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平成２２年１月１２日（火）開催 

第３４回新年会員事業所の集い 
当所創立６０周年記念の節目の年にあたり、会員事業所の繁栄、並びに商工業の発展を祈願し、恒例の「新年会

員事業所の集い」を併せて平成２２年１月１２日（火）に加茂市産業センターホールにおいて開催します。 

後日、正式なご案内をさせていただきます。当日は、お誘い合わせのうえ多数ご参加ください。 

※ お問い合わせは、当商工会議所 TEL 52-1740（担当／明間）まで。 
 
 

「かもっ子割引クーポン」を 
ぜひご利用ください！ 

お買物・ご利用は地元のお店から～地元買物運動実施中！ 

 大好評！ 

 当商工会議所では、活気あふれる商店街の再生を目指して、お客様により良いサービスを提供し支持される店づ 
くりと、市内店舗から買物を促進する地元買物運動を実施しています。  
本事業の一環として、平成１６年度から実施の「かもっ子割引クーポン」発行事業は、毎年消費者から大変好評

いただいています。このクーポンは、市内７０店舗が参加し、１２月末日までの３カ月間、割引サービスが受けら

れるというものです。 
市内のお店や商店街が良くなるためには、消費者皆様のご意見やご提案が大切です。何かお気付きのことがあり

ましたら、お気軽に各お店または商工会議所へお寄せください。 
なお、市内各コミュニティセンター並びにみやげものセンター、加茂美人の湯などの公共施設でも同クーポンを

配布しております。ぜひ、お買物・ご利用は加茂市内でお願いします。 
※ お問い合わせは、当商工会議所 TEL 52-1740（担当／難波、廣田）まで。 
 

経営課題の解決を図りたい！ ～秘密厳守・支援無料～ 

商工会議所が課題解決の専門家を紹介・支援します！ 
当商工会議所では、会員事業所が抱えている経営に関するお悩みや課題を解決するため、様々な相談に応じて

います。必要に応じて中小企業診断士等専門家が直接企業へ訪問し、強力に経営支援を行います。 

相談内容によっては最大５回までの無料支援が可能ですので、この機会に専門家・会議所と一緒に経営課題に

取り組んでみませんか。 

・経営力の向上を図りたい ・事業承継を円滑に行いたい ・赤字経営から脱却したい ・借入金を整理したい 

・財務を分析してほしい ・経営方針のアドバイス ・特許を取得したい ・販路拡大を行いたい 等々  

※ 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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商工会議所マル経融資（無担保・無保証）のご案内 
小規模事業者経営改善資金（マル経資金）は、事業所の経営改善を図るための無担保・無保証人、低利の国の政

策的な融資制度です。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。 

●融資限度額  １,５００万円 
●融 資 期 間  運転資金  ７年   設備資金 １０年 
●据 置 期 間  運転資金  １年   設備資金   ２年 

【ご利用いただける方】 
  ・従業員（家族従業員・パートタイマー・法人の役員を除く）が商業・サービス業では５人以下、製造業・建

設業などは２０人以下の事業所。 

  ・納税額（所得税、法人税、住民税等）を完納している方。 

  ・最近１年以上事業を行っている方。 

  ・遊技業等は融資対象となりません。 

  ・飲食業等の設備資金も対象となります。 

  ・その他、申し込み時に別途確認させていただく場合がございます。 

※ 審査の結果によってはご利用いただけない場合もあります。 
※ 詳しくは、当商工会議所 TEL 52-1740（担当／桑原、難波、佐藤）まで。 

 

運転・設備資金（日本政策金融公庫）、緊急保証制度（信用保証協

会）金融定例相談をご活用ください～個別相談・秘密厳守～ 
㈱日本政策金融公庫、県信用保証協会の個別相談会を下記のとおり開催いたします。事業資金、緊急保証制度の

ご相談にご活用ください。 

１）日本政策金融公庫相談会  ▼日時   １１月 ９日（月）１０：００～１５：００ 

 ２）県信用保証協会相談会   ▼日時   １１月１１日（水）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。 

