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 昨年、初めて開催しました商工振興フェアは、今回は１０月１１日（土）～１２日（日）の２日間、加茂市民体

育館と加茂市産業センターの２会場で開催します。 

 

 
★出展小間等について 

○１小間＝間口 3.0ｍ×奥行 2.0ｍ 

※昨年使用しましたシステムパネルは、会場全体を見渡すことができないとの昨年の反省から、

今回は必要箇所しか設置しません。 
○小間料＝販売を伴うもの  ：１０，０００円 （昨年８，０００円） 

販売を伴わないもの： ８，０００円 （昨年６，０００円） 

・複数小間割引／２～３小間＝合計金額から複数小間割引１０％引き／４小間以上＝合計金額

から複数小間割引１５％引き 
 

 詳しい募集要項を用意してありますので、ご参加希望の方は当商工会議所 TEL 52-1740（担当／桑原、廣田）までご

連絡願います。 
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■加茂商工会議所会員事業所から展示・商談・販売を行っていただく２日間の特別フェアです。 

もっと素晴らしい加茂の魅力を市内外に発信・元気な加茂に向けて、まちの活性化を目的に、桐箪笥を

はじめ木工品、ニット、電気、機械等の製品・技術力を展示紹介。美味しい食べ物、物産品、商店街の逸

品、名物の飲食などを市内外に紹介し、商取引や受注・消費拡大につなげようという事業です。 

■２日間で延べ２万人の来場者を目標 

市内はもちろん、新潟・長岡・三条など広域にわたり、新聞広告やＴＶなどでＰＲし、２日間で延べ２

万人の来場者を目標としています。市民体育館の会場では、集客力アップと販売促進を図るため、加茂で

製造する高級桐箪笥、建具、木製品、商店街逸品などを２日間に限り、約半額にて提供。居住空間的にデ

ザインして展示。２階の会議室では、雪椿の花びら染めなど手工芸品の体験教室、作品の販売を行います。

産業センターでは製造技術の展示紹介、靴家電商品の販売などを予定しています。 

市内要所に美術品等の展示。１１日は五番町ごっつぉ祭り、１２日には大通り秋祭りが開催され市内は

大いに賑わいます。 

■市内を、無料シャトルバスが巡回 

 公式駐車場を加茂市役所駐車場とし、会場（産業センター ⇔ 市民体育館）を約１５分間隔で、無料の

シャトルバスを巡回させ来場者の利便性を提供。 

■加茂山公園駐車場にはジャズバンド、屋台村で来場者をおもてなし 

好評の屋台村“ジャズ演奏”は、１１日(土)・１２日(日)の夕方に開催、プロのジャズ演奏を聴きなが

ら食べて飲んで楽しい夜を過していただきます。 

■新たな名物に「マカロニ」をテーマに食を開発 

加茂がマカロニ製造国産発祥の地ということで「マカロニ」をテーマにした料理を新たに開発します。

食べ歩きできる料理からゆっくり味わう料理など、多彩なメニューで、加茂の魅力を引き立てます。 

【事業の概要】 
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◆借入限度額 １，０００万円 

◆返 済 期 間 運転資金５年、設備資金７年以内 
 

 小規模事業者経営改善資金とは、当所会員事業所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、

低利の政府系国民生活金融公庫の融資制度です。経営改善をお考えの方はどうぞお気軽にご相談ください。 

 ●融資限度額  １，０００万円以内 

 ●利率  年２.２５％（７月１４日現在） 

 ●ご利用いただける方 商業・サービス業…従業員５人以下 製造業・その他…従業員数２０人以下 

 ●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カ月以内のもの） 

   （制度資金のため、税金を完納していることが条件です。） 

 ●金融相談日のご案内 

 １）国民生活金融公庫相談会  ▼日時 ８月１９日（火）１０：００～１２：００ 

 ２）県信用保証協会相談会   ▼日時 ８月２０日（水）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。 

 

