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ＵＲＬ http://www.kamocci.or.jp/ 

 

企業経営に役立つインターネットホームページのご紹介！ 
当所ホームページ「ビジネスに役立つリンク集」を是非ご覧になってみてください！ 
企業を取り巻く環境は依然厳しいものがありますが、中小企業の経営を支援する国、県を始め各機関では、最新

の支援策をホームページに掲載しています。当所ホームページ「ビジネスに役立つリンク集」からご覧になれます

ので、是非一度ご覧になって自社の経営にお役立てください。加茂商工会議所ホームページアドレスは

http://www.kamocci.or.jp／です。 

◆全国商工会議所取引照会情報 

 全国の商工会議所がお届けする、取引照会情報です。製品、商品、技術、サービスなどの売りたし、買いたし

情報の他、業務提携、共同開発の相手先募集等が掲載されています。 

◆改正高年齢者雇用安定法の概要及び助成金情報 

本年４月に改正施行された、高年齢者雇用安定法の概要とその対策法、その他高齢者雇用に関する助成金制度 

等の詳細が掲載されています。 
また、自社でホームページをご覧になれない場合は、当所窓口にお越しいただければ、こうした情報をいつでも

見ることができますので、お気軽にご来所ください。 

※ 詳しくは、当商工会議所 TEL 52-1740 経営指導員（担当／桑原、難波、佐藤）まで。 

 

頑張る会員企業を応援します   ～どうぞご利用ください～ 
金利優遇・スピード決済 

「加茂商工会議所メンバーズ融資制度」 
当商工会議所では、資金需要を喚起するとともに経営改善に努力し、頑張る会員事業所を支援するため、市内金

融機関との連携により、金利優遇や、通常融資に比べてスピード審査が行われる等のメリットを受けることができ

る｢加茂商工会議所メンバーズ融資制度｣を始めました。是非ご利用ください。 

※ メンバーズ融資制度の流れ 

① 当所窓口で会員証明書を発行（印鑑をご持参ください） 

② 会員証明書、その他各金融機関の指定する書類を持参の上、取引先金融機関に申し込む 

③ 金融機関で審査の上、融資条件に適合すれば融資実行 

（申し込み後、金融機関の条件により融資を受けられないこともあります。） 

※ 取り扱い金融機関（五十音順）‥商品内容は金融機関により異なります。 

・ 加茂信用金庫本店、同西加茂支店、同上条支店及び同田上支店 

・ 協栄信用組合西加茂支店、同経営大学前支店、同田上支店及び同新飯田支店 

・ 三条信用金庫加茂支店 

・ ㈱大光銀行加茂支店 

・ ㈱第四銀行加茂支店、同西加茂支店 

・ ㈱北越銀行加茂支店 

※この「加茂商工会議所メンバーズ融資制度」に関するお問い合わせは、当商工会議所 TEL52-1740 経営指導員 

担当／桑原、難波、佐藤）または、各取り扱い金融機関まで。 

ＮＯ．１５９号／Ｈ１８．７．１３発行 

発行責任者 専務理事 宮崎 亘 

加茂市幸町 2-2-4 TEL:52-1740 FAX:52-4100 

URL ｈｔｔｐ://www.kamocci.or.jp/ 

E-mail info@kamocci.or.jp(代表) 

お得な情報満載「バーチャルタウン加茂」 

URL ｈｔｔｐ://www.kamocci.or.jp/town/ 



2／４ 

経営改善のための国の制度融資 
マル経資金（無担保・無保証人・低金利）をご活用ください 
対象：従業員数５人以下の小売・卸売・サービス業、または、従業員数２０人以下の製造業・その他業種 

～融資利率２．３５％（７/１３現在） 秘密厳守 （まずは、52-1740 お電話ください） ～ 
◎マル経資金とは、当商工会議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・低利な国の政策融資制度です。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:貸付限度額５５０万円 ●返済期間:運転５年以内、設備７年以内 (環境衛生業種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） 

