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会員の皆様方のお取引先やお知り合いで、当所の会員でない
事業所がございましたらぜひご紹介ください。
小千谷商工会議所 ☎８１－１３００

「軽減税率導入に向けた事前準備と
実務対策」セミナーを開催
去る８月２９日（木）、当所にて林 忠史 氏を講師にお迎えし
て、2019年度の消費税軽減税率対策窓口相談等事業の第４回
目のセミナーとなる「軽減税率導入に向けた事前準備と実務対
策」セミナーを開催しました。
セミナーでは消費税の仕組みから軽減税率制度の概要、イン
ボイス制度、価格表示方法、消費税引き上げ後の資金繰りなど
について、実務上の注意点を交えて分かりやすく説明していただ
きました。
軽減税率制度やインボイス制度の導入により、軽減税率対象
商品の取扱い事業者だけでなく、免税事業者も含む全ての事
業者において日常業務、価格表示、経理処理、資金繰りなどで
影響が及んできます。
商工会議所ではこうしたセミナーの開催やキャッシュレス対
応相談、消費税軽減税率制度をまとめた小冊子の配布など、事
業者の皆様への制度周知や相談に応じておりますので、まだ準
備をしていない方は１０月からの業務に支障が出ないよう、急ぎ
ご対応いただきますようよろしくお願い申し上げます。

軽減税率対策補助金(レジや受発注システムの改修や導入)の
手続要件が変更されました！

従

第１３回 小千谷産学交流研究会
８月20日(火)に第13回小千谷産学交流研究会（主
催：県内大学、小千谷市、小千谷商工会議所）が、約
70名の参加のもとサンプラザで開催されました。
基調講演では、日鉄テクノロジー㈱冨津事業所 解析
ソリューション部 部長 内山 朋幸 氏より「モノ造りを
支える分析・解析技術」と題して、鉄鋼材料の特徴と
特性、分析・解析事例について説明いただいた後、つ
ばさ税理士法人 所長・代理税理士 山田 眞一 氏より
「事業承継におけるＭ＆Ａの活用と事例紹介」と題し
て、新潟県内の後継者不足による地域経済の現状、事
業承継の傾向が成長戦略・事業発展型Ｍ＆Ａに変わっ
てきている等、Ｍ＆Ａ市場のトレンドや事業承継事例
について講演いただきました。
また、ポスタープレゼンテーションでは、各企業・
大学から、研究成果や産学官連携の取り組みの発表が
ありました。

来

2019年9月30日までにレジやシステムの｢設置・支払い｣を
完了すること

改正後

2019年9月30日までにレジやシステムの「契約等の手続き」
を完了すること
※同年12月16日までに「設置・支払い」の完了と補助金申請をすることが必要です。

若者へ！就労の夢と未来を応援します！
！

『おぢや・夢・ミライ応援団』を設立
去る８月６日（火）、小千 谷市役 所において「おぢや・
夢・ミライ応援団」の発足会議が開催されました。
｢おぢや・夢・ミライ応援団」は、若者の定住促進と雇用
機会の確保を図るため、若者の就労に関する夢と希望ある
未来を応援することを目的に、産・学・官が連携して今回
設立されました。構成メンバーは､当所のほか､小千谷市､
長岡公共職業安定所、長岡地域振興局、小千谷高等学校、
小千谷西高等学校、小千谷鉄工電子協同組合となります｡
支援内容は以下のとおりになります。近年は就活ルール
の変更など情勢が大きく変わり、大学生等においては早期
就活時代が到来しておりますので、就労にかかる小千谷市
の既存事業を見直し、様々な支援が総合的にできる体制
づくりを行ってまいります。

【夢
（人）
づくりの応援】

○インターンシップ等の仲介支援
○キャリア実習等の交通費支援
○大学生企業見学交流ツアー ○モノづくり部活動支援
○研修施設の活用支援：小千谷名匠塾

【就労活動の応援】

○各種就労ガイダンス開催及び就労情報発信
○学生リストデータシステム構築
○企業ガイドブック製作
○社会人Ｕ・Ｉターン支援
○小千谷・川口・魚沼雇用安定協議会との連携

