
 

 

 
 
 
◆平成２１年度最重点事業                    

１）会員事業所の経営課題の解決に向けた支援                   

企業の経営を支援するため、経営指導員による相談の他、関係指導機関等エキスパートの協力を

得て、企業の経営改善支援を積極的に実施。 

［経営全般］地域力連携拠点支援事業（９社、２１回）、エキスパートバンク事業（６社、８回）、

経営安定特別相談事業（４社、７回） 
［金  融］市内各金融機関、税理士との連携による各種金融の斡旋。 

         ※企業の資金繰りが逼迫する中で、セーフティネット資金や緊急保証制度等を諸機

関と連携を図り積極的にＰＲ並びに融資の斡旋を行った。 
       ［労  務］緊急雇用安定助成金の給付を容易にするため、社会保険労務士を常駐または訪問に

より積極的に対応した。 
 

２）製造業の技術力向上と受注機会拡大への取り組み                  

 今次の不況により製造拠点はさらに新興国へシフト、受注減少等も続き、これらに対応し製造業

の技術力向上と受注機会の拡大を図るため、「金属製造業技術研究会」を発足。企業ＯＢ３名のコー

ディネーターが参加企業２０社を訪問。設備、技術力等経営資源を調査した。毎年開催している経

営革新塾を製造業者向けに企画し、日産自動車㈱追浜工場視察見学会を行った。今後、県工業技術

総合研究所、大学、大手企業等の支援を得て３カ年継続事業として実施する。 

 

○東芝ホームテクノ㈱工場見学及び資材調達説明会 

   ［日  時］平成２１年９月８日（火）   
  ［場  所］東芝ホームテクノ㈱    ［参加人数］２８名 

［内  容］ 
・工場内視察、秋から行われる製造開発拠点の移管に伴う資材調達説明 
・参加企業の技術、取扱い部品のＰＲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

○金属製造業技術研究会発会式  

［日  時］平成２１年１０月６日（火）１５時～ 

    ［場  所］加茂市産業センター３階研修室   ［参加人数］２２名 

    ［内  容］ 

・基調講演「最近の元気なものづくりと今後の方向性について」 

           政策研究大学院大学 教授 橋本 久義 氏 



 

 

      ・加茂市製造業の現状と課題 

           金属製造業技術研究会 コーディネーター 山岸 信雄 氏 

・県工業技術振興策について 

       新潟県工業技術総合研究所 所長 嶽岡 悦雄 氏 

 
 

 

 

 

 

 

 

○製造業技術力向上集中セミナー開催（経営革新塾）  

製造業の経営者や後継者等を対象に、技術力向上、ビ

ジネスプラン作成などの短期集中セミナーを開催した。 

［日  時］平成２１年１０月２８日（水） 
～１２月２日（水）計８回開催 

［場  所］当所会議室  ［受講人数］２２名 
［内  容］今後、成長が期待されている「新エネルギ

ー」の解説、商業マーケティングや日産自

動車追浜工場（横須賀市）視察などを行い、

アクションプランの作成、営業力の強化について、時代にマッチした新たな経営

手法を当所製造業コーディネーター、中小企業診断士をはじめ専門家による講

義・演習を行った。 
 

３）商工フェア２００９「とっておきの加茂★夏物語」の開催         

加茂には、他の地域にはない資源、魅力が沢山ある。桐箪笥をはじめ

木製品、ニット、電気、機械等の製品及びその技術力を展示紹介し、特

産品、逸品、飲食、名物料理の販売を行うと共に、加茂市の食べどころ、

見どころを回遊してもらうなど中心商店街活性化にもつなげ、元気な加

茂をアピールしようと、加茂市の支援、新潟県の補助助成を得て実施し

た。 

［日  時］平成２１年６月２０日（土）・２１日（日） 

１０時～１７時 

屋台村１９日（金）１７時～２１日（日）１７時 

［会  場］加茂市民体育館、加茂市産業センター 

屋台村：加茂山公園駐車場 

 ［出展事業所数］６７事業所 

市民体育館４０事業所（木製品１７、食品

販売１２、小売９、住宅関連２）／産業セ

ンター１３事業所（製造技術展示４、物販

７、体験教室２）／屋台村１４事業所 

 ［入場者数］延べ１５,９３０人 



 

