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祝!!『ミシュランガイド新潟 2020 特別版』掲載
お めでとうご ざい ま す !

ミシュランビブグルマンに選ばれた

「中國私家菜むうちい」

ミシュランプレートに選ばれた ｢川上うなぎ｣

ミシュランガイドとは…フランスに本拠点を置く自動車タイヤメーカーミシュラン社が1900年に発行を始めたガイドブック。
多くの厳しい基準を満たしたホテル・レストランのみ掲載される。有名な星付きランクに次ぐ称号と
して、
「5,000円以下で、価格以上の満足度を得られる料理」に贈られる“ビブグルマン”や「ミシュ
ランの基準を満たした料理」が得られる“ミシュランプレート”がある。

店主へのインタビューは 5 ページに記載
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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

ていただいております。議員就任
時は、卸売商業部会の副部会長、
小規模企業振興委員会の副委員長

として、当所事業活動の推進に注
力いただいたほか、監事就任後は当所の組織運営の
適正化に尽力いただくなど、永年に亘り多大な貢献

があったことが認められ今回の受賞に至りました。
また、サンウェーブ（現LIXIL）やクリナップの県
内協力店会の会長、県立小千谷高等学校同窓会長を
歴任されたほか、中越大震災後の「復興小千谷能｣及

去る７月28日(火)、常議員会を開催しました。は
じめに、このたび関東経済産業局長表彰を受賞され
た草野 信 氏（㈱草野商店）に表彰状が伝達され、
その後、⑴今後の当所事業計画に関する件、⑵会費
検討委員会（仮称）設置に関する件、⑶会員増強運
動に関する件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。
⑴では、今年度計画した事業のうちいくつかを、
新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止または
一部変更して実施することを決定しました。⑵で
は、当所の会員より納入いただく会費について、そ
の公平性と財政基盤の強化を図るため現在の会費基
準の検討などを行う委員会を設置、木村副会頭ほか
９名に委員を委嘱することになりました。
草野氏は、平成８年から当所の
議員、平成16年からは監事を務め

７月常議員会
株式会社草野商店 草 野 信 氏
関東経済産業局長表彰を受賞

び市制60周年に併せた
「小千谷薪能」
の実行委員会副
会長として奔走するなど、地域や業界の振興・発展
にも貢献されました。
この度の受賞おめでとうございます。心からお慶
び申し上げます。

「高まる防災関連ニーズに
ヒットのヒントあり」
和博

日経ＢＰ社
「日経ビジネス」
シニアエディター

渡辺

近年、梅雨の終わりごろや台風の襲来時に
河川の氾濫などで大きな被害が出ています。
温暖化の影響なのでしょうか、単位時間当た
りに降る雨の量が以前に比べて大きく増えて
いるようです。また、林業の衰退で森林のメ
ンテナンスが行き届かなくなり、森が雨水を
キープする能力が下がったため、降った雨が
一気に流れ込み、
河川の増水ペースが速くなっ
ていると関係者から聞いたことがあります。
災害は少ないに越したことはありませんが、
こうした背景を考えると、今後も災害時に必
要になるものや、普段からの備えに関わるも
ののニーズが高まることは間違いなさそうです。
防災関連商品では、以前このコラムでご紹
介した防災缶詰の「黒潮町缶詰製作所」（高
知県）やアルファ化米の備蓄食品の「アル
ファー食品」（島根県）のように、防災関連
市場で知られる地方発の企業が少なくありま
せん。防災用としても役立つアウトドアグッ
ズの分野も地方の企業が頑張っています。木
材で組み立て式の簡易トイレなどをつくる木
工関連企業も全国各地にあります。防災関連
市場は数量と付加価値のバランスから見て、
全国的な大企業よりも地方の中小事業者に向
いているのではないかと私は考えています。
防災関連市場というと、非常時に使うため
だけに大量に備蓄する品物と想像しがちです
が、最近は日常的に使いながら非常時にも備

えるローリングストックという考え方が広
まっています。つまり、非常時向けでありな
がら日常と同じ商品を使うという考え方です。
ただ、防災用品ではある程度の長期保存性
や、停電や断水時でも簡単に調理できるなど、
いざというときにすぐに使えるインスタント
性などが求められます。アレルゲンフリーや、
使用に当たってなるべくごみを出さないと
いった視点も重要になっています。これらは、
防災関連市場に限らず、普段使いの商品でも
新たな付加価値として注目されています。
また、防災関連の市場には未解決のテーマ
が数多く残されています。最近の例では、避
難所での感染症対策はどのようにすればいい
のかなどです。それ以外にも、日本の避難所
ではプライバシーや安全の確保が十分でない
問題や、要介護の高齢者が増えている状況で、
高齢者も想定した非常食とはどのようなもの
かなども課題です。また、ペットと家族同然
で暮らしている人が被災したときは、ペット
は避難所に入れるのか？何を食べて、ほかの
人とはどのように共存すればいいのかなど、
課題はまだまだあります。
今後さらにニーズが拡大し多様化する防災
関連市場向けに商品やサービスを考えること
は、日常生活用の商品の付加価値を生み出す
上で参考になります。それは、今後も続く
ヒットのトレンドを押さえることにもなりま
す。ですから普段使いの商品を手掛けている
事業者でも、防災関連のシーンで使えないか
という視点で、新たな価値をつくれないか見
直してみてはいかがでしょうか。

