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加茂商工会議所議員８０名決まる
〜任期満了により選任・選出〜
当加茂商工会議所の役員・議員の３年間の任期がこの１０月３１日に満了となります。定款及び選挙・選任規約
に基づき手続きを進め、議員については８０名が決定しました。１号議員の選任された４０名は、前回の９月号会
員情報にてお知らせしました。今回は決定した２号議員、３号議員についてご報告します。
〔１号議員（４０名）…
会員の中から選挙によって選任〕〔２号議員（２８名）…６つの部会から選出〕〔３号議員（１２名）…１号、２号
議員による議員協議会にて選出〕
役員〔会頭、副会頭（３名）、専務理事、監事（３名）、常議員（２６名）〕の選任については、１０月２８日に臨
時議員総会を開催して選任することになっています。

２号議員各部会から２８名選出
現在７部会から部会見直しにより１１月１日から６部会となります。その各部会から選ばれた議員を「２号議員」
といい、いわば業種代表です。
（敬称略・順不同／新任以外は再任）
氏

名

事業所名・役職

氏

※商業部会（７名）
金子

欣示

川崎

晃

田辺
田邊

名

事業所名・役職

※工業部会（３名）

金子米店／店主

遠藤

雅丈

㈱藤田製作所／相談役

㈱川崎薬品商会／社長

丸山

信夫

㈱石川鍍金工場／相談役

哲夫

㈲タナベ／社長

皆川

堅介

㈱皆川製作所／社長

良夫

㈱田邊久平商店／社長

永井 賢一

(資)中越商電社／社長

広野 豊作 ひろの呉服店／店主
関
英男 ㈱浜屋／社長
※サービス部会（５名）

※建設部会（５名）
小柳
（新任）

木戸

信輔

㈲ニック加茂／社長

山川

裕士

山川石油㈱／社長

森山

一理

㈲モリデザインワークス／社長

渡辺 久二 ㈲村将軍／社長
酒井 藤男 ㈲天神屋会館／社長
※木工木材部会（３名）
桑原

良策

田辺

攻

㈲田辺木工所／社長

坪谷

勲

㈱坪谷奥四郎商店／社長

順二

中越大栄工業㈱／社長

小柳 正徹
栢森 茂昌
長谷川一良

㈱葵設備工業／社長
㈱アオミ電気商会／社長
長谷川工務店／代表

山内

㈱山内組／社長

実

※諸業部会（５名）
王

（新任）

㈱桑原建具工業／社長
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裕晋

日中ビジネス㈱／社長

塩野健二郎
山口
昇
坂井 一成

㈱関越／社長
山口昇税理士事務所／所長
加茂タクシー㈲／社長

藤本

藤本準一税理士事務所／所長（新任）

準一

（新任）

３号議員１２名を議員協議会にて選出
３号議員（定数１２名）は１、２号議員による協議会にて選出します。この度、議員協議会を文書にて開催し、
下記のとおり選出されました。
（敬称略・順不同／新任以外は再任）
氏
阿部
太田
金子
兼田

名
一郎
明
俊裕
啓二

事業所名・役職
阿部精麦㈱／常務取締役
新潟紙器工業㈱／社長
㈱北越銀行加茂支店／支店長

倉科
佐藤

貞良
愼樹

㈱大光銀行加茂支店／支店長
中越運送㈱加茂営業所／所長

東芝ホームテクノ㈱／取締役経営管理統括部
長

氏
名
島田 久巳
田中 英之
中林 功一
吉川 健一

事業所名・役職
㈱第四銀行加茂支店／支店長
㈱山忠／社長
加茂信用金庫／理事長

吉田
廣
小柳直太郎

吉田家具工業㈱／社長
小柳建設㈱／社長

アクサ生命保険㈱新潟支社加茂分室／支社長

（新任）

当所６部会の部会役員を選任
部会役員についても１０月３１日に任期満了となり、各部会全体協議会（総会）において６部会の役員が選任さ
れました。
なお、紙面の都合上、正副部会長を掲載。
（敬称略 ＊印は新任）
部 会
役 職 氏名・事業所名・役職
役 職
氏名・事業所名・役職
副部会長 ＊川崎 晃（㈱川崎薬品商会／社長）
＊田辺 敏夫
商業部会
部会長
〃
＊田邊 良夫（㈱田邊久平商店／社長）
(㈱田辺喜平商店／社長)
〃
＊永井 賢一（(資)中越商電社／社長）
副部会長
山川 裕士（山川石油㈱／社長)
木戸 信輔
サービス部会 部会長
〃
佐藤 敏夫（㈱鴨川／社長)
（㈲ニック加茂／社長）
〃
＊更科
勲（理容さらしな／店主）
副部会長 ＊田辺
攻（㈲田辺木工所／社長）
石山 資雄
木工木材部会 部会長
（㈱石山木工所／社長）
〃
＊茂野 克司（㈲茂野タンス店／社長）
副部会長
斎藤
譲（㈱サイトー／会長）
＊有本 照一
工業部会
部会長
〃
＊小池 龍一（八幡ケミカル㈱／社長）
（㈱有本電器製作所／社長）
〃
＊鶴巻恵一郎（㈱ツルマキ工業／社長）
副部会長
長谷川一良（長谷川工務店／代表）
＊小柳直太郎
〃
小柳 正徹（㈱葵設備工業／社長）
建設部会
部会長
（小柳建設㈱／社長）
〃
＊堀内
堅（㈱堀内組／社長）
副部会長 ＊三浦 伸一（㈲三浦薬局／社長）
＊西村 一博
諸業部会
部会長
〃
＊王
裕晋（日中ビジネス㈱／社長）
（西村税理士事務所／所長）
〃
＊田中 英之（㈱第四銀行加茂支店／支店長）

