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将来の街づくりの指針

加茂産業振興ビジョン提言まとまる！
経済のグローバル化や情報技術の進展など、経済が大きく変貌する中、加茂市の産業は製造品出荷額が減少して
おり、厳しい状況が続いています。
こうした中、当商工会議所では、次代を担う若者に将来へ夢ある街として受け継いでもらうべく、将来の指針
ともなる「加茂産業振興ビジョン」提言書を取りまとめました。この提言書では、現在の競争激化の中で、新たな
事業展開やビジネスモデルの構築など次世代型戦略産業に取り組む必要があり、加茂市固有の地域資源を活かした
街づくりや産業振興などの推進策について、行政や産業界、市民が一体となったコンセンサスの形成が必要と提言
しています。現在、本提言書を印刷中であります。出来あがりましたら全会員事業所へ配付いたします。

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。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） 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。

取り込み詐欺にご注意ください

〜要注意！〜

今般、各方面から当商工会議所に「取り込み詐欺の疑いのある会社情報」が寄せられましたので、お知らせいた
します。東京都 豊島区に所在する会社が、加茂を含む各地にて取り込み詐欺を行っている疑いがあるとのことで
す。引き合い等、連絡がありましたらご注意ください。取り込み詐欺の手口は「商品を先に受け取っておきながら、
代金を踏み倒して逃げる。」というもので、単純な手口ですが、最近、被害が拡大しています。
詐欺会社は、
「最近設立した、もしくは社名が変更になった・移転が頻繁・最近役員交代があった。といった特徴
を持っていますので「この企業は怪しい？」と思ったら、十分な調査の上、ご判断ください。当商工会議所で実施
している企業情報検索を是非ともご活用ください。
※ 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！
・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／堀川）まで。
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労働保険の年度更新はお済ですか？〜申告･納付は 5/20 までです〜
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！！

〜分割納付ができます〜
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、各種助成金のご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. 年度更新（労働保険の申告、納付）の手続きを代行します！
２. 事業主の事務負担が軽減されます！
３. 事務委託手数料が大変低額となっております！
４. 特別加入制度(事業主の労災制度)がご利用になれます！
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！
６. 一般の場合概算保険料が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！
７. 法改正、制度改正等、労務関係最新の情報を随時配信します！
※ お申し込み・お問い合せは、当商工会議所 TEL52‑1740 業務課（担当／堀川、阿久津）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１．２５％（５/１３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･･･５月２６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、他に会社の登記簿謄本、試算表（３ヵ月以内のもの）
３．お 申 込 み･･･５月２４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｡
※詳しくは、当商工会議所 TEL 52‑1740 業務課 (担当／佐藤）まで。

〜企業経営は健康管理から〜

定期健康診断のご案内〜受診料の補助制度をご利用ください〜
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円を補助し
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１７日（火） ５月３０日（月）
TEL025‑370‑1960
（①午前９：００〜１１：００ ②午後１：３０〜３：３０）
(社)新 潟 県 健 康 管 理 協 会
①５月２０日（金） ②６月２１日（火）
TEL025‑283‑3939
（①、②午前８：３０〜１１：３０ 午後１：００〜３：００）
※詳しい内容、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。
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チャレンジしてみませんか？〜今が受講のチャンスです〜
パソコンビギナー大歓迎 無料パソコン教室受講者募集中！
〜シルバー人材センター

シニアワークプログラム事業〜

シルバー人材センターでは、働く意欲のある高齢者を対象に就職機会の確保促進を目的として各種技能講習会を
実施していますが、本年度は、当商工会議所を会場に初級パソコン教室が開催されます。
○応募条件
新潟県内在住の健康な高齢求職を考えている方
○日
時
平成１７年６月１日〜１７日の月・水・金（全１３日間）
Ａコース（午前の部）
９：００〜１２：００
Ｂコース（午後の部） １３：３０〜１６：３０
○受 講 料
無料
○会
場
加茂商工会議所パソコン研修室
○申込方法
５月１８日（水）までに、専用申込みハガキ（シルバー人材センター、ハローワーク、商工会議
所に設置）をお使いいただくか、商工会議所窓口でお申し込みください。（応募者多数の場合は抽
選となります。受講の可否は後日ご案内します）
※お問い合わせは、当商工会議所 TEL52‑1740 指導課（担当／高畑、近藤）まで。

