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当商工会議所「通常議員総会」開催  

－平成１４年度事業報告・決算原案どおり承認される－ 

６月２４日(火)加茂市産業センター会議室にて、役員・議員約６０名の出席のもとに、「通常議員総会」

を開催し、平成１４年度事業報告、収支決算等の全議案が原案通り議決、承認されました。 

 議案は、①事業報告の承認、②一般会計、中小企業相談所特別会計収支決算書の承認、③常議員並びに３

号議員の補充選任について、でありました。 
 常議員は、高井保氏（高井縫製代表）、牛膓廣一氏（マイハンズヤマヘイ店主）が満場一致で選任され、

３号議員は、中村博之氏（㈱日立ニコトランスミッション取締役加茂事業所長）が選任されました。 

平成１４年度の事業報告については、当所機関紙「情報かも」６月号の「事業報告ダイジェスト」に概要

を掲載してありますので、ご覧ください。 
一般会計・相談所会計収支決算合計表 

繰越金繰入金 収入合計 180,159,426 円 

1. 会費収入 21,159,000 

2. 事業収入    85,293,909 

3. 補助金・交付金    58,153,981 

4. 雑収入他 1,678,071 

5. 繰入金     8,750,000 

6. 繰越金     5,124,465 

支出合計     174,965,836 円 

1. 事業費 48,780,806 

2. 旅費・事務局費等 18,869,738 

3. 給与・福利厚生費等 80,810,596 

4. 建物管理費     7,465,106 

5.積立金     9,779,745 

6. 繰入金     8,750,000 

7.その他支出 509,845 

次年度へ繰越 5,193,590 円 

 

 

加茂の新名物づくりを目指して！
当所サービス業部会では、新名物づくりに向けた

『加茂山公園』といった観光資源はあるものの、「加

の名物メニューがありません。そこで、飲食関連事

氏・サービス業部会長）を設置、研究を重ねていま

物（素材）として、「豆腐」等の食物（素材）が候補

協力を得て研究を行い、来年２月頃には試食会を計

新名物づくり委員会では、趣旨に賛同するやる気

さい。 
※詳しくは、当商工会議所 TEL５２－１７４０指
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～参加店募集中～  
研究開発に取り組んでいます。加茂市には『美人の湯』

茂に来たらこれをぜひ食べたい。」といった地域あげて

業所で構成する新名物づくり委員会（委員長／阿部敏延

す。会合での意見から、小京都加茂市をイメージした食

にあげられています。今後は、県食品研究センターの

画しています。 
のある事業所を追加募集中しますので、お申し込みくだ

導課（担当／若杉、高畑）まで。 

http://www.kamocci.or.jp/town/


加茂地元買い物運動実施に向け準備スタート！  
当商工会議所では、本年度最重点事業の一つに、売れる店づくり・ものづくり地元買物運動をあげていま

す。県の消費動向調査結果によりますと、加茂市内で買い物をする割合は全体の５５．１％と年々減少して

います。これは消費動向の多様化等はもちろんのこと、商業者が魅力のある欲しい商品、サービスを提供し

ていないことも要因であることは、各アンケートで指摘されています。このようなことから、もっと消費者

から支持され、地元購買率を高めて売上増加を計ることを目的に、地元買物運動を行おうというものです。

卸小売商業・サービス業部会を主管に「加茂地元買物運動推進委員会」を設置し、準備を進めています。主

な事業は、ポスター・チラシ等での全市あげてのアピール、商業者の意識改革として、売れる店づくり・も

のづくりセミナーの実施、お客満足度の追及、空き店舗対策、共通商品券等々多くのテーマがあります。９

月１日に本事業を本格的にスタートしますが、小売・サービス業、関連組合等のご理解とご協力をお願いし

ます。この事業の一つとして、売れる店づくり・ものづくりセミナーを開催しますので、多数ご参加くださ

い。 ・日 時  ７月２４日（木）午後２時から ・場 所  上町中央コミュニティーセンター 

・講 師  元さんしん地域経済研究所長 鈴木照司氏 

・テーマ  データで見る加茂市商業の現状と課題 ～商業者の意識改革を～ 

次回のセミナー予定 … ㈲ラフィネット総合企画の水井澄人氏を講師に迎えて、売るため・売れるには何

をすべきか。資金をかけずに消費者に訴えるディスプレイの作り方等について勉強します。 
詳しくは、当商工会議所ＴＥＬ５２－１７４０ 指導課（担当／難波、高畑）まで。 

 

