
1／４ 

 

 

 

 

 

      
 

ＵＲＬ http://www.kamocci.or.jp/ 

 

頑張る会員企業を応援します   ～どうぞご利用ください～ 
金利優遇・スピード決済 

「加茂商工会議所メンバーズ融資制度」 
当商工会議所では、資金需要を喚起するとともに経営改善に努力し、頑張る会員事業所を支援するため、市内金

融機関との連携により、金利優遇や、通常融資に比べてスピード審査が行われる等のメリットを受けることができ

る｢加茂商工会議所メンバーズ融資制度｣を始めました。是非ご利用ください。 

※ メンバーズ融資制度の流れ 

① 当所窓口で会員証明書を発行（印鑑をご持参ください） 

② 会員証明書、その他各金融機関の指定する書類を持参の上、取引先金融機関に申し込む 

③ 金融機関で審査の上、融資条件に適合すれば融資実行 

（申し込み後、金融機関の条件により融資を受けられないこともあります。） 

※ 取り扱い金融機関（五十音順）‥商品内容は金融機関により異なります。 

・ 加茂信用金庫本店、同西加茂支店、同上条支店及び同田上支店 

・ 協栄信用組合西加茂支店、同経営大学前支店、同田上支店及び同新飯田支店 

・ 三条信用金庫加茂支店 

・ ㈱大光銀行加茂支店 

・ ㈱第四銀行加茂支店、同西加茂支店 

・ ㈱北越銀行加茂支店 

※この「加茂商工会議所メンバーズ融資制度」に関するお問い合わせは、当商工会議所 TEL52-1740 経営指導員  

（担当／桑原、難波、佐藤）または、各取り扱い金融機関まで。 

 

８月１日より西加茂地域に 
B フレッツ（光ファイバー通信サービス）利用開始     

 当商工会議所の本年度事業計画重点事業にもある「地域の光ファイバー網の設置推進」について、８月１日より

光ファイバーによるデータ通信サービス、ＮＴＴＢフレッツが、加茂市内の西加茂地域に限って利用が開始される

ことになりました。Ｂフレッツでは、通信速度が最大１００Ｍｂｐｓとなり、大容量データもスムーズに送受信で

きます。また、ひかり電話（ＩＰ電話）をご利用すれば、固定電話への料金が全国どこへでも３分あたり８．４円

（税込み）となることなど、経費削減となります。 

詳しくはＮＴＴ東日本ＴＥＬ０８００－８００－０８１１（通話料無料）へご相談ください。 

【提供エリアと利用可能な電話番号】番田、石川、幸町、寿町、新栄町、栄町、大郷町、高須町、柳町、横江の局

番が（５２）００００～９９９９、（５３）００００～９９９９、（４１）００００～０９９９・４０００～４９９

９、（５７）００００～１９９９・７０００～７９９９ 

※上記提供エリア以外の地域については、未定となっています。情報が入り次第、お知らせいたします。 
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企業経営に役立つインターネットホームページのご紹介！ 
当所ホームページを是非ご覧になってみてください！ 

企業を取り巻く環境は依然厳しいものがありますが、中小企業の経営を支援する国、県を始め各機関では、最新

の支援策をホームページに掲載しています。当所ホームページからご覧になれますので、是非一度ご覧になって自

社の経営にお役立てください。加茂商工会議所ホームページアドレス（http://www.kamocci.or.jp／） 

今後も、分野別にシリーズ化して支援策をご紹介してまいります。 

◆ハローワークインターネットサービス（http://www.hellowork.go.jp/） 

 お役立ちサービスより、従業員を雇用した際に事業主が受けられる助成金・給付金の一覧などを見ることが出 

来ます。なお当所ホームページ「各種助成金のご案内」からも一覧表をご覧いただけます。 

◆中小企業大学校三条校（http://www.smrj.go.jp/inst/sanjyo/index.html） 

 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し、経営戦略及び経営管理に関する知識・

能力を身につけるためのセミナー・講演会を開催しております。ＨＰから年間のセミナースケジュールを見るこ

とが出来ます。 
また、自社でホームページをご覧になれない場合は、当所窓口にお越しいただければ、こうした情報をいつでも

見ることができますので、お気軽にご来所ください。 

※ 詳しくは、当商工会議所 TEL 52-1740 経営指導員（担当／桑原、難波、佐藤）まで。 

 

取引を始める前に少しでも気になったら・・・ 

企業情報検索サービスをご活用ください 

加茂商工会議所会員のみ特別
● ●

格安
● ●

料金
● ●

にて受付中！ ～秘密厳守～ 
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データを収集し、情報公開している企業情報を