◇渡辺 和博／わたなべ・かずひろ
１９８６年筑波大学大学院理工学研究科修士
課程修了。同年日本経済新聞社入社。全国各地
のものづくり企業、自治体、地域商社やＤＭＯ
などを取材、地域に持続的に稼げるビジネスを
つくることをテーマにした著書『地方発ヒット
を生む逆算発想のものづくり』がある。全国の
商工会議所などで地域活性化や名産品開発を支
援する講演などを実施している。
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小千谷商工会議所

伴走型小規模事業者支援推進事業が国より採択されました
当所では、小規模事業者の事業の持続的発展を支援するため、商工会議所が小規模事業者の事業計画の策定やその着実な実施、展示会等
への出展による販路開拓支援等についての取組をまとめた経営発達支援計画について、平成26年度に経済産業大臣による認定を受けま
した。この度、経営発達支援計画に基づく本年度の伴走型事業者支援推進事業を申請して国より採択を受け、下記の事業を実施すること
となりました。事業者の皆様より積極的にご活用いただきますようお願い申し上げます。

後継者・若手経営者育成支援事業
○経営者育成塾（長岡大学・小千谷商工会議所 連
携企画）
11月～12月頃開催予定 毎週１回開催、全６回
午後７時～午後９時（予定）
昨年度に引き続き長岡大学との連携事業として、
主に若手経営者や後継者、幹部候補経営者を対象と
した経営者育成塾を開催します。新型コロナウイル
ス感染の状況下で、企業には「withコロナ」の時代
に対応した事業計画や資金繰り計画の策定・見直し
が求められています。セミナーを通じて、こうした
経営者に必要な基礎知識と考え方を身につけます。

創業支援事業
○創業塾
11月２日
（月）
、９日（月）、16日（月）19時～ 21時
11月21日
（土）13時～18時 全４回
講師：小松 俊樹 氏（中小企業診断士）
中小企業診断士による創業者・第二創業者を対象
とした創業塾を開催します。創業成功のポイントや
マーケティングについて学び、創業に向けた事業計
画の作成を行います。また、金融機関と連携して創
業資金についてもサポートします。本事業を受講す
ることで市の開業応援補助金の上限額が増額されま
す。

販路開拓支援事業
「withコロナ」の時代でも売上を伸ばしていく為の
セミナーと個別支援を実施します！
○オンライン商談実践セミナー
９月８日
（火）
、15日（火）14時～16時
全２回＋個別支援
展示会出展や企業訪問が困難な現在の状況下で、

既存顧客への営業や新規の販路開拓を実現する為の
オンライン商談実践セミナーを開催します。セミ
ナーではZOOMなどオンラインツールの基礎知識
や活用方法、オンライン商談を成功させる為のノウ
ハウを身につけます。セミナー終了後には希望者に
オンライン商談ツールの導入や実践の個別支援を実
施します。詳細は会報今月号の折込みチラシをご確
認ください。
○プレスリリースセミナー
10月～11月開催予定 全２回＋個別支援
自社の商品やサービスを雑誌や新聞、テレビなど
のパブリシティで紹介してもらう為の手法を学ぶプ
レスリリースセミナーを開催します。プレスリリー
スを実践することで、費用をかけずに自社の認知度
や売上の向上につなげます。セミナー終了後には希
望者に自社のプレスリリース発信の個別支援を実施
します。
○売れる仕組みづくりセミナー
12月～１月開催予定 全２回＋個別支援
主に小売・飲食・サービス業などの消費者向けの
業種を対象とした「売れる仕組みづくりセミナー」
を開催します。新生活様式の下でも費用をかけずに
売上を伸ばしていく為のECサイトやSNS等を活用
したマーケティング施策について学びます。セミ
ナー終了後には希望者に自社に合ったマーケティン
グツール導入などの個別支援を実施します。
※本年度事業は新型コロナウイルス感染拡大の状況
により、オンライン配信に切り替えて実施するこ
とがございます。
※本年度は新型コロナウイルス感染予防の観点から、
展示会出展支援事業は実施しません。

小千谷商工会議所の各種共済に加入しましょう。
濡
地震危険補償特約
補償先：関東自動車共済協同組合

新潟県火災共済協同組合 TEL.(025)201-6502

〒951-8063 新潟市中央区古町通七番町1010番地 古町ルフル9階
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「花火が上がり人々の顔光る」
８月１日、市内４カ所での元気玉リレー花火打ち上げとともに
「おぢや産花火打ち上げプロジェクト」
（小見山紘喜代表）はスター
トしました。皆様のご理解・ご協力に感謝申し上げます。
COVID 19（新型コロナウイルス感染症）の退散を祈願する花火
に続いて、プロジェクトの取り組みはさらに２つ。市内外からプライ
ベート花火を受け付ける「ハナビの窓口」。そして、市内２カ所一
斉打ち上げの祝成人花火企画「2020の笑顔を20に」。この３本柱を
軸に、花火でまちの活力を刺激しようという取り組みです。
市も観光協会も、経済人も本腰を入れた一大プロジェクトですが、
実は、市民有志をきっかけに、様々な関係者の思いを乗せ、協力の
輪が広がっています。成人式は11月に再延期されましたが、祝成人
花火は９月20日の打ち上げに向け、市民から協賛を募っています。
思えば、花火に様々な思いを込め、市民が総参加で花火スポン
サーとなってきた小千谷は、よそから見れば不思議なまちです。花
火に込める思いがその人、その年によってバラエティに富む。だか
らこそ、この大変な2020年に打ち上がる花火もまた、時代を映し出
します。私たちは今、どんな思いで夜空を見上げているでしょうか。
この文章の題名とした「花火が上がり人々の顔光る」は、晩年の
西脇順三郎先生がこのまちの花火を詠んだ詩の一節です。花火は、
夜空の暗闇をひととき明るく、鮮やかに、まちと見上げる人々を照ら
します。花火を見上げる時、実はあなたの表情も明るく光っている
ことでしょう。このまちの花火にはそんな不思議な力があるのです。
この文章を最後までお読みくださった皆様からの力強いご支援を
よろしくお願いいたします。
おぢや産花火打ち上げプロジェクト事務局 佐藤瑞穂（㈱小千谷新聞社）
＜お問い合わせ＞

