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第２７回会員ゴルフ大会開催

新型コロナウイルス感染症対策のために
検温をさせていただきました
詳細は 2 ページに記載
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第１回会費検討委員会を開催
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まちゼミ店舗PR動画制作講座～YOUTUBE編～
ものづくり・商業・サービス補助について
雇用調整助成金特例措置の期限延長
地域おこし協力隊牛久保くんのコラム「牛久保はミタ！」

新規会員募集中！
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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

小千谷市議会議員と小千谷
商工会議所女性会との懇談会
「ウィズコロナ・アフターコロナにおける
地域や経済の活性化」について意見交換
去る８月26日
（水）
、商工会議所女性会（髙野千佳
子会長）が商工会議所において小千谷市議会議員と
の懇談会を開催し、市議会より長谷川有理氏と森本
恵理子氏の女性議員２名と、女性会会員19名が出席
しました。
まず始めに最近の議員活動の報告をいただいたあ
と、
「ウィズコロナ・アフターコロナにおける地域や
経済の活性化」をテーマに、感染症による経済や暮
らしへの影響、若者の人口流出や小千谷の情報発信
など、様々な課題について意見交換を行いました。
議員のお二人からは、新型コロナウイルス感染症
の流行が続く中、対策を講じるとともに、市民や事
業者の前向きな取り組みを後押しする政策を提案し
たいという意見をいただきました。ピンチをチャン
スに、感染症に負けず、小千谷の更なる発展のた
め、有意義な懇談ができました。

第１回会費検討委員会を開催
去る８月26日
（水）
、午後２時より当所大ホールに
おいて、第１回目の会費検討委員会を開催した。同
委員会は、会費基準表を制定してから30年近くが経
過していることから、計算方法を見直し、小宮山会
頭へ答申することを目的に設置された。
同委員会では、まず委員長に木村 学氏
（副会頭）
、
副委員長に浅田正平氏（常議員）を選任したあと事
務局より現在の会費徴収状況及び県内各商工会議所
の状況を説明した。その後、出席委員より質問や意
見があり、次回の委員会を９月中旬に開催すること
で閉会した。
会費検討委員会のメンバーは下表のとおり。
職名

氏名

会

社

名

役

職

委員長

木村

学

㈱木村食品

代表取締役

副委員長

浅田

正平

㈱浅田精機

代表取締役

委

員

新谷梨恵子 ㈱農プロデュース リッツ 代表取締役

委

員

大竹

委

員

久保田

委

員

竹内

委

員

委

直哉

竹屋

専務取締役

㈱ベルローブ

代表取締役

義朗

竹内製菓㈱

専務取締役

西方

邦夫

㈲西方建材

代表取締役

員

宮川

洋祐

㈱魚沼電子

専務取締役

委

員

山﨑

直子

㈲米又商店

代表取締役

委

員

吉澤

貞雄

新潟銘醸㈱

代表取締役

厚

㈲割烹

※任期は令和２年12月28日
（月）
迄

第27回会員ゴルフ大会

（五十音順・敬称略）

開催しました❣❣

例年６月に開催していたしていた会員ゴルフ大会は、新型コロナウイルス感染症により延期しておりましたが、
９月６日
（日）
に新型コロナウイルス感染症対策を実施した上で盛大に開催いたしました。
当日は小千谷カントリークラブにて114名（男性100名、女性14名）の会員よりご参加いただきました。今回
は新型コロナウイルス感染症防止の観点から、表彰式・懇親会は行わないこととなりましたが、参加者は楽しくプ
レーをしながら会員同士交流を深めておりました。※今回は、ハーフ集計にて順位を決定いたしました。（敬称略）
順位
優勝
準優勝
3
4
5
6
7
8
9
10

▲優勝した伴忠雄さん

氏 名
伴
忠雄
吉井 雄幸
竹内 茂男
猪俣 光夫
和田 綾子
横山
剛
佐藤江里子
星野 記利
西巻 吉弘
中町 英明

◆アウト・ベストグロス賞 丸山
◆イン・ベストグロス賞 丸山

高樹
春治

事 業 所 名
グロス（ハーフ）
秀和建設㈱
51
㈱ヨシザワ
51
㈲竹島屋製菓
54
㈱魚沼電子
50
創作居酒屋 楽笑
43
㈱ヨコヤマ鉄工
55
㈲佐藤板金店
43
㈱日乃出江口小千谷支店
60
㈱西巻ソーゴウ自動車工場
41
㈲稲荷屋新聞店
46
ヒムエレクトロ㈱
ヒムエレクトロ㈱

36
37
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おぢやまちゼミの会

「店舗PR動画制作講座
〜YOUTUBE編〜」開催 !
去る８月18日
（火）
から３週に渡り、おぢやまちゼミの
会（風間正徳会長）主催の「店舗PR動画制作講座〜YOU
TUBE編〜」が開催されました。コロナ禍のなかで新た
に自店舗の魅力を伝えたり、顧客との交流を図る手段と
してこれから動画を使っていきたいという皆さまからご
参加いただきました。
今回の講座は「スマホで簡単編集！」ということで普段
から使用しているスマートフォンで動画の撮影から編
集、
そして動画投稿サイトYouTubeへ作成した動画を投稿
するまでを参加者の皆さんに実践していただきました。
はじめての動画作成に戸惑う場面もありましが、無事
にそれぞれのチャンネルに動画を投稿することができま
した。講座後も講師を務めた地域おこし協力隊員の牛久
保拓也氏から店舗PRやリモートまちゼミでの動画に関
しての支援は個別対応を行いますのでお気軽に小千谷商
メール : machizemi@ojiyacci.org)
工会議所
（電話 : 81−1300、
までご連絡ください。
講座の様子はおぢやまちゼミのYouTubeチャンネル
にて公開中ですのでご覧ください。
右下のQRコードからYouTubeへとアクセスできます｡

