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金融インフォメーション  
経営上の問題等でお困りの方… 

《経営総合相談をお気軽にご利用ください》 
中小企業に対する金融情勢が益々厳しくなる中、事業資金の借り入れや主要取引先の受注減少

等々いろいろなお悩みがあるかと思います。  
当商工会議所では、会員事業所の経営に少しでもお役に立ちたく、融資に係る国のセーフティネ

ットを活用する他､関係諸機関と連携して専門家を派遣するなど、個々の事業所の実情に合わせた経

営総合相談を行っていますので、お気軽にご相談ください。 
経営総合相談・相談項目（原則無料） 

《経営・財務強化》 
◎経営計画の立て方 ◎キャッシュフロー、資金繰り表の作り方 
◎事業資金の新規借入れ方法  

《商品・技術開発、製造の効率化》 
◎機械設備、店舗改装について ◎新分野進出、新技術の導入 
◎ＩＴ情報化への対応 ◎コストダウンについて 

《労務管理、その他》 
◎就業規則等の見直し ◎社員教育について 

《国民生活金融公庫相談を下記日程で実施いたします》 
１．日  時 平成１４年５月２２日（水）午前１０時～午後３時まで 
２．場  所 加茂商工会議所 研修室 
３．必要書類 ・３期分の決算書 

・法人企業の方は、他に会社の登記簿謄本、試算表（３ヵ月以内のもの） 
４．お申込み ５月２１日（火）までに必要書類を添えて当所へご予約ください。 

《マル経金利が変わりました》 

制   度   名 新利率 
(％) 旧利率 

経営改善資金 
(無担保・無保証) １．８０ ２．００ 

当所で取り扱っています国民生活金融公 
庫「小企業等経営改善資金（無担保・無保 
証人）」並びに普通貸付の利率が、4 月 1０日 
より変更になりました。 

なお、現在ご利用の方も残高が半分以下に

なれば借り替えも可能ですので、お気軽にご

相談ください。 
普  通  貸  付 ２．１０ ２．３０ 

詳しくは、当所（本件担当：経営指導員／若杉、桑原、難波）へお問い合わせください。 
 

「市町村合併に関する会員事業所アンケート」実施ご協力のお願い   
 当商工会議所では、本年度重点事業の一つに「市町村合併に関する調査研究と経済的情報の提供」を

テーマにあげています。加茂市においては一般市民、商工業者ともに市町村合併に関する情報が少ない

ように思われます。合併の賛否は別にして情報の収集と提供を行おうというものです。 

これについては、商工振興委員会（委員長：太田明氏）が担当することになり、４月２３日に第 1
回委員会を開催しました。「合併した場合と、しない場合ではどうなるのか。」という本格的な意向調査

はもう少しデータを集めてから実施しますが、今回は、市町村合併に関する簡単な会員アンケートを全

会員事業所対象に実施することになりました。後日、アンケートが届きましたら回答くださるようご協

力をお願いします。（加茂市内の会員事業所のみ対象となります。） 
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講演会のご案内 ～法人会会員以外の方も受講 OK～ 

経営者の実践体験談 ～セコム上信越㈱野沢社長を迎えて～ 
           主催 (社)三条法人会加茂地区会/共催 加茂商工会議所 

（社）三条法人会加茂地区会では、警備業、メディカル事業を手掛けている「セコム上信越㈱」野沢

謹五社長を講師に迎え、下記のとおり講演会を開催します。 
法人会会員以外の方でも受講できますので、この機会に奮ってご参加ください。 

■日 時と会場  ５月２７日（月）１６：００～ 加茂商工会議所 会議室 
■講師とテーマ  セコム上信越㈱ 代表取締役社長 野沢謹五氏 「経営者の実践体験談」 
■受 講 料  無料 
■申 込 み  ５月２４日（金）までに、事業所名並びに参加者名を担当までお知らせくだ

さい。なお、法人会員の方でご参加の場合は、別途法人会より送付済みの案

内文にてお申込みください。（担当／指導課：明間） 
  

ゆめ・わざ・ものづくり支援補助事業 ＜第２次募集のお知らせ＞ 

新潟県では、県内における新しい事業展開や有望な産業分野への進出を応援するために中小企業者等

が行う新技術開発や新商品開発などの経費の一部を補助する、平成１４年度「ゆめ・わざ・ものづくり」

支援補助金の第２次募集を下記のとおり行っています。ご希望の方はお早めにお申し込みください。 

なお、詳しい要項は当商工会議所にあります。 

＜内 容＞◎ゆめづくり支援補助金 
事業シーズを新たな事業展開に結び付けるための準備段階（企画・調査・立案及び

事業可能性調査）に要する経費の一部を補助します。 
     ◎わざづくり支援補助金 

他にない新しい技術の研究開発等に要する経費の一部を補助します。 
     ◎ものづくり支援補助金 

独自の技術やアイデアなど今までにない画期的商品を開発し、新規市場の創出や新

たな事業展開を図る場合の商品開発(試作)に関する経費の一部を補助します。 
 補助金額 補助率 補助期間 
ゆめづくり支援補助金 ５０～１００万円 １年 
わざづくり  〃 １００～５００万円 １年又は２年 
ものづくり  〃 １００～３００万円 

