
 

 

記事内容 
２ページ ・金融相談、企業情報検索 

・新年会員事業所の集いご案内 
３ページ ・経営総合相談のご案内 

・福祉住環境検定試験のご案内 
・会議所会員入会キャンペーン 

４ページ ・パソコン教室受講生募集中 
     ・会議所年末年始休業のご案内 

     

平成１６年４月１日から「産業
 新潟県では、平成１６年４月１日より産業廃棄物

の減量化を図り、「産業廃棄物の発生抑制・再生利

用の促進」「最終処分場の設置促進」「その他適正

処理施策の推進」を促進するため、「産業廃棄物税」

を導入します。 
 この「産業廃棄物税」は、県内の最終処分場に搬

入された産業廃棄物や自社による最終処分に対し

て課税されるもので、排出事業者が中間処理業者に

委託した場合は、通常の処理料金に産業廃棄物を合

わせた料金となります。 
 税額は、１トン当たり１,０００円で、トン未満

の端数は原則１キログラム（税額は１円単位）まで

課税対象となります。 
※ お問い合わせは、当商工会議所ＴＥＬ５２－１

所得税の青色申告決算書作成等
 今年も青色申告の決算時期が近づいてきました。 
 この度、青色申告者を対象に、決算書・貸借対照表

泉徴収票や報酬料金等の支払調書の記載方法などにつ

 なお、説明会当日は、税務署から郵送される決算関

◆日 時：１２月８日（月）午前１０時～１１

◆場 所：加茂商工会議所会議室 
※お問い合わせは、当商工会議所ＴＥＬ５２－１７

～消費税改正への対応は大丈夫ですか？

「無料個別相談会」開催 ☆相
 今回の税制改正で消費税制度が大幅に変わります。

全国で１３７万事業者が消費税納税の対象になると言

 また、平成１６年 4 月からは、消費者に対する「値

費税相当額（地方消費税相当額を含む）を含んだ支払

トすることで、店内などで表示している「値札」の貼

当商工会議所では、改正消費税に関する無料個別相

相談ください。 
☆日 時：平成１６年１月２６日(月)・２７日

☆場 所：加茂商工会議所研修室 
☆相談員：西村税理士事務所 所長 西村一博

☆相談料：無 料 ☆定 員：２０名（定

※ お問い合わせは、当商工会議所ＴＥＬ５２－１

1／
 

 

 

 

 

発行責任者 専務理事 横 山 哲 三 

加茂市幸町 2-2-4 TEL:52-1740 FAX:52-4100 

URL ｈｔｔｐ://www.kamocci.or.jp/ 

E-mail info@kamocci.or.jp(代表) 

お得な情報満載「バーチャルタウン加茂」 

URL ｈｔｔｐ://www.kamocci.or.jp/town/ 
ＮＯ．１２８号／Ｈ１５．１２．３発行 

廃棄物税」が導入されます。 

７４０ 指導課（担当／難波）まで。 

の説明会を開催        

の作成方法、給与所得者に対する年末調整の仕方、源

いて、説明会を開催しますので、是非ご参加ください。 
係書類等を必ずご持参ください。 
時３０分 

４０ 指導課（担当／近藤）まで。 

～ 

談料無料お気軽にご利用ください☆ 
特に、売上１千万円の事業者から納税の対象となり、

われています。 
札」や「広告」などにおいて価格を表示する場合、消

い総額の表示を義務付ける「総額表示方式」がスター

り替えや税込レジスターへの変更も必要になります。 
談会を下記のとおり開催いたしますので、お気軽にご

(火) 午前９時～午後３時（１事業所３０分程度） 

 氏 
員になり次第締め切ります） 
７４０ 指導課（担当／高畑）まで。 

４ 
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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～   

 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により開催します。 

１．日時・場所･･･１２月１１日（木）午前１０時～午後３時  於：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･･･１２月１０日（水）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 現在の利率 (％) 

経営改善資金 

(無担保・無保証) 
１．５ 

≪丸経資金をご利用ください≫ 
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」の利率は、現
在右記のとおりです。 
※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 １．８ 

 
企業情報検索サービスをご利用ください～全国各地の企業が検索できます～ 
 当商工会議所では、㈱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、会員企業に情報提供するサービスを実施してい

ます。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。企業情報検索は、１社１，２００円（実費）です。 
◎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 他  ※当商工会議所 TEL５２－１７４０ 業務課（担当／桑原、佐藤）まで。 