 

 

健康診断 

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         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 

 

※ 政府管掌健康保険「被保険者」の方、またはその他健康保険「被保険者」の方は各市町村が行う特定健診（旧基

本健診）は受診できなくなりました。被保険者の方は加茂市産業センターにて行う集団検診にて、安全衛生規則

による法定健診または政管健保生活習慣病予防健診（その他健康保険組合については健保との契約健診コース）

を受診ください。上記の実施機関は、当所が委託している検診機関です。 

※ 詳しくは、当商工会議所 TEL52-1740（担当／滝沢）まで。 

 
 
 

実 施 機 関       健 診 日 時 （会場は、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 

平成２１年１１月 ２日（月）  ８：３０～１１：３０ 

１３：３０～１５：００ 

(社)新 潟 県 健 康 管 理 協 会             
TEL025-283-3939 

平成２１年１０月２６日（月）  ８：３０～１２：００ 

     １２月 ７日（月）  ８：３０～１１：３０ 
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全国統一共済キャンペーン実施中 

福利厚生は会議所共済で！ 
当商工会議所では、生命共済制度・従業員退職金共済、事業主向け等各種共済制度を取り扱っており、多くの会

員事業所からご利用いただいております。 

今般、福利厚生向上として医療保障など幅広いニーズにお応えできる商工会議所の各種共済制度[引受保険会社 

アクサ生命保険(株)]を更に多くの皆様に PR させていただきたく、１０月１日～１１月３０日までの期間、「商工会

議所共済制度 PR キャンペーン」を全国の商工会議所で実施しています。 

当所職員またはアクサ生命の担当社員がお伺いした際には、ご協力賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 

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

信濃川(津南～新潟)１５５km５１０発花火プロジェクト 

協賛金募集中！１０月３１日(土)午後６時打ち上げ 
 大観光年である今年、花火の新潟を広くアピールすると共に中越大地震から 5 年が経過し、人々の記憶を風化さ

せないよう印象に残るイベントを行うことを目的に、新潟県及び新潟県観光協会他各市町の後援を得て、信濃川プ

ロジェクト 2009 実行委員会（津南町・ＮＰＯ法人雪の都ＧＯ雪共和国）が主催となって流域の市町(７市、３町)の

津南から新潟までの約１５５ｋｍを 300ｍ間隔で合計５１０箇所、火柱(虎の尾)花火を 1秒間隔で打ち上げ、最後に

全ポイント一斉に打ち上げるという壮大なイベントが計画されています。加茂市は信濃川沿線沿い１８ポイントで

打ち上げられます。 

 当所では、このプロジェクト実行委員会の協力要請に趣旨賛同し、協賛金の募集を行っています。協賛金につい

ては、目標金額３６万円となっており、１口５，０００円以上で募集中です。趣旨にご賛同いただける会員企業に

おかれましては、ご支援賜りたく宜しくお願いいたします。 

※ 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企業情報検索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。 

３．企業相関図調査 

料金設定 … １件 1,500 円（実費）取引先評点表示（追加） 500 円 

    ◎調査企業の販売先、仕入先、株主、出資先が分かります。しかも取引企業（販売先、仕入先）の評点も

表示可能です（追加料金が必要です）。取引先がどんなレベルの企業と取引をしているかを知るだけでも

与信チェックが可能です。 

 【イメージ図】 

 

 

 

 

 

※ 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。 

株主 

Ｅ社 

仕入先 

Ｃ社（52 点） 

Ｄ社（40 点） 

販売先 

Ａ社（59 点） 

Ｂ社（48 点） 

出資先 

Ｆ社 

調査企業 

 調査企業の相関図が簡単に把握

できます。与信のチェックはもと

よりライバル企業の仕入先や販売

先を把握することにより新たな仕

入先の開拓や販売先の開拓など幅

広い使い方が可能です。 
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製造業基礎講座（現状分析）・新エネルギー・ＥＣＯ・営業力強化！ 