１／２以

内 
１年 

＜募集期間＞ 平成 14 年 5 月 29 日～6 月 28 日まで(必着) 

◎問合せ：当所又は、新潟県産業労働部産業振興課育成支援係 TEL025(280)5243 まで。 
※ 当所では、国・県の中小企業施策を随時掲載し、経営革新を図ろうとする会員企業の皆様に役立

つ情報を提供していきます。 
（担当／業務課：桑原、大橋） 

 

加茂商工会議所青年部会員募集中！！「新たなる歴史へ 行動！そして連携」 
当商工会議所青年部では新しい仲間を募集しています。若い力と団結力、私たち青年部とともに、一

致団結して今こそ不況から脱出しようではありませんか！！ 
●青年部の主な活動 
・毎 月 の 例 会…講師を招いての講演、勉強会が中心の他、年末にはクリスマス会など家族参加

（原則第２火曜日の夜）のパーティーもあります。例会時には会員が多く出席するため、日頃のビジネ      

ス上の悩みや、意見交換、異業種交流なども盛んで情報収集の場としての則面

もあります。 
・全国・県連事業…全国には４４０青年部、また県下商工会議所の各青年部（８青年部あり）との

交流事業も活発に行われており、ネットワークを生かしたビジネス展開も青年

部を通じて容易に実現できます。 
●５月２１日（火）青海神社春季大祭のお神輿担ぎを募集中！ ～一緒に参加しませんか！～ 

 （会員、非会員関係なし！） 
その他にも夏祭りへの参画など、様々な活動を行っていますので、興味のある方、詳しく知りた

い方は、当所（担当／指導課：佐藤）までお気軽にご連絡ください。 
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ただいま証券診断無料サービスをはじめお得なサービス実施中！！ 

ますます充実､商工会議所の共済制度！＼従来の共済に加えて、新共済もスタート／ 

 当所では会員事業所の生命､財産保険のために各種共済事業を実施中です。 
＜証券診断無料サービス実施中＞ 
あなたの保険は大丈夫ですか？いざというとき役に立なければ保険ではありません。保険の内容を保

険のプロが詳しくご説明させていただきます。（他社の保険でももちろんＯＫ。お気軽にご相談を。） 
･ 自動車共済 

見積り無料サービス実施中。今の保険料が高いと感じたらすぐにお電話ください。同じ保証でこ

の値段！！（損保系の共済ですので事故の時も安心サポート。） 
 

・ 火災共済 

   割安な掛け金に、さらに余剰金は利用分量配当金として加入者へ還元されますので、一層割り得。

火災・落雷・雪害など広範囲な保障で、あなたをサポートします。 
 

※ 医療総合保障共済～医療（病気やけが）とがんのセット共済です～ＮＥＷ！新発売！ 
（例）1 口の掛金 満４０歳～４４歳の場合 月額１，１９０円 
   胃がんと診断され、２０日間入院し悪性新生物根治手術（胃の２／３切除）して退院し、

その後がんの再発防止のため４０日通院治療。 
    がん診断･･･６０万円、がん入院･･･１６万円(２０日×８千円)、がん手術･･･３２万円 
    がん退院後療養･･･６万円、がん通院１２万円  

⇒ 合計共済金 １２６万円が支給されます 
 

 

・ アクサ共済終身医療保険『健康宣言・アビー２１』キャンペーン実施中！！ 
    １泊２日から一生涯の安心医療保障！！更に、特則を付加することで通常の最大３０％保険料ダ

ウンを実現いたしました。更に、保障内容充実！ 
 

※ 詳しいお問い合わせは当所（自動車・火災・医療総合保障共済担当／難波、佐藤、横山）まで。 
アクサ共済（担当／アクサ加茂分室 TEL５３－２７５５又は、当所総務課：近藤）まで。 

 
一人ひとりのレベルに合わせたレッスンで快適受講！！ 

加茂商工会議所パソコン教室  ～平成１４年度第１期生募集中！(＾O＾)～ 
・会 場：加茂商工会議所 ２階パソコン研修室 
・時 間：月・水・金曜日の１８：３０～２０：３０（全６回コース） 
・定 員：１０名（先着順に受付となります） 
・受講料：会員／８，０００円  一般／１０，０００円 