小千谷観光協会

電 話：0258−83−3512
ＦＡＸ：0258−83−0871
メール：kanko@city.ojiya.niigata.jp

新型コロナウイルスの影響で全国的にお祭りが中止になり、
市内のお祭りも同じく中止に追い込まれた。そんな中「花火
で片貝を元気にしたい」と、地元の有志が花火による町おこ
しプロジェクト『みんなの想いが花咲くまち片貝プロジェク
ト』を立ち上げた。
このプロジェクトは「三密を避けつつ、オーダーメイドの
プライベート花火を打ち上げる」というのが大きな特徴であ
り、その特徴から現在では市内に留まらず全国から打ち上げ
の依頼が殺到しているとのこと。
プロジェクトを立ち上げた 片貝花火サポーターズ倶楽部
代表の安達靖さんは花火の大ファンであり、花火による片貝
活性化へ向けての活動を昨年の秋頃から有志の方々と共に
行ってきた。年末年始に打ち上げられていた花火に初めて協
賛を募り、今春にも花火の打ち上げを企画していた矢先での
新型コロナウイルス。春の花火打ち上げはおろか、片貝まつ
りも中止になってしまった。
来年以降も片貝花火を継続できるようにと
（有）
片貝煙火工
業を サポート する意味を込めて 片貝花火サポーターズ
倶楽部 を発足。
「プロジェクトの主役は片貝煙火工業と打ち
上げられる花火。自分たちはあくまでもサポートをしている
立場である。
」と安達代表は語る。
小千谷では他にも様々な花火打ち上げ企画がはじまってい
るが、大切な記念日や誕生日にあなただけに打ち上げられる
特別な花火はこのプロジェクトだけだ。プロジェクトは10月
まで行っているとのこと。この機会にぜひ、自分だけの花火
を打ち上げてみてはいかがだろうか。

製造

小売

サービス
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（増加・好転などの回答割合）
−
ＤＩ＝
（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。

策の政策効果や、過剰在庫の解消
による生産回復を期待する声が多
く聞かれる。一方、東京などの都
市部を中心に新型コロナウイルス
の感染者が増加していることから、
新たな感染拡大や影響の長期化へ
の警戒感が強まっており、新規採
用や設備投資を見送る企業もみら
れるなど、先行きに対して慎重な
見方が続く。
北陸信越の全産業の業況ＤＩは、
改善。小売業では、感染拡大防止
に向けた販促活動の制約もあり、
例年に比べ夏のセールの売れ行き
は鈍いものの、特別定額給付金の
後押しもあり、家具や家電販売な
どに動きが見られ、売上が改善し
た。また、卸売業では、日照不足
による農産物の生育不良を指摘す
る声が聞かれたものの、飲食料品
を扱う小売業や飲食業からの受注
が持ち直し、売上・採算ともに改
善した。
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全国商工会議所早期景気観測

建設

卸売

CCI－LOBO

業況ＤＩは、
持ち直しの動きも、
依然厳しい状況
先行きも感染拡大の警戒感強く、
慎重な見方続く

全業種

片貝花火サポーターズ倶楽部

電 話：0258 − 94 − 5125 (代表 安達靖)
ＦＡＸ：0258 − 84 − 3516 (㈲片貝煙火工業)
メール：katakaihanabiclub@gmail. com

全産業合計の業況ＤＩは、▲
５９．３（前月比＋３．５ポイン
ト）。
経済活動の再開に伴い、客足が
戻り始めた小売業や、公共工事の
発注が再開した建設業に下支えさ
れ、持ち直しに向けた動きがみら
れる。一方、新型コロナウイルス
の感染が東京などの都市部を中心
に拡大傾向にあることから、観光
関連では依然として低調な動きが
続く。製造業でも、一部で生産が
再開されつつあるものの、過剰在
庫の状況から脱しておらず、弱さ
が残る。また、各地で発生した豪
雨災害による生産・物流の停滞や、
日照不足による野菜の高騰などの
下押し圧力もあって、中小企業の
景況感は、厳しい状況に変わりは
なく、回復に力強さを欠く。
先行き見通しＤＩは、▲５３．
２（今月比＋６．１ポイント）。
国・自治体による国内旅行喚起

（前年同月比）の推移
産業別業況Ｄ
Ｉ
北陸信越ブロック
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＜受付・お問い合わせ＞

7月28日記者会見にて
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伝 統を明日に繋げる
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シージャーツァイ

２０１７年に小千谷商工福祉会館１階にオープンし、その後わず
い想いを語っていただきました。

か３年で今回の ＂
ビブグルマン＂ に輝く。店主 目﨑将光さんに熱

小千谷で店を構えるまでに、様々な名店で経験を積んでまいりました。しかし大きな転機と
なったのは香港でのミシュラン店勤務だったと思います。
中国料理の本場で「日本人の作った中国料理」がどれほど通じるのか、当時の自分の実力でど

