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加茂商工会議所新役員が決まる ～任期満了に伴い１０月２７日臨時議員総会開催～    

当商工会議所の役員（会頭、副会頭３名、専務理事、監事３名、常議員２６名）の任期がこの１０月３１日に満

了となることから、１０月２７日開催の臨時議員総会にて次の役員が選任されました。 

なお、常議員候補１名は、１年程度欠員となります。（常議員２６名は、１号議員４０名、２号議員２８名、３

号議員１２名、計８０名の中から選ばれます。）１号・２号・３号議員の名簿は既報のとおり、新役員は、次のと

おりです。(新任を記載以外は再任/敬称略50音順) 

会  頭 阿部 大爾（阿部精麦㈱社長） 

副 会 頭 梁取 耕造（加茂信用金庫理事長）、中林 昭三（㈱山忠社長）、太田 明＝新任（新潟紙器工業㈱社長） 

専務理事 宮崎  亘 （加茂商工会議所） 

監  事 大湊 武司（㈱大湊文吉商店社長）、外山禎一（外山禎一司法書士事務所所長） 

川口 洋一＝新任（㈲扇屋善吉） 

常 議 員（２５名、１名欠員） 

 氏  名 事業所名 氏  名 事業所名 

青柳 作一 新任 青柳木工㈲ 社長 田邊 良夫 新任 ㈱田邊久平商店 社長 

阿部 敏延 新任 ㈲割烹阿部 社長 中山 勇 東芝ホームテクノ㈱経営管理部長

有本 照一 ㈱有本電器製作所 社長 西村 一博 西村税理士事務所 所長 

安中 弘 安中米店 店主 野本 正次 ㈱つばめや商店 社長 

石山 資雄 ㈱石山木工所 社長 藤田 和也 ㈱藤田製作所 社長 

今井 進 ㈲くしや 社長 丸川 肇平 ㈱丸川勇平商店 社長 

小野塚 荘一 ㈱小野塚印刷所 社長 丸山 信夫 ㈱石川鍍金工場 社長 

小柳 吉三郎 ㈱オヤナギファッション 社長 三浦 伸一 新任 ㈲三浦薬局 社長 

桑原 寛治 ㈱小山商店 専務 森山 貞夫 加茂桐タンス㈱ 社長 

牛膓 廣一 マイハンズヤマヘイ 店主 吉田 愼一郎 ㈱ヨシダ電機 社長 

高橋 一郎 新任 ㈱高橋はかりや 社長 吉田 廣 吉田家具工業㈱ 社長 

高橋 和敏 ㈱高橋新吾タンス店 社長 涌井 源治郎 ㈱涌井建設工業 社長 

田辺 敏夫 新任 ㈱田辺喜平商店 社長 

 

～新春講演会「報道の現場から」 辛坊治郎（しんぼうじろう）氏 来所～ 
第２９回「新年会員事業所の集い」１月１１日（火）開催 

当商工会議所は毎年恒例の「新年会員事業所の集い」を、来年は１月１１日（火）午後２時３０分～、加茂市産

業センターホールで開催いたします。新春講演会は、今回は人気番組「ズームイン！！ＳＵＰＥＲ」等で活躍中の

読売テレビ報道局 解説委員 辛坊治郎（しんぼうじろう）氏をお招きします。懇親パーティーから、泉田新知事

が多忙の中、出席される予定です。後日ご案内いたしますので、お誘い合わせのうえ多数ご参加ください。 

※当商工会議所ＴＥＬ52-1740 指導課（担当／明間）まで。 
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信 用 調 査 ～企業情報サービスをご活用ください～                

～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。景気が

上向いてきたとはいえ、地方経済は未だ厳しい経済状況の中で、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１，５００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。 
 

金融インフォメーション ～金融総合相談をご利用ください～        

～公庫・信用保証協会担当者による出前相談会です～ 
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･･･１１月２６日（金）午前１０時～午後３時  於：加茂商工会議所研修室 

 ※日程は完全予約制です。必ず事前に当商工会議所までお申込みください。 

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･･･１１月２４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｡ 

