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◆加茂オリジナル推奨品に６アイテムが仲間入り
新パンフレットで加茂の逸品をＰＲ！
「加茂オリジナル推奨品」は新たに６アイテムが認定され全７２アイテム（３８事業所）とな
りました。本年度のパンフレットは９月上旬から、商工会議所、参加事業所をはじめ、市内、近
隣市町村の公共施設等に順次、設置いたします。
また、今年も１０月下旬に販売イベントを開催いたします。詳細が決まり次第、ご案内いたし
ますので、どうぞお楽しみに！
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／渡邉）まで。

◆プレミアム商品券に関するお知らせ
８月１日（月）販売開始の「新型コロナウイルス感染症に負けるな！地元買物運動 プレミア
ム商品券」は８月１日（月）午前中をもちまして完売いたしました。
なお、利用期限は１２月３１日（土）までですので、使い忘れのないようご注意ください。

○参加店以外の事業所が商品券を受け取った場合は換金できません。
※参加店にはステッカーを配布済みです。間違って会計時に受け取らないよう、
十分ご注意ください。

○参加店の皆様へ…今月の換金日…
９月１５日（木）まで提出分 →
９月２２日（木）振込
９月３０日（金）まで提出分 → １０月 ７日（金）振込
○チラシ掲載以外に使えるお店／㈲須川屋商店（加茂市小橋一丁目 4-22）
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／大湊）まで。

◆第３７回越後加茂川夏祭り
ご協賛、ご協力賜り誠にありがとうございました
８月１４日（日）開催の第３７回越後加茂川夏祭りは、新型コロナウイルス感染拡大に伴い
イベント内容を大幅に変更し、大花火大会(打上げ花火)のみの実施となりましたが、事故もな
く無事に終了することができました。
会員事業所の皆様より多大なご協賛、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
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◆新潟県最低賃金改定８９０円に（時間額）
～１０月１日から８５９円から３１円引き上げ～
すべての労働者（パート・アルバイト含む）が対象です。
※詳しくは当商工会議所 TEL：52-1740（担当：大湊）まで。

◆雇用保険料率変更のお知らせ
雇用保険法が改正され、令和４年は４月・１０月と雇用保険料率が二段階に分けて引き上げ
られます。１０月１日から令和５年３月３１日までの料率は下記のとおりですので、ご注意く
ださい。（事業主負担分は「失業等給付・育児休業給付の保険料率」と「雇用保険二事業の保険
料率」に分けられています）
負担者
事業の種類

①労働者

①＋②
雇用保険料率

②事業主

一般事業

５/1000

８.５/1000

失業・育児
雇用二事業

5/1000
3.5/1000

１３.５/1000

農林水産・
清酒製造の事業

６/1000

９.５/1000

失業・育児
雇用二事業

6/1000
3.5/1000

１５.５/1000

建設事業

６/1000

１０.５/1000

失業・育児
雇用二事業

6/1000
4.5/1000

１６.５/1000

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／大湊）まで。

◆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カ月の売上高または過去６カ月（最近１カ
月を含む）の平均売上高が前４年いずれかの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％

※３年間分の利子相当額を一括で助成する特別利子補給制度を受けることで
当初３年間は実質無利子でご利用いただけます。
※４年目以降は通常金利（８月３１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、大橋、山本）まで。
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◆加茂市新型コロナウイルス感染症対策支援事業
〇加茂市原油価格等高騰対策事業補助金
原油価格等の高騰の影響を受ける市内中小企業者を支援するため、負担した燃料費（ガソリン、
灯油、軽油等）及び公共料金（電気料金及びガス料金）の高騰分に対して補助します。
【申請締切】令和４年９月３０日(金)

※郵送の場合当日消印有効

〇国内展示会出展小間料補助金
販路拡大を支援するため、加茂市外の国内で開催される展示会等に出展する際の費用の一部
を補助します。
【申請期間】令和４年１２月２０日(火)まで

