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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

まちなか 賑 わい 事 業
魅力的な個店づくりを通じた商店街の活性化を目的とす
る事業の最終回が、2月28・29日に開催されました｡
28日に商工会議所で行われた全体研修会では、アドバイ
ザーの水井澄人氏から“魅力ある店づくりの基本知識”と題
して「思わず入ってみたくなるお店とは？」「陳列演出の
重要性」などについて、自身の経歴を活かした実践的な話
がありました。
また、29日の個店研修では、前回の課題を１ヶ月間でど
れだけ出来るようになったかに着目し、さらにお客様の立
場に立ったアドバイスを、画像を紹介しながら行いまし
た。１店舗当たり１時間半程度でしたが、店主にとって刺
激的で有意義な時間だったようです。
始まったばかりですが、今回の個店研修に参加された
「堀儀菓子店」さん「花工房小杉」さん「㈱山田屋」さん
に皆さんも足を運び、変化を感じ取ってみませんか。

２月常議員会を開催

去る２月２５日（火）、当所において常議員会が開催
され、⑴４件の新規会員加入、⑵令和元年度収支補
正予算（案）、⑶令和２年度事業計画ならびに収支予
算（案）、⑷令和元年度臨時議員総会の議事日程(案)
についてそれぞれ審議され、いずれも原案どおり可決
承認されました。
また、報告事項として⑴緊急経済対策アンケート調
査の結果について事務局より説明を行いました。
終了後には「小千谷の観光」をテーマに意見交換
を行い、出席者全員より当地の観光振興に対する考え
を述べていただきました。錦鯉をはじめとする豊富な
コンテンツを観光産業として発展させるための提案や、
解決すべき課題などについて様々な意見が出されまし
た。商工会議所では今後もこのような意見交換会や、
小千谷市との懇談会をとおして事業者の声を行政に届
けてまいります。

小千 谷 商工会 議 所
臨 時 議 員 総 会中止のお 知らせ
個店研修で水井氏のアドバイスを受ける堀儀菓子店のご夫妻

地元企業も応援

小千谷西高
｢キャリア実習取組成果発表会｣
小千谷西高校では、２年次生が授業時間に地元企業で実
習を行う「キャリア実習」の取組を毎年行っており、その成
果を１年次生に発表する会が今年は２月４日（火）に開催さ
れました。令和元年度は、地元の１５社が２年次生１９人を
受け入れ、５月〜１０月の間に１５回の実習を行いました。
発表会では、各実習生がパワーポイントを用いて会社紹
介や実習内容、感想などを写真も交えて紹介し、
「挨拶やコ
ミュニケーションの大切さ」
「聞く力の大切さ」
「時間や体調
をはじめとする自己管理の大切さ」等の貴重な体験が語ら
れました。
発表者にとっては、主体的に社会と関わるために今の自
分に何が必要かを考えるきっかけとなり、また、聞いていた
１年次生は地元にある企業や産業についての理解を深め、
これからの進路を決める参考になったようです。
当日は、実習先の担当者も会場に来ており、
「大きな声が
出るようになった」
「実習態度に好感が持てた」
「自分の会社
に就職して欲しい」などの声が聞かれ、全ての実習生が高評
価を得ていました。
明日の地域を担う人材育成に、職業観や勤労観を育てる
キャリア教育の実践は欠くことができません。続けていく
ためには、地元で働きたい、貢献したいという生徒の希望
を、学校と企業が力を合わせて叶えることが何より大切で
あることを強く感じた発表会でした。

新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮し、当所で
は３月２４日(火)に開催を予定しておりました臨時議員
総会ならびに役員議員懇談会を中止いたします。

民法(債権法)
改正セミナーを開催
2月14日(金)、当所ホールにおいて｢民法(債権法)改正
セミナー｣が開催されました。講師は、司法書士星野誠・
星野哲也事務所の星野哲也氏。12名の参加がありました｡
｢民法(債権法)の改正｣が約120年ぶりに行われ、施行日
は本年４月１日となりますが、改正範囲が広く企業実務
に大きな影響が出ることが予想されます。
セミナーでは、代表的な変更点は、｢消滅時効｣、｢法定
利率｣、｢保証｣、｢売買｣、｢定型約款などの契約｣であるこ
と、現在の裁判や取引の実務で通用している基本的な
ルールを法律の条文上に明確にして読み取りやすくする
改正であるとの説明がありました。民法改正に伴う影響
と対応について分かりやすく解説いただき有意義なセミ
ナーとなりました。