平成１４年 加茂市工業統計調査結果速報  
全国で実施する工業統計調査は、生産活動の実態を構造的に把握することを目的に、製造業の事業所を対象

に毎年１２月３１日現在で実施しています。 
平成１４年の調査の結果、当市の年間製造品出荷額等（製造品出荷額、加工賃収入額、修理料収入などの

合計）は、６１３億８，０３８万円で、これを生み出した事業所数は１５６件、従業者数は３，８３９人と

なりました。これらを前年と比べると、事業所数は２５件（△１３．８％）、従業者数は４０７人（△９．

６％）、年間製造品出荷額等も６９億８，２７６万円（△１０．２％）、それぞれ減少しました。 
●年次別事業所数(件)･従業者数(人)･製造品出荷額等(万円)の概況 

年次 事業所数 対前年比 従業者数 対前年比 製造品出荷額等 対前年比 
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●平成１４年工業統計調査主要産業別数値※数字はすべて従業員４人以上の事業所の数字となっています。 

 区 分 単位 合  計 電気機械器具 一般機械器具 木工・木材品 繊維・ニット品 その他 

事業所数 件 156 14 10 46 22 64 

従業員数 人 3,839 1,400 473 523 473 970 

製造品出荷額 万円 6,138,038 3,179,372 768,786 483,132 445,531 1,261,217 

付加価値額 万円 2,402,321 891,369 309,975 269,430 214,778 716,769 

従業員１人当り出荷額 万円 1,599 2,271 1,625 924 942 1,300 

従業員 1 人当り付加価値 万円 626 637 655 515 454 739 

※ お問い合わせは、当商工会議所ＴＥＬ５２－１７４０ 業務課（担当／桑原、佐藤）まで。 

 



金融インフォメーション～金融総合相談･企業情報サービスをご利用ください～   

 毎月１回、国民生活金融公庫と新潟県信用保証協会担当者による金融総合相談会を下記のとおり開催して

います。 

１．日時・場所･･･７月１６日（水）午前１０時～午後３時まで 加茂商工会議所研修室 

２．必 要 書 類･･･３期分の決算書・法人企業の方は、他に会社の登記薄謄本、試算表（３ヶ月以内のもの） 

３．お 申 込 み･･･ご希望の方は､７月１４日までに必要書類を添えて､当所へ事前にご予約ください｡ 

制   度   名 新利率 (％) 旧利率 (％) 

経営改善資金 

(無担保・無保証) 
０．９５ １．０５ 

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６月１１日から変更になりました。 
※詳しくは、当商工会議所 TEL５２－１７４０ 
（担当／桑原、難波、佐藤）まで 普  通  貸  付 １．２５ １．３５ 

＊取引先の企業情報検索サービスをご利用ください 
 当所では、㈱東京商工リサーチが全国の調査網を使って独自にデータを収集し、情報公開している国内約

１４０万件の企業情報をインターネットで検索し、会員企業に提供する事業を実施しており、大不況が続い

ている現下の経済状況の中で、既存取引先や新規取引予定企業の有効な情報が得られますので、与信管理の

観点からも是非ご活用ください。なお、企業情報検索には一社１，２００円（実費）が必要となります。 
◎基本情報の主な内容…所在地、従業員数、資本金、株主構成、取引銀行、主力取引企業、 

直近３ケ年の決算内容、最近の業況等 
※ お問い合わせは当商工会議所 TEL５２－１７４０ 業務課（担当／桑原、佐藤）まで。 
 

 第１８回越後加茂川夏祭り「夏祭り協賛金」のお願い 

～本年も８月１４日（木）に実施いたします～ 

越後加茂川夏祭りは、今回で第１８回を迎えますが、毎回、各事業所をはじめ関係各位のご理解を賜り厚

くお礼申し上げます。景気低迷の中ではありますが、可能なかぎるり盛大にかつ経済効果があがるよう取り

組んでまいります。今年の行事内容は、恒例の大盆踊り大会、２km 大ナイアガラなどの花火大会の他に、

新企画として、よさこいソーラン・江戸みこし競演を実施します。 
商工会議所の会員事業所におかれましては、「夏祭り協賛金」のお願いに担当の当所議員・部会役員・地

区委員が伺いますので、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 
※ お問い合わせは当商工会議所 TEL５２－１７４０ 指導課（担当／高畑、近藤）まで。 

 

～越後加茂川夏祭り 飲食売店（露店）募集と花火桟敷席のお知らせ～ 
飲食売店（露店）募集のお知らせ 桟敷席運営募集のお知らせ 

１．出店日時…８月１４日（木）午後５時～９時３０分頃 

２．場 所…加茂川栄橋～諏訪橋間 

３．出店協力費…１店につき６，０００円 

（電気設備は、出店者側でご用意ください。） 

４．販売品目…原則自由ですが、保健所の許可が必要な物品は

許可を得てください。 

５．出店対象者…加茂商工会議所会員事業所等関係者に限ります。 

６．申込方法…７月１５日（火）までにお申し込みください。 

７．そ の 他…７月１６日（水）１３：３０より出店者会議を 

開催し、詳細についてご説明いたします。 

※お問合せは、業務課（担当／阿久津）まで。 

今回新企画として、河川敷内一等地に花

火桟敷席を設営し、会員の飲食店事業所よ

り購入いただき、当日お弁当、飲物等をつ

けてお客様に販売していただきます。 

１．場  所…栄橋～諏訪橋間河川敷右岸 

２．収容人員…１ブース大人４人程度 

３．桟敷面積…９ブース（１ブース１坪） 

４．桟敷料金…１ブース 8,000 円 

 