８部会がそれぞれ総会を開催
新議員の選出と市への要望協議
小千谷商工会議所の議員改選にあたり、各部会
より議員を選出するため、８部会において下記の
日程でそれぞれ部会総会を開催しました。
また、この総会では部会ごとに今年度の小千谷
市への要望事項を協議しました。今回は、地域の
「人口減少」と、中小企業が直面する「人手不
足」への課題を捉え、これらの課題を解決するた
めの中小企業対策拡充に向けた要望書を提出する
ため、「住みたいと思う魅力あるまちづくり・働
きたいと思う魅力ある企業づくり」をテーマに、
出席者より活発に意見交換がなされました。
なお、各部会より選出された議員ならびに部会
長・副部会長は、会報11月号でお知らせする予定
です。

【各部会総会の日程】
卸売商業部会 9月18日㈬

交 通 部 会 ９月６日㈮

小売商業部会 9月３日㈫

建設工業部会 ９月４日㈬

工 業 部 会 9月９日㈪

観光サービス部会 ９月10日㈫

金融証券部会 9月10日㈫

諸 業 部 会 ９月３日㈫
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「備前焼の窯元が企画した写真
合宿にみるＬＴＶのつくり方」

和博

触れ合い、食文化や地域のグルメも経験
できます。
小人数制で定員が５人と少ないので、
アドバイスもしっかり受けられるでしょ
うし、合宿しているうちに同じ趣味の仲
間もできるでしょう。
この二つの要素は、
趣味が持続するための「達成動機」と「親
和動機」に相当します。
焼き物の里であるこの地域で合宿に参
加する人は、当然ながら焼き物にも興味
を持っているでしょう。他の焼き物の里
に先んじて、自らのレンズを通して焼き
物や地域の魅力を見つめたところとし
て、忘れられない場所になるはずです。
単に、モノを通じて顧客の満足を提供
するだけでなく、その地域や特産品がそ
の人の人生を通じて価値を持つことにな
ります。この考え方は
「顧客生涯価値
（Ｌ
ＴＶ： Life Time Value
）
」と呼ばれ、こ
れからの地方発のヒット商品づくり、モ
ノ・コト・体験を含めた価値設計にとっ
てとても重要な考え方です。
単に、この地域の商品は優れているか
ら「買ってね」というアプローチではな
く、この地域が提供するモノ・コト・時
間は「あなたの人生にこんなに役立ちま
す」という姿勢です。
それぞれの地域の皆さんは、自分の持
つ商品なり、地域の特性なり、人脈なり
のリソースでどんなＬＴＶが創造できる
か考えてみてはいかがでしょうか。

和博／わたなべ・かずひろ

商工会議所などで地域活性化や名産品開発を支

を生む逆算発想のものづくり』がある。全国の

つくることをテーマにした著書『地方発ヒット

などを取材、地域に持続的に稼げるビジネスを

のものづくり企業、自治体、地域商社やＤＭＯ

課程修了。同年日本経済新聞社入社。全国各地

１９８６年筑波大学大学院理工学研究科修士

◇渡辺

会報本紙に掲載

援する講演などを実施している。
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日経ＢＰ社
「日経ビジネス」シニアエディター
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日本を代表する焼き物の一つ、備前焼
の窯元が集まる岡山県備前市伊部で、
月下旬にちょっと面白いツアーが予定さ
れていることを知りました。プロのカメ
ラマンが合宿で写真撮影の指導をしてく
れるというもので、一陽窯という窯元の
３代目おかみが企画したものです。
これはいろいろな要素が含まれた良い
企画だなあと思いました。備前焼の窯元
の企画ですから、普通に考えれば、焼き
物のことをもっと知ってもらって、その
窯 元 の フ ァ ン に な っ て も ら い、 商 品 も
買ってもらえたらいいなと考えるのが普
通だと思います。
ところが、この合宿企画はもう一段高
い視点で見ていると感じたのです。焼き
物が好きなお客さんは ～ 代、あるい
はそれ以上のシニアが中心となるでしょ
う。実はこの企画内容に合致する世代の
人たちは、定年後に高価なカメラを買っ
て趣味とする写真愛好家たちとターゲッ
ト層が完全に重なります。
この合宿ツアーでは、１泊２日で、プ
ロカメラマンが参加者それぞれの興味や
腕前、機材に応じてしっかりアドバイス
をしてくれます。そのため、参加者は自
分で撮った写真 ～ 枚をあらかじめ提
出して、アドバイスの参考にします。
合宿することで、たっぷり時間をかけ
てその地域の自然環境や人々の暮らしと
50