講師の星野哲也 氏
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スーパーマーケット・
トレードショー2020
小千 谷 商工会 議 所ブース にて
４ 社 が 出 展しました！
去る２月12日
（水）
〜14日
（金）
に千葉県幕張メッセにて、
「スーパーマーケット・トレードショー 2020」が開催さ
れ、同展示会にて小千谷商工会議所ブースを設営し、
当日は市内の食品製造業４社が出展しました。
出展企業には「商談力向上セミナー」を受講した後、
専門家による個別指導を受けて、バイヤー目線でのブー
ス作り、トークスクリプトやプレスリリースの作成、
出展後の効果検証や商談の進め方について取り組んで
いただきました。
本事業は市内の小規模事業者の販路開拓支援事業と
して、国の補助金を受けて展示会の出展料、備品代、
装飾代、交通費等を全額助成しております。また、専
門家の指導により展示会で成果を上げる為のノウハウ
を習得して、市内企業の皆様の継続的な販路開拓につ
なげることを目的に実施しております。
令和２年度の出展支援事業については６月頃に決定
する予定です。展示会への出展を通じて市外や県外の
販路開拓に取り組んでみたいという方、展示会の活用
方法を学んでみたいという方はお早目に商工会議所ま
でお問い合わせ下さい。

令和元年度 小千谷商工会議所
伴走型小規模事業者支援推進事業 展示会出展支援事業
フードメッセinにいがた2019 実績報告
出展企業：3社

名刺交換数：204枚

商談件数：25件

成約件数：9件

成約金額：190万円
スーパーマーケット・トレードショー2020 実績報告
出展企業：4社

名刺交換数：203枚

商談件数：42件

成約件数：23件(2月末の見込)

成約金額：900万円(2月末の見込)
※１社がプレスリリースによりＴＶ２番組に出演

おぢや食おこし隊
「 feel N IPPO N 春2020 」に出 展！
２月５日（水）〜７日（金）に東京ビッグサイトで開催されたこの展示会は、日本商工会議所が「東京インターナショナル・ギ
フト・ショー 春2020」、
「グルメ＆ダイニングスタイルショー 春2020」に各地商工会議所の共同展示商談ブースとして設けたも
ので、全国５９商工会議所が参加、各地で生まれた様々な食・技・旅の商品が集まりました。当所からは、おぢや食おこし隊
でこの２年間開発に取組んできた「雪の恵みスープ」と「おぢや鉄板あられキット」を出展しました。
主催者の発表によると、開催期間中の来場者はグルメ&ダイニングショーに約２万７千人、ギフトショーも含めると総来場者
数は約２７万人にもなり、当所のブースにも顧客が満足する商品を求めて大勢のバイヤーが訪れ、商品コンセプトや原料、価
格、保存温度等について熱心に質問されました。
今回の出展では、バイヤーの希望や意見を今後の商品の改良に反映させることも目的のひとつであったので、参考になる
意見を非常に多く聞くことができました。
また、事前にマッチングを希望した大手企業との個別商談会にも参加しましたが、商品に高い関心を示し好感触の企業も
あったようです。ブースに立ち寄ったバイヤーからもサンプルの注文や見積りの依頼をいただき、今後の取引への発展が大い
に期待されます。

雪中貯蔵した野菜をポタージュに仕立てた「雪の恵みスープ」３種類
にんじん・じゃがいも・じゃがいも+カリフラワー（製造：㈱魚晃）
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ご家庭で手軽に手作りあられを楽しむ｢おぢや鉄板あられキット」
餅を小さく切った生あられとしょうゆのセットです
(製造：㈱たかの､しょうゆは山崎醸造㈱のもちしょうゆを使用）