※詳しくは、当商工会議所 TEL 52-1740 業務課（担当／佐藤）まで。 
 

マル経資金をご利用ください ～ 秘 密 厳 守 ～ 
 丸経資金（小企業等経営改善資金）とは小企業の方々に経営改善を行っていただくための無担保・無保証人・低

利な国の融資制度です。現状の経営から脱却し、経営改善をお考えの方はどうぞご利用ください。 
 ●ご利用いただける方 
 ・商工会議所の経営指導を６カ月以上受けている方・税金を完納していること 

・常時使用する従業員数が製造業・その他の業種２０名以下、卸・小売・サービス業５名以下           

 ●ご利用までの手続き 
  
 
   
  

・個人 三期分の         ・経営指導員  ・財務内容、経営改善  ・推薦 
         決算書 他         による事前   等に係る審査 
     ・法人 三期分の決算書 他     調査 
      （直近３ヶ月以内の試算表） 
     
     
●融資条件 

  貸付限度枠 ５５０万円  返済期間  運転 ５年以内 設備 ７年以内  
  現在の金利 １．４％ 

注１．生活衛生関係業者（飲食、喫茶、理・美容・旅館、クリーニング業他）は運転資金のみとなります。 
注２．審査の結果ご融資できない場合もございますので、あらかじめご了承ください。 

※詳しくは、当商工会議所 TEL 52-1740 業務課（担当／佐藤）まで。 
 

法律トラブル・労務問題の個別相談 随時開催中！ 
～一人で悩まず、まず相談を！ 随時開催 お気軽にご相談ください～ 

 補助事業導入により、今なら相談料は無料、秘密厳守ですので、ぜひご利用ください。 
・日時／場所   随時（連絡を頂いた後、専門家と日程調整します） 
・内   容  各事業所における法律・労務関係等に関する諸問題全般について 

○債権回収や商売上におけるあらゆる法的トラブルについての相談 ○労使関係トラブル ○就

業規則の変更､見直し ○賃金・退職金制度見直し ○各種助成金の申請方法 他 
・専門相談員   当商工会議所の委嘱した弁護士、社会保険労務士やその他のエキスパート 
※お申し込み、お問い合わせは、当商工会議所ＴＥＬ52-1740 業務課（担当／佐藤）まで。 

相談・申込 
（商工会議所） 
 

審査会 
（商工会議所） 上
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経営者に退職金を！連鎖倒産から企業を守る！ 

小規模企業共済・中小企業倒産防止共済をご利用ください。 
■小規模企業共済とは 
 小企業の個人事業主、会社役員のための退職金をあらかじめ準備しておく、国のつくった共済制度です。 
○共済のメリット！ 

  《税制面》 
・掛金は全額「課税対象所得から控除」できるので、節税しながら老後の資金が蓄えられます。ゆとりある老

後のライフプラン設計を実現します。 
・共済金は「退職所得扱い」又は「公的年金等の雑所得扱い」となります。 

  《安全面》 
・ 法律に基づく国の共済制度ですので安心・確実です。 

○制度内容 
  ・毎月１，０００円～７０，０００円までの範囲内で自由に掛け金を設定し、積み立てていきます。 
  ・常時使用する従業員が２０人以下（商業・サービスは５人以下）の個人事業主及び会社の役員が対象です。 
■中小企業倒産防止共済とは 
 取引先が倒産した場合、積み立てた掛金総額の１０倍の範囲内（最高３，２００万円）で回収困難な売掛金債権

等の額以内の共済金の「貸付け」が受けられる共済制度です。 
 ○共済のメリット！ 
  《税制面》 
  ・掛金は税法上経費または損金に算入できます。 
  《貸付面》 
  ・共済金の貸付は、無担保・無保証です。 
  ・企業の財務内容、返済可能性などの金融審査ではなく、取引先の倒産と回収不能債権の事実確認での貸付で

すので、万が一の急場の資金難を乗り切れます。 
 ○制度内容 
 ・毎月５，０００円～８０，０００円までの範囲内で掛金を設定し、積み立てていきます。掛金総額３２０万

円まで積み立てできます。 
  ・業種、資本金、従業員数により加入資格に限りがございますので詳細は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）まで。 
 

パソコン教室をご利用ください(11 月～12 月)募集中！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 雇用促進協議会会員事業所及び従業員の方は受講料を全額補助いた