※お申し込み、業務課（担当／佐藤）まで。 

 
人事異動のお知らせ   

次のとおり、諸機関の人事異動がありましたのでお知らせします。（敬称略） 
・三条信用金庫加茂支店長 
（新）星野 光一（本店営業次長より） （旧）木村 和弘（分水支店長へ） 

・㈱北越銀行加茂支店長 
（新）今井 嘉一（本店監査部上席調査役より） （旧）吉沢 進（本店人事部付上席調査役へ） 

3／４ 
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高齢者雇用促進に向けて「６５歳継続雇用達成補助事業」始まる！   

＊アンケートご協力のお願い 
厚生労働省所管の委託補助事業の「６５歳継続雇用達成事業」（平成１５、１６年度２ヵ年）を、当商工

会議所では導入しています。この事業は、公的年金の給付開始６５歳等を背景に、企業の定年を６５歳まで

延長する等の高齢者の雇用環境の整備、改善を図ることを目的としています。 
今般、会員事業所の高齢者雇用に係る雇用管理の現状を把握するため、６５歳までの継続雇用に関するア

ンケート調査を実施します。７月８日に対象事業所へアンケート用紙を送付いたしますので、対象事業所は

ご協力方お願い申し上げます。 
※お問い合わせは、当商工会議所ＴＥＬ５２－１７４０ 総務課（担当／山田）まで。 

＊高齢者雇用に活用いただく各種助成金のご案内 ～ぜひご活用ください～ 
 新潟県雇用開発協会では、高齢者雇用の他に雇用に関する事業主の自主的な取り組みを促進するため、各

種助成制度を取り扱っています。ぜひご活用ください。 
１．継続雇用定着促進助成金 
 継続雇用の推進及び定着を図ることを目的に、労働協約もしくは就業規則により、６１歳以上への定年の

引上げ等６５歳まで雇用する継続雇用制度を設けた事業主に対して、国が助成するものです。 
２．在職者求職活動支援助成金 
 定年、解雇その他の事業主の都合により離職することになっている高年齢者等のうち、離職後再就職を希

望する者に対して再就職援助措置を講じた事業主等に対して、助成するものです。 
 その他、高齢者雇用に関する各種助成助成制度がありますので、お問い合わせください。 
※お問い合わせは、当商工会議所ＴＥＬ５２－１７４０ 業務課（担当／佐藤、阿久津）まで。 
 

女優・磯村みどり企画・主演『大地の華
はな

』公演決定 ～チケット近日発売予定～ 
 １０月１８日(土)午後６時３０分開演 加茂文化会館にて 

当商工会議所女性会を中心に昨年、雪椿の花びら染研究会を創設し、この技術指導を女優、染色作家の一

人者の磯村みどりさんにお願いしていますが、このご縁から舞台演劇「大地の華」加茂公演が実現すること

になりました。加茂商工会議所主催により、当所女性会創立２０周年記念協賛行事として開催します。この

舞台演劇「大地の華」は、物が豊富であふれている今日、自然の恵の尊さ、人間のふれあいという一番大切

なことを再認識させる優れた作品であります。ご覧になった方々には、確かな感動を与えてくれるものと思

います。是非ご覧ください。入場チケットは、全席指定で７月下旬に発売予定です。 
日  時：平成１５年１０月１８日（土）午後６時３０分～９時 
場  所：加茂文化会館大ホール 
チケット料金：１枚 ３，５００円（全席指定） 

※お問い合わせは、当商工会議所 TEL５２－１７４０ 指導課（担当／近藤）まで。 
 

～お土産品として、デビューしました～ 《雪椿の花びら染め》  

 シルク１００％スカーフ、ポケットチーフ 加茂美人の湯にて好評販売中！ 

昨年から取り組んでいました雪椿の花びら染の作品が完成し、「加茂美人の湯」で販売開始いたしま

した。雪椿の花びら染研究会では、加茂市で咲いた「雪椿」の最後の命をシルクのスカーフに託し、愛

情込めて染め上げています。まだ未熟な点はありますが、加茂市の特産品として認めてもらえるように

今後も技術研究を重ねてまいります。お使い物、プレゼントに最適です。今年の加茂ライオンズクラブ

の記念品に使っていただくことになりました。 

 

＜商 品＞ 
商品名 金額 

ポケットチーフ（ピンク） １，０００円 
〃   （グレー） １，０００円 

シルクスカーフ 55 ㎝×55 ㎝ ２，５００円 
 

※雪椿の花びら染のお問い合わせは、当商工会議所 TEL５２－１７４０総務課（担当／樋口、風間）まで。 


