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～ ◎ 会 議 所 の 動 き ◎ ～ 

◆平成２５年３月に中小企業金融円滑化法が終了します。 
 ～まずは商工会議所にご一報ください。～ 
 

 中小企業円金融滑化法とは、中小企業の借り手が金融機関に返済負担の軽減を申し入れた際

に、できる限り貸付条件の変更等を行うよう努める法律です。 

  

中小企業金融円滑化法終了に対しての金融庁の考え方 

○平成２５年３月末日後は再延長なし 

○金融機関による経営改善相談及び指導の強化を推し進めていく 

※４月からは「経営改善」ができなければ「条件変更に応じられない」という

ことです。 

 今後、条件変更に応じてもらえなくなる事業所の一例  
１．経営改善計画書の提出ができない事業所 

２．黒字化の目途が立たない事業所 

３．返済再開の目途が立たない事業所 

４．債務超過解消の目途が立たない事業所 

５．金融機関の協調支援が得られない事業所 

６．経営改善への取り組み姿勢が見られない事業所 

７．事業に将来性が薄い事業所 

 

条件変更の申し入れに対し厳格な対応がなされる可能性があります。お早めに商工会議所へ

ご相談ください。 

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

◆小京都加茂の味と技まつり in 表参道ネスパス 
加茂市の魅力である食品、地酒、お菓子、特産品の販売、伝統技術や産業紹介、観光案内等を

情報発信し、首都圏から加茂に訪れてもらうための足がかりとして本年度東京・表参道ネスパス

を会場に初めての加茂市特産シティーセールスを開催いたします。 

東京にお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。 

・開催日 平成２４年１１月１５日(木)～１８日（日） 

・場 所 表参道・新潟館ネスパス（東京都渋谷区神宮前 4-11-7） 

※詳しくは、当商工会議所 TEL52-1740（担当／高畑）まで。 
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～地区委員の皆さん 
ぜひご参加ください～ ◆地区委員全体会議を開催します 

 

・日 時 平成２４年１１月２０日(火) １８:３０～  

・場 所 ㈲割烹有本 (市内幸町 TEL52-1316)  

・会 費 １，０００円(他は会議所より補助。当日ご持参ください。) 
※詳しくは、当商工会議所 TEL52-1740（担当／山本）まで。 
 

◆第３７回新年会員事業所の集い１月９日（水）開催 
～新春講演会講師は政治ジャーナリスト 後藤謙次氏～ 
 
１１月中旬に振興委員、地区委員経由で正式なご案内をいたします。お誘い合わせのうえ多数

ご参加ください。 
  １．日 時：平成２５年１月９日（水） 
        第１部 式典／会頭挨拶・来賓紹介・来賓祝辞 15:00～15:50（50 分） 

         第２部 新春講演会 16:00～17:30（90 分） 
講師／政治ジャーナリスト 後 藤 謙 次氏 

         第３部 懇親パーティー 17:40～19:00（80 分） 
  ２．場 所：加茂市産業センターホール 
  ３．会 費：４，０００円 
※お問い合わせは、当商工会議所 TEL 52-1740（担当／山本）まで。 

 

◆会議所１１月の主な行事予定 

   

 

 

 

６日（火） 

・Tech×TechＫＡＭＯ 

メッセなごや 2012 出展（～10 日） 

９日（金） 

・正副会頭会議          12:00～

１０日（土） 

・ＪＲ東日本駅からハイキング 

（加茂山古道と中心商店街ハイキング）

10:00～ 

１３日（火） 

 ・日本政策金融公庫相談会      10:00～ 

１４日（水） 

 ・信用保証協会相談会         10:00～ 

・青年部１１月例会         19:00～ 

１５日（木） 

 ・小京都加茂の味と技まつり 

ｉｎ東京・表参道ネスパス出展（～18 日）

１７日（土） 

 ・日商ＰＣ検定               9:00～ 

１８日（日） 

 ・簿記検定試験             9:00～ 

１９日（月） 

 ・労務相談会             10:00～  

２０日（火） 

・地区委員全体会議          18:30～ 

２２日（木） 

 ・税務相談会             10:00～ 

２５日（日） 

 ・福祉住環境コーディネーター検定   10:00～ 

２６日（月）                

 ・経営・創業・法律相談会       10:00～ 

２７日（火） 

 ・経営安定セミナー（事業承継）    13:30～  

２８日（水） 

 ・常議員会               12:00～ 
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～◎金融情報◎～ 
◆有利な国の制度融資 ～無担保・無保証人・低金利～ 

経営改善貸付（マル経融資）～保証料もいりません!!～ 

設備資金貸付金利 １.２５％ 
・融資限度額 １，５００万円 ・運転資金貸付金利 １．７５％（11/5 現在） 

・返 済 期 間 運転資金 ７年（据置１年以内） 設備資金 １０年（据置２年以内） 

【マル経融資の流れ】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※詳しくは、当商工会議所 TEL52-1740（担当／佐藤、山本）まで。 
 