～新春経営講演会 テレビ番組「マネーの虎」出演者 臼井 由妃 氏 来所 ～ 

第２８回「新年会員事業所の集い」のご案内 
賀詞・情報交換を行うとともに、会員相互の交流を図ることを目的に国、県等の関係者をお招きして｢新

年会員事業所の集い｣を開催します。お誘い合わせのうえ多数ご参加ください。 
当日の新春講演会では、テレビ番組「マネーの虎」をはじめ執筆・講演活動でご活躍中の、普通の主婦か

ら年商１００億円の会社を急成長させた女性経営者の㈱健康プラザコーワ 社長 臼井 由妃（うすい ゆ

き）氏をお招きし、「発想の転換が成功を呼ぶ」と題して講演いただきます。 
講演会だけの参加も受け付けします。（電話で講演のみ希望と事前にお申込みください） 
●日 時  平成１６年１月９日（金）午後２時３０分～ 

第 1 部 年賀式／年頭挨拶・来賓紹介・来賓祝辞・決意表明 
第２部 新春経営講演会（午後３時３０分～） 

講 師 ㈱健康プラザコーワ 
   代表取締役 臼 井 由 妃（うすい ゆき）氏 

演 題 「発想の転換が成功を呼ぶ」 
第３部 懇親パーティー（午後５時～６時３０分） 

津軽三味線による祝奏、新春福引抽選会 
●場 所  加茂市産業センター ホール 
●会 費  ４，０００円（講演会の聴講のみは無料） 
●申込み  下記申込書に会費を添え、１２月１６日（火）までにお近くの振興委員又は当所(担当

  ／指導課：明間 TEL52-1740／FAX52-4100 E-mail：akema-h@kamocci.or.jp)へお申込 

  みください。 
キリトリセン 

第２８回加茂商工会議所「新年会員事業所の集い」参加申込書 
事業所名  住 所  

参 加 者  役 職  電話番号  

参 加 者  役 職  ＦＡＸ  

＊名簿作成の資料になりますので、㈱・㈲も省略せず正式名称でご記入ください。 
＊会員事業所の代表者、従業員等で新春経営講演会のみ聴講を希望される方は事前に事務局(担当：明

間 TEL52-1740)までご連絡ください。 
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経営総合相談…お気軽にご相談ください  経営上の問題等でお困りの方… 
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、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、融資をはじめ、税務、労務、記帳、取引等の他､関係諸機関とも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。秘密厳守ですので、お気軽にご相談ください。 

相談内容（原則無料） 

◎経営・財務強化 ◎商品・技術開発 ◎労務管理 ◎就業規則等の見直し ◎ＩＴ情報化への対応、その他 

※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。 
 

～皆様のキャリアアップを応援します 商売のライセンスとしてチャレンジを！～ 

福祉住環境コーディネーター検定試験のご案内 
 当検定試験は今一番必要とされている検定で、昨年は全国で２０万人

強の人が受験しました。年齢的には１０代～８０代の人たち、特に建

築・福祉・介護・医療の職種を中心にした人が受験しています。 
☆試験日  毎年６月、１１月（来年度の日程が決まり次第お知らせ 

  いたします） 
☆受験資格 特になし 
☆受験料  ２級６，３００円、３級４，２００円 

  
＊福祉住環境コーディネーターとは、高齢者や障害者に対して住みやす

い住環境を提案するアドバイザーです。医療・福祉・建築について体系的で幅広い知識を身につけ、各種の

専門家と連携をとりながら生活者に適切な住宅改修プランを提示します。また福祉用具や諸施策情報などに

ついてもアドバイスします。 
～福祉住環境コーディネーターの主な仕事～  

・ 介護保険制度下での住宅改修に係わるケアマネジャーとの連携 
・ 福祉施策、福祉・保険サービスなどの情報提供 
・ 福祉用具、介護用品から家具までの選択と利用法のアドバイス 
・ バリアフリー住宅への新築、建て替え、リフォームにおけるコーディネート他 