緊急経済対策アンケート結果報告
直近の会員景況調査の結果において、製造業を中心に全ての業種から業況が「悪化する」、「不安
である」
という声が寄せられたほか、少雪が及ぼす建設業等の業況の悪化が懸念されます。当所では、
会員事業所の資金需要やご意見ご要望を把握したうえで、行政に経済対策の構築を働きかけること
を目的に、１月２９日に緊急経済対策アンケート調査を実施しました。（会員事業所８００件）。
♢調査対象：当所会員事業所８００件
♢調査期間：令和２年１月２９日〜２月５日
♢回収状況：３０４件（３８％）
その他 30件(10%)
飲食
15件(5%)

卸売
18件(6%)
小売34件
(11%)

サービス 58件
(19%)

製造 83件
(27%)

業種別回答件数と割合
製造業83件(27％)､建設業66件(22％)､サービ
ス業58件(19％)と続き同業種の状況が懸念され
る。

建設 66件
(22%)

（回答数 304件）

サービス
192件(63%)
業種別件数】
卸売 15件
小売 24件
製造 42件
建設 39件
サービス 41件
飲食 8件
その他 23件

利用する
29件(10%)

わからない
83件(27%)

業種別件数】
卸売 2件
小売 7件
製造 27件
建設 21件
サービス 14件
飲食 7件
その他 5件

卸売 100(0.2%)
小売 800(2%)

その他
3,000(7%)
サービス
2,200(5%)
建設
9,300(22%)

業種別件数】
卸売 1件
小売 3件
製造 14件
建設 6件
サービス 3件
飲食 0件
その他 2件

製造
27,400(64%)

新融資制度創設時の利用について
利用する29件(10％)、わからない83件(27％)。｢利
用する｣の業種別において、製造業14件(48％)、建設業
６件(21％)。｢低金利｣、｢保証料の負担減｣、｢利子補給
｣、｢返済期間を長く｣などの声がある。｢わからない」の業
種別では、製造業27件(33％)、建設業21件(25％)、
サービス業14件(17％)。｢現状より景気が悪化する場合
は利用したい」、
「制度内容により検討」などの声がある。

新融資制度において利用したい
金額(42,800万円)の業種別割合
製造業27,400万円(64％)、建設業9,300万円
(22％)。製造業と建設業で全体の86％を占める｡

今回の調査結果において、利用する件数の割合が低く「新融資制度創設を要請する」までには至
らない結果となりました。今後の景気動向を注視していきながら、引き続き会員事業所への支援に
つとめてまいります。
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新型コロナウイルス感染症で
影響を受ける事業者への支援について
当所では、１月２９日から「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」を設置いたし
ました。会員事業者からの新型コロナウイルスによる事業への影響など、経営における相
談や案件について親身に対応させていただきます。
また、経済産業省（中小企業庁）における新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事
業者への支援策の概要は以下のとおりになります。詳細は、経済産業省ＨＰ「新型コロナ
ウイルス感染症関連」（https://www.meti.go.jp/covid-19/）にてご確認ください。

情報は日々更新されています。政府のホームページなどで常に最新情報をご確認ください｡
３月１日｢第16回新型コロナウイルス感染症対策本部｣にて安倍首相は、｢今回の感染拡
大によって経済的な影響を受けた事業者や政府の要請を受けてイベントや営業等を中止し
た事業者については、それぞれが直面する課題についてその声を直接伺う仕組みを作り、
強力な資金繰り支援を始め地域経済に与える影響に配慮し､しっかりと対策を講じます｡｣
と述べています。
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「おぢや号」
お披露目
熱気球試乗体験
うまいもの広場は
大盛況

子どもに大人気
「フアフアランド」

自衛隊車両展示コーナー
2月22日(土)に「第44回おぢや風船一揆」が開催されました。22日の夜より強風が吹き荒れ、
23日(日)は残念ながらすべてのイベントが中止となりました。
少雪の影響でスノーチューブ、スノートレインなどもできませんでしたが、雪がなくても大人
気の熱気球試乗体験やフアフアランド、自衛隊車両展示コーナーなどは実施され、特にうまいも
の広場では小千谷のうまいものが大集結し、買い求める人で大変な賑わいをみせていました。
また、リニューアルされた熱気球「おぢや号」がお披露目され、多くの人が大空に浮かぶ瞬間
を見守りました。
イベント開催にあたり、皆様方よりご協力頂き誠にありがとうございました。
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小千谷市立小千谷小学校

