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～加茂木工ブランド確立支援事業～ 

グッドデザイン賞特別賞／日本商工会議所会頭賞を受賞 

当商工会議所では、昨年度から加茂木工ブランド製品の魅力を更に高め、国内はもとより国外へ提案できる桐木

製品等の開発・販路拡大に取り組んでいます。本年度は、６月開催のライフスタイル展（於：東京ビッグサイト）

をはじめ国内外の見本市等に出展し加茂ブランドの斬新なデザインと匠の技が大きな反響を呼んでいます。 
この度、（財）日本産業デザイン振興会主催グッドデザイン賞に応募したところ、桐テレビボード・桐ワイドチェ

スト・桐チェストのデザインと技術が評価され「２００６グッドデザイン賞 日本商工会議所会頭賞」を受賞しまし

た。今回の応募総数は２，９１８件、グッドデザイン受賞数は１，０３４件（うち特別賞５０件）で、１０月１７

日（火）から２２日（日）まで、金沢２１世紀美術館（金沢市）で開催のグッドデザイン賞５０年記念「１００の

デザイン展覧会」に受賞作として出展します。今年度は現在、新作１３点を製作中ですが、これから東京ビッグサ

イトで開催の東京国際家具見本市（11/22～25）や、日本橋ＮＩＣＯプラザ（東京・日本橋）で三条・燕・加茂商工

会議所共催によるＪＡＰＡＮブランド展示会（11/28～12/3）にも出展します。国外では、来年１月、ドイツ・ケル

ンで開催される国際家具見本市に出展し、海外市場の販路開拓にも取り組んでまいります。 
 

―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 

２．０％（１０/１９日現在、固定金利） 

※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。） 

信用保証協会による金融相談会 ▼日時１０月２４日（火）10:00～12:00、１１月８日（水）10:00～12:00 

国民生活金融公庫による金融相談会 ▼日時１０月２５日（水）10:00～12:00、１１月２９日（水）10:00～15:00 

 

※ 詳しくは、当商工会議所 TEL 52-1740（担当／桑原、難波、佐藤）まで。 
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お買物・ご利用は地元のお店から～地元買物運動実施中！＝１０/１全戸配布～ 

 大好評！「加茂っ子割引クーポン」をぜひご利用ください！ 

当商工会議所では、活気あふれる商店街の再生を目指して、お客様により良いサービスを提供し支持される店づ

くりと、市内店舗から買物を促進する地元買物運動を実施しています。  
本事業の一環として、平成１６年度から実施の「かもっ子割引クーポン」発行事業は、毎年消費者から大変好評

いただき、本年も各組長様を通じて１０月１日に市内全戸配布しました。 
この「かもっ子割引クーポン」は、市内７１店舗が参加し、１２月末日までの３カ月間、割引サービスが受けら

れます。 
市内のお店や商店街が良くなるためには、消費者皆様のご意見やご提案が大切です。何かお気付きのことがあり

ましたら、お気軽に各お店または商工会議所へお寄せください。 
なお、市内各コミュニティセンター並びにみやげものセンター、加茂美人の湯などの公共施設でも、「かもっ子割

引クーポン」を配布しております。是非、お買物・ご利用は加茂市でお願いします。 
※「かもっ子割引クーポン」については、当商工会議所 TEL 52-1740（担当／難波、近藤）まで。 

 

経営相談のご案内～倒産回避、まずはご相談ください～ 
経営の安定に支障、不安を生じている中小企業者からの相談を受け、倒産回避に向けて様々な方策を講じます。

経営のエキスパート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ので、手遅れになる前に 

まずはご相談ください。 

※ 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 

 内容はもちろん秘密厳守です。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（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・・・～相手の業況、財務諸表、決算内容等～ 

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。 

 

１１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１１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。 
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第３７回永年勤続商工従業員表彰のご案内 ～無料～ 

       ―従業員の勤労意欲向上が、企業発展の源です―  

当商工会議所では、永年勤続商工従業員表彰規則に基づき、次のとおり優良商工従業員を表彰します。該当する

従業員がおられましたら、ぜひご推薦ください。 
▼表彰該当者 （年数計算基準日／平成１８年１１月２３日）各事業所における勤続年数が５年､１０年､１５年､ 

２０年､３０年及び３０年以上の者は５年ごとにその表彰年次に達する者（但し、５年は女性のみ､

法人役員並びに個人事業の家族従業員は対象となりません） 
▼表彰状名義 ①３０年以上表彰…日本商工会議所会頭並びに当所会頭 ②２０年表彰…新潟県商工会議所連合会

会頭並びに当所会頭 ③１５年､１０年､５年表彰…当所会頭 
▼表彰式及び 表彰式は行いませんので、当該事業所において適宜伝達授与ください。また記念品は、各事業所に 
記念品   てご用意ください。 

▼締切日・費用 １０月２７日（金）まで。申請料等の費用は無料です。 
▼申込方法   所定の申請用紙（お問い合わせください）にご記入のうえ、期日までにお申し込みください。 
※ お問い合わせは、当商工会議所 TEL52-1740（担当／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～ 
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 

 

