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㈱山田屋 様

「ま ち な か 賑 わい
創 出 専 門 家 活 用 事業」

（本町）

魅 力 的 な 個 店 づ く りを
応援します
詳細は２ページに記載

花工房小杉 様
（本町）

堀儀菓子店 様
（本町）

女性会新年講話会・新年会 
小千谷ＩＴ協議会

地域おこし協力隊牛久保くんのコラム「牛久保はミタ！！」
令和２年度検定試験日程
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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

小千谷ＩＴ協議会
今後の事業活動を決定しました
１月16日(木)に小千谷ＩＴ協議会（平澤和孝会長、委
員12名）を開催し、当協議会では今後、以下の３本の事
業をメインに活動していくことを決定しました。
①会員事業所へのアンケート調査：当協議会では以前に
も会員事業所に対しＩＴ導入に関するアンケートを実
施しましたが、今回のアンケートでは、業種別に会員
企業のニーズの深堀りを図り、その企業に合ったＩＴ
に関する情報提供を行うことを目的としています。
②ＩＴ相談会の開催：３月より毎月10日にＩＴに関する
無料相談会を実施します。どんなことでも協議会委員
が相談に応じます。詳しくは今回の会報折込チラシを
ご覧ください。
③セミナーの開催：大人数でのセミナーでは、個々の参
加者が本当に知りたいことを伝えきれないことが多い
ため、少人数型セミナーである「まちゼミ」形式など
を採り入れ、内容を絞って開催する予定です。また、
自社ホームページ開設・更新、ネットショップ開設、
商談モールサイトの活用等の販路開拓に関するセミ
ナーの開催も検討しておりますが、詳細は今後、当協
議会で決定してまいります。

ま ち な か 賑 わ い 事 業
会議所では、魅力的な個店づくりを通じて商店街の活性化に
つなげる取組みを、県の支援を受けて１月から始めました。
この事業は、あらかじめ希望のあったお店を、県から依頼さ
れた講師が直接訪問してアドバイスするもので、3月末まで２
回の実施を計画し、１回目を１月17・18日に実施しました。希望
した３店とも、最初はできるだろうかという不安があったよう
ですが、講師が豊富なデータと成功事例をもとに話を進めるう
ちに、できそうだという気持ちに変わっていったようです。ア
ドバイスは、季節に応じたテーマに基づく飾りつけ、メッセー
ジを添えた商品の作り方やタグの書き方など、少しの手間で出
来ることに内容を絞ったものでした。
次回2月28・29日は、今回のアドバイスを受けて1カ月でどう
変わったかを中心に、興味深い話をされる予定です。
また、個店研修の前日には全体研修を開催し、繁盛店の店づ
くりと売り方について講師による映像を交えた２時間程度の
話がありました。この講話には、本町だけでなく東大通、中央
通、平成の各商店街からの参加もあり、次回2月28日の全体研修
でも内容を変えて予定しています。
小さな成功体験を重ね、商店街全体の活気と利用の促進につ
ながるよう、会議所として引き続き支援していきます。

今更聞けないITのアレコレ､何でもご相談承ります｡
メールでの質問も受付けます。
お問合せは小千谷ＩＴ協議会
(商工会議所内 ☎0258‑81‑1300
までお気軽にどうぞ。

ojiya-it@ojiyacci.org)

女性会 は今年 も元気！
新年講話会と新年会を開催しました

消費税実務対応セミナーを開催

１月１５日（水）に小千谷商工会議所女性会（高野邦子会長）
が、割烹みやにおいて新年講話会ならびに新年会を開催し、
23名が参加しました。
講話会では、大塚昇一小千谷市長より小千谷市の「まち・ひ
と・しごと」が元気であるための具体的な取組みや、みんなで
協力して高齢者を見守り地域を維持していく必要があること
など、女性会会員にとっても非常に関心の高い内容でユーモ
アを交えながら和やかにお話しいただきました。
終了後は新年会を開催、田村朋子さんの名司会のもと大塚
市長より乾杯、高橋恵子さんの音頭による天神囃子と続きま
した。最後まで会員の笑い声と話は尽きることがなく、それぞ
れが市長と活発に懇談させていただきました。
市長には素晴らしいご講話、さらに新年会では女性会会員
一人ひとりの言葉に耳を傾け聴いてくださり本当にありがと
うございました。２０２０年の幕開けにふさわしい明るく希
望あふれる新年会となりました。

