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加茂商工会議所

任期満了に伴う議員改選

1 号議員４０名決まる
当所の議員（定数合計８０名）の任期がこの１０月３１日に満了となります。前回の「会員情報」で１号
議員（定数４０名）、２号議員（定数２８名）、３号議員（定数１２名）の選挙・選任の日程、選出方法等
をお知らせしましたが、この度、１号議員の立候補及び推薦の届け出を８月２４日から３１日まで受け付け
の結果、推薦の届け出が定数４０名以内でありました。この結果を受けて、３日に選挙委員会を開催、当選
人の確認を行い、下記のとおり１号議員４０名の無投票当選が確定しました。
またこの後、選任する２号議員（部会選出）、３号議員（議員協議会にて選任）につきましては、決定次
第お知らせします。 (＊印…新任/敬称略50音順)

氏名

事業所名／役職

氏名

事業所名／役職

相田 文彦

㈱新越産業 ／社長

高橋 和敏

㈱高橋新吾タンス店／社長

阿部 敏延

㈲割烹阿部／社長

田沢

㈲田沢製作所／社長

阿部 正明

阿部煙火工業㈱／社長

田辺

有本 照一

㈱有本電器製作所／社長

田辺 敏夫

㈱田辺喜平商店／社長

安中

弘

安中米店／店主

永井栄治郎

㈱永井仁助商店／社長

生田 良一

㈲生田屋／社長

長澤 敬一

笹菊薬品㈱／社長

石山 資雄

㈱石山木工所／社長

中野 壽夫

㈱マスカガミ／社長

今井

㈲くしや／社長

内山

進
榮

＊ 中野

㈱コスモ・パワー新潟工場／社長

誠
攻

亘

西村 一博

㈲田辺木工所／社長

㈱共同ビジネスセンター／社長
西村税理士事務所／所長

小野 喜平

㈲アルマックオノ／社長

＊ 西村 道博

小野塚荘一

㈱小野塚印刷所／社長

野本 正次

小柳吉三郎

㈱オヤナギファッション／社長

北澤総一郎

㈱北澤箪笥店／社長

堀内

桑原 寛治

㈱小山商店／専務

丸川 肇平

㈱丸川勇平商店／社長

小池 龍一

八幡ケミカル㈱／社長

三浦 伸一

㈲三浦薬局／社長

㈱下条製作所／社長

三本 清一

㈱本所屋商店／社長

㈱サイトー／社長

谷地田茂明

㈱ヤチダ／社長

佐藤 敏夫

㈱鴨川／社長

山田 隆平

山長食品工業㈱／社長

更科

理容サラシナ／店主

吉田愼一郎

㈱ヨシダ電機／社長

シダチョー建設㈱／社長

涌井源治郎

㈱涌井建設工業／社長

＊ 牛膓
斎藤

誠
譲
勲

＊ 志田 長春

＊ 保坂 裕一
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堅

㈱ニシトク／社長
㈱つばめや商店／社長
きも乃や／店主
㈱堀内組／社長

マル経資金

！無担保

対象 ＞ 従業員数２０人以下の製造業・その他業種

！無保証人

＞ 従業員数５人以下の小売・卸売・サービス業

９／１９現在の金利

２.１％

金利上昇傾向のため、今が借り時です！
まずはお電話ください。〜秘密厳守〜

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。
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 １０月 １２日（金）午前１０：００〜１２：００
２）信用保証協会相談会
▼日時 １０月 １０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。
●融資条件

雇用保険法が変わります
１．雇用保険の受給資格要件が変わります。
○これまでの週所定労働時間による被保険者区分（短時間労働者以外の一般被保険者／短時間被保険者）をな
くし、雇用保険の基本手当の受給資格要件を一本化します。そのため雇用保険の基本手当を受給するために
は、12 月（各月 11 日以上）の被保険者期間が必要となります。
○原則として、平成 19 年 10 月 1 日以降に離職された方が対象となります。
２．育児休業給付の給付率が 50％に上がります。
○給付率を休業前賃金の 40％から 50％に引き上げます。休業期間中 30％は変わりませんが職場復帰後 6 ヶ月
10％が 20％に引き上げられます。
○ 平成 19 年 4 月 1 日以降に職場復帰された方から平成 22 年 3 月 31 日までに育児休業を開始された方までが
対象となります。
３．教育訓練給付の要件・内容が変わります。
○本来は「３年以上」の被保険者期間が必要である受給要件を、当分の間、初回に限り「１年以上」に緩和し
ます。
○ また、これまで被保険者期間によって異なっていた給付率及び上限額を一本化します。
（20％、上限 10 万）
いずれの措置も、平成 19 年 10 月 1 日以降に指定講座の受講を開始された方が対象となります。
※詳しくは、当商工会議所 TEL 52‑1740（担当／滝沢）まで。

第２２回越後加茂川夏祭り

ご協賛・ご協力いただき大変ありがとうございました
今年も８月１４日に実施しました第２２回越後加茂川夏祭りは、盛会に終了することができました。今回も会員
事業所の皆様から多大なご協賛、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。今回、皆様からご頂戴しました協賛金は、
次のとおりです。
●会員協賛金＝９５３事業所、１３，７８３，９００円
●市民協賛金＝市民８，６７７世帯、２，７４６，１４０円
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募集中！
〜新たな受注・取引拡大、産業、商店街活性化の起爆剤に〜
来る１１月１０日（土）
・１１日（日）の２日間。加茂市民体育館をメイン会場に、加茂市産業センター及び中央
コミュニティセンターの３会場で開催する商工振興フェア『とっておきの加茂・秋物語』の出展者を、現在募集し
ています。当所会員事業所のうち、加茂市内で事業所または住所がある方であれば、どなたでも出展できます。是
非、ご参加ください。なお、コマ数調整等の関係もあり、９月２６日（水）までにお申し込みください。
※詳しくは、当商工会議所（℡５２−１７４０担当：桑原、難波、廣田）まで。