当所会員事業所に情報提供するサービスを実施中です。リスク回避、与信管理にご活用ください。 

１．企業調査…１件 1,500 円（実費） 

◎ 基本情報の主な内容…所在地、従業員数、資本金、創業、株主構成、取引銀行、主力取引企業（仕入先、

販売先）、取扱商品（製品）、直近３ヵ年の決算内容、最近の業況、同業種順位（全国・県内） 他 

２．企業調査レポート…1件 38,000 円（会議所会員特別料金：通常価格 50,000 円⇒38,000 円） 
◎ レポート内容…上記基本情報に、財務諸表・不良債権状況・資産状況等、より詳細な情報を追加。 

※ お申し込み・お問い合わせは、当商工会議所 TEL 52-1740 （担当／佐藤）まで。 

 

経営改善のための国の制度融資 
マル経資金（無担保・無保証人・低金利）をご活用ください 
対象：従業員数５人以下の小売・卸売・サービス業、または、従業員数２０人以下の製造業・その他業種 

～融資利率２．１５％（６/１４現在） 秘密厳守 （まずは、52-1740 お電話ください） ～ 
◎マル経資金とは、当商工会議所会員事業所で小企業等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・低利な国の政策融資制度です。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。 

●融資条件:貸付限度額５５０万円 ●返済期間:運転５年以内、設備７年以内 (環境衛生業種は運転資金のみ対象)

●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） 

※国の制度資金のため、税金を完納していること、経営改善が図られることが条件です。 

信用保証協会による金融相談会 

▼日時 ７月２０日（木）午前１０：００～１２：００ 

国民生活金融公庫による金融相談会 

▼日時 ７月１９日（水）午前１０：００～１５：００ 

▼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） 

※ 日程は完全予約制です。必要書類を用意のうえ、事前に当商工会議所までお申し込みください。 

 ※ 詳しくは、当商工会議所 TEL 52-1740 経営指導員 (担当／桑原、難波、佐藤）まで。 

 



3／４ 

経営安定特別相談室のご案内～お気軽にご相談ください～ 
経営安定特別相談室は、経営の安定に支障を生じている中小企業者から相談を受けて、倒産回避に向けて様々な

方策を講じるものです。相談を受けると、経営の専門スタッフが秘密厳守で親身になって経営改善に向けた適切な

助言を行います。手遅れになる前にご相談ください。 

※ 相談内容の事例 

・ 経営・財務内容の把握と分析 

・ 倒産を回避するための方策の検討 

・ 手形処理、事業転換などの指導・助言 

・ 売掛債権焦げ付きの法的回収方法 等 

 相談にあたっては、内容はもちろん秘密は厳守します。また、費用は一切かかりませんので、自社の経営が危険

と思われたら是非ご相談ください。 

※ 詳しくは、当商工会議所 TEL 52-1740 経営指導員 (担当／桑原、難波、佐藤）まで。 

 

１０名のアドバイザーが活躍中！      ～企業等ＯＢ人材活用事業～ 

企業ＯＢの経験とノウハウがあなたの経営を強力に支援します。秘密厳守・初回相談料無料 
技術支援・生産管理・製品開発・販売マーケティングなど、経営上の実務的な課題に登録されている企業等ＯＢ

人材が直接企業にお伺いして、現場で培ったノウハウを、具体的にアドバイスします。現在、大手製造業等を退職

されたＯＢを中心に１０名のアドバイザーが登録しています。 

ＯＢ人材アドバイザーへの謝金は１日１万円が目安です。お気軽にご相談ください。 

ＵＲＬ http://www.kamocci.or.jp/objinzai/（アドバイザーの詳細・専門分野がご覧いただけます） 

※ お申し込み・お問い合わせは、当商工会議所 TEL 52-1740（担当／佐藤）まで。 

 

第２1 回越後加茂川夏祭り 「夏祭り協賛金」のお願い 
越後加茂川夏祭りの実施に際し、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。全市民、

帰省客の皆様から一日楽しんで頂けるよう、今年も８月１４日（月）に可能な限り盛大に実施したいと考えており、

行事内容は、加茂松坂大盆踊り大会並びに大花火大会等をメーン行事として準備を進めています。 
会員事業所におかれましては、「夏祭り協賛金」のお願いに、お近くの当所役員議員・部会役員・地区委員の担当

者の方がお伺いしますので、昨年同様にご協力賜りますようお願い申し上げます。 
また、市内全世帯に各組長さんを通じて「市民協賛金」封筒募金を別途お願いしてございます。この協賛金と重