お迎えして、2019年度の消費税軽減税率対策窓口相

去る1月16日（木）に当所にて脇田 弥輝 氏を講師に
談等事業の第５回目のセミナーとなる「消費税実務対
応セミナー」を開催しました。
消費税軽減税率制度導入から３ヶ月以上が経過し、
日常の取引における大きな混乱はないものの、軽減税
率制度全体への理解はまだまだ不十分であり、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、資金繰りなどについ
て、現状の問題点と共に説明していただきました｡
その後、いよいよ間近に迫った確定申告期に向け、
新しい消費税申告書の作成手順や売上税額・仕入れ税
額の計算の特例など、軽減税率制度における消費税申
告の実務上のポイントについて、分かりやすく解説し
ていただきました。
本年度小千谷商工会議所では、軽減税率制度の冊子
配布やAirレジやUレジなどタブレットＰＯＳレジの
デモ機体験コーナー設置など、事業者の皆様の軽減税
率制度への円滑な対応支援を行っております。確定申
告のご相談と合わせて、ご不明な点等があればいつで
もお気軽にお問い合わせ下さい。

おぢや
会議所だより

2

お蔭様で、令 和２年度 に 創立70周年 を 迎えます｡
〜企業を育て地域を伸ばす商工会議所〜

㊗創立70周年

小千谷商工会議所

当所創立70周年記念事業を実施しますので、是非ご参加ください｡
※詳細につきましては、決定次第に周知させていただきます｡

日時

2020年(令和２年)11月６日（金）
第１部「式 典」15：30〜16：30 会場：小千谷市民会館
第２部「祝賀会」17：00〜18：30 会場：小千谷市総合産業会館｢サンプラザ｣

地域おこし協力隊

牛久保くんのコラム

牛久保 はミタ！！
「広告の話し 」

小千谷税務署 会議室

小千谷市東栄１丁目５−２４

２月１７日（月）〜３月１６日（月）

※土・日・祝を除く

午前８時３０分〜午後４時

※申告書類の提出は午後5時まで

３

消費税の軽減税率制度に関するお問い合わせ
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年 末 に 実 家 近 くの 駅 の ポス
ターを見て、パッと読める文字が
ほとんどない事に気付いたんで
す。観光促進のポスターだったん
ですが、印象的な写真１枚にアク
セスや問い合わせの詳細文は立
ち止まってぐっと近づかないと読めないサイズ。
ひと昔前の広告だったらこうは行かなかったと思いま
す。興味がある情報はネットで当たり前に拾える時代に
なってポスターの役目は情報から印象へと変わりまし
た。ほぼ全ての広告物が興味をもたせて自分で調べて
もらうツールへと変わるんだと思います。つまり広告の
アート化。例えば縦型じゃないポスターは街中でほとん
ど見ませんが、横組みでもましてや長方形である必要も
ありません。
大事なのは見た人の心が動くかどうかです。商品なら
それのある暮らしを、
イベントや観光なら出会いを想像
させる事が出来れば、前後の物語は見た人が膨らませ
て受け取ってくれます。
そんなクリエイティブなデザインがたくさんある小千
谷を見てみたいなと思っている最近です。

施行級
試験日
検定

《2020年度 各種検定試験施行日程》

簿記検定

珠
  算検定・
暗算検定

２級：４, ７２０円

)