※(社)三条法人会加茂地区会会員事業所及び従業員の方はテキスト代を補助いたします。 
 

内 容 テキスト：①～⑥３，４６５円 
     ⑦・⑧２，１００円 

①パソコン基礎インターネット活用コース ⑤エクセル応用コース 

②ワード基礎コース ⑥ホームページ作成コース 

③ワード応用コース ⑦アクセス２０００コース(データベース) 

④エクセル基礎コース ⑧パワーポイントコース(プレゼンテーション) 
 

コース名 D E  
第１回 ５／２７日（月） ６／１０日（月） ※パソコン教室を部屋、機器まるご 

第２回   ２９日（水）   １２日（水）   と貸出！！ 

第３回   ３１日（金）   １４日（金）   講師も紹介いたします。 

第４回 ６／ ３日（月）   １７日（月）   

第５回    ５日（水）   １９日（水）   お問い合わせ・お申込みは当所 

第６回    ７日（金）   ２１日（金）   （担当／総務課：近藤）まで。 
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法人事業税への外形標準課税導入反対を求める要請署名 

～3,062 名が署名～ ご協力誠にありがとうございました！ 
 

外形標準課税の導入は中小企業に与える影響が大きいことから、当所においても４月初めから導入反

対署名運動を展開してきましたが、多くの法人事業所並びに趣旨に賛同する個人事業所からご協力賜り、

３，０６２名もの皆様から署名をいただきました｡厚く御礼申し上げます｡ 

本署名簿は、５月１４日付けで日本商工会議所にまとめて提出しましたので、日本商工会議所にて、

全国からの署名簿をまとめて導入反対運動に活用することになっています。 

なお、本件については、会員企業に与える影響が大きいことから当所においても国の動き等情報が入

り次第、逐次お知らせいたします｡                （担当/総務課：若杉・樋口） 

 

定期健康診断のご案内 ～受診料の一部を補助します～ 
  

従業員の定期健康診断の実施は、法律で義務づけられており、企業発展のためには従業員の健康管理

が大切となります。当所では、より受診しやすいよう次のとおり受診料の一部補助を行いますので、こ

の機会に従業員全員が受診されますようご案内します。 
１．健診機関  (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） 
２．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 
３．健診日時 

実 施 機 関       健 診 日 時         

(社)新 潟 県 健康 管 理 協会            ①５月２４日（金） ②６月１１日（火） 
（午前８：３０～１１：３０､午後１：００～３：００） 

(社)新潟県労働衛生医学協会 
①５月２９日（水） ②６月１日（土） ③６月２５日（火） 
④６月２８日（金） ⑤７月３１日（水） 
（午前９：３０～１１：３０、午後１：００～３：００） 

４．場  所  加茂市産業センター 
５．受診コース 

選択コース・受診料 検 査 項 目       

①生活習慣病検診 
３５歳以上対象の内容充実、 

割安料金のお勧めコースです 

５,８８０円(税込み) 

(国の補助健診) 

身長､体重､肥満度､問診､胸部聴診､腹部触診､視力検査､聴力検査血

圧測定､尿糖､尿蛋白､尿潜血反応､便潜血反応､ﾍﾏﾄｸﾘｯﾄ値､血色素料､

赤血球､白血球､血糖､GOT､GPT､γ-GTP､中性脂肪､HDL､ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ､ｸﾚｱﾁﾆ

ﾝ､尿酸､ALP､心電図､胸部Ｘ線､胃部Ｘ線 

（検診後異常ありの方は、専門の保健婦、栄養士等による無料の事後指導を

受ける必要があります。この事後指導にも社会保険庁の補助があり、アフタ

ーフォローも万全です） 
② Ａ コース 全員対象 

６,９３０円(税込み) 

(会議所の補助健診で通常は

7,980 円です) 

身長､体重､肥満度､問診､胸部聴診､腹部触診､視力検査､聴力検査､ 血

圧測定､尿糖､尿蛋白､ﾍﾏﾄｸﾘｯﾄ値､血色素量､赤血球､白血球､血糖 

GOT､GPT､γ-GTP､総ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ､中性脂肪､HDL､ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ､心電図､ 

胸部Ｘ線 
③ Ｂ コース  
35 歳未満、36 歳～39 歳で医

師が認めた場合 

２,３１０円(税込み) 

(会議所の補助健診で通常は

3,360 円です) 

身長 体重 肥満度 問診 胸部聴診 腹部触診 視力検査 聴力検

査 血圧測定 尿糖 尿蛋白 胸部Ｘ線 

 ※①生活習慣病検診は大変お得なコースで､胃ガン､大腸ガン検診等内容が充実している他､社会保険

庁からの補助が導入されており､格安の料金設定となっています｡（(財)社会保険健康事業財団新潟

支部から受診の承認を受ける必要があります） 
※ ②、③は当所より１，０００円補助した特別料金です。 

６．申込方法 当所（担当／業務課：山田）まで電話でご連絡ください。申込書をご送付します。 
 