 

市民体育館３,２７４／産業センター２,０２２／五番町ごっつぉ広場１,０００／

街中ギャラリー（ギャラリー北澤、山内堂、山重山の蔵、ニゴロッサ）２,１０７／

屋台村６,０４５／にすけ会館絵画展示（番場春雄・橋

本龍美展）１,３６２／他イベント１２０（市民体育館、

産業センター、屋台村、番場春雄・橋本龍美展は実測、

他は報告により集計） 

 ［無料シャトルバス利用者］２,４３０人 

［販売実績（予約含む）］１６,６３６千円 

［実施イベント内容］ 

＊加茂市民体育館 

地酒試飲、ステージイベント親子で楽しめる「つみ木広場」、ＡＫＡＲＩＢＡ in 加茂山（加

茂青年会議所/２０日(土)）、落語寄席（２１日(日)の

み） 

＊ジャズ＆屋台村 

ジャズライブ（１９日(金)、２０日(土)１８：３０

～）・カモレンジャーショー（２１日(日)のみ）、マカ

ロニ料理当日座（試食・販売）、ちびっこ広場人力車

体験試乗会（２０日(土)のみ） 

＊加茂市産業センター 

地震体験車（２０日(土)のみ）、各種体験教室（雪椿の花びら染め教室、絵手紙＆手まり製

作教室） 

＊街中ギャラリー 

ギャラリーⅡⅤⅥⅢ、山重仲町通店、山内堂、ギャラリー北澤 

＊にすけ会館絵画展示 

 番場春雄・橋本龍美展（西加茂にすけ会館） 

＊五番町ごっつぉ広場（２０日(土)のみ） 

［宣伝・ＰＲ等］ 

＊テレビＣＭ：ＢＳＮ新潟放送スポットＰＲ他 

＊新聞広告：三条新聞(６／１８(木）掲載)、越後ジャーナル(６／

１９(金）掲載) 

＊予告大看板（ＪＲ加茂駅）／飲食みどころマップ／出展・イベン

トマップ／ＤＭハガキ／キャラバン隊／会議所だより特集号 

［事 業 費］ １４,４９３千円 

収入＝県補助金８,０３４千円、会議所負担金５,４４９千円

（屋台村売上含む）、参加料他１,０１０千円 

 

◆商業活性対策、観光づくり推進                  
４）地元買物運動事業の実施                           

 加茂市の地元購買率が年々低下している現状を踏まえ、地元買物運動を平成１５年度から継続実

施し、魅力ある店づくり、顧客満足度・地元購買率を向上させるため、次の事業を実施した。 

 
○店づくり活性化セミナー 

［日  時］平成２１年９月２４日（木）、２８日（月） 
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２９日（火） いずれも１４時～１５時３０分 
［出席者数］延べ６１名 

  ［実施場所］加茂商工会議所・加茂市産業センター 
［講  師］㈲キャリアプロ・コンサルタント  

代表取締役 小林しほり 氏 
［テ ー マ］お客様をひきつける店づくり 

  
○割引クーポン発行（第６回） 

［配布時期及び方法］ 
  ９月１５日（火）に区長会を通じて市内全戸配布（１０,１１５

世帯）。その他、公共施設にて配布。 
［利用期間］平成２１年１０月１日～１２月３１日 
［発行部数］１２,５００冊 
［参加店数］７０店舗（内、新規１１店）  
［協賛団体］加茂市商店街(協)他 
 

５）第２４回越後加茂川夏祭りの実施                          

加茂市の夏の風物詩「越後加茂川夏祭り」は

２４回目を迎え、大盆踊り大会や大花火大会、

２尺玉３連発打ち上げなど、市民総参加の祭り

として盛大に実施した。 

［日   時］平成２１年８月１４日（金） 

［観客動員数］延べ４０,０００人  
［越後加茂川夏祭り実行委員会設置］ 
    会 長：小池加茂市長 
    実行委員長：阿部会頭 他 
［事 業 規 模］２０，５９０千円 

