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加茂の魅力を市内外へ発信！ 

「（仮称）商工振興フェアｉｎ加茂」を１１月に開催！ 
～ 商工業が連携し、製品・技術や商品、サービスをＰＲ ～ 

当商工会議所では、本年度の最重点事業の一つである「商工業連携による魅力ある観光づくりと中心商店街活性

化」を目指して、商工業が連携して産業振興に資する展示紹介、販路拡大、飲食等の総合イベント・バザール（仮

称・かもの魅力再発見・商工振興フェア in 加茂）を計画しています。 
このイベントは、桐箪笥をはじめとする木工、ニット、電気、機械等のものづくりにおける技術力、製品を広く

内外に紹介し、商取引、若年者のものづくりへ産業の伝承。また商店街逸品の紹介、販売、名物の飲食を開発する

とともに、中心商店街の活性化につなげようという催です。 
具体的日時や内容については、これから実行委員会を編成して検討に入りますが、１１月に市内会員事業所が連

携して、産業振興に資する総合イベントを開催し、加茂市内外の消費者の皆様から加茂の魅力を再認識していただ

きたいと思います。 
今後、イベント内容など詳細が決まり次第、随時お知らせいたします。 
 

 ～手続き簡単、当所職員が訪問します～ 

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 

        〃     ５人以下の小売・卸売・サービス業 

 （５／１４日現在、固定金利）  

※ 金利が上がってきていますので、今が借り時です。 

～ 秘 密 厳 守 （まずはお電話ください） ～ 
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

の政府系国民生活金融公庫の融資制度です。経営改善をお考えの方はどうぞお気軽にご相談ください。 
 ●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、他に会社の登記薄謄本、試算表（３カ月以内のもの） 

（制度資金のため、税金を完納していることが条件です。） 
  ●金融相談日のご案内 

１）国民生活金融公庫相談会  ▼日時 ５月２４日（木）午前１０：００～１２：００ 

２）信用保証協会金融相談会  ▼日時 ６月１３日（水）午前１０：００～１２：００ 
※ 詳しくは、当商工会議所 TEL 52-1740（担当／桑原、難波、佐藤）まで。 
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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 ３回まで相談可能） 
○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（担当／桑原、佐藤）まで。 
 

経営安定特別相談のご案内～お気軽にご相談ください～ 
経営の安定化、改善等を行おうとしている中小企業者からの相談を受け、経営の安定に向けて様々な方策を講じま

す。専門家等経営のエキスパートが親身になって経営改善に向けて適切な助言を行います。早めにご相談ください。 

○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 

 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（担当／桑原、佐藤）まで。 
 

取引を始める前に少しでも気になったら・・・～相手の業況、財務諸表、決算内容等～ 

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。 

※ お問い合わせ・お申込みは、当商工会議所 TEL 52-1740 （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自己防衛～ 

小規模企業共済をご利用ください。【節税しながら積立ができる！】 

■事業主の退職金共済とは 
 個人事業主及び会社役員の退職金をあらかじめ準備してもらう、国が運用する共済制度です。 

○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。 

○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。 

  ・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・お申込みは、当商工会議所 TEL52-1740（担当／佐藤、山本）まで。 
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企業等ＯＢ人材活用事業をご利用ください！ 

１３名のアドバイザーが企業ＯＢの経験とノウハウであなたの経営を応援 

～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ついて、企業で培ったノウ

ハウをもった企業等ＯＢ人材が直接企業にお伺いして、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ＯＢ１３名のアドバイザーが登録しています。 

ＯＢ人材アドバイザーの謝金は１日１万円が基準 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） 

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

 

安い費用（５,０００円）で、簡単にお店のインターネットホームページが開けます！ 

 会員企業情報発信サービス実施中 → 大好評です！ 
インターネットホームページの作成を検討中の事業所に、定型フォームにより安価な費用でホームページを作成

できる企業情報発信サービスを実施中です。 
掲載内容は、会社概要・特色・商品・技術力等の会社情報を「Ａ４版２ページ」以内で作成し、それぞれの企業

が１ページずつの独立したホームページを加茂商工会議所のホームページに掲載、企業情報を発信します。 
作成費用は５千円のみ。掲載内容を変更したい場合は、その都度変更することができます。 