平成１８年１０月から医療保険制度が変わりました。 

医療保険制度の将来にわたる持続的かつ安定的な運営を確保するため、健康保険法の一部が改正されました。こ

こでは、１０月 1日より改正された主なポイントをご紹介します。 

１）出産育児一時金・家族出産一時金の支給額が改正 

  被保険者・被扶養者である家族が出産をした時に支給される一時金が１児につき３０万円でしたが、今回の改

正により３５万円となりました。 

２）埋葬料（費）・家族埋葬料の支給額が改正 

 被保険者が死亡した時は埋葬を行った家族に故人の標準報酬月額の１ヶ月分（１０万円未満の時は１０万円）、

家族がいないときは、埋葬を行った人に埋葬料の範囲内で埋葬にかかった費用（埋葬費）が、また被扶養者となっ

ている家族が死亡した時は被保険者に１０万円が支給されましたが、今回の改正により、埋葬料・家族埋葬料につ

いては一律５万円となりました。 

※他に、高額療養費の自己負担額の改正、７０歳以上の現役並み所得を有する方の一部負担金の割合の改正、療養病

床に入院する７０歳以上の方に入院時生活療養費が新設されました。 

※ 詳しくは、当商工会議所 TEL 52-1740（担当／山本、阿久津）まで。 
 

新潟経営大学公開講座のご案内／受講料無料～定員４０名（先着順） 

①12/13（水）17:00～19:00 ｢百人一首成立の謎にせまる｣ ②2/14（水）17:00～19:00  ｢論語の思想と現代経営｣  

③ 2/28（水）16:00～17:30 ｢隣国を知る（その社会、文化、市民生活等）現代の中国」 

④ 3/14（木）17:00～19:00 ｢哲学入門―ソクラテスやデカルトから心技体を盗め｣  

○場 所…①、②、④加茂商工会議所会議室、③新潟経営大学 ○定 員…各４０名（定員になり次第締切） 

※お申込み・お問合せは、新潟経営大学 総務課 TEL 53-3000 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 １１月 １日（水） ９：００～１１：３０、１３：００～１５：００ 

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

１０月２４日（火） ８：３０～１１：３０、１３：００～１４：３０ 
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―中小企業庁委託補助事業― 
これからの時代を生き残るためには、現経営体質から脱却し、経営革新を行うことが必須です！ 

厳しい今を生き抜くために、めざせ経営革新！ 
～やるなら今しかない！現状と常識を打ち破れ！～ 

急激な速さで経済構造が変化する現在、中小企業は既存事業のみでの経営が難しくなっており、経営革新による

新事業の創造が不可欠となってきました。そこで、既に事業を営んでいる経営者や若手後継者などを対象に、新事

業展開を行うための経営戦略、組織マネジメント等の知識・ノウハウの体得を支援するため、加茂経営革新塾を実

施します。全８講の講義で習得する短期集中研修です。地元企業の経営革新の先進事例のケーススタディ、先進企

業視察や実務演習など実践的な研修を組み立てました。是非、事業の発展にご活用ください。 

日  時 テーマ 実 務 演 習  講   師 

第１講 

11/1（水） 

今、なぜ経営革新が必要なのか？ 環境分析、ＳＷＯＴ分

析、業績分析 

中小企業診断士 小松 俊樹氏

（全講実務演習 講師） 

第２講 

11/8（水） 

商店街・小売店の挑戦！買物代行「ご用聞

き」で売上ＵＰと地域活性化を狙う。 

基本戦略 みやのかわ商店街（振）（埼玉県

秩父市）  

理事長 島田 憲一氏 

第３講 

11/13（月） 

ＩＴを使った雑貨・アパレルの在庫処分ビ

ジネス「オンライン激安問屋」その挫折と

成功秘話。 

基本戦略発想法 ㈱ラクーン 

代表取締役 小方（おがた）功氏

第４講 

11/15（水） 

当たり前の旅館サービスを捨て、新しいス

タイルを追及！「旅館の常識」と戦い続け

た８年間。 

事業戦略 ㈱いせん 

代表取締役 井口 智裕氏 

①建設業から農業へ。ミスト農法で無農薬

大葉栽培。 

㈱ＮＢファーム 

（妙高市） 

第５講 

11/17（金） 

（企業視察） ②循環型社会を見据えて、生ごみを有機肥

料へリサイクル。 

上越マテリアル㈱ 

（上越市） 

中小企業診断士 小松俊樹氏 

中小企業診断士 原 一義氏 

第６講 

11/20（月） 

自社の穀粉技術を発展させ、新マーケット

を開拓！もち米粉製造から「おかゆ」市場

へ参入。 

基本戦略 

事業戦略分析 

まつや㈱ 

代表取締役 松野 陽一氏 

第７講 

11/27（月） 

ビジネスプランシミュレーション（Ⅰ） 模擬演習 中小企業診断士 小松俊樹氏 

中小企業診断士 原 一義氏 

第８講 

11/29（水） 

ビジネスプランシミュレーション（Ⅱ） 模擬演習 中小企業診断士 小松俊樹氏 

中小企業診断士 原 一義氏 

○時 間：全講 １８：３０～２１：３０（第５講のみ企業視察のため８：００～１８：００） 

○場 所：加茂商工会議所会議室    ○定 員：３０名 （先着順） 

○受講料： 1 名につき ５，０００円（全講、３講以上）／２，０００円（２講）／１，０００円（１講） 

 ○参加者交流会：第１講終了後、開催いたします。会費：２，０００円（当日徴収いたします）。 

※ １講、２講お申込みの方で第５講（企業視察）に参加される方は別途視察料金３，０００円が必要となります。 

※ お問い合わせ・お申込みは、当商工会議所 TEL52-1740（担当/山本、佐藤）まで。 

加 茂 経 営 革 新 塾 申 込 書 

加茂商工会議所 （FAX52-4100）山本、佐藤行き 

住  所  TEL  FAX  

事業所名 
 

 
受講者名  

受講者

名 
 

①全講、３講以上  ／ ②２講  ／ ③１講 
受講希望（受講希望に○をつけてください。） 

参加者交流会（第１講終了後） ・参加  ／ ・不参加    

②２講、③１講を希望の方は希望の講義に○をつけてください。 

・第１講（11/1）・第２講（11/8）・第３講（11/13）・第４講（11/15） 

・第５講（企業視察 11/17）・第６講（11/20）・第７講（11/27）・第８講（11/29）