◆無料専門家定例相談会を開催中～秘密厳守～ 

   どんな相談でも受付けます。まずはお電話ください。 
  日頃抱えている経営上の問題、課題等について、専門的な知識や実務経験を持つ専門家によ

る相談会を開設しています。 
  

・労務相談    １１月１９日（月） ・税務相談 １１月２２日（木） 

・経営・創業相談 １１月２６日（月） ・法律相談 １１月２６日（月） 
 
※１１月１５日（木）までにお申込みください（各日２名程度、先着順・完全予約制） 

※日程が合わない場合はご相談ください。専門家の日程を再調整いたします。 

～金融定例相談もご利用ください。～ 
 
・日本政策金融公庫相談会  １１月１３日（火） １０：００～１５：００まで 

・新潟県信用保証協会相談会 １１月１４日（水）  １０：００～１２：００まで 

※詳しくは、当商工会議所 TEL52-1740（担当／佐藤、山本）まで。 

商工会議所（マル経審査会） 

※審査会は随時開催され、もちろん秘密厳守です。 

・各業界に精通した商工会議所の役員が審査員です。 

・審査会では経営内容だけでなく、融資後の計画で改善が見込まれる、または

経営指導員と共に経営改善を積極的に実施する意気込みのある企業や社長さ

んの人柄等を重視し、推薦、支援します。 

マル経融資申込 
経営指導員による経営指導 

加 茂 商 工 会 議 所 会 員 事 業 所 

㈱ 日 本 政 策 金 融 公 庫 

 ※推薦案件の内、約９５％が貸付決定されています。 

推  薦

マル経融資貸付 

・無担保 

・無保証人 

・低金利 

・保証料なし 

いずれも 

１０:００～ 

１２:００まで 
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～◎共済・労務管理情報◎～ 

◆安い掛金で幅広い保障をお約束するゆきつばき共済 

労災の上乗せ保険として最適です！ 

～月額８００円で事故による 

   死亡保障２５０万円～ 
 

◎現在、アクサ生命保険㈱と連携した共済キャンペーンを実施中！アクサ推進員、職員が事業

所へ訪問した際にはよろしくお願いします。 

※詳しくは、当商工会議所 TEL52-1740（担当／大瀧）まで。 

 

◆偽名による健康保険・厚生年金被保険者資格取得が発覚！ 

～事業所でのご本人確認の徹底をお願いします。～ 
 

  新たに採用する（被保険者となる）方の基礎年金番号は、年金手帳で確認の上資格取得届に

必ずご記入ください。 

  年金手帳紛失等で基礎年金番号が確認できない場合は、運転免許証等でご本人確認の上、資

格取得届と年金手帳再交付申請書を併せてご提出ください。 

※詳しくは、当商工会議所 TEL52-1740（担当／滝沢）まで。 

 

◆労働者派遣法が改正されました。～１０月１日より施行～ 
 派遣先に新たに課される事項は次のとおりです。 
 １．離職後１年以内の元従業員を派遣労働者として受け入れることの禁止 
 ２．派遣先の都合で派遣契約を解除するときに講ずるべき措置 
   ・派遣労働者の新たな就業機会の確保 
   ・休業手当などの支払いに要する費用の負担 など 
 ３．均衡待遇の確保に向けた派遣元事業主への協力 
   ・派遣会社に対し、社員と派遣社員との均衡を確保するために賃金水準等の情報を提供 

するなどの協力が求められる 
※お問い合わせは、当商工会議所 TEL52-1740（担当／佐藤）まで。 
 

◆健康診断・人間ドックのご案内 ～会員特別受診料補助あり～ 

・健康診断→受診料一部補助  ・人間ドック→１名につき 2,000 円補助 

当所会員事業所の役員、従業員、家族従業員が対象です。 

 

※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)新潟県健康管理協会 

TEL025-283-3939 
平成２４年１２月１０日（月）  ８：３０～１２：００ 
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主催：加茂商工会議所・中小企業相談所 
 

日本経済を支える中小企業では、近年、経営者の高齢化が進行する一方で、後継者の確保がま

すます困難になっています。 

 対策をせずに放置していると、いざ事業承継という時に相続を巡ってもめ事が起きる、後継者

が経営ノウハウを知らない、取引先・従業員の信頼を得られないといった様々な問題が生じます。 

 本セミナーでは事業承継の計画的な取り組みと実務、対策について分かりやすく解説します。

この機会に奮ってご参加ください。 
 
１．日 時  平成２４年１１月２７日（火） 

１３：３０～１５：３０ 
 

２．場 所  加茂商工会議所会議室 
 
３．講 師  ㈱マネジメント・ブレーン  

社長 田 代 武 夫 氏 
（中小企業診断士・社会保険労務士） 

 
４．内 容  ①事業承継に関わるトラブルと事業承継の必要性 

②事業承継対策には後継者（人）と資産（モノ）がある 

③事業承継計画作成に必要な現状把握 

       ④後継者が先代の経営者から学び 

後継者が身につけるべきリーダーシップとは 

       ⑤中小企業経営承継円滑化法とは  
 
５．受講料  １，０００円（会 員） ３，０００円（非会員） 

 
６．申込み  下記申込書に記入のうえ、１１月２１日（水）までに事務局（担当／山本

TEL52-1740・FAX52-4100）までお申し込みください。 

          
 

経営安定セミナー参加申込書 
 

加茂商工会議所（山本 FAX：52-4100） 

事業所名  住  所  

Ｔ Ｅ Ｌ  Ｆ Ａ Ｘ  

参加者名  参加者名  

 
 

（切らずにこのまま FAX してください。） 


