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労働保険の年度更新はじまります〜申告･納付は 4/1 から 5/20 まで〜
年度更新（労働保険料の申告・納付）の手続きから、
労働保険事務組合にお任せください！！

※

「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
年度更新（労働保険の申告、納付）の手続きを代行します！
・その２
事業主の事務負担が軽減されます！
・その３
事務委託手数料が大変低額となっております！
・その４
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５
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６
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７
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／堀川、阿久津）まで。

平成１７年４月より雇用保険料率が 0.2％引き上げられました
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、下の表のようになりました。
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）
※ このような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、当商工会議所 TEL52‑1740 業務課（担当／堀川、阿久津）まで。

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／羽下）まで。
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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
※お申込み、お問い合わせは、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・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
・内
容

随時（連絡を頂いた後、専門家と日程調整します）
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。

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１．３５％（４/11 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ご相談ください。
●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張相談会です〜
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･･･４月２０日（水）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･･･４月１８日（月）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。

OB 人材の豊富なノウハウとキャリアをあなたの企業にお役立てください。

企業等の OB 人材マッチングモデル事業がスタートします！
このモデル事業は、技術支援、研究開発、商品開発、マーケティングなど経営戦略の見直しや新事業の展開を図
るために、人材やアドバイスを必要としている中小企業等と、退職後も自らの知識、経験などのノウハウを活かし
たいという意欲を持った企業ＯＢ人材とのマッチングを支援する事業です。平成１７年度当所では「にいがた県央
地域ＯＢ人材バンク」を設立し、県央地域を中心に経営問題を抱える企業に対し、企業ＯＢ人材を募集してマッチ
ングを行い、問題解決に向け積極的に支援していきます。現在、企業ＯＢ人材の募集を行っていますので、多くの
ＯＢ人材のご推薦をお願いします。※詳しくは、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が、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。
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
(社)新 潟 県 健 康 管 理 協 会
５月２０日（金）、６月２１日（火）８時３０分〜１５時
TEL025‑283‑3939
政府管掌生活習慣病検診はキャンセル待ちの状況です。あらかじめご了承ください。
詳しい内容、料金については、各協会から資料をご送付いたします。当所または、各協会までご連絡ください。
※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／阿久津）まで。

保障内容充実で生まれ変わります！

御社の福利厚生にご活用ください

新ゆきつばき共済（6/1 リニューアル）保障内容さらに充実！
【新しい制度のポイント】
①従来の６５歳から、７０歳へ継続加入年齢を拡大 ②労災補完商品として災害保障をさらに充実
③還暦祝金に代わり、６０歳以降継続加入お礼金制度を創設 ④これまでと同様に病気･災害による死亡から、障
害による入院まで業務上・外を問わず常に保障、⑤事業主が従業員のために負担する掛金は、全額損金または必
要経費に算入できます。
当所のゆきつばき共済はこれからも割安な掛金で皆さまの福祉生活をバックアップします！
※ お申込み・お問い合わせは、当商工会議所TEL52‑1740総務課（担当／羽下）まで。

雪椿花びら染体験教室開催

〜この機会をお見逃しなく！！〜

雪椿の花びら染研究会では、「雪椿の花びら染体験教室」を開催します。ご自分の手で世界で一つしかない貴方
の素敵な作品が作れます。市内、市外を問わずどなたでも参加できますので、お友達などお誘い合わせのうえぜ
ひご参加ください。
◇日時・場所 ４月１７日(日)
於：加茂市土産物センター２階（穀町）
第１回目１０：３０〜１１：３０
第２回目１３：００〜１４：００
◇参 加 料 １，５００円（材料費） ◇講 師
雪椿の花びら染研究会員
◇ 申 込 方 法 ４月１５日（金）までに当商工会議所内研究会事務局 TEL52‑1740（担当／樋口、近藤）まで。

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１，２８０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。

２００万人の漢検！〜パソコンで受験＝漢検 CBT をよろしくお願いします〜

（財）日本漢字能力検定協会でおなじみの漢字検定を毎月実施！
年間約 200 万人が受験する漢検（日本漢字能力検定試験）が、パソコンで受験できるようになりました。漢字検
定は年３回ですが、この「漢検ＣＢＴ」は当所で毎月受験できます。奮ってチャレンジください。
１．日時／毎月第１土曜 午前１０時〜
２．会場／加茂商工会議所パソコン研修室
３．検定級・受験料／２級４千円、準２〜７級２千円
４．申込方法／インターネット（http://www.kanken.or.jp/frame/cbt.html）からお申込みください。
※インターネット環境のない方は当商工会議所窓口でも代行して申込み手続きを行います。
※詳しくは、当商工会議所 TEL52‑1740 業務課（担当／堀川）まで。
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各種セミナーのご案内