します。 

親切指導が好評の当所パソコン教室。フリーレッスン制ですので、他の人を気にせずマイペースで安心して受講

できます。ご自身、従業員のスキルアップ間違いなしです。この機会に是非お申し込みください。 
 

※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。 

 

 

 

 

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２００２コース（ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ）

⑨パワーポイントコース（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ）

コース名 Ｅ Ｆ 
第１回 １１／２２日（月） １２／ ６日（月） 

第２回 ２４日（水） ８日（水） 

第３回 ２６日（金） １０日（金） 

第４回 ２９日（月） １３日（月） 

第５回 １２／ １日（水） １５日（水） 

第６回 ３日（金） １７日（金） 

◆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 

◆テキスト代：①～⑥ ３,４６５円 

       ⑦～⑨ ２,１００円  
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～企業はひとなり、自己研鑽・人材育成にご活用ください～ 
中小企業大学校三条校研修のご案内 

中小企業大学校三条校では、経営者・管理者・後継者の方々を対象に、今後の経営のあり方を示すとともに、経

営戦略及び経営管理に関する知識・能力を身につけ、さまざまな経営課題を自ら克服する力を身につけていただく

ことをねらいとした研修を実施しています。この機会に是非ご参加ください。 
※ 知っておきたい企業法務～事例に学ぶリスクマネジメント～ 
 ・研修の狙い…経営幹部として知っておきたい企業法務について、企業間取引で実際に役立つ法律知識を中心に

事例を交えて学びます。 
 ・日 時：平成１６年１１月２５日（木）～１１月２６日（金） ・対象者：経営者、経営幹部、管理者 
 ・講 師：根岸公認会計士事務所 所長 根岸康夫 新潟第一法律事務所 弁護士 和田光弘 
 ・受講料：２１，０００円 ・定 員：２０名 
※加茂市内の受講者は、市が受講料の１／３を補助する制度がございますのでご利用ください。 
※お申し込み、お問い合わせは、当商工会議所ＴＥＬ52-1740 業務課（担当／佐藤）まで。 

 

定期健診のご案内～受診料の一部を当商工会議所が補助します～        
 従業員の定期健康診断の実施は、法律で義務づけられていますが、企業発展のためには従業員の健康管理が一番

大切です。当商工会議所では、より受診しやすいよう受診料の一部補助を行っていますので、この機会に従業員全

員が受診されますようご案内申し上げます。 

１．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 
２．健診機関・日時 

 
 
 
 
 
 
政府管掌生活習慣病検診はキャンセル待ちの状況です。あらかじめご了承ください。 
※お申し込み、お問い合わせは、当商工会議所ＴＥＬ52-1740 業務課（担当／堀川）まで。 
 

労働保険事務組合をご利用ください 
～離職票・労災処理・保険料算定など労働保険事務ならお任せください！～ 

労働保険の事務手続きが煩わしく負担だ、人手不足のために事務処理に困っている等、労働保険事務でお困りの

事業主の方に代わり、労働保険の事務処理を当商工会議所労働保険事務組合が代行します。また労働関係の制度改

正、助成金案内など労務全般において、事務組合が相談に応じます。 

《事務委託された場合のメリット》 

・その１  事業主の事務負担が軽減されます！ 

・その２  事務委託手数料が大変低額となっております！  

・その３  特別加入制度(事業主の労災制度)がご利用になれます！ 

・その４  組合委託社会保険労務士による無料労務個別相談が随時受けられます！ 

・その５  一般の場合概算保険料４０万円以上でないと分納できない保険料を、金額の多少にかかわらず３回

に分けて分納できます！ 

・その６  法改正、制度改正等、労務関係情報を随時配信します！ 

※ お申込み・お問合せは、当商工会議所 TEL52-1740 業務課（担当／佐藤）まで。 

電子メールによる「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、新たにメールによるご案内も追加しております。メール配信を

希望事業所は下記のとおりメールにて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、変更がござ

いましたらお気軽にご連絡ください。 ※ 当商工会議所総務課 TEL52-1740（担当／近藤・羽下）まで。 

実 施 機 関       健 診 日 時         
(社)新潟県労働衛生医学協会 

TEL025-370-1960 
１１月２９日（月）９時～１１時 

(社)新 潟 県 健康 管 理 協会             
TEL025-283-3939 

１２月 ７日（火）８時３０分～１１時３０分 


