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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 
＊ 青柳 作一 青柳木工㈲／社長  志田 長春 シダチョー建設㈱／社長 
＊ 阿部佐喜夫 ㈱アベ建商／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   誠 ㈲田沢製作所／社長 
 阿部 正明 阿部煙火工業㈱／社長  田辺 敏夫 ㈱田辺喜平商店／社長 
 有本 照一 ㈱有本電器製作所／社長 ＊ 鶴巻恵一郎 ㈱ツルマキ工業／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  亘 ㈱共同ビジネスセンター／社長 
 今井  学 ㈱オヤナギファッション/取締役営業部長  西村 一博 西村税理士事務所／所長 
 内山  榮 ㈱コスモ・パワー新潟事業所／社長  西村 道博 ㈱ニシトク／社長 
 小野 喜平 ㈲アルマックオノ／社長  保坂 裕一 きも乃や／店主 
 小野塚荘一 ㈱小野塚印刷所／社長  堀内   堅 ㈱堀内組／社長 
 北澤総一郎 ㈱北澤箪笥店／社長  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 
 牛膓  誠 ㈱下条製作所／社長  三本 清一 ㈱本所屋商店／社長 
＊ 近藤 光春 ㈲近藤建築／社長 ＊ 安田 憲喜 ㈲安田建築事務所／会長 

 斎藤   譲 ㈱サイトー／会長  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  勲 理容さらしな／店主  吉田愼一郎 ㈱ヨシダ電機／社長 

＊ 珊瑚三代司 ㈱サンゴマ―ト ／社長  涌井源治郎 ㈱涌井建設工業／社長 
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１０月１日全戸配布！地元買物運動推進事業 

かもっ子割引クーポン～好評につき今年もやります！～  

 当所では活気あふれる加茂市商店街を目指し平成１５年１０月から地元購買運動をスタートさせました。その一

環として市民に全戸配布している「かもっ子割引クーポン」の発行は、今年で７回となり、６４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。 

 昨年に引き続きページをカラーにして見やすくするとともに、ページごとに切り離せるミシン目が入り携帯しや

すくなりました。取扱店が一目でわかるように参加店ではステッカーを掲示します。ぜひ「かもっ子割引クーポン」

をご利用ください 

※ 詳しくは、当商工会議所 TEL52－1740（担当：難波）まで。 

 

売上は戻ってきているのに資金繰りが改善しない… 

新規借入をする前に返済負担軽減を考えてみませんか？ 

商工会議所資金繰り・金融相談受付中～秘密厳守～ 
売上減少等により計画どおり返済ができなくなった。現在、国のセイフティーネット貸付け、保証等の制度があ

ります。資金繰りの安定無くして企業の発展は考えられません。当所では、借入金の借換相談や金融機関紹介など

不況下の金融相談を強化して実施しております。この機会にご相談ください。 

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

 

依然長引く厳しい経営環境に対しての国の政策金融 

無担保・無保証・低金利 

【金利 1.85%（９/１４現在）】 
経営改善にご活用ください！商工会議所マル経融資のご案内 

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、低金利の国の

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 

設備資金特別金利 １．３５％ 
※政府の景気対策として、設備資金の貸付利率が、平成２３年３月３１日まで０．５％

低減されています。ぜひご活用ください。 
【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、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。 

  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。 
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運転・設備資金、緊急保証制度、金融定例相談をご活用ください 
～ 個別相談・秘密厳守 → TEL52-1740 ヘ ～ 

㈱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   １０月１４日（木）１０：００～１２：００ 

 ２）県信用保証協会相談会   ▼日時   １０月１３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。 

 

厚生年金保険料率改定のお知らせ 
～９月（１０月納付分）から変更 １５．７０４％ → １６．０５８％ 
 平成１６年の法律改正により、厚生年金保険の保険料率は、平成２９年９月まで、毎年、改定されることになっています。今回、

改定された厚生年金保険の保険料率は「平成２２年９月分（同年１０月納付分）から平成２３年８月分（同年９月納付分まで）」の保

険料を計算する際の基礎となります。詳細パンフレット、厚生年金保険料額表は会議所窓口にもございます。 

 【変更前】               【変更後】 

一般の被保険者  １５．７０４％     一般の被保険者   １６．０５８％（平成２２年９月～） 
※ 詳しくは、当商工会議所 TEL52-1740（担当／滝沢）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 

 

※協会けんぽ「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

定健診または協会けんぽ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。 

※ 詳しくは、当商工会議所 TEL52-1740（担当／滝沢）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）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２２年１０月 ５日（火） １３：３０～１５：００ 

     １１月 １日（月）  ８：３０～１１：３０ 

               １３：００～１５：００ 

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

平成２２年 ９月２４日（金）  ８：３０～１２：００ 

     １０月 １日（金）  ８：３０～１２：００ 


