常態とする者。

●助成金＝原則１人につき月額５万円
●受給要件＝雇用保険の適用事業の事業主であること等
※ 詳細・お問合せは、当商工会議所 TEL52‑1740 業務課（担当／佐藤・阿久津）まで。

不法滞在・不法就労防止にご協力ください〜加茂警察署より〜
不法就労とは→①不法入国して就労すること②就労資格が無いにもかかわらず、就労すること
③在留期間が切れたにもかかわらず、就労すること
●事業主の皆さんが、不法就労にあたる外国人を雇用した場合「不法就労助長罪」の適応を受け、処罰の
対象となります。●外国人を雇用する場合、正規の旅券を所持しているかどうか、旅券に記載された滞在
期間・在留期間を確認する必要があります。 ※ お問合せは、加茂警察署（TEL52‑0110）まで。
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①接客対応セミナー／ＯＮＥ

ＴＯ

ＯＮＥ

接客術の実践手法

今、お客様はお店で感動したがっている！
売上を伸ばすべくヤル気のある商店を対象とした、接客対応術を一歩先にすすめた内容です。お客様の要望・問題をどの
ように解決し、より良い商品やサービスを提供するための接客応対を学びます。
１． 日 時：平成１６年７月９日（金）１４：００〜１６：３０ ２．会 場：加茂商工会議所会議室
３．参加料：無 料 ４．講 師：㈲ラフィネット総合企画 チーフアドバイザー 水井 ちおり氏
②広告作成セミナー／集客拡大広告づくりのススメ

広告・ＤＭ・リーフレット・チラシ・会社案内でお客様を増やす方法
加茂商工会議所青年部メンバーがモデル事業所となり、実際にコンサルティングを受け広告を作成していく過
程とその作成ノウハウを実際に指導したコンサルタントから講演していただきます。「良い話を聞いた。」で終
わらない、明日からでも実践に活かせるセミナーです。
１．日 時：平成１６年７月１３日（火）１９：２０〜２１：３０
２．会 場：加茂商工会議所会議室
３.参加料：無 料
４．講 師：㈱船井総合研究所 チーフコンサルタント 中西 正人氏
③経営力ＵＰセミナー２／県央地域実在会社の決算書でのケーススタディ
これが会社の健康診断！！ 〜取引先、あなたの会社は健康ですか？〜
普段は作るだけであまり見返さない決算書ですが、実はたくさんの情報が詰まっています。今回は実在している
会社の決算書を使い、決算書の基本的な見方をケーススタディで学びます。自社・取引先等の客観的見直しを図る
良い機会です。
１．日時：平成１６年７月２１日（水）１３：３０〜１５：００ ２．会場：加茂商工会議所会議室
３．参加料：１，０００円
４．定員 ２０名 ５．講師：中小企業診断士・税理士 近藤信氏
※ ①〜③とも詳細・お申込みは、当商工会議所 TEL52‑1740 業務課（担当：佐藤 TEL52‑1740・FAX52‑4100）
まで。
セミナー申込書
所

ＴＥＬ

−

事業所名

ＦＡＸ

−

住

受講セミナー希望日に○印

受 講 者 名

受 講 者 名

①接客対応セミナー(7/9)
②広告作成セミナー(7/13)
③経営力ＵＰセミナー（7/21）

電子メールによる「会員情報」送信のお知らせ
〜アドレスをお持ちの方には、メールでご案内しております〜
当商工会議所では、毎月発行の「会員情報」を、新たにメールによるご案内も追加しております。メール配信を
希望事業所は下記のとおりメールにてご連絡いただきますようお願い申し上げます。次号からメールにて配信いた
します。・メールアドレス：info@kamocci.or.jp
・記載内容：ご連絡メールアドレス／事業所名／連絡先氏名
＊現在郵送事業所で、ＦＡＸ送信を希望される方、また、現在ＦＡＸ送信を郵送に変更したい方など、変更がござ
いましたらお気軽にご連絡ください。 ※ 当商工会議所総務課 TEL52‑1740（担当／近藤・羽下）まで。
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