※国の制度資金のため、税金を完納していること、経営改善が図られることが条件です。 

信用保証協会による金融相談会 

▼日時 ７月２０日（木）午前１０：００～１２：００ 

国民生活金融公庫による金融相談会 

▼日時 ７月１９日（水）午前１０：００～１５：００ 

▼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） 

※ 日程は完全予約制です。必要書類を用意のうえ、事前に当商工会議所までお申し込みください。 

 ※ 詳しくは、当商工会議所 TEL 52-1740 経営指導員 (担当／桑原、難波、佐藤）まで。 

 

経営安定特別相談室のご案内～お気軽にご相談ください～ 
経営安定特別相談室は、経営の安定に支障を生じている中小企業者から相談を受けて、倒産回避に向けて様々な

方策を講じるものです。相談を受けると、経営の専門スタッフが秘密厳守で親身になって経営改善に向けた適切な

助言を行います。手遅れになる前にご相談ください。 

※ 相談内容の事例 

○経営・財務内容の把握と分析 ○倒産を回避するための方策の検討 

○手形処理、事業転換などの指導・助言 ○売掛債権焦げ付きの法的回収方法 等 

 相談にあたっては、内容はもちろん秘密は厳守します。また、費用は一切かかりませんので、自社の経営が危険

と思われたら是非ご相談ください。 

 ※ 詳しくは、当商工会議所 TEL 52-1740 経営指導員 (担当／桑原、難波、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～ 

加茂商工会議所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。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 

※ 詳しい内容、お問い合わせは、当商工会議所 TEL 52－1740（担当／阿久津）まで。 
 

１０名のアドバイザーが活躍中！      ～企業等ＯＢ人材活用事業～ 

企業ＯＢの経験とノウハウがあなたの経営を強力に支援します。秘密厳守・初回相談料無料 
技術支援・生産管理・製品開発・販売マーケティングなど、経営上の実務的な課題に登録されている企業等ＯＢ

人材が直接企業にお伺いして、現場で培ったノウハウを、具体的にアドバイスします。現在、大手製造業等を退職

されたＯＢを中心に１０名のアドバイザーが登録しています。 

ＯＢ人材アドバイザーへの謝金は１日１万円が目安です。お気軽にご相談ください。 

ＵＲＬ http://www.kamocci.or.jp/objinzai/（アドバイザーの詳細・専門分野がご覧いただけます） 

※ お申し込み・お問い合わせは、当商工会議所 TEL 52-1740（担当／佐藤）まで。 

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 

TEL025-370-1960 
７月２８日（金） 

（８：３０～１１：３０、１３：００～１５：００） 
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まだ高い火災保険料を支払っていませんか？  

割安・安心・信頼の商工会議所火災共済をご利用下さい！ 

  

＜＜特色＞＞      

☆ 掛け金は民間保険会社に比べて１５％安く、営利を目的としないため配当金は還元され、掛け金は３０％も

お安くなります。 

☆ 火災の場合のお支払いは、民間保険会社と全く同一で迅速に処理します。 

☆ 各金融機関に質権設定ができます。 

☆ 火災のほか、落雷、風・雪災などにも広範囲な補償が受けられます。 

現在ご加入の火災保険証券をお見せいただければ、見積書を作成いたします。是非一度ご検討ください。 

※ 詳しいお問い合わせは、当商工会議所 TEL52-1740 （担当／難波、大橋、明間）まで 

 

取引を始める前に少しでも気になったら・・・ 

企業情報検索サービスをご活用ください 

加茂商工会議所会員のみ特別
● ●

格安
● ●

料金
● ●

にて受付中！ ～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データを収集し、情報公開している企業情報を

当所会員事業所に情報提供するサービスを実施中です。リスク回避、与信管理にご活用ください。 

１．企業調査…１件 1,500 円（実費） 

◎ 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 

２．企業調査レポート…1件 38,000 円（会議所会員特別料金：通常価格 50,000 円⇒38,000 円） 
◎ レポート内容…上記基本情報に、財務諸表・不良債権状況・資産状況等、より詳細な情報を追加。 

※ お申し込み・お問い合わせは、当商工会議所 TEL 52-1740 （担当／佐藤）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！ 