１～６級：９１０円
受験料 税(込

暗算検定

●行事全体プログラムの詳細につきましては、2月10日（月）
発行の広報おぢや、または小千谷観光協会ホームページ
（http://www.ojiyakanko.com）
をご覧ください。
段位（珠算のみ）：２, ５５０円
１級：２, ３４０円 ２級：１, ７３０円
３級：１, ５３０円 ４～６級：１, ０２０円

事、
熱気球試乗体験の待ち時間に、
ぜひご利用ください。
珠算検定

●うまいもの広場には商工会議所会員事業所も多数出店さ
れます。各店の「うまいもの」が勢ぞろい！ご休憩やお食
簿記検定

１級：７, ８５０円
３級：２, ８５０円

熱気球試乗体験（新おぢや号のお披露目）、
うまいもの広場、
フアフアランド、
行事内容
自衛隊車両展示、
宝探し（商工会議所青年部運営）など

●本年は少雪の為、競技フライト（フリーフライトに変更）、

2020年
4/20㈪～ 5/28㈭
 ６月28日㈰ 珠算検定：
段位～６級
小千谷
2020年
8/17㈪～ 9/24㈭
商工会議所
10月25日㈰
暗算検定：
１～６級
2021
12/7㈪～ 1/14㈭
 ２月14日㈰

（旧チャレンジャー敷地・総合体育館）

フリーフライト：西中会場

2021年
２級～３級 12/21㈪～ 1/29㈮
 ２月28日㈰

会場

各種イベント：桜町会場

2020年
小千谷
１級～３級 9/7㈪～ 10/16㈮
11月15日㈰
商工会議所

2月22日（土）、2月23日（日）
日程
4/6㈪～ 5/15㈮

2020年
１級～３級
 ６月14日㈰

申込受付期間

会場

だけど ！
第44回
雪
少
す
ま
され
おぢや風船一揆
開催

資格にチャレンジ ★★★★★
★★★★★

グローバルーンフェスティバルは中止となりました。

「今年注目のこんにゃくの
ニューウエーブ」
和博

日経ＢＰ社
「日経ビジネス」シニアエディター

渡辺

今年の「地方発ヒット」の芽として私が注
目しているものがいくつかあります。その一
つがこんにゃくです。こんにゃくは、ローカ
ロリーで、食物繊維も多く含まれており、既
に美容・健康のダイエット食として一つのポ
ジションを築いています。注目すべきは、そ
こに「かわいい」や「インスタ映え」といっ
た要素を取り入れた新しいこんにゃく商品が
登場してきたことです。
群馬県のこんにゃく生産者さんが、小さい
玉状に加工したこんにゃくに、
天然系色素で、
赤や緑、黄色などのパステル調の色を付けて、
透明なプラスチックのカップに入れたソーダ
に沈めた「蒟蒻（こんにゃく）バブルソーダ」
というおしゃれな飲み物を商品化していま
す。ソーダの泡でこんにゃくの玉がふわふわ
と動いて、見かけがとてもかわいい飲みもの
に な り ま し た。 ち ょ う ど、 タ ピ オ カ ミ ル ク
ティーのタピオカがカラフルになってカップ
の中で踊っているような感じです。
蒟蒻バブルソーダは昨年、草津のホテルと
組んで、観光客向けに提供したり、いきなり
ニューヨークで試飲会を開いて注目されたり
しています。今年は、東京・銀座の群馬県の
アンテナショップをはじめ、さまざまな場所
で販路を広げていく計画だそうです。
昨年、台湾から来たスイーツの流れでタピ
オカミルクティーが全国的な大ヒット商品に
なり、それを提供するお店も乱立したのはご
存じだと思います。こうした商品は一過性の
ブームに終わることも多く、タピオカドリン