「川上うなぎ」

１９８５年創業。２００４年の中越
大震災を機にお店を桜町に移転。地
元はもちろん、県外からも多くの方
から愛され、連日盛況。今回のミシュ
ラン掲載についてお聞きしました。

――震災を機にそれまでお店を構えていた東山から桜町へとお店

不安は正直ありました。東山でお店を続けようかと何回も考え

を移された際、なにか不安はなかったのでしょうか。

てみましたが、当時から県外のお客さんにもお越しいただいて、

こまでできるのか試してみたいという気持ちで香港へ渡り、現地のスタッフたちと協力してミ
シュランガイドで星を受賞することができました。ミシュランガイドといえば世界基準で料理人

取
｢ 材をさせて

掲載はないと思ったのに、発表当日にお

あ っ て お 断 り さ せ て い た だ い て。 だ か ら

ほ し い。 ｣と 来 た ん で す が、 ち ょ う ど 昼
時でお客さんがたくさん来ていたことも

ランの方が名刺を持って

て い な か っ た で す よ。 去 年 の 夏 に ミ シ ュ

実はミシュランに掲載されるとは思っ

がですか。

――店舗や客層の変化など様々なことを経ての今回の掲載はいか

ターチェンジからも近いここに店を構える決意をしました。

それならより多くの方に美味しいうなぎを食べて貰おうとイン

香港から帰国後もこれまでお世話になった方々から、料理人として

にとっては最高の名誉であり、この時あらためて「ミシュラン」の凄さを実感しました。
迎えたいとお声がけいただいたんですが、小千谷に帰ってきたときに
小千谷商工福祉会館１階のテナントが空いていることを知ったんです。
縁のようなものを感じてテナントに応募し、
「中國私家菜むうちい」を
オープンしました。初めての自分のお店でしたが、お客様ひとりひと
りに合わせた味付けを調整してお出しするスタイルが口コミで広まり、
たくさんのお客様から愛され、お店は軌道に乗り始めました。小千谷
でもミシュランへの想いは捨てず、時には海外へ食材の買い付けや本

しかし、今度は料理だけではない「経営者」としての壁に直面することになりました。これま

場の味を学びに行き、試行錯誤をしながらお店を運営してきました。
で経営者としての経験がなく、小千谷商工会議所様に相談したところ、経営についてのいろはを
一から丁寧に教えていただき、大変助かりました。経営者としてはまだまだ勉強の身ですが、商

感も湧かなかったです。

――最後に今回の受賞を受けて心境の変化などがあったら教えて

本町2–1–5 小千谷
商工福祉会館1階

営業

17:00～

定休日

不定休

メニューについては
相談に応じます

ミシュランを受けて変わったものは特にありません。毎日来て

ください。

住所

定休日

月曜日（月曜祝日の
場合は翌火曜日）

くださるお客さんに美味しいものを食べていただく、という事を

電話番号

0258–82–7762

住所

桜町5136–4

営業

11:00～14:00

出せない中国料理を追求してまいります。

0258–89–8151

精一杯やっていくだけです。

――本日はお時間をいただき、ありがとうございました。

川上うなぎ

ちをいくら語っても足りません。この気持ちとミシュランへの誇りを胸に「小千谷」で私にしか

できました。この称号は私ひとりだけでは叶わなかったと思っております。料理を「美味しい」

多くの方に愛される「うな重」

と言ってくださるお客様、経営のアドバイスをいつでもくださった商工会議所様への感謝の気持

日々勉強のなか、この小千谷でミシュランガイド様から ＂ビブグルマン＂ の称号を頂くことが

工会議所様から多くを学びながら今も経営に取り組んでおります。

知った感じなんですよ。だから当初は実

客さんが ミ
｢シュラン載ってるよ！ ｣と
花 を 持 っ て 来 て、 そ れ で や っ と 受 賞 を

要予約のフカヒレの姿煮

みなさんに支えられながらミシュランを獲ることができましたが、これで終わりではありませ

電話番号

ん。ミシュランを維持すること、上のランクを目指すこと、新たな挑戦の日々が始まったに過ぎ
ミシュランは大変な名誉である一方で

中國私家菜
むうちい

ません。
一生背負い続けなければならないもので
もあります。この名誉に負けぬように私
は今日も戦い続けます。
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「中國私家菜
むうちい」

ミシュラン掲載店インタビュー

家賃支援 給 付 金 に つ い て
５月の緊急事態宣言の延長等により、地代・家賃（賃料）の負担を軽減する給付金です。７月14日（火）より
申請を開始しています。

支給対象（①②③すべてを満たす事業者）
①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者※
※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象。
②５月～12月の売上高について、１ ヵ月で前年同月比▲50％以上または、連続する３ ヵ月の合計で前年同
期比▲30%以上
③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い

給付額
法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給。
算定方法
申請時の直近１ ヵ月における支払賃料（月額）に基づき算定した給付額（月額）の６倍

法

人

個人事業者

支払賃料（月額）

給付額（月額）

75万円以下

支払賃料×2/3

75万円超

50万円＋［支払賃料の75万円の超過分×1/3］
※ただし、100万円（月額）が上限

37.5万円以下

支払賃料×2/3

37.5万円超

25万円＋［支払賃料の37.5万円の超過分×1/3］
※ただし、50万円（月額）が上限

申請に必要な書類



以下の書類をご用意いただき、電子申請をいたします。
①賃貸借契約の存在を証明する書類（賃貸借契約書等※１等）
②申請時の直近３ヵ月分の賃料支払実績を証明する書類※２
（銀行通帳の表紙及び支払実績がわかる部分の写し、振込明細書等）
③本人確認書類（運転免許証等）
持続化給付金と同様
④売上減少を証明する書類（確定申告書、売上台帳等）
※１
※２

