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～会員事業所の経営向上、地域の発展に向けて、さらに一歩踏み込んだ事業を展開します～ 
平成１７年度最重点事業（案）として２項目を掲げ推進！！ 

当商工会議所では、平成１７年度事業計画について各部会等から検討いただき、７分野３３項目を重点事業に掲

げるとともに、以下の２項目を最重点事業として事業を実施してまいります。このことについては、２５日開催の

議員総会にて機関決定いたします。<ご意見ご提案等ございましたらご連絡ください> 
（詳細は、5月発行の「加茂商工会議所だより」にてお知らせいたします。） 

◎最重点事業 
１．地域産業の振興と木工のまち再生 
 ○加茂地域の産業が振興、発展を果たすには、経済環境の変化に対応した経営努力が必要である。これらを達成

するため、新分野進出、業種転換等に向けて関係諸機関と連携を図り強力に支援する。 

・国内はもとより海外へも提案できる木製品の開発、販路拡大等を目指し、有効な補助事業を導入しつつ、木

工のまち加茂の再生に向けて新規事業を実施する。（JAPAN ブランド育成支援国の補助事業導入予定） 

・会員事業所の経営革新、経営改善、人材育成等の個別企業の取り組みについて強力に支援する。 

２．街づくり推進と中心商店街活性化 
○街づくりには２０年、３０年の長期にわたるコンセプトを持ち続けることが重要である。当商工会議所がまと

めている産業振興ビジョンの提言を踏まえて、加茂山公園等固有の地域資源を活かした街づくり、魅力づくり

と中心商店街への誘導策等についてその実現に向けて関係者と調査研究する。 

  ・一つの施策として… 土･日の朝市新設。加茂山公園～下条川ダムハイキングコース開発。 

  ・中心商店街空き店舗の抜本的対策… イベント的な一過性の空き店舗対策ではなく、経営として継続可能な

コミュニティビジネス創設の研究 

◎重 点 事 業 
１．地域経済の発展に関する提言・意見活動の推進 ２．地域産業の振興、経営革新等の支援          

３．経営の向上、経営改善に関する個別企業の支援 ４．商業活性化対策、街づくり･観光開発の支援       

５．環境問題及び労働・雇用対策の推進      ６．ＩＴ（情報技術）の活用と企業経営効率化の支援    

７．商工会議所の財政運営と業務推進                       

新規の受・発注＝相手企業の信頼は、 大丈夫ですか？ 

企業情報検索 いたします。～秘密厳守～ 
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、創業、株主構成、取引銀行、主力取引企業（仕入先、販売先）、

取扱商品（製品）、直近３ヵ年の決算内容、最近の業況、同業種順位（全国・県内）、代表者生

年月日・最終学歴・趣味 他 

※ 当商工会議所 TEL52-1740 業務課（担当／桑原、佐藤）まで。 
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 運転資金、諸経費支払い等々 –経営改善のための国の融資制度－ 

マル経資金（無担保・無保証人）をご利用ください 
対象：従業員数２０人以下の製造業・その他業種、または従業員数５人以下の小売・卸売・サービス業 

融資利率１．２５％（2/14 現在、固定金利）～ 秘密厳守 （まずは、52-1740 お電話ください） ～ 

◎マル経資金とは、当所会員事業所で小企業等の方々に経営改善を行っていただくための無担保・無保証人・低利

な国の融資制度です。現状の経営から脱却し、経営改善をお考えの方はどうぞご利用ください。 
 ●融資条件 貸付限度枠５５０万円●返済期間 運転５年以内 設備７年以内 (飲食業等は運転資金のみ対象)  

  ●必要書類 ３期分の決算書・法人企業の方は、他に会社の登記簿謄本、試算表（３ヵ月以内のもの）（但し、

国の制度資金のため、税金を完納していることが条件です。） 
～公庫・信用保証協会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･･･３月１８日（金）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、他に会社の登記簿謄本、試算表（３ヵ月以内のもの） 