 
 当商工会議所では、会員事業所の皆様が抱えている経営に関するお悩みや課題を解決するために様々な相談に応

じています。お気軽にご相談ください。 

 必要に応じて中小企業診断士等専門家が直接企業へ訪問し、強力に経営支援を行います。ぜひ、ご活用ください。

（費用は無料） 

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

 

 

 
当商工会議所では、会員事業所における様々なＩＴ化取り組み支援を行っています。 

 

【e にいがた工業団地】http://www.niigata-vip.net/ 

 新潟県、県内商工会議所･商工会、新潟県商工会連合会が主催する新潟随一のＢtoＢ専門の仮想工業団地です。新

潟県内の優秀な中小製造業者等がＢtoＢのポータルサイトに集結、モノづくりのためのアウトソーシング（外注）

業者・共同受注業者（120 社）を紹介するページです。 

 ○登録事業所限定情報を無料のメール配信サービスや、仕事の依頼・受注に関する掲示板、フリーワードによる 

  企業検索で、情報が閲覧できます。 

 ○登録事業所毎に独立した情報ページを構築。○登録運営費用：年６，０００円 

 

【ザ・ビジネスモール】http://www.b-mall.ne.jp/ 

 全国の商工会議所・商工会が運営の商取引支援サイトで、全国３０万件の企業情報データベースを検索し、取引

先を探せます。また、会員企業であれば、商品やサービスのＰＲ、商談案件による相手先探しができます。 

 ○企業データベースで取引先検索！…３０万件のデータからあなたが求める相手先をすばやく検索！ 

 ○自社商品やサービスを今すぐＰＲ！…多くのページに掲載され、効果抜群！ 

 ○ザ・商談モールで取引先募集！…会員企業なら無料で商談相手を募集！ 

 ○提携サービスの紹介！…各種サービス（有料）を会員優待つきで紹介！ 

※ 詳しくは、当商工会議所 TEL 52-1740（担当／難波）まで。 
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 J-Net21 は中小企業基盤整備機構が運営する、中小企業のためのポータルサイトです。公的機関の支援情報を中心

に、経営に関するＱ＆Ａや数多くの企業事例などが簡単に調べられます。 

 ●支援情報を知る 

  毎日更新される補助金のお知らせやイベント案内などの支援情報、中小企業のための公的支援施策の総合

  データベース、全国の都道府県等中小企業支援センターの事業をうまく活用した企業の事例など支援情報

  の宝庫です。 

 ●事業を広げる 

  地域資源を活用した新たなビジネスの創設に役立つ情報チャンネルや、中小企業が連携して新たな事業活

  動を行う「新連携」の事例、インターネット上で企業が商品や技術を紹介する展示会などにより、新しい 

  挑戦を応援します。 

 ●経営診断をする 

  自社の財務データを入力するだけで、即時に財務状況と経営危険度を把握できる「経営自己診断システム」

  を利用料無料、登録不要で利用できます。本システムに決算状況を入力すると、同業他社のデータと比較 

  することができるため、業界の中での貴社の各財務指標値の優劣を点検することができるほか、収益性、 

  効率性、生産性、安全性、成長性の５項目について経営状態を点検することができます。 

 ●ニュースを見る 

  官公庁ニュースや中小企業経営に役立つホットな話題を毎日更新。動画や音声メディアでの最新ビジネス

  情報、関連ニュースも充実。主要な展示会情報も用意しています。 

※ 詳しくは、J-Net21 ホームページ( http://j-net21.smrj.go.jp )をご覧ください。 

 
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 

企業情報検索サービスをご活用ください 
 

 

