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◆加 茂 オ リ ジ ナ ル 推 奨 品 販 売 会

小京都・加茂のタカラモノ。
・日
・会

時
場

１０月３０日(金)、３１日(土)10:00～16:00
加茂市産業センターホール

◎オリジナル推奨品の他、店自慢の逸品、限定品やアウトレット品等を販売。３１日はお弁当
などテイクアウトメニューも販売します。ぜひ、ご来場ください。

■主な販売品のご紹介
○㈲京家（鬼の金棒、雪椿トリフ、こりす最中、焼き栗餅）
○マカロニチップスの店ぱすたみすた（１３種類のマカロニチップス）
○涌井金太郎商店（みそくりどら焼き、水ようかん、笹だんご）
○金子米店（七谷米、おこわセット、車麩、乾燥ぜんまい）
○㈲天神屋会館（あまざけ、弁当、おでん）
○㈱割烹山重（十兵衛のめんつゆ）
○青栁木工㈲（飾り屏風・衝立、木製キッチン用品）
○㈱朝倉家具（桐米びつ、桐製キッチン用品、アウトレット品各種）
○㈱浅野タンス店（桐製小タンス、総桐着物チェスト）
○㈱イシモク（桐米びつ、桐製チェスト、桐製いす）
○ＫＯＫＯ（箸、箸置き各種）
○高橋芳郎タンス店（桐米びつ、レターケース）
○ワンアジア㈱（桐丸まな板、まな板スタンド、桐ベッド）
○重泉工作所（ステンレス製誕生日プレート）
○ｎｅｚｉ★Ｐｌａｎｅｔ（ステッカー、缶バッジ、似顔絵コーナー）
○工房雪椿の花びら染（マスク、ストール）
○三条市・見附市の特産品
※カルルスせんべい、たなべのかりんとう、かも汁缶、日本酒(雪椿酒造)の試飲等

■テイクアウトメニューのご案内（５００～１,０００円でご提供）
（10/31 のみの販売となります。無くなり次第終了）
〇割烹鴨川／加茂山弁当
〇珈琲屋／ドライキーマカレー、免疫力 UP 弁当
〇膳亭西加茂店／うな豚重
〇玉木フードセンター／栗おこわと天ぷら弁当
〇ＣＨＩＮＡＭＩ／絶品弁当
〇村将軍本店／若姫牛のステーキ重
〇よね蔵加茂店／特製弁当
〇やきとり 多聞／モツ煮
〇ビストロダイニングＶＧ加茂店／洋風オリジナル BENTO
〇豊田屋／玉子焼き
〇千代田ベーカリ―／パンの詰め合わせ
〇プティ カナール／焼き菓子セット
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◆新潟県新型コロナウイルス感染症対策
事業継続応援金のご案内
新潟県では、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い影響を受けた事業者の事業継続を支援す
るため、県制度融資の借入れを行い、事業継続に取り組む事業者で、９月以降なお売上高減少が
続いている方に対して、４年目分利子相当額を応援金として支給します。
【支給対象者】
「新型コロナウイルス感染症対応資金」を３年間実質無利子で、３年を超えて借入れし、本
応援金を申請する月の直近２か月連続の売上高が前年比３０％以上減少している方
【支 給 額】借入４年目分利子相当額の全額
【申請方法】融資を受けた金融機関から申請書類の確認を受け、金融機関に提出
【申請期間】令和２年１１月２日（月）～令和３年２月１９日（金）
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／山本・明間）まで。

◆加茂市新型コロナ経済対策…申請はお早めに
〇三密対策支援金～12/28 締切
県の三密対策支援金の対象にならなかった事業所を対象に、新型コロナウイルス感染防
止のために必要な衛生設備の導入及び衛生用品の購入等にかかった経費を補助。
【補助金額】５万円(下限）～２０万円(上限）※補助率１０／１０、消費税は対象外
【申請締切】令和２年１２月２８日（月）まで

〇新規市場開拓支援事業補助金
新たな販路を開拓するための展示会等（インターネットサイト可）への出展経費または
ＨＰ作成等の経費に対する補助。
【補助金額】上限金額…中小企業者２０万円、協同組合…１６０万円
※補助率４／５、消費税は対象外
【申請締切】令和３年１月２９日（金）まで
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／山本、明間）まで。