30

おぢやまちゼミの会では、小千谷市の委託を受け商
店街活性化を目的としたイベントを以下のとおり計画
中です。当日は多くの皆様のご来場をお待ちしており
ます。

イベント名：ＤＩＳＣＯＶＥＲ ＯＪＩＹＡ
おぢやの魅力再発見！
日時：１０月１２日（土）１０時～１５時
会場：平成商店街及び本町商店街及び周辺施設

①秘密の地図を完成せよ！
→受付で配布する未完成な秘密の地図。ヒントを頼り
に商店街のお店を巡り、正解のお店を複数店舗探し
当てると秘密の地図が完成する。（完成した方は、
豪華景品があたる抽選会に参加できる）
②DISCOVER OJIYA インスタコンテスト
→来場者からイベント会場にあるインスタスポットや
商店街等の写真を撮り、インスタに投稿してもらい、
小千谷の魅力を発信してもらう。後日審査の上、入
賞者に賞金を贈呈する。
③出張まちゼミの開催
→商店街にある空き店舗等を活用し、郊外まちゼミ参
加店が空き店舗でまちゼミを開催する。

イベント内容

おぢやまちゼミの会（風間正徳会長）では、７月27日～
８月25日に第10回おぢやまちゼミを開催しました。今回は
24店舗から参加いただき、「親子でお菓子作りをしよう！」
や「簡単ダイエット!!」等のバリエーションに富んだ全40
講座が開催され、参加された多くの方よりお楽しみいただ
きました。
おぢやまちゼミは今回で10回という節目の回を無事に終
了することが出来ましたが、回を重ねるごとにブラッシュ
アップし、進化し続けています。昨年、「おぢやまちゼミ
の会」を立ち上げ、今
年度からおぢやまちゼ
ミの会が主催団体とな
り計画から運営まで
行っております。
第10回おぢやまちゼ
ミでは、①まちゼミ期
間終了後、参加店で使
えるクーポンの配布②
イベントチラシに小千
谷市公共交通マップの
掲載③事務作業の軽減
化（申込データ等の電
子化）等を新たに取り 自由研究お手伝い「オリジナルフォト
フレーム」の様子（㈲星野工務店）
入れ実施しました。

おぢやまちゼミの会が
商店街活性化イベントを計画

第10回
おぢやまちゼミ終了

60

万灯統 一パレードでは今 年も話 題のキャラクターが 勢ぞろい！
迫力ある錦 鯉も!!

おぢやまつり
写真展2019
開催日
8月23日〜25日

様々な時代の衣装で盆踊りに参加した女性会。
仮装コンテストでは見事上位入賞(^^)v

青年部はバルーンで「インスタウォール」
（インスタ映えする壁）
をイオン駐車場に設置。
万灯出発式の集客にひと役買いました♪

おぢや
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共済加入者優待事業

９月３日（火）に、今回で３１回目の開催となる共済加
入者優待事業を実施しました。
今年度は、ＨＡＲＤ ＯＦＦ ＥＣＯスタジアム新潟で開
催の『プロ野球 巨人VS中日戦』の日帰り観戦バスツアー
を企画し、４・５・６月の共済キャンペーンでご加入いた
だきましたお客様をはじめ、総勢３７名にご参加いただき
ました。
当日、心配された天候もツアー開始時間にあわせて回復
し、プロ野球選手の白熱したプレーを間近に観戦すること
ができました。得点の場面ではタオルを振りながら大きな
声援を送りました。参加された皆様より大変ご好評をいた
だいたバスツアーとなりました。