申請者ご自身の名義で契約されていること、2020年3月31日と申請日の両方で有効なものであることが必要ですが、例外によっ
て申請ができる場合もあります。
賃貸人（かしぬし）から支払いの免除または猶予を受けている場合や滞納をしている場合も例外によって申請ができる場合もあり
ます。

家賃支援給付金申請サポート会場も開設中
家賃支援給付金の申請サポート会場は「完全事前予約制」です。
予約方法は、①Ｗｅｂ予約②電話予約の２つの方法があります。
①web予約 「家賃支援給付金HP」から予約 https://yachin-shien.go.jp/support/index.html
②電話予約 「申請サポート会場電話予約窓口」0120－150－413（9：00～18：00 土日祝を含む）
＜申請サポート会場＞
小千谷会場：施設名 「小千谷市民学習センター楽集館、３Ｆ 第3学習室」
住 所 小千谷市上ノ山4－4－2
ＴＥＬ 0258－82－8282（会場がわからない等、緊急時にご利用ください）
開設日 ７月31日（金）～８月31日（月）
定休日 ８月４日（火）、毎週水曜日
時 間 10 : 00～18 : 00

相談ダイヤル

家賃支援給付金コールセンター

0120－653－930（平日・土日祝日8:30～19:00）
おぢや
会議所だより
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持続化給 付 金 に つ い て
売上が前年同月比 50 ％以上減少している事業者の方は、

事業の継続を下支えし、事業全般に広く使える給付金を申請できます。
（令和3年1 月15日まで申請が可能です。）

給付内容
上限

中堅・中小企業、
小規模事業者

200 万円

フリーランスを含む個人事業者

上限

100 万円

給付額：前年の総売上（事業収入）－（前年同月比▲50％月の売上×12か月）
給付対象の主な要件
①新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50％以上減少している事業者。
②2019年以前から事業による事業収入（売上）を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者。
③法人の場合は、
（Ⅰ）資本金の額または出資の総額が10億円未満、又は、
（Ⅱ）上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2,000人以下である事業者。
※６月29日から「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者」「2020年１～３月に開業した事
業者」の申請受付を開始しました。詳細は、「持続化給付金事務局HP」（https://www.jizokuka-kyufu.jp）を
ご覧ください。

持続化給付金申請サポート会場引き続き開設
持続化給付金申請サポート会場小千谷会場は先月21日で閉設しましたが、長岡会場が引き続き
開設しております。申請サポート会場は「完全予約制」ですので、事前予約が必要となります。下
記の方法からご予約ください。
＜申請サポート会場＞
長岡会場：
「ハイブ長岡、２Ｆ特別会議室」（会場コード：1510）
住 所 長岡市千秋3–315–11
ＴＥＬ 0258－27－8812（会場がわからない等、緊急時にご利用ください）
休館日
時 間

８月20日
（木）、毎週日曜日
9:00～17:00

＜予約方法＞
Web予約

電 話 予 約 （自動）

電 話 予 約 （オペレーター）

「持続化給付金HP」
から予約
https://www.jizokuka-kyufu.jp

申請サポート会場
受付専用ダイヤル
0120 - 835-130 (24時間対応)

申請サポート会場
電話予約窓口
057- 077- 866 (9:00~18:00)

※電話予約には会場コードが必要となります。

持続化給付金事業コールセンター

0120－115－570

IP電話専用回線

03 － 6831－ 0613

お電話は大変込み合うことが予想されますので、ホームページやFAX、LINEもご活用ください。

【８月中】

8：30～19：00（全日対応）

〔受付時間〕【８月以降】8：30～19：00（土・日祝を除く）

LINEでも

お問い合わせを
受け付けて
います。
LINE ID：@kyufukin_line

※コールセンターでは、不正受給の内部通報にも対応しています。

おぢや
会議所だより
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制度改正に伴う専門家派遣等事業

新生活様式対応『店舗演出セミナー』
を
オンライン形式にて開催
去る７月29日
（水）
に当所３Ｆホールにて「新しい生活
様式の中でも売上UPにつなげる！店舗演出・空間の作
り方」と題し、新型コロナウイルスによる新しい生活様
式の中でも、店舗売上を上げていく為の店舗演出セミ
ナーを開催しました。
当初は東京より講師の小林 暢世 氏をお招きしてご講
演いただく予定でしたが、東京を中心とした新型コロナ
ウイルス感染の再拡大を受け、ZOOMによるオンライン
配信に切り替え、当日は会場スクリーンに講師の映像を
映して講義を行いました。
研修の始めでは新生活様式での店舗運営に必要な基本
的な対策と新生活様式の中でも売上を上げていく為の店
舗運営アイディアについて解説し、感染対策や新しい店
舗運営策を講じた上で、それをお店の付加価値としてお
客様にPRしていくことが重要だと説明されました。
続いて自店への集客手法について、「あなたのお店に
お客様が来店する理由」の５つの特徴や、選ばれて売れ
る為の「視覚的な販売計画」の考え方、再来店の仕組み
作り、店舗演出手法等について具体例を挙げながら分か
りやすく解説していただきました。
本年度の当所セミナー事業では、今後は県内講師を招
いた現地開催を基本としながらも、感染拡大の際には会
議所でのオンライン放映や参加者の皆様へのオンライン
配信などの対応をしながら進めてまいります。是非多数
のご参加をよろしくお願いします。

地域おこし協力隊

牛久保くんのコラム

牛久保はミタ !!