山田 一郎
ベルマーク委員長 西方 純子
校 長
岡村 秀一
PTA会長

「去年と同じで
売れるわけないでしょう」
和博

日経ＢＰ社
「日経ビジネス」シニアエディター

渡辺

２月の５～７日に東京ビッグサイトで今年
も「東京インターナショナル・ギフト・ショー
春２０２０」が開催されました。ご存じのよ
うに、商工会議所関係のブースもたくさん出
展する大掛かりなイベントです。私も定点観
測でずっと見てきているため、今回も足を運
びました。全国各地から地域資源を生かした
新しい商品や新たに打ち出そうとしている地
域ブランドに沿った商品などが出品されてい
ました。
いろいろなことを感じましたが、一番はや
はり「お客 さん視点」「バイヤ ー視点」を押
さえたものはまだ少ないということです。あ
とは「この商品は前にも見たな」というもの
が、以前と同じ形、同じ売り方でいくつも並
んでいたのに驚きました。
商談会や展示会は、一度出てダメだったら
諦めるのではなく、幾度もチャレンジするこ
とは大切だと思います。実際それでバイヤー
さんに覚えてもらって商機を得た例はいくつ
もあります。ただし、一つ大事な条件がある
のです。それは「同じ商品でも去年とは何か
が違う」ことです。中身は同じでもパッケー
ジのデザインや量を変えるなどの工夫は、展
示会や商談会に出す試作品レベルならさほど
難しくなくチャレンジできるはずです。
去年も見たバイヤーさんは、前回の展示会
を通じて自分が話したアドバイスの成果や競
合商品との関係がどのように改善されている
か、すぐ気が付きます。そうした市場の声に
対して耳を傾ける姿勢があるかどうかが、取

引を得るための大切な要素だと、私の親し
いバイヤーは口をそろえます。
商品そのものは変えなくても売り先や売
り方、見せ方を変えることで売れた面白い
例にグリコの「ビスコ」があります。ご存
じのように、ビスコは発売から約 年間も
売れ続けているロングセラー商品です。そ
れが今は意外な市場で大きく売れているそ
うです。
年々、赤ちゃんの出生数が減っている少
子化時代に、幼児向けのお菓子であるビス
コが売れているのは、ターゲットをそれま
での幼児から 代～ 代の働く女性にシフ
トしたためです。試しにインターネットで
ビスコの公式サイトをのぞいてみてくださ
い。いきなりタレントの深田恭子さんのイ
メージ写真や動画がどーんと出てきます。
つまり深田恭子さんに憧れる女性をター
ゲットに置いていることが分かります。健
康志向が強い、働く若い女性のニーズに、
安全・安心の食品としてビスコがマッチし
たのです。そこで、このターゲットに対し
て、
「乳酸菌入り」と健康機能性もアピー
ルするようになりました。
同じように、もともと赤ちゃん向けの商
品であるジョンソン・エンド・ジョンソン
の ベ ビ ー オ イ ル も 現 在、 若 い 女 性 を タ ー
ゲットにした販売戦略を取っています。こ
のように、中身は変わらなくても売り方や
見せ方を変えると新しい道が開けることが
あるのです。
展示会や商談会に同じ商品を出すときに
は、少しでも新しい工夫を加えてみてはい
かがでしょうか。