第２4回

小千谷
うまいもの祭

開催します!!
日

時

場

所

内

容

イベント

令和元年10月6日（日）

１０：００〜１6：００

小千谷市総合体育館前

市民コミュニティー広場
米菓、そば、和洋菓子、
総菜などの販売、
飲食コーナーとテント市を開催
餅つき体験、
中学校吹奏楽部演奏

おぢや
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など多数

青年部がおぢやまつり万灯
出発式・閉会式を実施
当所青年部(会長 久保田邦彦、担当委員長 山口寛)は、お
ぢやまつり時に万灯出発前のセレモニーとしての「万灯出発
式」と、おぢやまつり全体を締めくくる「グランドフィナーレ三
本締め（閉会式）」を実施しました。
本事業は、万灯参加団体の士気を高めることでおまつり全
体の盛り上がりにつなげ、来場者から「また来年もおぢやまつ
りに来たい！」と思ってもらえるよう、まつり活性化の一助とな
ることを目的に実施された事業です。
今年は、車万灯団体に「氣づ南會」が新たに加わり、車万
灯１５団体、引き万灯７団体（太鼓含む）で盛大に開催されま
した。

地域おこし協力隊

牛久保くんのコラム

牛久保 はミタ！！

「祭る話し 」
おぢやまつりが終わって一段落した方
が多いでしょうか？大変お疲れ様でした。
YouTube「おぢや放送室」で色んな町
内にお話を聞きました。取材するテーマ
は常に「まつりの内側」でした。練習後の
飲み会や、雑談部分をなるべく使って普段の日をそのま
ま切り出して動画にしたかったのです｡
お祭りの準備って「面倒臭い」
「やりたくない」では絶対
に続かないだろうと思うから、内側のどこかにある原動力
を探していました。みんな共通して言っていたことは
「子供
に楽しんでもらいたい」
ということ。子供の頃楽しかったお
まつりの記憶って絶対忘れないと思うんです。それがある
と、街を好きになって出て行かない、出て行ってもまつりの
日だけは帰って来る。地域のつながりって言ったら堅苦し
い言い方ですが、
おぢやまつりの原動力にそんな温かいつ
ながりを見させてもらいました。
まだまだ動画投稿は続きますので、
「おぢや放送室」引き
続き応援よろしくお願いします。

小千谷商工会議所
秋季経済講演会
開催日

令和元年10月23日㈬
18時30分〜

講 師 立教大学大学院

経済学研究科特任教授

金子

勝氏

「どうなる日本、
くらしと地域」

詳細・お申し込み方法は
先月号の折込チラシをご覧ください｡

入場
無料

会費ならびに特定商工業者負担金
口座振替のお知らせ

９月30日（月）に当所の下期会費ならびに下期特別会費（役員
のみ）をご指定の口座から振替させていただきます。
また、特定商工業者に該当される事業所につきましては、法定
台帳作成経費の負担金として一律１,６００円を請求し、同じく９月
30日に口座振替いたします。
会費・特別会費・特商負担金を現金でお支払いの場合は、お送
りする納付書にて会議所窓口または記載されている金融機関窓口
で９月30日（月）までにご納入くださいますようお願いいたします。

卸売

小売

サービス

20
10
0

主
催
後
援
特別協力
協
力

一般社団法人小千谷青年会議所
小千谷市/小千谷商工会議所
小千谷産業株式会社
小千谷観光協会/おぢや観光プロジェクト
株式会社小千谷新聞社/エフエムラジオ新潟
本町商店街振興組合/平成商店街協同組合

[お問合せ]

一般社団法人小千谷青年会議所

事務局（小千谷商工会議所内 担当：関）
TEL 0258‑81‑1300 MAIL info@ojiyajc.org
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-20
-30
-40
3月