クについては、既にその兆しが見えていま
す。
そうなると、
お店も次に売りたいおしゃ
れなドリンクの登場を求めます。美容・健
康、おしゃれアイテム以外にもそんな背景
があり、この商品に注目しています。
この事例は、単にブームがあったからそ
こに乗っかる、というだけではなく、地方
発ヒット商品を考える上で、いろいろな要
素を教えてくれます。ブームやヒットを生
むコアとなる若い女性の心理にフィットし
た商品企画はもちろんですが、拡大するイ
ンバウンド市場や将来の海外展開なども視
野に入れて、海外に持ち出したときに問題
が起きないようにあらかじめ天然素材を
使っています。
鍋料理などに日常的に使うこんにゃく
は、同じカテゴリーの競合商品に比べて大
幅に価格を上げるほどの差をつけるのは難
しい商品です。これまでのローカロリー、
食物繊維という機能性を突き詰めて押し出
す よ り も、
「おしゃれでかわいい」を追求
して、新しく、持ち運びできるスナック飲
料の市場で、競争力のある商品企画に落と
し込んだところが秀逸だと思います。
同じ商品でも、ターゲットや利用シーン
をずらして、特徴を生かした売り方やパッ
ケージデザインを考え、今までとは違う価
格帯の商品を企画するといった例もありま
す。 例 え ば、「 美 容 液 」 と し て 売 ら れ て い
るオリーブオイルや入浴用の塩（バスソル
ト）などがそれです。同じ素材でも市場価
格がいきなり数倍から数十倍に設定できた
例もあります。

和博／わたなべ・かずひろ

を実施している。

どで地域活性化や名産品開発を支援する講演など

発想のものづくり』がある。全国の商工会議所な

とをテーマにした著書『地方発ヒットを生む逆算

取材、地域に持続的に稼げるビジネスをつくるこ

のづくり企業、自治体、地域商社やＤＭＯなどを

程修了。同年日本経済新聞社入社。全国各地のも

１９８６年筑波大学大学院理工学研究科修士課

◇渡辺

会報本紙に掲載
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全国商工会議所早期景気観測

業況ＤＩは、
４カ月ぶりの改善も
先行きは、
回復の力強さ欠き、
慎重な見方崩れず

-60

（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。

−
ＤＩ＝（増加・好転などの回答割合）

平和でありますように。

-40

と願うことも大事だけど

-50

算など経済対策への期待感がう
かがえる。一方、消費税率引上
げの影響や、人件費の上昇や受
注機会の損失など人手不足の深
刻化の影響、原油価格を含む原
材料費の上昇、コスト増加分の
価格転嫁の遅れ、貿易摩擦や世
界経済の動向、日韓情勢の行方
など不透明感が増す中、中小企
業の業況感は慎重な姿勢が続く。
北陸信越ブロックの全産業の
業況ＤＩは、改善。
建設業では、人手不足に伴う
人件費・外注費増加の影響は依
然として根強いものの、北陸新
幹線延伸関連の工事を始めとす
る公共工事が堅調に推移し、業
況感が改善した。また、小売業
では、消費者の根強い節約志向
に伴い、百貨店を中心に売上が
伸び悩んだ一方で、運送費や人
件費等のコスト上昇分の価格転
嫁が進み、採算が改善した。