「祭 りの 話し 」
昨年のおぢやまつりの総集編動
画を作りました。
なるべく多くの人を入れようと
した結果、曲調に合わないアップ
テンポなちぐはぐな作りになって
しまいましたが、今まで作ってき
た中で一番思い入れのある作品に
なりました。
８月１日に市内一斉に上がった花火であったり、
様々な制限の中でなんとか元気が出る事をしたいとい
う動きが形になってきています。
昨年の祭り前の取材で小千谷煙火興業の瀬沼さんが
「花火を見て
『また明日から頑張れるかもしれないな』
と思ってもらえる事が花火師冥利に尽きる」と仰って
いました。
花火も祭りも含め楽しみな事って人それぞれあると
思うんです。コンサートであったり、飲み会であったり、
旅行であったり、それぞれ生活の糧になってまた頑張
れる気がします。
カメラは起きた過去しか写せませんが、誰かにとっ
て楽しみな事になれる。そんな動画を小千谷で作れた
のはおぢやまつりがあったからでした。
８月16日、万灯が動きます。また誰かにとって楽し
みな動画を作って、灯を次のおぢやまつりに繋げたい
と思います。
おぢや放送室始まって最初のインタビューは「万
灯ってなんですか？」でした。１年越しにまた１つの答
えが見つかりそうな気がしています。

事業承継のお悩みは

「新潟県事業承継ネットワーク」におまかせください
新潟県事業承継ネットワークでは、県内各地にブロックコーディネーターを配置し、円滑な事業承継
に向けて、商工団体や公的支援機関、士業団体等と連携して事業承継に関する様々なお悩みを解消す
るために活動しています。（経済産業省の「プッシュ型事業承継支援高度化事業」です。
）
また、経営者保証を理由に事業承継でお困りの事業者に対しては、令和２年４月より事業承継時の経
営者保証解除について、経営者保証コーディネーターによる新しい支援制度がスタートしました。
まずはお近くの商工団体、または新潟県事業承継ネットワーク事務局にご相談ください。県内に配置
したブロックコーディネーターあるいは経営者保証コーディ
ネーターがご相談に応じます。業種、規模を問いません。もち
ろん相談は無料です。
〒950-0078

新潟市中央区万代島５番１号 万代島ビル19F
ブロックコーディネーター
経営者保証
（中小企業診断士）
コーディネーター

井上

芳

大森幹夫

新潟県事業承継ネットワーク事務局

TEL 025-250-6034 E-mail shokei@nico.or.jp

おぢや
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第12 回おぢやまちゼミ
おぢやまちゼミの会（風間正徳会長）では、11月
２日（月）〜11月29日（日）に第12回おぢやまちゼミを
実施することに決定いたしました。コロナ禍での開
催となりますが、様々な感染予防対策を講じての開
催となります。
また、今回は従来のまちゼミと新しくZoom、
YouTubeを使用した「リモートまちゼミ」、新型コ
ロナウイルスの影響を受けた市内事業所を応援する
ための「商店PR広告」を加えた３つの事業を中心
に据えて実施していきます。
参加申し込みは９月18日（金）まで受け付けており
ます。ご興味のある方はぜひ一度事務局までご連絡
ください。
また８月６日に行われました事前説明会に参加す
ることができなかった方も、リモートまちゼミの実
施方法や新型コロナウイルス感染拡大防止策を踏ま
えたまちゼミ参加についての説明を個別にて対応さ
せていただきますのお気軽にご連絡ください。

参加店募集中 !
〜第12回まちゼミ事業について〜
①まちゼミ（従来通りのまちゼミ）
②リモートまちゼミ（Zoom、YouTube
を使用したまちゼミ）
③商店PR広告（第12回まちゼミ紙面にて
掲載をします）
・①〜③いずれかの方法で参加できます。
・①と②の併用は可能ですが、③は他と併用でき
ません。
参加料：１講座3,000円
※追加１講座につき1,500円
※新規参加店舗は無料です。
〈お問い合わせ〉
事務局 小千谷商工会議所
TEL：83−1300 FAX：83−3632
Mail：machizemi@ojiyacci.org

おぢやまちゼミではHP、Facebookでも情報を発信しております。
HP：https://www.ojiya-machisemi.com/
Facebook：https://www.facebook.com/おぢやまちゼミ-1645030042440145/

創立70周年
記念式典・祝賀会
中止のご案内
本年11月６日（金）に開催を予
定しておりました「創立70周年
記念式典・祝賀会」は、新型コ
ロナウイルス感染症拡大により、

み なで乗り越えよ

『おぢやお得な応援券』

販売状況

「おぢやお得な応援券」は７月31日で販売を終了いたしました。販売
セット数は9,326セット（額面総額6,995万円、全体の約36％）で、取扱店
でご利用いただいております。
残った応援券は８月25日より追加販売を行います。追加販売の方法は、
商工会議所ホームページや広報おぢや８月25日号でお知らせしますので
ご覧ください。
なお、取扱店は７月31日現在98店舗になりました。新たに登録された
取扱店は以下のとおりです。
金寿司(片貝町)
魚滝(吉谷)
グリーンパーク(城内)
古民家民宿おっこの木(真人町)
オヂヤバルMOB(城内)
スナックカローラ(本町) 青い鳥(城内) 小料理かげ山(本町)

誠に残念ですが、中止とさせて
いただきます。
なお、ささやかではあります
が、会員の皆様へ「創立70周年
記念事業の記念品」を配布させ
ていただきますので、宜しくお
願い申し上げます。