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

健康診断 受診料の補助制度（会員の特典）をご利用ください！ 
当商工会議所では、受診料の一部補助を行っていますので、この機会に、従業員全員受診されるようご案内しま

す。また人間ドックも、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 

※ お問い合わせ・お申込みは、当商工会議所 TEL 52-1740 (担当／滝沢）まで。 

 

 

雇用保険料率が 4.5/1000 に引き下げられました。 

新雇用保険料率は平成１9 年４月 1日にさかのぼって適用され、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 19.5/1000→改定後 

15/1000 
11.5/1000→9/1000 8/1000→6/1000 

農林水産・清酒製造の事業 現行 21.5/1000→改定後 

17/1000 
12.5/1000→10/1000 9/1000→7/1000 

建設の事業 現行 22.5/1000→改定後 

18/1000 
13.5/1000→11/1000 9/1000→7/1000 

※ お問い合わせは、当商工会議所 TEL 52-1740 (担当／滝沢）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 
５月２４日（木）  １３：３０～１５：００ 

５月２８日（月）   ９：３０～１２：００ 

(社)新 潟 県 健康 管 理 協会             
TEL025-283-3939 

５月２９日（火）   ８：３０～１５：００ 

６月２２日（金）   ８：３０～１５：００ 

H19/4/1 より 
改定されました 
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会議所会員事業所向け特典あり 

「Ｂフレッツ」「ひかり電話」導入相談の随時受付中！ 
 現在、「Ｂフレッツ」「ひかり電話」を利用できる地域は、西加茂地域が昨

年８月１日から、須田地域では今年２月１日から供用開始となりました。 
今後、ますます進展するＩＴ技術を企業経営にうまく取り入れ、効率化を

図ることが重要です。企業間の受発注システムの構築やＣＡＤなどデータの

送受信、電子入札など、企業におけるインターネット利用は必要不可欠とな   

ってきます。 
当商工会議所では、ＮＴＴ東日本新潟支社の協力を得て「Ｂフレッツ」「ひかり電話」導入個別相

談を随時受付しております。 
 当所経由でお申し込みいただくと、当所会員特典としてインターネット接続環境設定が無料に、

また「Ｂフレッツ」導入と併せてＮＴＴ指定のビジネスホンやＦＡＸ機を購入される場合は、その機器に対し

て当所が助成いたしますので、割安（約半額）で購入いただけます。 
 この会員特典の範囲は、会員事業所並びに従業員までとさせていただきます。 
 是非、導入についてご検討いただき、お気軽にご相談ください。  
※ 詳しくは、当商工会議所 TEL52-1740（担当／難波、高畑）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！ 

情報化社会の中、パソコンは日常生活に欠かせないものとなっています。 
当所パソコン教室は、文書作成、表計算、ホームページの作成等、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！ 
 
・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。  

 
【日程】・1-D 5/21(月)、23(水)、25(金)、28(月)、30(水)、6/1(金) 
    ・1-E 6/4(月)、 6(水)、 8(金)、11(月)、13(水)、15(金) 
    ・1-F 6/18(月)、20(水)、22(金)、25(月)、27(水)、29(金) 
※ お申込み・お問い合わせは、当商工会議所 TEL52-1740（担当／近藤）まで。 

  

加茂警察署からのお知らせ～不法滞在・不法就労防止にご協力ください～
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｣の適用を受け処罰の対象になり

ます。 

◎不法就労活動とは、①不法入国して就労すること 

②就労資格がないのに、就労すること 

③在留期限が切れたにもかかわらず就労すること 

◎外国人を雇用しようとする場合、次のことを必ず確認してください。 

①正規の旅券又は外国人登録証明書を所持しているか  

②旅券に記載された滞在期間を超過していないか 

③旅券に記載された在留資格は就労可能かどうか 

※ 連絡・相談は、加茂警察署（TEL52-0110）まで。 

 

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 

③ワード基礎コース 

④ワード応用コース 

⑤エクセル基礎コース 

⑥エクセル応用コース 

⑦ホームページ作成コース 