 

６）加茂の新名物（マカロニ料理）づくり開発事業                     

加茂が国産発祥の地とされる「マカロニ」を使った料理の研究を進め、新名物料理として広める

ことを目的に加茂新食研究会を設立。本年度は、地域資源∞全国展開プロジェクト事業（中小企業

庁）の補助採択を受け、新マカロニ料理開発や市民大試食会を実施した。 

［実施主体］ 加茂新食研究会（当所飲食会員の希望者） 
      委員長：酒井藤男／㈲天神屋会館 他委員１１名 

［参 加 店］ １１店舗 
［事業内容］ 

・メニュー開発と名物料理の普及 
・「加茂＝マカロニのまち」をイメージするような継続的取組み 
・パンフレット作成、各店の味紹介と加茂＝マカロニのイメー

ジづくり 
・将来的には、農商工連携による加茂産米（米粉）を原材料とする加茂オリジナルマカロニの

製造取り組みと、『国産製造発祥の地』から新しく生まれ変わった加茂のマカロニづくりを

目指す 



 

 

［出店実績］ 
①雪椿まつり（H21.4.19／加茂山公園） 

②商工フェア 2009 屋台村（H21.6.19～21／加茂山公園駐車場） 

③あかりば横丁（H21.9.22／青海神社参道） 

④新名物「マカロニ」料理 試食イベント・マカロニまつり（H21.14

／加茂市産業センター／出店者数：８店／来場者数：約８００

名／アンケート回答者 ５８０名） 

 
７）雪椿の花びら染研究会支援                          

新潟県の「木」加茂市の「花」である雪椿の花びらを活用した特産品の開発を目的に「雪椿の花びら染め

研究会」は平成１４年に、商工会議所女性会有志が中心となって設立。染め技術確立及び販路拡大を課

題に活動している。今年度は、商工フェア協賛行事として、師匠の磯村みどり氏を招いて体験教室を開催

した。 

［事業内容］ 雪椿の花びら染の技術習得、特産品の開発、販売、雪椿の花びら染の体験教室 

［活動実績］ ○研究会開催毎月１～２回 

○特産品展示販売会出店 

・商工フェア 2009 のイベントとし

て、師匠の磯村みどり先生をお招

きして体験教室を開催（H21.6 加

茂市産業センター）・わがむらわが

まち自慢の逸品まつり（H21.9㈱大

和新潟店）・越後 R290 街道まつり

（H21.10 長岡市産業交流センタ

ーおりなす）・雪椿フォーラム（H22.2 阿賀町ホテルみかわ）他 

○体験教室実施 

    日和着装（H21.10 加茂市産業センター）、

市島邸ものづくり体験（H21.11 新発田市市

島邸） 

［販売箇所］ 加茂土産物センター、加茂美人の湯、 

椿寿荘  

［会 員 数］ ９名  
     

８）観光開発研究                          

 ○加茂市観光資源再発見視察研修会 

加茂の魅力、観光資源を発掘することを目的に、観光開発委員会主管により実施。 

［日  時］平成２１年１０月１９日（月） 
［参 加 者］２０名 
［視察場所］県立加茂農林高等学校、ビオトープ（八幡）、

西光寺、近藤亨記念碑、二万年前旧石器公園、

中野邸 他 
 
 



 