おぢや
会議所だより
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令和２年度

会員増強運動について

今年度は、「会員拡大委員会」を組織して会員増強運動を実施する予
会
委 会
組
会
施
定でしたが、「会費検討委員会」を設置して会費基準の見直しが行われ
ることになりましたので、会員拡大委員会による会員増強運動は次年度
になることが常議員会で承認されました。
しかしながら、現在も会員数は減少し続けていることから、今年度は
職員が未加入事業所に対して商工会議所会員のメリットや支援事業につ
いて周知を行い、加入を働きかけてまいります。

〜高卒予定者の早期の求人申込みを〜
市、管内２高校、長岡公共職業安定所が当所へ要請
７月15日に市長、小千谷高等学校長、小千谷西高等学校長、長岡公共職業安定所長が来所され、小宮
山会頭へ早期求人申込みに関する要請書が渡されました。
先方からは、長岡公共職業安定所管内の令和３年３月新規高等学校卒業者の求人申込みが、新型コロ
ナウイルス感染症拡大の影響等で、事業活動を縮小せざるを得ない企業も見受けられ、現時点において
前年度よりも減少している。高校側では、新型コロナウイルス感染症の影響で休校期間があったことが、
生徒が不安を抱えたり、不十分な準備のまま就職活動にのぞむことを懸念している。そのために、生徒
が希望や適性にあった就職を実現でき、ミスマッチによる早期離職を防ぐ観点から、国では高校生の就
職活動開始時期を通常の時よりも遅らせて、生徒が安心して就職活動ができるよう配慮している。変更
点は、（１）学校から企業への生徒の応募書類提出の開始９月５日→10月５日へ１か月後ろ倒し。
（２）選
考開始期日、採用内定の開始９月16日→10月16日へ１か月後ろ倒しである。商工会議所からこの状況を
考慮いただき、会員企業へ早期の求人申
込みをいただくよう周知をお願いしたい
との説明がありました。
当所といたしましても、会員企業にお
かれましては、新型コロナウイルス感染
症の影響が大きく大変のことと存じます
が、まだ求人申込みをされていない方に
おかれましては、早期に求人申込みにご
協力いただきたくお願いさせていただき
ます。生徒へ応募先を十分に検討できる
機会を提供することで、地元企業への就
職につなげることが大変重要であります
ので、宜しくお願い申し上げます。

FAX 番号を変更されたときは
お知らせください

事業所向けの大切なお知らせを
ＦＡＸでお送りしています
小千谷商工会議所では、会員事業所への緊急性の
高い重要なお知らせや会員アンケート調査を
「FAX
一斉送信」でお送りしていますが、エラーで届かな
い事業所が見受けられます。FAXを新規導入したり
番号を変更されたりしたときは、小千谷商工会議所
(☎ 0258−81−1300)までご連絡をお願いします。
最近一斉送信したお知らせ (新型コロナウイルス関連)
・会員緊急アンケート調査
・持続化給付金について
・新潟県「事業者に対する協力金の支給について」ほか
・小千谷市「経営維持支援事業」ほか
・おぢやマスクプロジェクト「マスク購入のご案内」

小千谷高等学校の竹内校長（左）から、小宮山会頭へ
早期求人申込みに関する要請書が渡される

会員
限定

料金半額 !!

会議所だよりでは、会員限定で会報チラシ折込サー
会員限定で会報チラシ折込サ
ビスをご用意しております。
通常、折込１回11,000円(＋税)のところを半額の
5,500円(＋税)で行っております。
12月号までの期間限定ですので、この機会にぜひ
会報折込サービスをご活用ください。

5,500
5, 50
00円

（＋税）

!
期間限定

◆チラシの中に小千谷商工会議所
さらに
会員向けの特典を設定

10 ％割引

※折込サービス・割引サービスをご利用いただくには、
事前にお申込みが必要です。
お申込み・お問合せは商工会議所まで（☎81−1300）

おぢや
会議所だより
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7月末会員数 938
■事業所名変更

(新）㈱小柳コーポレーション 小千谷本店（7月1日付）
(旧）㈱阿部電機興業小千谷本店

■代表者変更

広司

㈱草野商店（6月27日付）
（新）
草野 一史
（旧）
草野

信

書道家 武田

㈲小木建設（2月25日付）
（新）
長島 政範
（旧）
木村

双雲

㈱小柳コーポレーション 小千谷本店（7月1日付）
（新）
水内 賢一
（旧）
田巻
尚
代表者の変更や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
（８月～９月）

正副会頭会議

８月

４日

日商ネット検定

ビジネスキーボード

４日

12

検定

第 回まちゼミ事前

経営相談会

６日

初級原価計算講習会

初級原価計算検定試験

正副会頭会議
うまいもの祭出展者
会議
店舗ＰＲ動画制作講
座（第３回目）

鉄工電子ゴルフコンペ

県連運営委員会・Ｂ
ＷＣ表彰式
会員ゴルフ大会
小千谷鉄工電子協同
役員会

日商委員会
発明工夫・模型工作
展審査会
経営相談会
日商通常会員総会
第４回ながおかビジ
ネスマッチング
日商ｗｅｂ特別セミ
ナー
鉄工３団体ゴルフコ
ンペ
常議員会

「令和２年度秋季経済講演会」
開催中止のお知らせ
毎年10月に開催しております「秋季経済講演会」
につきまして、新型コロナウイルス感染症拡大によ
り、誠に残念ですが今年度は開催を中止することに
なりました。
楽しみにしていた会員皆様には、ご迷惑をおかけ
することとなりますが、何卒ご理解いただきますよ
うお願い申し上げます。