-30

すでにある平和に感謝する時間を

0

増やしていきたい。

10

双雲

20

書道家 武田

サービス

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/

会場：商工会議所 ３Ｆホール
（終了後別会場にて役員議員懇談会を開催）

臨時議員総会 ３月２４日㈫ 午後４時より

事業所名、代表者名、連絡先等の事業所情報に変
更がございましたら、当所までご連絡くださいま
すようお願い申し上げます。

会議・行事の予定（２月〜３月）

小売

全産業合計の業況ＤＩは、▲
２６・８（前月比＋２・６ポイ
ント）
。
都市部の再開発を中心とする
民間工事が堅調な建設業や、米
中貿易摩擦・中国経済減速の影
響があるものの、半導体関連に
持ち直しの動きが見られ始めた
製造業に加え、年末年始の長期
連休により好調なインバウンド
を含む観光需要の恩恵を受けた
サービス業、小売業の業況感が
改善した。一方、根強い消費者
の節約志向や記録的な暖冬によ
る冬物商材の不振、深刻な人手
不足や人件費の上昇、原油価格
の行方、世界経済の先行き不透
明感を指摘する声も多く、中小
企業の業況改善に向けた動きは
力強さを欠いている。
先行き見通しＤＩは、
▲２６・
９（今月比▲０・１ポイント）
。
個人消費拡大やインバウンド
を含めた観光需要拡大、補正予

卸売

簿記検定
常議員会
県連運営委員会
パソコン定期点検
まちなか賑わい事業全体研修
まちなか賑わい事業個店研修

製造

日
日
日
日
日
日

建設

３月

日

-20

小千谷鉄工電子協同組合役員会

日商委員会・通常会員総会→

正副会頭会議
青年部３月定例会
所内運営会議
ＩＴ相談会
常議員会
経営相談会
女性会ひな祭りランチ交流会

県商工会議所連合会総会・会頭会議

法人税・消費税申告説明会
青年部役員会
臨時議員総会
パソコン定期点検
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おぢや
会議所だより

２日
３日
４日
５日
日

日
日
日
日
日
日
日

会報本紙に掲載

-10

1月

12月

11月

10月

9月

8月

-70

全業種

２月

2

CCI−LOBO

産業別業況DI（前年同月比）の推移
北陸信越ブロック

29 28 27 26 25 23
10
27 26 24 19 18 17 12

３Ｆホール
会場：商工会議所

■代表者変更
20

３日 青色申告会女性部確定申告出発式
５日 おぢや食おこし隊 feel NIPPON
春２０２０出展→７日
経営相談会
経営指導員資質向上研修会
７日 小千谷鉄工電子協同組合木曜
会 新年会
９日 珠算検定
日 青年部新年例会
日 スーパーマーケットトレード
ショー→ 日
正副会頭会議
所内運営会議
日 地域情報番組放送推進協議会
日 女性会役員会
民法セミナー
日 日商委員会→ 日
小千谷ＩＴ協議会
日 青年部役員会
日 電信電話ユーザ協会第 回理事会
日 おぢや風船一揆→ 日

常 議 員 会 ３月１０日㈫ 正午より

1月末会員数
14

◇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。

３ 月の常議員会・
臨 時 議 員総会開催のご案内

㈱高五組 （12月27日付）
23

18

忠利
（旧）
髙橋
達也
（新）
髙橋

955

会 員 情 報
12 10

14 13

19

22 21 20

インフォメーション ～お役立ち情報～
※詳細はお問合せ先にお電話していただくか、該当するホームページ等でご確認ください。
発信者・件名

主な内容

【新潟県】
昭和37年度から昭和53年度
生まれの男性の皆様へ
～ご自宅に風しんに関する無料クーポン券
が届いていませんか？～

風しんが今も流行しています。 当該年度生まれの男性に
は公的に予防接種が行われておらず、本人が風しんにか
かると家族や職場など周囲の人に広げてしまう恐れがあり
ます。 お住まいの市町村より配布されたクーポン券を利用
して、風しんの抗体検査と予防接種を受けましょう。

【総務省】
令和元年度テレワークマネージャー派
遣事業のお知らせ

｢テレワーク」 とは、情報通信技術 （ＩＣＴ） を活用した
場所や時間にとらわれない柔軟な働き方です。 働き方改
革のためテレワークの導入を検討したい、または、テレワー
クを導入したいが情報セキュリティや労務管理面などで不
安や悩みを持つ企業・団体に対し、問題解決のための専
門家を派遣します。