かもっ子
割引クーポン

今年もやります！

１０月１日（月）全戸配布
加茂市商業・サービス業の発展に。地元購買率の向上を目指して！
消費者ニーズに対応し、顧客満足度を追求、地元購買率を向上させるため、平成１５年１０月にスタートした地
元買物運動は、毎年消費者へのＰＲ活動や個店の経営資源強化セミナーなどを実施しています。その一環として市
民全戸配布している「かもっ子割引クーポン」の発行は、今年で４回となり、７１店の参加店を得て１０月１日に
加茂市政だよりとともに全戸配布します。
今回は、各お店ごとにミシン線を入れ、ご利用するお店のクーポン券を持参しやすくするとともに、昨年に引き
続き取扱店が一目でわかるようにステッカーを掲示します。
また、１１月１０日（土）、１１日（日）の２日間大々的に実施いたします。「とっておきの加茂・秋物語」特産
品フェアに来場される市外客にもご利用いただけるよう、当所ホームページでクーポンを掲載し、利用促進・ＰＲ
を行います。どうぞご利用ください。
※詳しくは、当商工会議所 TEL52−1740（担当：難波、近藤）まで。

受診料の補助制度をご利用下さい！

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い

健康診断

たします。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
２．健診機関・日時

加茂商工会議所会員事業所の役員、従業員、家族従業員

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）
１０月 ４日（木）
１３：３０〜１５：００
(社)新潟県労働衛生医学協会
１１月 １日（木）
８：３０〜１１：３０
TEL025‑370‑1960
１３：００〜１５：００
１０月２３日（火）
８：３０〜１１：３０
(社)新 潟 県 健 康 管 理 協 会
１３：００〜１４：３０
TEL025‑283‑3939
※１０月９日（火）まで受け付けします。
※詳しくは、当商工会議所 TEL 52‑1740 (担当／滝沢)まで。
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会員企業情報 発信サービス実施中
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。

とき：１１月１０日（土）
ところ：加茂文化会館

女優・磯村みどり主演
はな

演劇「いのちの華」

公演のご案内

来る１１月１０日（土）女優・磯村みどり主演の演劇「いのちの華」が加茂文化会館主催、加茂商工会議所共催
により上演されます。
入場料は、芸術文化振興基金の助成により、通常料金の約半額と大変お得な料金になっています。加茂商工会議
所でもチケットを販売しておりますので、この機会にぜひ「芸術の秋」をご堪能ください！
●日 時 平成１９年１１月１０日（土） 午後２時 開演
●会 場 加茂文化会館 大ホール
●入場料 全席指定 Ｓ席３，０００円（当日３，５００円）Ａ席２，０００円（当日２，５００円）
（加茂商工会議所ではＳ席のみのお取扱いとなります。）
※チケットのご購入、お問い合わせは当商工会議所 TEL 52‑1740（担当／羽下・近藤）まで。
そこ

経営革新塾

明日へのヒントは足元にある！

開催のお知らせ

峠の釜めし開発秘話・日経トレンディ現役編集長・大手家電店に打ち勝ち地域一番店を作り上げた男ｅｔｃ
この価格・ここでしか聞けない話が目白押し！是非ご参加ください。
日程
テーマ・講 師
10 月 16 日（火）
10 月 18 日（木）
10 月 23 日（火）
10 月 30 日（木）
11 月 1 日（木）
11 月 7 日（水）
11 月 8 日（木）
11 月 20 日（火）

変化の時代！今だからこそ経営革新！ 【講師】中小企業診断士 武田浩昭氏、原 一義氏
建設業からＩＴ食材市場へ、いまや月間取引１０億円！
【講師】㈱ｲﾝﾌｫマート社長 村上勝照氏、中小企業診断士 武田浩昭氏
地元企業の経営革新実践談！
【講師】㈱ヤチダ社長 谷地田茂明氏、中小企業診断士 近藤 信氏
日経トレンディ現役編集長が、これからのトレンドとヒット商品をズバッと斬る！
【講師】日経トレンディ編集長 北村 森氏、中小企業診断士 河合正嗣氏
固定観念を打ち破れ！具体的アイデア発想方法。 【講師】中小企業診断士 河合正嗣氏
大手相手の北関東家電戦争を制し、地域一番店を確立した男
【講師】サトーカメラ㈱専務 佐藤勝人氏、中小企業診断士 原 一義氏
いま明かされる「峠の釜めし」開発秘話〜天からの贈り物〜
【講師】元㈱萩野屋副社長 田中トモミ氏、中小企業診断士 小松俊樹氏、原 一義氏
各事業所の個別相談会 【講師】中小企業診断士 小松俊樹氏、原 一義氏

●時 間 全８日間 各日 １８：３０〜２１：３０
●参加費 ５，０００円（全８講）交流会参加費 ３，０００円
●定員 ２０名
●対 象 経営者、後継者、経営幹部社員等（やる気のある人であればどなたでも大丈夫です。）
※詳しくは、当商工会議所 TEL52−1740（担当：佐藤）まで。
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