経営革新塾（製造業版）開催のご案内 
※他業種の方も受講できます 

ＥＣＯ型未来都市にビジネスチャンスを探る！横浜市・日産追浜工場視察 
世界的大不況と経済・流通のグローバル化により岐路に立つ日本製造業…。今までのビジネスモデルが通用しな

い今、新たな取組みを始めなければ生き残れない時代となりました。 
 今回の経営革新塾は分かっていてもなかなか取り組めない、既存事業の見直し、営業力強化と今後成長が期待さ

れている「新エネルギー」「ＥＣＯ」分野に焦点を絞り、将来のビジネスチャンスを探ります。 
●参  加  費：５，０００円（全８日間） ●視察参加費：１０，０００円（宿泊費・お茶代） 
●昼 食 代：２，０００円（予定）●定   員：３０名 ●会   場：加茂市産業センター 
●対   象：経営者、後継者、経営幹部社員等（他業種の方も受講できます。地区、会員、非会員問いません） 

 
 
 
 
 
 
 
 

開催日 テーマ 講師名・役職 
現状分析① 製造業基礎講座「工程管理はなぜ必要なのか？」 
新エネルギー分野①～基礎知識解説～ 
知ってるようで知らない！燃料電池 

１０月２８日（水） 
１８：３０ 

～２１：００ 
チームディスカッション・ビジネスプラン作成 

加茂商工会議所 
製造業コーディネーター 
山岸 信雄 氏 
（元新潟ｺﾝﾊﾞｰﾀｰ㈱取締役工

場長） 
現状分析② 製造業基礎講座「品質管理はなぜ必要なのか？」 
新エネルギー分野②～基礎知識解説～ 
知ってるようで知らない！風力発電 

１１月４日（水） 
１８：３０ 

～２１：００ 
チームディスカッション・ビジネスプラン作成 

加茂商工会議所 
製造業コーディネーター 
谷澤 利夫 氏 
（元㈱日立ﾆｺﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝ本社

品質技術統括センター長） 
現状分析③ 製造業基礎講座「原価管理はなぜ必要なのか？」 
新エネルギー分野③～基礎知識解説～ 
知ってるようで知らない！太陽光発電 

１１月１１日（水） 
１８：３０ 

～２１：００ 
チームディスカッション・ビジネスプラン作成 

加茂商工会議所 
製造業コーディネーター 
長谷川 浩 氏 
（元東芝ホームテクノ㈱監査

役） 
加茂商工会議所 
製造業コーディネーター １１月１８日（水） 

～１９日（木） 

ＥＣＯ分野視察 そこまで来ている！ＥＣＯ型近未来都市にビ

ジネスチャンスを探す！～行政と企業（日産自動車㈱）が連携～ 

11/18（水）横浜市地球温暖化対策事業本部 講演（横浜商議所） 

11/19（木）日産自動車追浜工場視察（横須賀市） 
加茂商工会議所 
製造業コーディネーター 
中小企業診断士 
佐藤 卓氏 １１月２５日（水） 

 １８：３０ 
～２１：００ 

今後の製造業の行方… 
～受注の取れる製造業とは？～ 加茂商工会議所 

製造業コーディネーター 
㈲ｱｶｳﾝﾄ･ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 
代表取締役 岡本 達彦 氏 １２月２日（水） 

１８：３０ 
～２１：００ 

製造業も売り込み・営業の時代！商業マーケティングに学べ！ 
自社の強みの伝え方と受注促進方法 加茂商工会議所 

製造業コーディネーター 
１２月 ９日（水） 
１８：３０ 

～２１：００ 
フォローアップ講座 個別相談会 加茂商工会議所 

製造業コーディネーター 

加茂商工会議所 経営革新塾 受講申込書（ＦＡＸ０２５６－５２－４１００ メール info@kamocci.or.jp） 
 
氏   名：                事業所名：                年齢    歳 
 
住   所：〒                                            
 
ＴＥＬ：               ＦＡＸ：             メール：           
 