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

 
７月１日より最低賃金法が変わりました 

 
 「最低賃金法の一部を改正する法律」が平成２０年７月１日に施行され、派遣労働者への適用関係や最低賃金の

決定基準、罰金の上限額などが改正されました。 

 １．派遣労働者の最低賃金は、派遣先の地域別（産業別）最低賃金が適用されます。 

 ２．地域別最低賃金を決定する場合には、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、 

   生活保護の施策との整合性にも配慮することとなります。 

 ３．最低賃金不払いの罰金額が変わります。 

  ①地域別最低賃金額以上の賃金が支払われない場合の罰金額の上限が２万円から５０万円に引き上げられます。 

  ②産業別最低賃金の不払いについては、労働基準法の賃金の全額払い違反の罰則（罰金の上限額３０万円）が 

   適用されます。 

 ４．最低賃金の適用除外規定が廃止され、最低賃金の減額特例規定が新設されます。 

   なお、施行日時点で既に最低賃金の適用除外の許可を受けている労働者についても、使用者は施行日から１ 

   年の間に改めて減額特例の許可を受け直す必要があります。 

※ 詳しくは、新潟労働局賃金室 TEL 025-234-5924 まで。 

 新潟労働局ホームページでも改正内容が確認できます。（ http://www.niigata-roudoukyoku.go.jp/ ） 
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 越後加茂川夏祭りは、今年で第２３回目を迎えます。今回も市民総参加の夏祭りとして、元気を出して頑張りま

しょう。行事内容は、恒例の加茂松坂大盆踊り大会、大花火大会（２km 大ナイアガラ、２尺玉連発）、今回初めての

企画として「ダンス甲子園」等の行事を実施します。今年も大勢の見物客が予想されることから、当日臨時飲食売

店として出店希望の会員事業所を募集いたします。奮ってご参加ください。 

 

１．出店日時：８月１４日（木）午後３時頃～９時３０分頃（この時間帯の始まりから終わりまで出店可能） 

２．場  所：加茂川河川敷諏訪橋下流付近 

３．出店協力費：１店につき６，０００円（電気設備等は、出店者側でご用意ください。） 

４．販売品目：原則自由ですが、保健所の許可が必要な物品は許可取得を条件とします。 

５．出店対象者：加茂商工会議所会員事業所等関係者に限ります。 

６．申込方法：７月１６日（水）までにお申込ください。別途申込書をお送りします。 

７．出店者会議：７月１８日（金）１３：３０～当商工会議所にて開催します。 

※ 詳しくは、当商工会議所 TEL52-1740（担当／佐藤）まで。 

 

健康診断 

受診料の補助制度をご利用下さい 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、従業員全員受診されるようご案内いたします。 
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 

 
 

※政府管掌健康保険「被保険者」の方、またはその他健康保険「被保険者」の方は各市町村が行う特定健診（旧基

本健診）は受診できなくなりました。被保険者の方は加茂市産業センターにて行う集団検診にて、安全衛生規則に

よる法定健診または政管健保生活習慣病予防健診（その他健康保険組合については健保との契約健診コース）を受

診ください。 

※ 詳しくは、当商工会議所 TEL52-1740（担当／滝沢）まで。 

 

 
 当所では平常業務時間のほか、夜間及び日曜日、祝祭日でも午後９時３０分まで各種会議室を貸出ししておりま

す。各種会議、講習会、あるいは面接会場や打ち合わせなどに最適ですのでぜひご利用下さい。 
 
◆２階会議室基本料金（税込み） ※会員事業所が利用する場合は１０％割引！ 

午前 午後 夜間 午前～午後 午後～夜間 午前～夜間 
施設 広さ 9:00 - 12:00 12:00 - 17:00 17:00 - 21:30 9:00 - 17:00 13:00 - 21:30 9:00 - 21:30 

会議室 130 ㎡ 4,000 円 5,000 円 5,000 円 8,000 円 9,000 円 12,000 円 
研修室 42 ㎡ 2,500 円 3,000 円 3,000 円 4,500 円 5,000 円 6,500 円 
パソコン室 42 ㎡ 2,500 円 3,000 円 4,500 円 4,500 円 5,000 円 6,500 円 
※冷暖房不要の場合はさらに１０％引きでご利用いただけます。 
※営利を目的に会場を使用する場合は、上記料金に３０％加算されます。 
※ 詳しくは、当商工会議所 TEL52-1740（担当／廣田）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２０年 ７月３０日（水）   ８：３０～１１：３０ 

                １３：００～１５：００ 

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

平成２０年 ９月１９日（金）   ８：３０～１１：３０ 

     １０月 ６日（月）   ８：３０～１１：３０ 

                １３：００～１４：３０ 