〇新商品・新製品開発支援事業補助金
付加価値の高い新商品・新製品や地元産品を活用するなど地域全体の好循環につながる新商
品・新メニューの開発を支援するため、事業費の一部を補助します。
【申請期間】令和４年１２月２０日(火)まで
※新潟県の『新型コロナウイルス対応新事業チャレンジ支援事業補助金』の事業者負担分への
併用が可能です。その場合は、県の決定を受けた事業の総事業費から県補助額を差し引いた
額を補助対象経費とします。
（申請の際に、県補助金関係書類（交付申請書、事業計画書、交付決定通知書、実績報告書、
確定通知書等）の写しを添付してください。

〇ホームページ作成等支援事業補助金
情報発信力の強化を支援するため、自社のホームページを新規作成、リニューアルする際の費
用の一部を補助します。
【申請期間】令和４年９月３０日(金)まで

※申請に関するお問い合わせは加茂市商工観光課商工振興係 TEL:52-0080 まで
https://www.city.kamo.niigata.jp/shigoto/shoukou/

◆会議所９月の主な行事予定
３日（土）
・日商ＰＣ検定
６日（火）
・第２回１号議員選挙委員会
・オリジナル推奨品事業プレス発表
９日（金）
・正副会頭会議
１２日（月）
・メルカリショップセミナー
１４日（水）
・木工木材部会全体協議会
２０日（火）
・商業部会全体協議会
・消費税インボイス対応セミナー①

10:30～
12:00～
14:00～
12:00～
13:30～
12:00～
12:00～
13:30～
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２１日（水）
・鉄工部会全体協議会
・人材育成・組織づくりセミナー
２２日（木）
・サービス部会全体協議会
２６日（月）
・諸業部会全体協議会
２７日（火）
・常議員会
・３級簿記検定受験対策講座①
（11/15(火)まで全１５講）
２８日（水）
・建設部会全体協議会
・消費税インボイス対応セミナー②

12:30～
13:30～
14:00～
12:00～
12:00～
18:30～

12:00～
13:30～

◆日商簿記検定試験３級

受験対策講座 全１５講座

経営に役立つ「簿記の基本知識」を学ぶチャンス！
○日 程

令和４年９月２７日（火）～１１月１５日（火）１８:３０～２１:００

９月

２７日（火）
、３０日（金）

１０月

３日（月)、 ５日（水）
、１１日（火）、１４日（金）
、１８日（火）、
２１日（金）
、２５日（火）、２８日（金）

１１月

１日（火）
、

４日（金）
、

８日（火）、１１日（金）、１５日（火）

○場 所
○講 師
○受講料

加茂商工会議所会議室
(税)山口会計パートナーズ 社員税理士 西 丸 保 幸 氏
会 員：１０,０００円(会員事業所の役員、従業員、その家族も含む)
非会員：１６,０００円
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／星野）まで。

◆インボイス制度説明会のご案内

参加無料
事前登録制

インボイス制度や登録申請手続きについて理解を深めていただき、インボイス制度の開始に向
けて必要な準備を進めていただくため、インボイス制度説明会が下記のとおり開催されます。
【主な内容①】▶インボイス制度の概要
▶登録申請の方法

▶売手側、買手側のインボイス発行(受領)の注意点

【主な内容②】▶消費税の基本的な仕組み

▶インボイス制度の基本的な事項

【開催日時】
日

時

９月２０日（火）
１０月 ７日（金）
１０月２０日（木）

内

容

時 間
13:30～14:30
15:00～16:00
9:30～10:30
11:00～12:00
13:30～14:30
15:00～16:00

①
②
①
②
①
②

申込締切
９月１５日（木）
１０月

５日（水）

１０月１８日（火）

【開催場所】三条市勤労青少年ホーム（ソレイユ三条３階／三条市南四日町１－１５－８）
【申込・問合せ先】三条税務署個人課税第一部門 TEL：0256-32-6213
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／渡邉）まで。

◆健康診断のご案内

～会員特別受診料補助あり～

〇健康診断→受診料一部補助
〇人間ドック→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
９／１４（水）
TEL:025-370-1960
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740 まで。
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１３：３０～１６：３０