・会 場：加茂商工会議所 ２階パソコン研修室 
・時 間：月･水･金曜日の１８：３０～２０：３０（全６回コース） 
・定 員：１０名（先着順に受付となりますので、お早めにご予約ください） 
・受講料：会員/８，０００円 一般/１０，０００円 
・テキスト代：①～⑥ ３,４６５円 ⑦ ２,１００円 
※加茂地区雇用促進協議会にご加入いただいている事業所は、受講料を   

年間２回に限り補助します。  
 

○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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ お申し込み・お問い合わせは、当商工会議所 TEL52-1740（担当／近藤）まで。 

講座名（各コースとも２時間×６回） 

①パソコン基礎 ②インターネット 

③ワード基礎 ④ワード応用 

⑤エクセル基礎 ⑥エクセル応用 

⑦ホームページ作成  

コース名 ２－Ｂ ２－Ｃ ２－Ｄ ２－Ｅ ２－Ｆ 
第１回 ７／１８日（火） ７／３１日 （月） ８／２１日（月） ９／ ４日（月） ９／１９日（火）

第２回 １９日（水） ８／ ２日 （水） ２３日（水） ６日（水） ２０日（水）

第３回 ２１日（金） ４日 （金） ２５日（金） ８日（金） ２２日（金）

第４回 ２４日（月） ７日 （月） ２８日（月） １１日（月） ２５日（月）

第５回 ２６日（水） ９日 （水） ３０日（水） １３日（水） ２７日（水）

第６回 ２８日（金） １１日 （金） ９／ １日（金） １５日（金）  ２９日（金）
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越後加茂川夏祭り作業等ボランティアのお願い 
夏祭り実施に当たり、今まで以上に安全確保が最重要課題となっています。当越後加茂川夏祭りも更なる警備体

制の強化が重要となっています。現在、各関係機関のメンバーが主体となって作業、警備行事を行っているのが現

状ですが、各メンバーの減少から毎回夏祭りスタッフが不足しています。そこで、広く皆様にこの現状をご理解い

ただき、この「市民の夏祭り」の輪を広げるべく、過度のご負担にならない程度で夏祭りボランティアを募集して

おります。ご都合のつく範囲で結構ですので、ご協力賜りますようお願い申し上げます。 
 

※ ご協力いただける場合は、当商工会議所 TEL 52-1740（担当／難波）までご連絡をお願いします。 

 

越後加茂川夏祭り飲食売店（露店）出店者募集のお知らせ 
越後加茂川夏祭りは、今年で第２１回目の節目を迎えますが、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５連発）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（月）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２１日（金）までにお申し込みください。別途申込書をお送りします。 

７．出店者会議…７月２４日（月）１３：３０～当商工会議所にて開催します。 

※お申込み・お問い合わせは、当商工会議所 TEL52-1740（担当／堀川）まで。 

 

従業員を１人でも雇っている事業主は 

労働保険（労災・雇用保険）に加入する義務があります 
労働保険は、政府が管掌する保険であり、原則として労働者を１人でも雇っている事業主は、労働保険に加入し

なければならない強制保険です。昨年から、労働保険未加入の事業主に対する費用徴収制度が強化されました。こ

れにより、事業主が労働保険の加入手続きを怠っていた期間中に労災事故が発生した場合、遡って保険料を徴収す

るほか、労災保険から給付を受けた金額の１００％または４０％を事業主から徴収することになります。 

※詳しい内容、お問合せは、当商工会議所 TEL 52-1740 (担当／佐藤、阿久津）まで。 

 

電子メールによる「会員情報」送信のお知らせ 
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。 

項目 作業名 作業日時 作業場所 作業内容 

Ａ 
の ぼ り 旗 組 み 立

て・設置 

８月 ８日(火) 

17:00～19:00 

加茂川河川敷 のぼり旗の組み立てと河川敷周辺・駅前

ロータリーへの設置 

Ｂ 
８/１３設営 ８月１３日(日) 

13:30～15:00 

加茂川河川敷 祭りで使用するテント・警備用具の搬

入・設営 

Ｃ 
８/１４警備 

  交通整理 

８月１４日(月) 

17:30～22:00 

河川敷、駐車場 加茂小・加茂農林駐車場、交通整理等 

事 業 所 名  住 所  

ご協力者名  TEL  FAX  

協 力 項 目  （上記の協力項目の中からお選びください） 