30

和博／わたなべ・かずひろ

20

90

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

を実施している。
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初めてYouTubeの有料広告を
使ってひいな祭りのＣＭを出しまし
た。長岡在住、旅行コンテンツをよく
見る３５歳以上をターゲットに予算
2,000円くらいで打ってみて、だい
たい１再生１円くらいで2,000人の目に届きました。
これまではニュースやバラエティなど、大衆文化の中
に広告はありましたが、ネットの発達でそれぞれ好きな
物を好きな時間に見る時代になって、
より趣味嗜好の近
い人間にピンポイントで届くようになりました。
ネットの普及で変わった事は、
これまでテレビや新聞
が独占してきたコンテンツの発信を個人で出来るよう
になって、視聴者の選択肢が増えた事。広告を出す側は
大変便利になりましたが、
コンテンツを提供する側はと
にかく大変になりました。
ですが、今も昔も拡散力が一番強いのはやっぱり口コ
ミなので「おぢや放送室」も話題になるような配信が出
来れば任期後も続けられるのかなと思っているので引
き続き応援よろしくお願い致します。
早春の候、皆様におかれましては益々ご健勝の
ことと存じます。
皆様からは、日頃よりトナーカートリッジ収集
に快くご協力いただきまして、誠にありがとうご
ざいます。
おかげさまで、今年度も皆様のご協力によりた
くさんのトナーカートリッジが集まりました。
ＰＴＡ会員一同、心より感謝いたしております。蓄
えられたベルマーク預金は、子どもたちと学校の
ために使わせていただきます。
令和元年度のベルマーク委員会によるベルマー
クの回収は、ここで終了させていただきます。4月
に新たに委員会を編成し、令和２年度の活動を開
始いたしますので、引き続きご協力くださいます
ようお願い申し上げます。

「メディアの話し 」
ベルマーク運動ご協力のお礼

牛久保 はミタ！！
牛久保くんのコラム
使用済トナーカートリッジ回収による

地域おこし協力隊

小千谷商工会議所会員の皆様へ

書道家
武田 双雲

努力は、心から楽しめ れ ば 苦 で は な い 。

最高の遊びとなる。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

資格にチャレンジ

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

《ネット試験施行日程》

検 定 名
日商PC

・文書作成
・データ活用
・プレゼン資料作成

◇武田 双雲／たけだ・そううん
1975年熊本生まれ。書道家。東京理科大学理工学部卒業後 ＮＴＴ
入社。書道家として独立後はNHK大河ドラマ「天地人」や世界遺産「平
泉」などの題字を手掛け､講演活動やメディア出演も多数。数年前より
身体に優しいオーガニック食材や発酵食品を使った店舗のプロデュー
スを手掛け、湘南に「CHIKYU FARM TO TABLE」､浅草に姉妹店
「MISOJYU」をオープン。2019年元号改元に際し､「令和」の記念切手
に書を提供。ベストセラーの『ポジティブの教科書』や､『波に乗る力』
(日本文芸社)など著書も多数出版。書作品のみならず､現代アートを主
とした個展を国内外にて開催。
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/

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(R2.2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）
。

製造

卸売

小売

サービス
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Basic級

5,240円

３級

4,200円

Basic級

4,400円

Entry級

3,300円

キータッチ2000テスト

1,570円

ビジネスキーボード

2,620円

簿記初級

2,200円

原価計算初級

2,200円

-40
-50
-60
9月

10月

11月

12月

1月

2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。

小千谷
商工会議所

※日商プログラミングは２０２０年４月１日～受験可
能予定です。
〈試験日と申込受付期間〉
随 時 （平日10時00分～ 16時00分の間）
※受験希望日の１週間前までに申込
〈受験申込について〉
受験日時を決定するため、当所へ電話またはメール
にて、ご希望の受験日時を第１〜第３希望までご連
絡してください。
ＴＥＬ：0258-81-1300
メール：mail@ojiyacci.org
申込書は、HPからダウンロードできます。
http://www.ojiyacci.org/
examination-net.html

ロナウイルスの流行によるイン
バウンドを含む観光需要の鈍化
やサプライチェーン・生産活動
への影響、消費税率引上げ、人
件費の上昇や受注機会の損失な
ど人手不足の深刻化、原材料費
の上昇、コスト増加分の価格転
嫁の遅れ、世界経済の動向など
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、悪化。
製造業では、産業用機械や金
属製品を中心に売上が悪化した
ほ か、 人 件 費 の 上 昇 や 受 注 機
会の損失など人手不足の影響を
指摘する声が聞かれた。また、
卸売業では、人件費等の増加が
収益を圧迫し、飲食料品関連を
中心に採算が悪化したことに加
え、暖冬のほか、新型コロナウ
イ ル ス に 伴 う 客 足 の 減 少 か ら、
防寒類などの冬物衣料品や飲食
料品を中心に受注が伸び悩み、
業況感が悪化した。

