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–経営改善のための国の融資制度－ 

マル経資金（無担保・無保証人）をご利用ください  

対象：従業員数２０人以下の製造業・その他業種 

〃    ５人以下の小売・卸売・サービス業 

２．２０％（８/1１日現在、固定金利） 

※金利は上昇傾向 今が借り時です。 

～ 秘 密 厳 守 （まずはお電話ください） ～ 
◎丸経資金とは、当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・低利の

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。 
 ●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 (飲食業等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、他に会社の登記薄謄本、試算表（３ヶ月以内のもの） 

（但し、国の制度資金のため、税金を完納していることが条件です。） 

※ 詳しくは、当商工会議所 TEL 52-1740（担当／桑原、難波、佐藤）まで。 
信用保証協会による金融相談会 ▼日時 ８月２４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 ８月２３日（水）午前１０：００～１２：００ 

●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） 

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

～創業人材育成事業／～社内創業・経営革新にもお役立てください～（定員：４０名）～ 

創業塾（主催：加茂・三条・燕商工会議所）のご案内 
 

○時 間：全１０講とも１８：３０～２１：３０ ○会 場：三条・燕リサーチコア、三条商工会議所 
○受講料：５，０００円            ○講 師：創業社長、中小企業診断士他 

※ 地元企業（加茂、三条、燕）経営者の実践体験談を中心に構成してありますので、会員の皆様が受講されても十

分参考になる内容となっています。お問い合わせ、お申込みは、当商工会議所 TEL52-1740（担当/山本）まで。 

８月２１日（月）大きな夢とともに目指せ！起業家！ ９月 ７日（木）金融・創業に関する諸手続き 
８月２３日（水）先輩創業者はヒントの宝庫！創業実践談 ９月１１日（月）創業シュミレーションⅠ 
８月２９日（火）商売のアイディア発想法とマーケティング手法 ９月１３日（水）創業シュミレーションⅡ 
８月３１日（木）人脈活用！アイディア実現！ ９月２１日（木）創業シュミレーションⅢ 
９月 ６日（水）有名企業の成功の秘訣！ ９月２５日（月）創業シュミレーションⅣ 
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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「ビジネスに役立つリンク集」を是非ご覧になってください！ 
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中です。当所ホームページ「ビジネスに役立つリンク集」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は

http://www.kamocci.or.jp／です。 

◆電子入札に必要な電子証明書に関する情報サイト（http://ca.jcci.or.jp/） 

  電子証明書は､ネット社会における印鑑登録証明書ともいえるものであり、信頼のインフラとしての役割と機

能を持つものです。 

  日本商工会議所では、平成１５年３月より「ビジネス認証サービス」をスタートさせており、「認証」の実態

とその役割や電子認証と電子署名について、５回シリーズでの解説や各電子証明書の概要を説明しています。 

◆新潟県電子入札システム説明会を開催します。 

新潟県では、10 月１日より電子入札の対象範囲を建設工事は予定価格 5,000 万円以上、委託（建設コンサルタ

ント等業務）は予定価格 500 万円以上に拡大することから、新潟県電子入札システム説明会を開催します。 

なお、会場ごとに「工事」の回と「委託」の回があり、それぞれ説明内容が異なりますのでご注意ください。 

開催日 時間 区分 開催地：会場 

13:30～15:00 工事 
８月２１日（月） 

15:30～17:00 委託 
長岡：長岡新産管理センター大会議室 

10:30～12:00 工事 
８月２４日（木） 

13:30～15:00 委託 

10:30～12:00 工事 
９月 ５日（火） 

13:30～15:00 委託 

新潟：新潟県庁警察庁舎４階大会議室 

＊委託＝建設コンサルタント等業務 

１、説明会対象者 

 電子入札対象範囲の拡大に伴い、当県の電子入札に初めて参加する予定で、かつ平成 18 年２月、３月に実施

した説明会に参加しなかった入札参加業者。ただし、ＩＣカードを管理する営業所から１名を限度とします。 

２、説明内容   

 １６年度説明会では電子入札システムの概要を説明しましたが、今回は実際の画面に基づいて具体的な操作

方法等を説明します。電子入札の基本的事項については、１６年度説明会資料により事前の学習をお願いしま

す。資料は当日お渡しします。 

３、その他、参加申込書並びに詳細事項については、ホームページでご確認ください。 

（http://www.ebid.pref.niigata.jp/portal/information/madoguchi/20060710001.html） 

 

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（担当／桑原、難波、佐藤）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～ 
当商工会議所では、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 健康 管 理 協会             

TEL025-283-3939 

① ９月１５日（金）（８：３０～１１：３０） 
②１０月２４日（火）（８：３０～１１：３０、１３：００～１４：３０） 
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第２１回越後加茂川夏祭り ご協賛ありがとうございました 

～ ８月１４日（月）は皆様おそろいで 

河川敷へお越しください ～   
越後加茂川夏祭りは、今年で２１回目を数え、８月１４日（月）に実施いたします。実施にあたり、毎回会員事

業所各位から多大なご協賛を賜り厚くお礼申し上げます。皆様からご頂戴しました協賛金は、次のとおりです。 
●会員協賛金＝986 事業所、13,666,800 円●市民協賛金＝市民 8,674 世帯、2,764,999 円でした。 

また、当日は恒例の「ウキウキ桃釣り大会」などの昼行事と、メイン行事の大盆踊り大会、大花火大会などイベ

ントが盛りだくさんです。イベント実施有無については、昼行事は午後１時、夜の行事は午後５時に実施合図の花

火を打ち上げます。８月１４日（月）は皆様おそろいでぜひ加茂川河川敷会場へお出かけください。 
《大盆踊り大会は、当日の飛び入りも大歓迎です。奮ってご参加ください。》 
   ※お問い合わせは、加茂夏祭り実行委員会（盆踊り担当：佐藤・山本 ＴＥＬ52-1740）まで。 
● ８月１日付けで各区長さんから配付いただきましたイベント案内・花火番付表をご覧ください。 