支援期間：令和２年３月６日まで
応募期限：令和２年２月28日
【(一財)新潟県発明協会】
知的財産 何でも支援！
＜無料・秘密厳守＞
【全国国民年金基金】

・国民年金にゆとりをプラス。
・自分で入る公的な個人年金。
・積立方式の年金です。
物価スライドはありません。

お問合せ先

☎03-5213-4032
派遣申請は
テレワークマネージャー 令和

検索

国民年金に加入している自営業などの方々が、ゆとりあ
る老後を過ごすことができるように、老齢基礎年金に上
乗せをする公的な年金です。
全国国民年金基金 検索 でメリットをご確認ください｡

全国国民年金基金新潟支部

【新潟県】
魚沼テクノスクール在職者訓練
「ビジネスコミュニケーションセミ
ナー」の実施について
日時：令和2年3月11日(水)
9：30 ～ 16：30
申込締切：令和2年3月6日

ワンランク上のコミュニケーションスキルを身につけます！
場所：魚沼中央公民館（堀之内公民館）
講師：印象アップコーディネーター 佐藤裕美 氏
定員：20名 受講料：2,400円
持ち物：筆記用具、鏡（A5サイズ程度/スタンド型）

対応について

テレワークマネージャー派遣事業
事務局（㈱ＮＴＴデータ経営研究所）

新潟県知財総合支援窓口
☎・FAX 025-211-3722
https://www.niigata-i-cube.com/
(e-mail) niigata.i-cube@aa.
wakwak.com

【農林水産省】
食品トレーサビリティについて

新型コロナウイルス感染症の

☎025-280-5200

特許・実用新案、意匠、商標をはじめ、著作権、不正競
争防止法、営業秘密など知的財産に関するお悩み・ご相
談は「INPIT 新潟県知財総合支援窓口」へお気軽にご相
談ください。

食品トレーサビリティとは、「日本国内で製造された
食料品の原料等の仕入先を把握すること」で、食品を
取り扱う企業・事業者は仕入先等の記録を作成・保存
することが求められます。その重要性についての理解
を深めていただくため、事業者向けのパンフレットが
公開されています。

【内閣官房】

新潟県福祉保健部健康対策課

新型コロナウイルス（2019-nCoV）に伴う感染症の現
時点の状況について、政府の情報を集約したポータル
サイトが開設されています。情報は随時更新されてお
り、厚生労働省による検疫時の注意喚起や、外務省に
よる感染症危険情報など、政府機関による発表に円滑
にアクセスできます。

資金調達についてお悩みはございませんか？

マル経資金融資制度

マル経資金融資制度とは、小規模事業者の経営改善を目的
として商工会議所の推薦により無担保無保証で日本政策金融
公庫からの融資を申し込める公的融資制度です。資金調達に
お悩みの方はお気軽にお問い合わせ下さい。

３つのメリット ①低金利(R2.1月現在1.21%）
②無担保無保証 ③手数料､信用保証料なし
※お申込要件と必要書類等につきましては担当まで
お問い合わせ下さい（TEL81-1300）
。

令和元年度

☎ 025-245-9345
資料請求・ご相談・お問い合せは
0120-65-4192
農林水産省 消費・安全局消費
者行政・食育課
☎03-3502-5716
パンフレット「事故対応、あな
たの会社は大丈夫？」：https://
www.maff.go.jp/j/syouan/
seisaku/trace/attach/pdf/
index-84.pdf
新潟県立魚沼テクノスクール
訓練課
☎025-794-2410
申込書のダウンロードもできます。
http://www.techno.ac.jp/
course/target/U?type=5

ポータルサイト「新型コロナウ
イルス感染症の対応について」
http://www.cas.go.jp/jp/
influenza/novel_
coronavirus.html

無料経営相談会
毎月実施中！

次回開催日：３月10日（火）
講

師：今井 進太郎 氏（中小企業診断士)

開 催 時 間：午後１時～午後４時
会

場：小千谷商工会議所 ２階

研修室

※事前予約が必要です。小千谷商工会議所☎81-1300
おぢや
会議所だより
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