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加茂市幸町2-2-4 TEL：0256-52-1740 ＦＡＸ：0256-52-4100  

ＵＲＬ http://www.kamocci.or.jp/ E-mail info@kamocci.or.jp(代表) 
 

 

◆小京都を楽しむ会・あかりば 201９  

      ～ 宵の市でジャズとお酒とお食事を ～ 

当商工会議所では今年も、あかりば宵の市を開催いたします。会場では１０店が食事やお酒

を販売。ジャズを聴きながら秋の夜長をお楽しみください。 
 

・日 時  ９月１４日（土） 

        １５日（日）    
 
・会 場  穀町商店街大通り、加茂山公園野外ステージ脇 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

【小京都はしご酒プロジェクト開催中】 

あかりば 2019 の事前イベントとして市内飲食店が自慢のおつまみ１品とドリンクセットをワ

ンコイン(５００円・税込）で提供する「小京都はしご酒プロジェクト」を９月１日から開催し

ています。この機会に、ぜひお楽しみください。 

・開催期間 ９月１日(日)～１４日(土)   

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740(担当／明間)まで。 

 

 

◆地元買物運動 第８回プレミアム商品券 10/1（火）販売開始 

10,000 円で 11,000 円分のお買物ができるお得な商品券 
○販売期間 １０月１日(火)～無くなり次第終了（１千セット限定） 

○有効期間 １０月１日(火)～１２月３１日(火)までの３カ月間 

○販売場所 ①加茂商工会議所 ②加茂市商店街(協)  ※いずれも午前９時販売開始 

○購入限度 １人５セットまで（１セット／１万１千円分）。 

      １８歳未満の方は購入できません。 

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

 

いずれも 

１５:００～２１:００ 

○宵の市ジャズライブ…第一部 16:30～17:30 第二部 18:30～20:00 

出演：押川聖子、なおさいとう、阿部泰比古カルテット、吉田睦 

○名物『継之助汁』販売…16:00 から本部テントにて販売 

（各日 100食限定 無くなり次第終了） 
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◆お祝い事や香典返し等々…冠婚葬祭のギフトに 

プレミアム付き「ゆきつばき商品券」をご利用ください 
 当商工会議所では、地元購買率向上に向けた取り組みとして、冠婚葬祭時のギフトにご利用い

ただけるプレミアム付き商品券を新たに発行いたします。従来のプレミアム商品券同様、市内商

店や飲食店で使えますが有効期間が長く（２年間）使いやすくてお得な商品券です。結婚や出産

祝い、香典返し等に、ぜひ、ご利用ください。 

○販売金額 ５,５００円（５００円×１１枚）を５,０００円で販売。※箱入り 

○販売期間 令和元年１０月１日(火)～令和２年３月２７日（金）までの６カ月間 

○有効期間 令和元年１０月１日(火)～令和３年９月３０日(火)までの２年間 

○販売場所 加茂商工会議所 

○購入方法 プレミアム付きのため、使用目的が分かるものを確認させていただきます。 

      例：出産祝い→新聞掲載のコピー、香典返し→葬儀案内のコピー等 

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

◆ふるさと加茂応援寄附金返礼品を募集 
 加茂市では地場産品等の販売促進や地域経済の活性化を図るため、「ふるさと加茂応援寄附金」

をいただいた寄附者への返礼品を募集しています。 

 また、ふるさと納税受付サイト（ポータルサイト）を新たに導入いたします。皆様のご協力を

お待ちしております。 

※詳しいお問い合わせは、加茂市企画財政課ふるさと寄付金係（TEL：52-0080 担当／牛膓）ま

で、直接ご連絡ください。 

◆軽減税率対策補助金（レジ補助） 

手続き要件変更のお知らせ 
中小・小規模事業者が複数税率対応のためにレジやシステムを導入・改修する経費の一部を補

助するレジ補助金の手続き要件が下記のとおり変更となりました。 

【変更前】２０１９年９月３０日までに設置（導入・改修）・支払いが完了したものが対象。                 

【変更後】２０１９年９月３０日までに導入・改修に関する契約等の手続きが 

完了し、１２月１６日までに設置・支払いが完了したものが対象。 

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

◆ものづくり・商業・サービス補助金のご案内 

～生産性向上のための設備投資等を支援します～ 
  ○補助対象   中小企業・小規模事業者等（３～５年で「付加価値額」年率３％及び「経

常利益」年率１％の向上を達成できる計画が必要） 

  〇公募締切   ９月２０日（金）１５:００ ※電子申請での受付 

  ○補助額・補助率 

・一 般 型  上限額 １,０００万円（補助率１／２） 

・小規模型  上限額   ５００万円（補助率 小規模事業者…２／３、その他…１／２） 

    先端設備等導入計画を策定し加茂市の認定を受けた場合、補助率アップや、

固定資産税の軽減措置（３年間ゼロ）などを受けることができます。 
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／山本、明間）まで。 
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◆マル経融資のご案内  
 