〜奮ってご参加ください〜

▼加茂商工会議所青年部公開例会 ｢コーチング講座｣
今話題のコーチングとは、その人の才能や能力を最大に引き出し、問題を打開するための答えを自らが見出
せるようにサポートすることで自発的な行動を促進するコミュニケーションツールです。人事教育の一環に、
また、興味のある方等、お気軽にご参加ください。
○日 時
４月２０日（水）午後 7 時半〜9 時
○場 所
加茂商工会議所会議室
○講 師
リュー・デ・ブラン 代表 石附 智恵子氏 ○参加費
無 料
※詳しくは、加茂商工会議所 TEL52‑1740 指導課（担当／山本）まで。
▼賃金動向セミナー 〜時代遅れの賃金体系では大変だ！〜
「県央地域の賃金動向と人材を活かす最新賃金システム構築方法」
経済・社会状況の変化とともに賃金システムも変化していかなければ、社員のヤル気を引き出すことも経費
の節減も実現不可能です。今回は県央地域の賃金動向をベースに、地域にあった人材を活かす最新賃金システ
ムの構築方法を学びます。この機会に是非ご参加ください。
○日 時 ５月１１日（水）午後１時３０分〜３時３０分 ○場 所 加茂商工会議所会議室
○講 師 ㈱マネジメント・ブレーン 代表取締役 田代 武夫氏
○参加費 １，０００円（資料、お茶代：資料として最新賃金システムモデルを配布いたします。
）

セミナー申込書
加茂商工会議所
住

業務課（FAX52‑4100）阿久津行き
TEL

所

事業所名

FAX

受講者名

青年部公開例会
①コーチング講座(４/２０)
→

出席します

②賃金動向セミナー（５／１１）
→
出席します

大好評！！〜親切、丁寧、分かりやすい個別フリーレッスン制〜
加茂商工会議所パソコン教室只今募集中！
当所パソコン教室は、１０台のパソコンを完備し、文書作成、表計算、ホームページの作成、アクセス、パワー
ポイントと豊富な講座コースをそろえております。
フリーレッスン制ですので自分のペースで無理なく修得できます。もちろんパソコン初体験の方でも安心して受講
できます。是非この機会をお見逃し無く！
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
・会 場：加茂商工会議所 ２階パソコン研修室
③ワード基礎コース
・時 間：月･水･金曜日の１８：３０〜２０：３０
（全６回コース）
④ワード応用コース
・定 員：１０名（先着順に受付となりますので、
⑤エクセル基礎コース
お早めにご予約ください）
⑥エクセル応用コース
・受講料：会員/８，０００円 一般/１０，０００円
⑦ホームページ作成コース
・テキスト代：①〜⑦ ３,４６５円 ⑧〜⑨ ２,１００円
⑧アクセス２０００コース（データベース）
⑨パワーポイントコース（プレゼンテーション）
コース名 A（満員御礼）
Ｂ
Ｃ
Ｄ
第１回
４／４日 （月）
４／１８日 （月）
５／ ９日 （月）
５／２３日 （月）
第２回
６日 （水）
２０日 （水）
１１日 （水）
２５日 （水）
第３回
８日 （金）
２２日 （金）
１３日 （金）
２７日 （金）
第４回
１１日 （月）
２５日 （月）
１６日 （月）
３０日 （月）
第５回
１３日 （水）
２７日 （水）
１８日 （水）
６／ １日 （水）
第６回
１５日 （金）
２８日 （木）
２０日 （金）
３日 （金）
※ お問い合わせ・お申込みは、加茂商工会議所 TEL52‑1740 総務課まで。
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Ｅ
６／ ６日 （月）
８日 （水）
１０日 （金）
１３日 （月）
１５日 （水）
１７日 （金）

Ｆ
６／２０日 （月）
２２日 （水）
２４日 （金）
２７日 （月）
２９日 （水）
７／ １日 （金）