３．お 申 込 み･･･３月１６日（水）までに必要書類を添えて､当所へ事前にご予約ください｡ 

※詳しくは、当商工会議所 TEL 52-1740 業務課（担当／佐藤）まで。 
 

国の制度で安心確実！～事業主のための退職金・倒産にあう前の自己防衛～ 

小規模企業共済・中小企業倒産防止共済をご利用ください。 
 
■小規模企業共済とは 
小企業の個人事業主、会社役員のための退職金をあら

かじめ準備しておく、国のつくった共済制度です。 

■中小企業倒産防止共済とは 
取引先が倒産した場合、積み立てた掛金総額の１０倍の範

囲内（最高３，２００万円）で回収困難な売掛金債権等の

額以内の共済金の「貸付け」が受けられる共済制度です。 
○共済のメリット！ ○共済のメリット！ 
《税制面》 
・掛金は全額「課税対象所得から控除」できるので、

節税しながら老後の資金が蓄えられます。ゆとりあ

る老後のライフプラン設計を実現します。 
・共済金は「退職所得扱い」又は「公的年金等の雑所

得扱い」となります。 
《安全面》 
・法律に基づく国の共済制度ですので安心・確実です。 

《税制面》 
・掛金は税法上経費または損金に算入できます。 

《貸付面》 
・共済金の貸付は、無担保・無保証人、無利子です。 

 ・企業の財務内容、返済可能性などの金融審査ではなく、

取引先の倒産と回収不能債権の事実確認での貸付で

すので、万が一の急場の資金難を乗り切れます。 

○制度内容 
 ・毎月１，０００円～７０，０００円までの範囲内

で自由に掛け金を設定し、積み立てていきます。 
 ・常時使用する従業員が２０人以下（商業・サービ

スは５人以下）の個人事業主及び会社の役員が対

象です。 
 

○制度内容 
・毎月５，０００円～８０，０００円までの範囲内で掛

金を設定し、積み立てていきます。 
掛金総額３２０万円まで積み立てできます。 

 ・業種、資本金、従業員数により加入資格に限りがござ

いますので詳細はお問い合わせください。 

※ お問い合わせは当商工会議所 TEL52-1740 業務課（担当／佐藤）まで。 

ご存知ですか？ 

政府管掌健康保険の介護保険料率が変わります～平成１７年３月分保険料から～ 

政府管掌健康保険の介護保険料率は、平成１７年３月分保険料（平成１７年５月２日納付期限分）から、１．２

５％（現在は１．１１％）となります。これにより、４０歳から６４歳までの介護保険第２号被保険者に該当する

方の政府管掌健康保険料率は、医療に係る保険料率（８．２％）と合わせて、９．４５％（現在は９．３１％）と

なります。なお、厚生年金保険にかかる保険料率には変更はありません。 
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雇用保険料率が 2/1000 引上げられます。～平成１７年度の主な改正点～ 
①雇用保険料率が平成１７年４月 1日より 2/1000 引き上げられ、下記の表のようになります。 

事業の種類 保険料 うち事業主負担率 うち被保険者負担率 
一般の事業 現行17.5/1000→改定後19.5/1000 10.5/1000→11.5/1000 7/1000→8/1000 

農林水産・清酒製造の事業 現行19.5/1000→改定後21.5/1000 11.5/1000→12.5/1000 8/1000→9/1000 

建設の事業 現行20.5/1000→改定後22.5/1000 12.5/1000→13.5/1000 8/1000→9/1000 

②被保険者が負担すべき保険料額を一般保険料額表でも計算していましたが、今年３月３１日をもって廃止となり

ました。今後はその月の賃金額に被保険者負担率を乗じて計算してください。（この場合の端数処理は５０銭以下

切捨てとなります） 
※こういった年度更新等の手続き他、離職票の作成、労災手続き等を事業主に代わって、当労働保険事務組合が手

続きを行います。詳しくは下記のご案内をご覧ください。 

 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のこと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  事業主の事務負担が軽減されます！ 

・その２  事務委託手数料が大変低額となっております！  

・その３  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４  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５  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！ 

※ お申込み・お問合せは、当商工会議所 TEL52-1740 業務課（担当／佐藤、堀川、阿久津）まで。 

法律トラブル・年金・労務問題等の「御社の悩み」を即・解決！ 
 ～秘密厳守 （まずは、52-1740 お電話ください）～ 

・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全般について 

○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 ○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。 

 

第３９回 雪椿まつり（４／３～４／２９）日程のご案内 
 今年で 39 回を迎える恒例の｢雪椿まつり｣が４月３日(日)から２９日(金)まで、加茂山公園を中心に開催されます。

今年も盛り沢山のイベントが実施されますので、雪椿が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／ ３（日） 開会式 青海神社 
４／１０（日） トレジャーハンティング（青年会議所イベント） 加茂山公園 野外ステージ 
４／１７（日） ミス雪椿発表会、雪椿大園遊会（歓迎大島） 