＜＜検定受験対策講座も開催いたします＞＞ 
 福祉住環境コーディネーターネットワークの主催により、２・３級合格対策講座を実施しております。当

所会員事業所の方には受講料を補助いたしますので、是非ご参加ください。募集が始まりま

したら、お知らせいたします。 
１．日 時  ２級（全１０回）３月２９日から毎週月曜日（１８：３０～２１：００） 

３級（全 ５ 回）５月２０日から毎週木曜日（１８：３０～２１：００） 
２．会 場  加茂商工会議所会議室 
３．受講料 ２級 １５，０００円（当所会員及び学生） ・２０，０００円（一般） 
  ３級 １０，０００円（   〃    ） ・１５，０００円（ 〃 ） 
４．テキスト 福祉住環境コーディネーター検定テキスト（東京商工会議所監修） 

※テキストは当商工会議所にて販売しております。 
＊当所では、この他にも各種検定試験を実施しております。日程、受験手続き、資料請求等

の検定に関するお問い合わせは、当商工会議所 TEL５２－１７４０ 業務課（担当／堀川、阿久津）まで。 
 

～商工会議所会員入会資格が大幅に拡大＝ほとんどの事業者が加入できます～ 

商工会議所会員加入キャンペーン実施中！！ 
 当商工会議所では、現在会員加入キャンペーンを実施中です。正会員の加入資格も広がりましたので、近

所、お知り合いで商工会議所会員に入会をご希望の方がいらっしゃいましたら、ぜひご紹介ください。会費

額は従業員規模等によって計算されます。（法人事業所基本年会費１２，０００円、個人事業所基本年会費

８，０００円） 
※お問い合わせは、当商工会議所ＴＥＬ５２－１７４０総務課（担当／山田）まで。 
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大好評！！～親切、丁寧、分かりやすい個別フリーレッスン制～ 
加茂商工会議所パソコン教室（１月～３月）只今募集中！ 
 

講座名（各コースとも２時間×６回） 

①パソコン基礎コース 

②インターネットコース 

③ワード基礎コース 

④ワード応用コース 

⑤エクセル基礎コース 

⑥エクセル応用コース 

⑦ホームページ作成コース 

⑧アクセス２０００コース（データベース） 
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・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ので、

お早めにご予約ください） 
・受講料：会員/８，０００円 一般/１０，０００円

・テキスト代：①～⑦ ３,４６５円 
       ⑧～⑨ ２,１００円  
※雇用促進協議会会員事業所及び従業員 
4／４ 

⑨パワーポイントコース（プレゼンテーション） 

個人のレベルにあわせたフリーレッスン制ですので、安心して受講いただけます。 

の方は受講料を全額補助いたします。 

 

日程 
 コース名 A Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

第１回 １／１３日（火） １／２６日（月） ２／１６日（月） ３／ １日（月） ３／１５日（月）

第２回 １４日（水） ２８日（水） １８日（水） ３日（水） １７日（水）

第３回 １６日（金） ３０日（金） ２０日（金） ５日（金） １９日（金）

第４回 １９日（月） ２／ ２日（月） ２３日（月） ８日（月） ２２日（月）

第５回 ２１日（水） ４日（水） ２５日（水） １０日（水） ２４日（水）

第６回 ２３日（金） ６日（金） ２７日（金） １２日（金） ２６日（金）

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

子メールによる「会員情報」送信のお知らせ 
～アドレスをお持ちの方には、メールでご案内しております｡～ 

当商工会議所では、毎月発行の「会員情報」をＦＡＸ又は郵送にて各事業所へ送付しておりますが、新た

メールによるご案内も追加しております。メールによる配信を希望される事業所は下記のとおりメールに

ご連絡いただきますようお願い申し上げます。次号からメールにて配信いたします。 
メールアドレス：info@kamocci.or.jp 
 記載内容：ご連絡メールアドレス／事業所名／連絡先氏名 
現在郵送事業所で、ＦＡＸ送信を希望される方、また、現在ＦＡＸ送信を郵送に変更したい方など、変更

ございましたらお気軽にご連絡ください。 
お問い合わせは、当商工会議所ＴＥＬ５２－１７４０総務課（担当／山田・阿久津）まで。 

 

末年始業務休業のお知らせ  
当商工会議所の業務は、１２月２７日（土）から１月４日（日）まで休業させていただきますので、ご了

ください。５日（月）から平常業務を行います。当所自動車共済にご加入の方で、事故が発生した場合は、

済本部の事故処理センターが２４時間体制で受け付けていますので、ご安心ください。 

★関東自動車共済（協）本部事故処理センター 
ＴＥＬ０１２０－８９－８８１９（フリーダイヤル） 
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