《（お願い）加茂川美化翌朝清掃にご協力ください》  
●日 時 ８月１５日(火)午前８時～９時 雨天決行 (合図花火 午前７時４５分に打ち上げ) 

             (１４日（月）が雨天中止の場合は、実施いたしません。) 
●範 囲   昭和橋～加茂川橋までの河川敷及び両岸道路 

 

金利優遇・スピード決済   ～どうぞご利用ください～ 
「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｣を取り扱っています。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場合もあります。） 

※ お問い合わせは、当商工会議所 TEL52-1740（担当／桑原、難波、佐藤）または、各取り扱い金融機関まで。 

 

人材育成・営業力アップセミナー 
人が変われば会社が変わる！意識改革＝組織改革 

～商工会議所夜間講座！仕事帰りに自己啓発、従業員教育にご活用くさい～ 
企業、組織を活性化することで、売上や生産性は間違いなく向上します。そして組織活性化の得策は自身を含め

た「人のこころ」の活性化です。商売においてモノをつくり、モノを売り、モノを買うのは人であり、人が行動を

起こすときは「こころ」が動いているのです。 

本セミナーは夜間３回コースにて演習を盛り込んだ実践的内容となっています。是非この機会に自己啓発、従業 

員教育にご活用ください。 

日  時 時間／場所 テ ー マ 

９月２１日（木） 第１講 やる気アップ講座 

１０月 ４日（水） 第２講 コミュニケーションテクニックを使った 

営業強化講座 

１０月１２日（木） 

19:00～21:00 

商工会議所 

研修室 

第３講 強い組織と自己実現 

○定 員：２０名 （先着順）      ○参加対象者：経営者・経営幹部・従業員 等 

○受 講 料： 1 名 ３，０００円（会  員） 

○講 師：㈱コーチエンタープライズ 代表取締役 諸橋 奈々 氏 

※ お問い合わせ・お申込みは、当商工会議所 TEL52-1740（担当/佐藤／阿久津）まで。 
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中小企業大学校三条校からのお知らせ 

～経営管理者養成コースのご案内～ 
 対象者：経営幹部またはその候補者、後継者 

○ 募集人員：２０名   ○受講料：２８５，０００円（税込み、教材費含む） 

○ 期日：平成１８年９月４日（月）～８日（金） （以降毎月５日×６ケ月：計３０日） 

○ カリキュラムの概要 

・ 経営管理者の職務と役割 ・財務管理 ・人事労務管理 ・販売営業戦略 ・企業戦略と経営計画 

・ 企業経営とリスク管理 ・マネージメントゲーム ・ゼミナール他 

※詳しくは、中小企業大学校三条校（ＴＥＬ３８－０７７３）まで。 

 

中小企業子育て支援助成金のご案内 

今年４月１日以降初めて育児休業取得者が出た場合→１００万 

平成１８年４月１日以降、育児休業取得者又は、短時間勤務制度の適用者が出た場合、助成金が支給されます。 

【支給額】 対象者が初めて出た場合に、２人目まで次の額が支給されます。 

    ○一人目 育児休業  １００万円（定額）、短時間勤務 ６０万～１００万円（利用期間に応じて） 

    ○二人目 育児休業   ６０万円（定額）、 短時間勤務 ２０万～６０万円（利用期間に応じて） 

【支給要件】 

 ・次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、その旨を新潟労働局長に届出ていること。 

 ・労働協約または就業規則に育児休業や短時間勤務制度について規定していること。 

 ・当該企業において、初めて育児休業を取得した者または短時間勤務制度を利用したものがでたこと。 

① 育児休業の場合…平成１８年４月１日以降、子の出生後６ヶ月以上休業を取得し、職場復帰後６ヶ月以上継

続して雇用されていること。 

② 短時間勤務制度の場合…平成１８年４月１日以降、３歳未満の子を持つ労働者が６ヶ月以上短時間勤務制度

を利用したこと。 

 ・対象となる労働者を子の出生の日まで、雇用保険の被保険者（短時間勤務制度の場合は開始日まで一般被保険

者）として１年以上継続して雇用していたこと。 

【申請期間】支給要件を満たした日の翌日から３ヶ月以内、【実施期間】平成１８年度から平成２２年度 

【支給申請先】 （財）２１世紀職業財団新潟事務所 TEL025-249-5660 

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

 

まだ高い火災保険料を支払っていませんか？ 

安心・信頼・割安の商工会議所火災共済をご利用ください！ 
 ☆掛け金は民間保険会社に比べて１５％安く、営利を目的としないため配当金は還元され、掛け金は３０％も

お安くなります。 

 ☆火災の場合のお支払いは、民間保険会社と全く同一で迅速に処理します。 

 ☆各金融機関に質権設定ができます。 

 ☆火災のほか、落雷、風・雪災などにも広範囲な補償が受けられます。 

現在ご加入の火災保険証券をお見せいただければ、見積書を作成いたします。是非、一度ご検討ください。 

※詳しい内容、お問合せは、当商工会議所 TEL 52-1740（担当／難波、大橋、明間）まで。 

 

商工会議所業務休業のお知らせ 
８月１４日(月)から１６日(水)まで業務を休業させて頂きますので、よろしくお願いします。 

当所自動車共済にご加入の方で万一事故が発生した場合は、共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、ご連絡ください。 

『関東自動車共済（協）本部事故処理センター』 

ＴＥＬ ０１２０－１０４－６５０（フリーダイヤル） 