市中パレード、雪椿マラソン、雪椿苗木市 
加茂山公園 野外ステージ 
市内及び市民体育館 脇 

４／２３（土） 献花祭 青海神社 
４／２４（日） 雪椿杯バレーボール大会 勤労者体育センター 
４／２９（金） 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。 
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 新入社員歓迎会・新入社員セミナー開催のご案内 
 ～社会人への第一歩！基本的マナーを習得しましょう！～ 

本年４月に、加茂市内及び田上町に就職した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」を開催します。該当の新入社員がおられましたら、お申込みください。 

■日時／会場 ４月１１日（月）９：３０～１７：００ 於：加茂市産業センター 
■日 程 第一部  ９：３０～１０：３０ 新入社員歓迎会記念式典（市長歓迎挨拶、会頭挨拶他） 

第二部 １０：４０～１１：４５ 新入社員研修会（第１講）新入社員としての心構え 
第三部 １２：００～１３：００ 昼食会（社会人としてのﾃｰﾌﾞﾙﾏﾅｰの基礎を学びます） 
第四部 １３：３０～１７：００ 新入社員研修会（第２講） 

ロールプレイング（挨拶の基本、姿勢確立訓練他） 
■参加料 ①歓迎会のみ出席 無 料  
     ②昼食会まで出席 ２，０００円   
     ③全 部 出 席 ４，０００円 
 
※ お申込みは、４月４日(月)までに当商工会議所 TEL 52-1740 業務課（担当／佐藤、阿久津）まで。 

 

各種セミナーのご案内 
①地域活性化セミナー／地域密着型商店街・再生への挑戦 

加茂市内の各街区では、消費人口の減少や都市間競争の激化などで、空き店舗が顕著になってきており、抜本的

な空き店舗対策に迫られております。当商工会議所では、東和銀座商店街(振)田中理事長を講師に迎え、地元商店

街の有志で設立した会社で取り組んだ空き店舗対策や地域から必要とされる商店街の活動事例などをご講演いただ

きます。この機会にぜひご参加ください。 

１.日時 ３月１７日（木）１５時３０分～１７時００分 ２．会場 （株)鴨川（番田TEL52-6726） 

３. 東和銀座商店街振興組合理事長 (株)アモール・トーワ代表取締役 田中 武夫氏 
◆懇談会費３，０００円（当日持参ください）※講演会のみ参加の方は無料 

＊詳しくは当加茂商工会議所 Tel 52-1740 （担当／山本）まで。 
②法人会セミナー／日本経済の展望と企業経営～大変革期の今をどう乗り越えるか～ 

大きく変貌を遂げつつある「今」を乗り越えるヒントとなるセミナーです。この変革期を飛躍の機会にするためにも、

多数ご参加ください。なお、法人会会員以外の方でも受講できます。 
１.日時 ３月１８日（金）１３時３０分～１５時３０分 ２．会場 加茂商工会議所 会議室 

３.講師 東京国際大学教授・エコノミスト・税理士   増田 正敏 氏 

＊詳しくは法人会事務局（加茂商工会議所内 TEL 52-1740 担当／山本）まで。 
③経営術セミナー／メジャー流ビジネス成功の鉄則～エンゼルベースボールビジネスが語る競争社会を勝ち抜く術とは！？ 

世界各国のトップ選手が集い活躍する世界最高峰のプロ野球といえばアメリカのメジャーリーグです。しかしその華や

かな舞台裏では日々激しい競争が行われ、選手も球団も生き残りをかけて競争社会を強く生き抜いています。日本経済も

競争の時代に入り、企業は競争社会を生き抜く術を学ばなければ、生き残れない時代となりました。この機会に是非ご参

加いただき、メジャー流経営術を自社の経営にお役立てください 

１．日時 ３月２３日（水）１３時３０分～１５時００分 ２. 会場 加茂商工会議所 会議室 

３．講師 ビジネス＆スポーツアナリスト  タック川本 氏  

 

セミナー申込書 
加茂商工会議所 業務課（FAX52-4100）阿久津行き 

住  所 
 

 
TEL  FAX  

事業所名 
 

 
受講者名   

①地域活性化セミナー(３/１７) 

→  出席します 

②法人会セミナー(３/１８) 

→  出席します 

③経営術セミナー(３/２３) 

   →  出席します 

※加茂地区雇用促進協議会の会員の方は参加料１，０００円補助

がございます。 