4月

5月

6月

7月

8月

−
ＤＩ＝（増加・好転などの回答割合）

（減少・悪化などの回答割合）実数
値の上昇率を示すものではなく、強
気・弱気などの景気感の相対的な広
がりを意味する。

ドを含む観光需要拡大への期待
感がうかがえる。一方、人手不
足の影響の深刻化や、原材料費
の上昇、コスト増加分の価格転
嫁の遅れ、貿易摩擦の激化や世
界経済の動向、
日韓情勢の行方、
消費税引上げの影響など不透明
感が増す中、中小企業の業況感
は慎重な見方が続く。
北陸信越ブロックの全産業の
業況ＤＩは、ほぼ横ばい。
製造業では、米中貿易摩擦や
中国経済の減速等を背景に、半
導体や産業用機械を中心に売上
が悪化したほか、人手不足に伴
い生産性が悪化したとの声も聞
かれた。一方、卸売業では、消
費者の節約志向に伴い衣料品な
どの受注が伸び悩んだものの、
食料品を中心に売上が改善した。

会報本紙に掲載

-10

-50

新潟県小千谷市本町2丁目7番6号
織物のまち「おぢや」の和文化を楽しみながら
まちの真ん中を歩き楽しむ日

商工会議所早期景気観測

製造

場所：豪商の館 西脇邸庭園

CCI−LOBO

業況ＤＩは、
依然として一部に弱さ見られる
先行きは、
懸念材料多く、
慎重な見方が続く

建設

10月26日㈯ 11：30〜19：00

全国の全産業合計の業況ＤＩ
は、▲ ・０（前月比▲０・８
ポイント）
。
気温の上昇により飲食料品な
どの夏物商材の需要が拡大し、
小売業や卸売業の業況が改善す
る一方、急激な猛暑の到来や台
風などの天候不順に伴う客足減
少により、飲食・宿泊業を中心
にサービス業の業況が悪化し
た。加えて、一部の地域からは
日韓情勢の影響による観光客の
減少を指摘する声も聞かれた。
また、深刻な人手不足や原材料
費の高止まり、米中貿易摩擦や
世界経済の先行き不透明感が製
造業を中心に広く業況の押し下
げ要因となっており、中小企業
の景況感は、足元で弱い動きが
続いている。
先 行 き 見 通 し Ｄ Ｉ は、 ▲ ・
７（今月比▲１・７ポイント）。
個人消費の拡大やインバウン

全業種

おぢゃれ
フェスタ
2019

サンプラザ 大ホール

産業別業況DI（前年同月比）の推移
北陸信越ブロック

おぢゃれフェスタ2019開催

〜まちの真ん中で「和」になろう〜

演 題

会 場

（一社）小千谷青年会議所からのお知らせ

おぢや
会議所だより
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(終了後別会場にて新旧役員議員懇談会を開催）

６日

５日

４日

３日

小千谷うまいもの祭出展者会議

原価計算の基礎と活かし方セ
ミナー開催
所内運営会議

小千谷青色申告会連合会役員会

小千谷青色申告会連合会

県商工会議所連合会運営委員会

諸業部会総会
一般職員研修
観光プロジェクト全体会議
建設工業部会総会

共済還元事業プロ野球観戦ツアー

経営相談会
小売商業部会総会

小千谷青色申告会女性部役員会

正副会頭会議

９月

会議・行事の予定（９月〜 月）

10月29日㈫ 午後４時より 会場:商工会議所 ３Ｆホール

交通部会総会
９日 片貝まつり→ 日
工業部会総会
初級簿記講習会
日 県商工会議所連合会視察
日本政策金融公庫月例相談会
金融証券部会
観光サービス部会総会
㈱ニューラッキー役員会

10

10

不安は、態度や表情から生まれることが多いのだから

会報本紙に掲載

書道家 武田 双雲

日 常議員会
初級簿記講習会
日 小千谷税務署管内間税会役員会
小千谷税務署管内税務協力団
体協議会
日 パソコン定期点検
展示会・商談会セミナー（全
２回）
第３回おぢやまつり役員会・
実行委員会

日 初級簿記講習会
日 中小企業支援担当者研修
初級簿記講習会

月

５日

青年部ハートフルスポーツ
フェスタ
小千谷うまいもの祭
女性会役員会

小千谷鉄工電子協同組合野球大会

１日 正副会頭会議
２日 新潟県内商工会議所女性会合
同研修会
３日 所内運営会議
経営相談会
初級簿記講習会

６日
７日

公式ブログ「書の力」：http://ameblo.jp/souun/
公式サイト：http://www.souun.net/、感謝69：http://kansha69.com/