会報本誌に掲載

◇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/

９月

１日
１日

１日

２日
３日

６日
７日

日
日
日

15 15 12

説明会

日

店舗ＰＲ動画制作講

女性会役員会

日

日
日
日

16 16 15

７日

日

初級原価計算講習会

日

18

18 18 18
座（第１回目）

日

店舗ＰＲ動画制作講

日

日

26

座（第２回目）

女性会 市議会議員

との懇談会
29

日

25 20

日

26

目の前のこ と に と ら わ れ て 、
遠くから自 分 を 観 る こ と を 疎 か に し て し ま う 。
より遠くか ら 今 を 観 よ う 。

会 員 情 報

検定の受付期間が変わります
新型コロナウイルス感染症の影響により検定当
日時点での感染状況が見通せない中、できる限り
全国における受験申込期間を統一いたしたく、以
下の通り、変更させていただきます。
検定

試験日

申込受付期間

簿記検定

2020年
10/１㈭～10/19㈪
11月15日㈰ (変更前 ９/７㈪～10/16㈮)

珠算検定・
暗算検定

2020年
９/７㈪～９/24㈭
10月25日㈰ (変更前 ８/17㈪～９/24㈭)

		
受験を予定されている皆様におかれましては、
ご迷惑をおかけしますが、ご理解賜りますようお
願い申し上げます。

お ぢ や 会 議 所 だよりアンケートについて
小千谷商工会議所では毎月発行しております「おぢや会議所だより」の紙面刷新を考えております。つき
ましては会員事業所の皆さまから今月号に挟み込まれております回答用紙をご記入いただき、８月31日(月)
までに小千谷商工会議所へFAX（0258−83−3632）またはメール（soumu@ojiyacci.org）にてお送りくだ
さい。
より良い紙面づくりのためご協力をよろしくお願いいたします。

おぢや
会議所だより
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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

【個人情報保護委員会】
「個人情報の取扱いに関する
ヒヤリハット事例」の動画を
公開しました

主な内容

お問合せ先

【政府インターネットテレビ】
最近、自分の個人情報が適切に取り扱われているか
「個人情報の取扱いに関するヒヤリ
気にされる方が増えており、誤った対応をしている
ハット事例」：
と会社や店の信用が低下するなど思わぬ損害につな
https://nettv.gov-online.go.jp/
がってしまうかもしれません。個人情報保護委員会
prg/prg20716.html
では、主に中小・小規模事業者の業務における個人
【個人情報保護委員会】
情報の取扱いで発生しやすい３つのヒヤリハット事
中小企業サポートページ：
例について、ドラマ仕立てで分かりやすく解説した
https://www.ppc.go.jp/purpose/
動画を政府インターネットテレビで公開しています。 SMEs/

【厚生労働省】
「就業環境整備・改善支援事業」
・基礎的な労務管理習得
のためのセミナー■
・過重労働解消のための
セミナー■■■■■
開催について■■■

事業場における適正な職場環境形成に向け、労働者
を雇用する上で必要な労働時間、休日、賃金等労務
管理および労働災害防止のための安全衛生管理など
に関する知識習得のため、専門家によるオンライン
セミナーを開催します。（受講料無料）
事業の詳細及びお申し込みについては右の広報用
HPに掲載されています。

【厚生労働省】
「就業環境整備改善支援セミナー」
ホームページ：
https://shuugyou.mhlw.go.jp/
shuugyou.html
「過重労働解消のためのセミナー」
ホームページ：
https://shuugyou.mhlw.go.jp/
kajuuroudou.html

【厚生労働省】
「障害者雇用に関する優良な
中小事業主に対する認定制
度」について

本制度は、雇用する労働者が300人以下の中小事業
主が障害者雇用に対し一定の基準を満たす場合、厚
生労働大臣から「認定」を受けることができるとい
うものです。認定事業主になるには、法定雇用率を
達成しており、障害者雇用の取組みや成果、情報開
示といった認定基準項目において一定の点数を得る
等の要件があります。

【厚生労働省】
障害者雇用に関する優良な中小事
業主に対する認定制度：
https://www.mhlw.go.jp/stf/
monisu.html

【法務省】
在留資格認定証明書に係る
新たな取扱いについて

「在留資格認定証明書」について、通常の有効期間
は「３カ月間」であるところ、新型コロナウイルス
感染症の影響により、当面の間「６カ月間」に延長
となっておりましたが、６月 26 日より、2019 年
10 月１日～ 2021 年１月 29 日までに作成された
ものについては、入国制限措置が解除された日から
６カ月または 2021 年４月 30 日までのいずれか早
い日まで有効となりました。当該変更により、上記
期間が過ぎるまで、在留資格認定証明書をビザ等の
申請に使うことができるようになります。

【(公財)産業雇用安定センター】

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。

【法務省】
在留資格認定証明書の有効期間
に係る新たな取扱いについて：
www.moj.go.jp/content/
001316712.pdf

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

！
ルしました コロナウイルスに係る最新情報はホームページをご覧ください。
リニューア
当所ホームページにて、経済産業省・厚生労働省などの国、新潟県、小千谷市のほか、関連機関のコロナ
対策情報や支援策などを随時アップしております。新型コロナウイルス感染症情報を見やすくレイアウト
を変更、またスマートフォンやタブレットからも当所のホームページはとても見やすくなりましたので、
ぜひご活用ください。

小千谷商工会議所ホームページ

ＵＲＬ

https://www.ojiyacci.org

おぢや
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