-30

4,200円

２級

会報本紙に掲載

-20

-70

5,240円
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全国商工会議所早期景気観測

建設

7,330円

３級

会

業況ＤＩは、
大幅に悪化
先行きは、
新型コロナウイルスに伴う懸念広がる

全業種

２級

全産業合計の業況ＤＩは、▲
３２・６（前月比▲５・８ポイ
ント）
。
都市部の再開発を中心とした
民間工事や公共工事は堅調なも
のの、新型コロナウイルス流行
の影響が大きく、中国からの団
体旅行客などのインバウンドを
含む観光需要の落ち込みや国内
客の客足減少を受けたサービス
業や小売業をはじめ、サプライ
チェーンの混乱により生産や物
流に影響が及んでいる製造業や
卸売業の業況感が悪化した。ま
た、根強い消費者の節約志向や
深刻な人手不足、人件費の上昇、
世界経済の先行き不透明感が依
然として広く業況の押し下げ要
因となっており、中小企業の業
況改善に向けた動きには遅れが
見られる。
先行き見通しＤＩは、
▲３１・
５（今月比＋１・１ポイント）。
補正予算など経済対策への期
待感がうかがえる一方、新型コ

産業別業況DI（前年同月比）の推移
北陸信越ブロック

受験料（税込）

※文書作成、データ
活用のみ

日商ビジネス英語
日商プログラミング
※

級

8

10

会 員 情 報
2月末会員数

■新規会員

958

Ｌｉｌａｓ
（リラ）
関口 香織 薭生甲 リフレクソロジー、
イベント運営
㈱Ｍメディカル
角園 敏洋 城内
和
（やわらぎ）
増川 匡子 千谷川

薬局
居酒屋

■代表者変更

㈱藤田内装建築 （平成31年4月1日付）
（新）
清水 雅春
（旧）
藤田 英雄

■事業所名変更

(同)かまくら工房 （令和元年10月1日付）
（旧）
かまくら工房

４月

６日
７日
９日
日

日
日
日
日
日

24 23 21 17 15

会議・行事の予定（３月〜４月）
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３月

２日 小千谷鉄工電子協同組合役員会
３日 正副会頭会議
４日 青年部３月定例会
５日 所内運営会議
６日 女性会役員会
９日 青年部次年度役員会
日 ＩＴ相談会
経営相談会
日 小千谷観光プロジェクト ガイド養成
日 日商通常会員総会
青年部役員会
日 ＩＴ協議会
日 持続化補助金個別相談会
県商工会議所連合会総会
19 14

27 25

新入社員セミナー
正副会頭会議
所内運営会議
ＩＴ相談会
常議員会
日商委員会→ 日
青年部通常総会
女性会通常総会
パソコン定期点検
県連運営委員会
木曜会総会

㈱Ｇａｒａｇｅ Ｔｈａｎｘ （1月7日付）
（旧）
Ｇａｒａｇｅ Ｔｈａｎｘ

■連絡先変更

㈱Ｇａｒａｇｅ Ｔｈａｎｘ （1月7日付）
（新）
☎８１−６０１５ ＦＡＸ８１−６０１６

■所在地変更

松下ファインシステム㈱ （2月25日付）
（新）
小千谷市土川１−２−１８

16

美容室おれんじ （3月1日付）
（新）
小千谷市城内１−６−３ マイプラザビル1F

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

おぢや
会議所だより

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｣
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合格おめでとう