小千谷市議会議員と女性会と
の懇談会
初級簿記講習会
８日 フードメッセ出展社事前相談会
日 初級簿記講習会
日 指導員研修会
日 事業承継セミナー
初級簿記講習会
日 日商委員会→ 日

まず堂々とした態度と表情をすることからはじめよう。

日 青申関東信越ブロック会議
社会保険研究会 役員会
日 中小企業連携ミーティング
女性会役員会
女性会臨時総会
初級簿記講習会
日 法人税・消費税申告説明会
日 小千谷鉄工電子協同組合ゴル
フコンペ
日 展示会・商談会セミナー（全
２回）
初級簿記講習会
日 電話コンクール
卸売商業部会総会
会報 月号打合せ
小千谷間税会・税務署
日 日商通常会員総会・会員大会
第３回ながおかビジネスマッ
チング
小千谷鉄工電子協同組合野球
大会代表者会議
日 指導員研修会
初級簿記講習会
青年部役員会
日 ＪＣ創立 周年記念式典
日 木曜会 青年三団体合同ゴル
フコンペ

日

日

日

日
日

日

日
日
日
日

女性会いいとこ巡り視察研修会

税務研修会
税理士会と商工会等の懇談会
常議員会
初級簿記講習会
初級簿記講習会
青年部役員会
秋季経済講演会
パソコン定期点検
初級簿記講習会
ＪＣおぢゃれフェスタ
青年部竹田研究会
珠算検定
初級簿記講習会
臨時議員総会
初級簿記講習会

7

おぢや
会議所だより

※事前予約が必要です。小千谷商工会議所☎81-1300
60

◇武田 双雲／たけだ・そううん
1975年熊本生まれ。東京理科大学卒業後、NTTに就職。約3年後
に書道家として独立。NHK大河ドラマ「天地人」や世界遺産「平泉」
など、数々の題字を手掛ける。講演活動やメディア出演、著書出版も
多数。2013年度文化庁から文化交流使に任命され、ベトナム・
インドネシアにて、書道ワークショップを開催。15年には、カリフォ
ルニアにて個展開催、17年にはワルシャワ大学にて講演など、世界
各国で活動する。

17

15 11 10

16

17

18

21

24 23

26

31 29 28 27

24

25

26

11

12

14 13

17

18

19

20

30 27

次回開催日：10月３日（木）
講
師：小松 俊樹 氏（中小企業診断士）
次々回開催日：11月７日（木）
講
師：今井 進太郎 氏（中小企業診断士)
開 催 時 間：いずれも午後１時～午後４時
会
場：小千谷商工会議所 ２階 研修室
22 21

10

無料経営相談会
毎月実施中！
令和元年度
10

合格おめでとう

武

臨時議員総会
10

10月18日㈮ 正午より 会場:商工会議所 ３Ｆホール

㈱日設工業 （9月1日付）
（新）
藤塚 光春
（旧）
流石

常議員会

一郎

第２回 ネット検定試験
原価計算初級
霜 鳥 朱 里
井 口 友 紀
高 橋 たまえ

㈱阿部電機興業 小千谷本店 （Ｈ30年7月付）
（旧）
㈱阿部電機 小千谷営業所
（新）
田巻 尚
（旧）
阿部 むつ子

■事業所名変更・代表者名変更

10月の常議員会・臨時議員総会開催のご案内
越後製菓㈱ （6月19日付）
（新）
吉原 忠彦
（旧）
星野

第３回 ネット検定試験
原価計算初級
櫻 井 知 昭
小 林 和 真

■代表者変更

㈱フージャース ウェルネス＆スポーツ
スイミングアカデミー小千谷 （Ｈ30年6月付）
（新）
池田 直幸
（旧）
岩田 哲也

商工会議所検定試験

8月末会員数
963

会 員 情 報

おぢや
会議所だより
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