○ 信濃川花火リレープロジェクト２００９の実施協力 

津南から新潟まで全長１５５km の信濃川沿い 

を５１０発花火のリレー形式で打ち上げる初め 

ての大イベントにおいて、当商工会議所も加茂、 

田上地区サポーター募集、協賛金募集、当日花 

火打ち上げの実施協力を行った。 

   ［日  時］平成２１年１０月３１日（土） 打上げ点火 午後６時～ 
 
◆雇用対策、人材育成及び企業リスク対応の支援           
９)中小企業緊急雇用安定助成金支援事業の実施                      

中小企業緊急雇用安定助成金にかかる会員企業の申請事務の負担軽減と利用促進のため、助成金申

請説明会と個別相談会を開催した。 

○申請説明会 ［日  時］平成２１年６月３日（水）１５時～１６時３０分 
         ［場  所］当所会議室        ［参加人数］２８名 

［講  師］㈱マネージメントブレーン 代表取締役 田代武夫 氏 
  ○個別相談会 ［日  時］平成２１年４月～７月 ２３回開催 

        ［場  所］当所会議室        ［個別相談件数］６１件 

［相 談 員］中小企業診断士 原 一義 氏、社会保険労務士 矢沢良治 氏 
 ○緊急雇用安定助成金受給状況（加茂市申請分） 約８０社 

  ○合同教育訓練研修会 

         ［日  時］平成２２年１月１５日（金）～２月２６日（金） 全７回 
         ［場  所］当所会議室         

［実企業数］２９社        ［参加人数］延べ２２７名 

［講  師］㈱コーチエンタープライズ シニアコーチ 小松弘美 氏 
               ㈱広報しえん 代表取締役 山岸昌彦 氏 
               新現役チャレンジ事業アドバイザー 五十嵐正人 氏 

 

１０) 団体安全衛生活動事業                         

 労働災害防止を目的とした、厚生労働省委託事業（３カ年事業）である「安全衛生活動援助事業」

（たんぽぽ計画アフターケア）の最終年度として、金属、木工事業所を中心とした１５社の参加に

より、労働災害防止に向けた各種事業を実施した。 

［主な事業］ 
・労働災害に向けた各種会議の開催（４回） ・相互安全衛生パトロール（４回）  
・災害事例検討会（１回）         ・リスクアセスメント研修会（１回） 

  
１１) 第３０回新入社員歓迎会並びに新入社員セミナー                   

若年者の雇用促進、加茂地区の労働力確保を目的に新入社員

歓迎会を開催。併せて新入社員セミナーを実施し、社会人とし

ての心構え等研修を行った。 

［日   時］平成２１年４月１０日（月） 
 １３時３０分～１７時 

［共催団体等］主催／加茂市、当商工会議所、 
加茂地区雇用促進協議会 



 

協賛／三条公共職業安定所、田上町商工会 
［実施場所］当所会議室  
［出席者数］３９名（内訳：新入社員２９名、来賓２名、事務局８名）  
 

◆ビジネスに変革をもたらすデジタル化への支援           
１２)インターネットビジネスセミナー                      

 次年度事業計画に予定している「インターネット販売交流会」立ち上げに先駆け、卸小売商業部

会並びにサービス業部会主管によるセミナーを開催。 

［日 時］平成２２年３月３日（水） 
［場 所］加茂市産業センター３階講習室 
［テーマ］インターネットを使ったリアルビジネスの売

れる仕組み作り教えます！ 
［講 師］イーンスパイア㈱代表取締役 横田秀珠 氏 
［参加数］３２事業所３４名 

    ○インターネット販売交流会の募集開始 
 
◆変化の時代に対応した商工会議所の運営基盤の強化          
１３) 創立６０周年記念・第３４回新年会員事業所の集い開催                 

 当所創立６０周年（昭和２５年１２月設立登記完了）

の節目の年にあたり、会員事業所の繁栄、商工業発展を

願い、恒例行事の新年会員事業所の集いと合わせて創立

６０周年記念式典を挙行した。 

[日  時]平成２２年１月１２日（火） 

[出席者数]２５５名（来賓６５名、会員事業所１９０名） 

[場  所]加茂市産業センターホール 

[主  管]新年会員事業所の集い実行委員会、総務運 

営委員会 

[記念講演会]  

今日の笑いが明日の元気  講 師／講談師  神田 紅 氏 

[６０周年記念事業］ 

 ＊功労者表彰    

・特別功労感謝状／１名 

・在任２０年以上功労表彰状／役員議員１２名、部会役員８ 

名、小規模企業振興地区委員１１名  

・職員２０年以上表彰／４名        計３６名 

  

 

＊記念誌発行 

「加茂商工会議所６０年のあ

ゆみ」５００部作成 

 

 
 