第１５４回 簿記検定試験
２級
田村
龍之介

３級
佐 藤 優 菜
（県立小千谷西高等学校）
細 貝 日香留
星
絵美子
永 山 嵩 豊
田 中
碧
櫻 井 彩 樹
三 木
剛
髙 塚 咲 希

尋
望
音
晴
乃
月

第２１８回 珠算能力検定
１級
岡
瞳 奈
庭 野 陽 子

真

暁

彩
葵

（以上、新潟育英センター）

木
宮
発
澤
田
山

２級
合 格 者 な し

３級
鈴
大
海
瀧
菊
中

（以上、新潟育英センター）

第１２８回 段位認定試験
〈珠算〉
昇 段 者 な し

商工会議所検定試験

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

【法務省】
商業登記に基づく電子証明書の
ご利用について
～ 3月9日より利便性が更に
アップしました～

法務省では、会社の代表者に対し、国や地方公共団体へ
のオンラインの申請・届出等に使用できる電子証明書を発
行しています。 窓口申請にかかる時間やコストを削減でき
ます。

法務省
電子証明書取得のご案内：

【東京都・東京2020組織委員会・
農林水産省・経済産業省・国土交通省】
「2020TDM推進プロジェクト」 への
参加登録および 「大会時の遅延等を
想定した所要時間・経路探索
システム」 の活用について

東京五輪大会期間中は、選手・観客などの移動に伴い、
交通対策を行わないと、道路や公共交通機関の深刻な混
雑が発生する恐れがあります。 団体・企業の皆様に、 東
京 2020 大会時の交通の見通しなどの情報を提供させて
いただきながら、大会時の交通混雑緩和に向けた取組や
2020アクションプランの作成をお願いしています。

2020ＴＤＭ推進プロジェクト：
https://2020tdm.tokyo/index.html

【中央労働委員会】
労働紛争解決窓口のご案内

労働委員会は、職場の労働組合との団体交渉や、個々の
労働者の労働条件を巡る労使紛争に対し、労使双方が利
用できる窓口で、各都道府県に設置されています（利用
料無料）。働き方改革関連法や、パワーハラスメント防止
法等の成立により、今後労使交渉が増加することが予想
されます。労使紛争の解決に労働委員会の相談やあっせ
ん制度をご利用ください。

【経済産業省】
レジ袋有料化義務化制度導入に
向けた取組について

2020年7月1日よりレジ袋有料化義務化制度が導入され
ます。本制度導入により小売業に属する事業を行う事業
者は、商品の販売に際して消費者がその商品の持ち運び
に用いるためのレジ袋を有料で提供することにより、プ
ラスチック製買物袋の排出抑制を促進することが求めら
れます。

【(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

www.moj.go.jp/MINJI/
minji06_00028.html

2020ＴＤＭ推進プロジェクト事務局
プロジェクトの登録内容について：
☎0120-402-417
その他のお問い合わせ：
☎0120-108-030

厚生労働省 中央労働委員会：
https://www.mhlw.go.jp/
churoi/index.html
新潟県労働委員会
☎025-280-5543

経済産業省 プラスチック製
買物袋の有料化に関するＨＰ：
https://www.meti.go.jp/
policy/recycle/plasticbag/
plasticbag_top.html
事業者向け相談窓口
☎0570-000930
月～金曜日（祝日除く）
9：00 ～ 18：15

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。

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

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
☎ 025-245-9345
資料請求・ご相談・お問い合せは
0120-65-4192

第１９回「 女性起業家大賞｣募集
わが国の経済活力を強化していくため、女性が活き活きと働き活躍することに大きな期待が集まる中、女性起業家が担う
社会的役割は極めて重要なものになってきています。全国約２万２千人の女性経営者のネットワークを持つ全国商工会議所
女性会連合会は、起業という選択によって自らの活躍の場と地域の雇用を創出し、女性ならではの視点で多様化する消費者
ニーズをつかむビジネスを展開されている女性起業家を表彰する『女性起業家大賞』を今年も実施し、“感動・変革への挑
戦”を後押ししてまいります。奮ってご応募ください。

応募締切：２０２０年４月１７日(金)
対象：創業から10年未満の女性経営者
応募要領などの詳細は､全国商工会議所女性会連合会HP(http://joseikai.jcci.or.jp/)をご覧ください｡

おぢや
会議所だより
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