 

9/2現在固定金利 
 

○対 象 企 業 常時使用する従業員が商業・サービス業：５人以下 

            〃     製造業・建設業・その他：２０人以下 

  ○融資限度額 ２,０００万円  

  ○返 済 期 間 運転資金：７年(据置１年以内) 設備資金：１０年(据置２年以内) 

  ○貸付までの流れ  

申 込 → 商工会議所／審査会 → 国民生活金融公庫へ推薦 → 貸付決定・融資 

 

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

 

 

◆無料定例相談会のご案内 ～秘密厳守/完全予約制～    
 

○日本政策金融公庫相談会    ９月１０日（火）   

○新潟県信用保証協会相談会   ９月１１日（水） 

○経営、創業／法律相談会    ９月１９日（木） 

○労務相談会          ９月２０日（金）  

〇税務、事業承継相談会     ９月２５日（水） 

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

 

◆会議所９月の主な行事予定 

 
 

１日(日） 

・あかりば 2019小京都はしご酒プロジェクト 

（～14日(土)まで） 

４日(水) 

・正副会頭会議                    12:00～ 

９日(月) 

・第２回１号議員選挙委員会    12:00～ 

 ・建設部会／働き方改革セミナー  13:30～ 

１３日(金) 

 ・サービス部会全体協議会     13:30～ 

１４日(土)～１５日(日) 

 ・あかりば宵の市（於：穀町商店街） 

                    15:00～21:00 

１７日(火) 

 ・木工木材部会全体協議会     12:00～ 

１８日(水) 

・越後加茂川夏祭り会計監査     9:30～ 

・建設部会全体協議会       13:30～ 

２０日(金) 

 ・第３回役員選考委員会      13:30～ 

２１日(土) 

 ・初級簿記・原価計算ネット検定   10:00～ 

２１日(土)～２２日(日) 

 ・オリジナル推奨品販売イベント 

  (東京都中央区日本橋／ブリッジにいがた) 

２４日(火) 

 ・諸業部会全体協議会       12:00～ 

２５日(水) 

 ・常議員会            12:00～ 

２６日(木) 

 ・鉄工部会全体協議会       12:00～ 

 ・日商３級簿記受験対策講座 第１講 

      （11/7(木)まで全 12講） 18:30～ 

２７日(金) 

 ・商業部会全体協議会       12:00～ 

１０:００～１２:００ 

※日程が合わない場合は再調 

整いたしますのでご相談く 

ださい。 
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◆第３４回越後加茂川夏祭り盛会裡に終了！ 
 ～ご協賛・ご協力賜り誠にありがとうございました～ 

今年も８月１４日（水）開催の第３４回越後加茂川夏祭りは、事故もなく盛会裡に終了する

ことができました。ご協力いただいた皆様、大変ありがとうございました。 

 

◆日商簿記検定試験３級 受験対策講座 全１２講座 

     会計の知識や技能を身につけたい方におすすめです 
○日 時 令和元年９月２６日（木）～１１月７日（木）１８:３０～２１:００ 

      

 

       

 

○場 所 加茂商工会議所会議室  

○講 師 (税)山口会計パートナーズ 社員税理士 西 丸 保 幸 氏 

○受講料 会 員：１０,０００円(会員事業所の役員、従業員、その家族も含む) 

非会員：１６,０００円 

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／渡邉）まで。 

 

◆建設業における「働き方改革」セミナー 
 ～関連法律の解説と建設現場における「労務管理」のポイント～ 
本セミナーでは、順次施行される法律に沿って、３６協定の意味と作成方法、労働条件の明示

雇用契約書の作成方法、建設現場における労務管理のポイント、有給休暇の管理方法など、知っ

ておくべき労務管理の知識について詳しく解説いたします。ぜひ、ご参加ください。 
 

〇日 時  令和元年９月９日（月）１３:３０～１５:００ 

〇場 所  加茂商工会議所会議室 

〇講 師  加藤社会保険労務士事務所 所長／社会保険労務士 加 藤 美 香 氏 

〇内 容  ①建設業における「働き方改革」とは 

        ②定着率を上げるために今、取り組まなければいけないこと 

  〇参加費  会員：無料   非会員：３,０００円 
 
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／山本）まで。 

 
 

 

上記セミナー参加ご希望の方は、下記申込書にご記入の上お申し込みください。 

※参加される番号に○をつけてください 。           （ＦＡＸ：５２－４１００）  

 

事業所名  参加者名 
 

住  所  電話番号 
 

 

１．日商簿記３級受験対策講座    ２．働き方改革セミナー 

※切らずにこのまま FAXしてください 

９月２６日（木）、１０月１日（火）、 ３日（木)、 ８日（火） 

１０日（木）、１５日（火）、１７日（木）、２１日（月）、２４日（木） 

２９日（火）、３１日（木）、１１月７日（木） 