複しますが、何卒ご協力をお願い申し上げます。 
※ お問い合わせは、当商工会議所 TEL 52-1740（担当／明間、近藤）まで。 

 

企業経営は健康管理から～定期健康診断のご案内～ 

加茂商工会議所受診料の補助制度をご利用ください～ 
 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。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。 
また人間ドックについても、より受診しやすいよう、当所会員事業所を対象に 1 名につき２，０００円を補助し

ておりますので、詳しくは当商工会議所までお問い合わせください。 

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 

 
※ 詳しい内容、お問い合わせは、当商工会議所 TEL 52－1740（担当／阿久津）まで。 
 
 

実 施 機 関       健 診 日 時 （会場は、いずれも加茂市産業センターです） 
（社）新潟県労働衛生医学協会 

TEL025-370-1960 
６月１６日（金）、６月３０日（金） 

（１３：００～１５：００） 
(社)新 潟 県 健康 管 理 協会             

TEL025-283-3939 

６月２３日（金）  
（８：３０～１１：３０、１３：００～１５：００） 
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各種セミナーのご案内！ 
～現状から抜け出したいなら、今すぐお申し込みを！～ 

①人材育成・組織活性化セミナー/ビジネスに活かすコミュニケーションテクニック！ 

  モノが溢れた現在、「商品・製品の差別化をしろ」とは良く耳にしますが、モノを作り、販売するのはいつの時

代も人なのです。人の心を動かし変えていく、そして自分自身も変わっていくためのコミュニケーションテクニッ

クを学びます。 

■日時／場所：６月２６日（月）１５：００～ 於：加茂商工会議所会議室  ■定員：３０名  

■受講料：１，０００円（社会保険委員会員会加茂支部・加茂地区雇用促進協議会会員は受講料全額補助） 

■講師：セルフコーチングコンサルタント・社会保険労務士 早川優子氏 

 

②食品施策研修会／食品産業クラスターを目指して！「食」と「産学連携」の可能性の研究 

  当所では、食品研究センターをはじめ加茂農林高等学校、新潟経営大学等の公的機関の協力と支援を得て、

地域の発展振興を図るべく、新たな食品産業クラスター（産業集積）へ向け調査研究を行います。そのきっかけづ

くりとして、産学連携、特産品開発事例等についての研修会を開催します。 
■日時／場所：６月２８日（水）１４：４５分～１５時４５分 於：加茂市産業センター３階講習室 
■テーマ：食品産業クラスター立ち上げに向けての調査研究について 
■受講料 無料 
■講師：新潟県農業総合研究所 食品研究センター長 松本伊左尾 氏 

 

観光振興のエキスパートが語る成功の鍵 

県産業労働観光部小島観光企画監が語る 

地域活性化のキーワードとは｢観光｣ 
田上町商工会と連携し、加茂・田上両地域の発展に向けて取り組んでいます。本年度は特に｢観光｣をテーマに捉え

て、県小島観光企画監をお招きし新潟県の観光政策と、田上・加茂地域における産業・観光の発展策についてのセ

ミナーを開催します。この機会に、ぜひご参加ください。 

■日時／場所：６月２２日（木）１５：００～ 於：田上町商工会（田上町役場となり TEL５７－２２９１）   
■テーマ：新潟県の観光政策と田上・加茂地域における産業・観光の発展策について 
■講師：新潟県産業労働観光部 観光企画監 兼 副部長 小島 隆氏 

※セミナー終了後、懇親会を開催いたしますので、あわせてご出席ください 

 ■時間／場所：１７：００～ 於：ホテル小柳（湯田上温泉 TEL５７－５０００） 
 ■会費：６，０００円（当日ご持参ください） 

※ 当日はマイクロバスを運行いたします。（参加申込書参照） 

セミナー申込書 
加茂商工会議所 （FAX52-4100）佐藤、羽下行き 

住  所 
 

 
TEL  FAX  

事業所名 
 

 
受講者名   受講者名  

①人材育成・組織活性化セミナー (６/２６) 

 

→  出席します 

②食品施策研修会（６/２８) 

 

→  出席します 

申込書 
加茂商工会議所 （FAX52-4100）佐藤行き 

住  所  TEL  FAX  

事業所名  氏名   

・セミナー(１５時～) 

→  出席します 

・懇親会(１７時～) 

→  出席します 

・マイクロバスを利用する・しない 

  → ①加茂駅正面（２時２０分発） 

    ②産業センター（２時３０分発） 