新潟県最低賃金が「６８１円」に
〜１０月２１日（木）から改定されます〜
新潟県最低賃金は、現行最低賃金（時間額）６６９円を１２円（１.７９％）引き上げて６８１円になります。こ
の改定金額は平成２２年１０月２１日（木）からパートタイマー、アルバイト、臨時採用など、その雇用形態にか
かわらず、新潟県内の事業所で働く全ての労働者に適用され、この金額未満で雇用した場合は、最低賃金法により
無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。
なお、特定の産業には産業別最低賃金が定められています。
賃金が、日額、月額、その他時間額以外の単位で定められている場合、最低賃金を満たしているか否かの判断は、
それぞれの所定労働時間で割った１時間当たりの金額と最低賃金額（６８１円）を比較します。
※お問い合わせは、当商工会議所 TEL52‑1740（担当／滝沢）まで。
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第４１回
永年勤続商工従業員表彰のご案内

〜無料〜

当商工会議所では、永年勤続商工従業員表彰規則に基づき、次のとおり優良商工従業員を表彰します。該当する
従業員の申請を受け付けしています。
▼表 彰 該 当 者 （年数計算基準日／平成２２年１１月２３日）各事業所における勤続年数が１０年､２０年､
３０年及び３０年以上の者は５年ごとにその表彰年次に達する者（法人役員並びに個人事業
の家族従業員は対象となりません）
。
※本年度、規約の一部改正により表彰対象年数の、５年(女性のみ対象)、１５年の表彰区分
がなくなりましたので、ご了承ください。
▼表 彰 状 名 義 ①１０年表彰…加茂商工会議所会頭
②２０年表彰…新潟県商工会議所連合会会頭並びに加茂商工会議所会頭
③３０年以上表彰…日本商工会議所会頭並びに加茂商工会議所会頭
▼表彰式及び記念品 表彰式は行いませんので、当該事業所において適宜伝達授与ください。また記念品は、各事
業所にてご用意ください。
▼締 切 日 ・ 費 用 １０月２２日（金）まで。申請料等の費用は無料です。
▼申 込 方 法 会議所窓口に用意してある所定の申請用紙にご記入・押印のうえ、期日までに申請してくだ
さい。（押印が必要のためＦＡＸでは受付できません。）
※ 詳しくは、当商工会議所 TEL52‑1740（担当／大瀧）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 1.75%（１０/１８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
・融資期間

１,５００万円
運転資金 ７年

設備資金特別金利

設備資金

１０年

１．２５％

※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
１１月２５日（木）１０：００〜１５：００
２）県信用保証協会相談会
▼日時
１１月１０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。

受診料の補助制度をご利用下さい

健康診断
１．対 象 者
２．健診機関・日時

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。

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
(社)新潟県労働衛生医学協会
TEL025‑370‑1960
(社)新 潟 県 健 康 管 理 協 会
TEL025‑283‑3939

健 診 日 時

平成２２年１１月

（会場は、加茂市産業センターです）

１日（月）

８：３０〜１１：３０
１３：００〜１５：００

平成２２年１２月１５日（水）

８：３０〜１１：３０

※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。

新卒採用を行う企業への奨励金
「新卒者就職実現プロジェクト」奨励金のご案内
①３年以内既卒者トライアル雇用奨励金 奨励金額月額１０万円（１人）
②３年以内既卒者採用拡大奨励金 奨励金額 １００万円（雇用６ヵ月後）
①３年以内既卒者トライアル雇用奨励金
卒業後も就職活動を継続中の新規学卒者の方（高校・大学等を卒業後３年以内の方）正規雇用へ向けて育成する
ために、まずは有期雇用（原則３ヵ月）で雇用し、その後、正規雇用に移行させた事業主の方に奨励金を支給。

有期雇用期間（原則３ヵ月）：対象者１人につき月額１０万円
有期雇用終了後の正規雇用での雇い入れ：対象者１人につき５０万円
②３年以内既卒者採用拡大奨励金
卒業後３年以内の大学等の既卒者も応募可能な新卒求人を、ハローワークに提出し、正規雇用として雇入れた事
業主の方に奨励金を支給

正規雇用での雇い入れから６ヵ月経過後に１００万円
【奨励金説明会】
日時：平成２２年１０月２５日（月）１４：００〜（約１時間程度）
場所：三条商工会議所 １階チェンバーズホール（三条市須頃１−２０TEL32‑1311）
※ お問い合わせは、当商工会議所 TEL52‑1740（担当／佐藤、滝沢）まで。
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