◆国の持続化給付金～これから申請をお考えの方へ
申請サポート会場が三条市に開設（期間限定）
【給付対象者】
中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等、その他各種法人等で、新型
コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で５０％以上減少している者。
【申請締切】令和３年１月１５日（金）まで
【申請方法】電子申請（電子申請が難しい方はサポート会場をご利用ください）
【申請会場】〒955-0092 三条市須頃 1-20 三条商工会議所会館５階※土曜日休館
【開設期間】令和２年１１月１２日（木）～１１月２５日（水）９時～１７時
※申請会場は「来訪予約」が必要です。予約を済ませてから、ご来場ください。
※電話予約窓口 ０１２０-２７９-２９２（8:30～19:00 日曜～金曜）
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／山本・明間）まで。
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◆小規模事業者持続化補助金【コロナ特別対応型】
第５回申請は１２月１０日まで
小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞は、新型コロナウイルス感染症の影響を乗り
越えるために、具体的な対策（サプライチェーンの毀損への対応、非対面型ビジネスモデルへの
転換、テレワーク環境の整備）に取り組む小規模事業者等が販路開拓等に取り組む費用の２／３
または３／４を補助します。
【補助対象業種と従業員規模】
・商業・サービス業（宿泊業・娯楽業除く）…５人以下
・サービス業のうち宿泊業・娯楽業、製造業その他…２０人以下
【補助対象事業と補助率】（補助対象経費の１／６以上が、下記いずれかの要件に合致）
・サプライチェーンの毀損への対応…２／３
・非対面型ビジネスモデルへの転換…３／４
・テレワーク環境の整備…３／４
【補助対象経費】
機械装置等費、広報費、展示会等出展費、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費
借料、専門家謝金、専門家旅費、設備処分費、委託費、外注費
【補助上限額】１００万円
【申込締切】令和２年１２月１０日（木）当日消印有効
※申請書の他に当商工会議所が発行する書類が必要になりますので、１１月２６日（木）ま
でにご相談ください。
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／山本、明間）まで。

◆年末資金の準備に…

マル経融資制度をご利用ください
新型コロナウイルス感染症の影響により、最近 1 カ月の売上高が前年または前々年の同期と比
較して５％以上減少している方のために制度が拡充されています。

担保なし・保証人なし・保証料なし

1.21％-0.9％＝

0.31％

※４年目以降は通常金利（１０月２９日現在 1.21％）
◎対 象 企 業 常時使用する従業員が商業・サービス業：５人以下
〃
製造業・建設業・その他：２０人以下
◎融資限度額 １,０００万円（既存マル経融資とは別枠で借入可能）
◎返 済 期 間 運転資金７年(据置３年以内) 設備１０年(据置４年以内)
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／明間、山本）まで。

◆決算等説明会開催中止のお知らせ
例年１２月に実施していました決算等説明会は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止
及び参加者の安全を考慮し開催中止となりました。
なお、国税庁ＨＰ(http://www.nta.go.jp)には、記帳や決算に関する手引き、説明書及び書
き方などの情報が提供されておりますので、ぜひご利用ください。
※詳しくは、三条税務署個人課税第一部門 TEL:32-6213 まで直接お問い合わせください。
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◆各種セミナーのご案内
①同一労働・同一賃金セミナー
日 時
講 師
内 容

令和２年１１月１８日（水）１４:００～１６:００
社会保険労務士法人 こじま事務所 所長 小 島 正 晴 氏
不合理な待遇差の解消の考え方／法改正の内容と整備／押さえておきたい労
務管理の取り組み方 他
受講料 無料

②管理職キャリアアップセミナー
日 時 令和２年１１月２０日（金）１３:３０～１６:００
講 師 ㈱こじま事務所 社長 小 松 弘 美 氏
内 容 部下にどう教育するか／信任させるために必要な事／参考にならない上司の例 他
受講料 会員 1,000 円 非会員 2,000 円
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／山本）まで。

◆プレミアム商品券参加店の皆様へ「換金日のお知らせ」
・１１月１３日（金）まで提出分 → １１月２５日（水）
・１１月３０日（月）まで提出分 → １２月１０日（木）
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／大湊）まで。

◆健康診断のご案内 ～会員特別受診料補助あり～
・基本検査項目受診料･･･７,２６０円（税込） ※8,360 円のところ 1,100 円の割引
・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。
実 施 機 関

健 診 日 時（会場：加茂市産業センター）

（一社）新潟県労働衛生医学協会 １１／２７ (金)(午前の部)
８：３０～１１：３０
TEL:025-370-1960
（午後の部）
１３：００～１５：００
（一社）新潟県健康管理協会
１２／１５ (火)(午前の部のみ) ８：３０～１１：３０
TEL:025-283-3939
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／横山）まで。

◆会議所１１月の主な行事予定と無料相談会のご案内
６日（金）
・正副会頭会議
12:00～
１０日（火）
・日本政策金融公庫相談会
10:00～
１１日（水）
・新潟県信用保証協会相談会
10:00～
１１日（水）～１３日（金）
・加茂オリジナル推奨品／フードメッセ in 新潟出展
１５日（日）
・第１５６回簿記検定試験
9:00～
１７日（火）
・上半期業務会計監査会
10:00～

１８日（水）
・同一労働・同一賃金セミナー
14:00～
１９日（木）
・常議員会
12:00～
２０日（金）
・管理職キャリアアップセミナー13:30～
２６日（木）～２７日（金）
・小規模企業振興委員会視察研修
２９日（日）
・第 49 回カラーコーディネーター検定試験
10:00～
３０日（月）加茂まちなかゼミナール終了
（10/30～）

※上記相談会は 10:00～12:00。日程が合わない場合は調整します。
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