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ＵＲＬ http://www.kamocci.or.jp/ 

 

～ 新春講演会講師 TV「開運、なんでも鑑定団」出演 岩崎絋昌（ひろまさ）氏 ～

第３１回「新年会員事業所の集い」１月１０日（水）開催 
 当商工会議所では、賀詞交換と会員相互の交流を目的に「新年会員事業所の集い」を平成１９年１月１０日（水）

午後２時３０分から加茂市産業センターホールにて開催します。 

今回の新春講演会は、人気テレビ番組「開運、なんでも鑑定団」などに出演の西洋アンティーク評論家／岩崎絋

昌（いわさき ひろまさ）氏をお招きし、「骨董のこころ、人のこころ」と題してご講演をいただきます。是非、お

誘い合わせのうえ多数ご参加ください。懇親会費は４，０００円です。 

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

 

１２月末日まで。まだまだ使えます！ 

   大好評！「かもっ子割引クーポン」！ 
買物・ご利用は地元のお店から～地元買物運動実施中！  

当商工会議所では、活気あふれる商店街の再生と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を目指

して、市内の店舗からの買物を促進する地元買物運動を実施中です。 
１０月はじめに皆様へお届けいたしました「‘０６かもっ子割引クーポン」のご利用期間は、１２月末までとなり

ましたが、ご利用いただけましたでしょうか？ 
市内のお店のいろいろな逸品やサービスを、市民の皆様からもっと知っていただきご利用いただければと思いま

す。市内のお店では、皆様からもっとお買物やご利用いただけるよう、売れる店・ものづくり、新しいサービスの

開発など、活気あふれる街づくりのために取り組んでいますので、何かお気付きのこと（ご意見、ご要望）があり

ましたら、お気軽に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、配布してお

ります。是非、お買物は加茂市内でお願いします。 
※ お問い合わせは、当商工会議所 TEL 52-1740（担当／難波、近藤）まで。 

 

安い費用で、簡単にお店のインターネットホームページが開けます！ 

 企業情報発信サービス実施中 → 大好評です！ 
インターネットホームページの作成を検討中の事業所に、定型フォームにより安価な費用でホームページを作成

企業情報発信サービスを実施中です。 
掲載内容は、会社概要・特色・商品・技術力等の会社情報を「Ａ４版２ページ」以内で作成し、それぞれの企業

が１ページずつの独立したホームページを加茂商工会議所のホームページに掲載、企業情報を発信します。 
費用は五千円。なお、掲載内容を変更したい場合は、その都度変更することができます。 
※ お申し込み・お問い合わせは、当商工会議所 TEL 52-1740（担当／難波、羽下）まで。 
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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、是非一度ご覧のうえ自社

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。 

◆国税庁（http://www.nta.go.jp/） 

１２月に入り、各事業所では、年末調整の時期になりました。年末調整の仕方や確定申告、税制改正などをリア

ルタイムで情報を見る事ができ、各届出書もＰＤＦファイルでダウンロードできます。 

上記の他にも様々な支援がありますので、ご覧ください。 

なお、当所窓口でも、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。 

 

消費税｢課税事業者届出書｣の提出はお済ですか？ 
平成 15 年度の税制改正により、個人事業者については、課税売上高が 1,000 万円を超えた場合には、消費税課税

対象事業者となります。該当する方は「課税事業者届出書」を提出しなければなりません。また、16 年度の課税売

上高が 1,000 万円を超え、18 年度から新たに課税事業者となった方で、簡易課税制度を選択される場合は、「簡易課

税制度選択届出書」を平成 18 年 12 月 31 日までに提出する必要があります。 

※ お問い合わせは、当商工会議所 TEL52-1740（担当／難波、高畑）まで。 

 

健康診断＝当所会員の特典 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 

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

 

 

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 

平成１９年 １月１７日（水）  ９：００～１０：３０ 

      ３月１２日（月）  ９：３０～１１：３０ 
※１月１７日は政府管掌生活習慣病健診・胃部レントゲン検査は実施できません 

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

平成１９年 ２月 ６日（火）  ８：３０～１１：３０ 
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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 

２．２％（１２／１４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） 

（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 １月１７日（水）午前１０：００～１２：００ 

国民生活金融公庫による金融相談会 ▼日時 １月２４日（水）午前１０：００～１２：００ 

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

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（担当／桑原、難波、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。 

 

年末年始休業のお知らせ ・商工会議所自動車共済事故対応 
当商工会議所の業務は、１２月２９日（金）から１月３日（水）まで休業させていただきますので、ご了承くだ

さい。４日（木）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、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 ０１２０－８９－８８１９ 

（フリーダイヤル） 
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掛金全額所得控除！～節税しながら老後の資金を貯蓄できます～ 

小規模企業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。 

※ お問い合わせは当商工会議所 TEL52-1740（担当／佐藤）まで。 
 

光ファイバーインターネットＮＴＴ「Ｂフレッツ」 
仮申し込み随時受付中！ 

本年度の当商工会議所重点事業の一つであります「地域の光ファイバー網の設置推進」について、８月１日西加

茂地域に光ファイバー、いわゆる「Ｂフレッツ」ならびに「ひかり電話」が供用開始となりました。 

これに伴い、まだ未供用地域の早期開始要望をＮＴＴ東日本新潟支店へお願いしており、光ファイバーインター

ネット「Ｂフレッツ」のエリアを拡大するための仮申し込みを随時受け付けしております。 

中心市街地や未供用地域の早期供用には、その地域でどれだけニーズがあるかがポイントになってきますので、

各事業所でこれから導入をご検討されている場合には、是非仮申し込みをいただければと存じます。 

＜事業所ではこんなメリットが…＞ 

・ＩＰ電話は０５０から始まる電話番号が新たに付与されるのと違い、電話番号は今までの番号をそのまま利用で

きることから、取引先等への電話番号変更通知の必要はありません。 

・音質もインターネット網いわゆるＩＰ網の利用での音質低下と違い、現在ご使用の音質と変わりありません。 

・県外との通話が多い事業所では、一律３分８．４円となり、通話料も格段に安くなり、経費節約になります。 

・各事業所の回線状況により違いがでてきますが、通話回線やＦＡＸ回線の集約ができ、基本料金も節約できる場

合があります。 

・Ｂフレッツの導入により、安定した通信速度でインターネットの利用が可能になります。 

今後、企業間での受発注、ＣＡＤなどデータの送受信、電子入札など、企業におけるインターネット利用は、必

要不可欠となってきます。 

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

B フレッツ仮申込書 
 私は、ＮＴＴ東日本㈱の提供する光ファイバーインターネットサービス「Ｂフレッツ」が利用可能となった場合、

サービスを利用したいので、下記のとおり仮申し込みをします。 

事業所名 
 連絡先 

担当者 

 

代表者名 
 

電話番号
 

利用予定住所 
 

Ｂフレッツご利用タイプ（利用したいタイプに「レ」を入れてください。 

□ ハイパーファミリータイプ〔一般向け：接続可能端末数（パソコンなど） ５台〕 

□ ベーシックタイプ    〔事業所向け：接続可能端末数（パソコンなど）１０台〕 

□ ビジネスタイプ     〔事業所向け：接続可能端末数（パソコンなど）５０台〕 

※価格等は「フレッツ」ホームぺージ（ｈｔｔｐ：／／ｆｌｅｔｓ．ｃｏｍ）をご覧ください。 

 