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
・会 場：加茂商工会議所 ２階パソコン研修室
②インターネットコース
・時 間：月･水･金曜日の１８：３０〜２０：３０
③ワード基礎コース
（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）
・受講料：会員/８，０００円 一般/１０，０００円
⑥エクセル応用コース
・テキスト代：①〜⑦ ３,４６５円 ⑧〜⑨ ２,１００円
⑦ホームページ作成コース
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
Ｄ
Ｅ
Ｆ
※ お問い合わせ・お申込みは、当商工会議所
第１回
５／２３日（月）
６／ ６日（月）
６／２０日（月）
第２回
２５日（水）
８日（水）
２２日（水）
TEL52‑1740 総務課（担当／近藤）まで。
第３回
２７日（金）
１０日（金）
２４日（金）
第４回
３０日（月）
１３日（月）
２７日（月）
第５回
６／ １日（水）
１５日（水）
２９日（水）
第６回
３日（金）
１７日（金）
７／ １日（金）

専門家が直接訪問！実践指導で相談をお受けいたします！

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。○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。
※詳しくは、当商工会議所 TEL 52‑1740 業務課（担当／桑原、佐藤）まで。
3／４

建築関係業者必見！！
越後杉で家づくり復興支援事業のお知らせ
新潟県では、昨年の中越大震災により被災された方が、住宅を再建する際に越後杉（新潟県産スギ）を利用する
ことに対し、建築等関係業者の方を対象に、その購入経費の一部を補助する支援事業を行っていますので、是非ご
活用ください。
○支援の対象‥ 住宅再建に必要な越後杉（新潟県産スギ）を購入する経費
○支援限度額‥ 購入経費の１／２以内で、上限は１００万円まで
○支援の要件（下記の条件を全て満たすことが必要です）
・ 中越大震災における災害救助法の適用地域で「り災証明書」を有する被災者の居住再建であること。
・ 構造材には「にいがたスギブランド材」を使用することを基本とし、使用量は床面積１㎡当たり０．０７
㎥以上であること。
○申請方法等‥住宅を再建する建築関係業者等の方が市町村を通じて申請します。申請には「にいがたスギブラ
ンド材証明書」と越後杉を購入したことがわかる「納材証明書」が必要となります。
当所では関係業種組合との共催により、後日、県及び市の担当者をお招きしての説明会を予定しておりますの
で、日程が決まり次第お知らせ致します。
※ お問い合わせは、当商工会議所 TEL52‑1740 業務課（担当／桑原、堀川）まで。

新技術開発、新商品開発を応援します！

ゆめ・わざ・ものづくり支援補助金申込受付中！
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１７年度「ゆめ・わざ・ものづくり」支援補助金の受付が
現在行われております。
＜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
５件程度
わざづくり
〃
１００〜５００万円
１／２以内
４件程度
ものづくり
〃
１００〜３００万円
１／２以内
５件程度
＜募集締切＞ ６月３０日（木）締切
※ お問い合わせは、当商工会議所 TEL52‑1740 業務課（担当／佐藤）または NICO（（財）にいがた産業創造
機構）TEL 025‑246‑0038 まで。

「愛知万博・新潟県の日」サポートツアーの募集について
現在、名古屋市で開催されている愛地球博で、
「６月２２日（水）が新潟県の日」に決まりました。県内のイベン
トが紹介され、泉田県知事も参加します。この県の催し物を観客の立場から応援するイベントサポートを募集して
います。当日に限り、参加者の方は入場料（４５００円）が不要となります。観客の立場でサポートするだけで、
県民であればどなたでも参加できます。
旅行の主催は、県の指定を受けた近畿日本ツーリスト燕三条支店（TEL 61−3000）で募集しています。全コース
とも６月２１日（火）出発でＡコース９，５００円、Ｂコース１０，０００円、Ｃコース２５，０００円の手頃な
料金設定になっています。
※詳しい内容は同社に、お問い合わせください。
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