動画のカメラワーク
について実技を交え
ながらレクチャー中

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。
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うかがえるほか、ネット販売の強
化やＩＴ活用など新たな生活様式
への対応を進める企業から前向き
な声も聞かれる。一方、主に都市
部を中心とする新型コロナウイル
スの感染拡大への懸念から、消費
者のマインド低下や資金繰りの悪
化など、影響の長期化に対する警
戒感が強まっており、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、
悪化。卸売業では、猛暑による消
費者の外出頻度の減少や夏のセー
ルの自粛により、小売業からの引
き合いが鈍いことから、衣料品関
連が押し下げ、売上が悪化した。
サービス業では、一部の自治体に
よる県内旅行喚起策により、県内
の観光需要は持ち直しの動きがみ
られるものの、新型コロナウイル
スの感染拡大から、域外からの帰
省や夏休みの旅行客は伸びず、宿
泊業や飲食業を中心に売上げが悪
化した。

-50

第２次販売中

新型コロナウイルスで影響を受けた飲食業・タクシー
業・旅行業・宿泊業を応援するためのプレミアム付商品
券です。
販売期間：９月30日
（水）
まで ※売切れ次第終了
１セット7,500円分（500円券15枚綴り）を5,000円で販売
（プレミアム率50％）
１回５セットまで購入できます。
販売所、使えるお店など詳細は小千谷
商工会議所ホームページでご確認くだ
さい。 https://www.ojiyacci.org/
事務局（小千谷商工会議所）☎0258−81−1300

会報本誌に掲載
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全国商工会議所早期景気観測

建設

卸売

８月18日
（火）
、20日
（木）
の２
日間、当所にて新型コロナウイ
ルス感染防止対策を行った下、
初級原価計算講習会が開催され
ました。これは、一昨年４月か
ら新設された日商ネット試験
「原価計算初級」の合格を目指す講習会として企画した
もので、今年度は６名よりご参加いただきました。
講師の小杉税理士事務所 小杉淳也先生より「製造原
価とは？」「損益分岐点の求め方」「ＣＶＰ分析」
など、
原価計算の基本となる知識を解りやすく講義いただきま
した。
参加者からは「製品に対する見方が深まった」「試
験対策のポイントがわかりやすい」など、ご好評をいた
だきました。
また、
学習の成果を試すため、
希望者は８月27日(木)に
ネット試験「原価計算初級」を受験しました｡

業況ＤＩは、感染拡大の影響から足踏み
先行きも強い警戒感から、慎重な見方続く

全業種

初級原価計算講習会

全 産 業 合 計 の 業 況 Ｄ Ｉ は、 ▲
５９．０（前月比＋０．３ポイン
ト）
。
新型コロナウイルスの影響によ
る在宅時間の増加に伴い、飲食料
品のほか、家具・家電などの需要
も伸びている小売業や、公共工事
に下支えされた建設業が堅調に推
移した。一方、主に都市部を中心
に感染が拡大する中、消費者のマ
インド低下や帰省・旅行の自粛、
一部の自治体における飲食店への
営業時間短縮の要請などが下押し
要因となり、観光関連の業況は厳
しい状況が続く。これまで経済活
動の再開に伴い、持ち直しの動き
がみられたものの、足元では感染
拡大の影響から足踏みとなった。
中小企業の景況感は依然として厳
しく、回復に力強さを欠く。
先行き見通しＤＩは、▲５２．
９（今月比＋６．１ポイント）
。
自動車関連をはじめとする中国
向けの輸出持ち直しへの期待感が

（前年同月比）の推移
産業別業況Ｄ
Ｉ
北陸信越ブロック

｢原価意識｣ を高める

ものづくり・商業・サービス補助
新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設備投資等を支援するための補助金です。

基本情報

対象
：中小企業・小規模事業者 等
補助上限：原則1,000 万円
補助率 ：【通常枠】中小1/2、小規模2/3
【特別枠（類型A）】2/3、【特別枠（類型B又はC）】3/4
【事業再開枠（特別枠の上乗せ）】上限50万円・定額（10/10）
※特別枠では、広告宣伝・販売促進費も補助対象となります。
※事業再開枠では、令和２年５月14日以降に実施した取組まで遡って経費を補助します。

公募スケジュール（４次締切）※通常枠・特別枠共通

申請開始： ９ 月 １日（火）17時（公募要領公開中）
申請締切：11月26日
（木）
17時
※４次締切後も申請受付を継続し、今年度内には、令和３年２月（５次）の締切りを設け、それまで
に申請のあった分を審査し、採択発表を行います。
（制度内容、予定は変更する場合がございます。）

ものづくり補助の応募方法等の詳細は、下記のサイトよりご確認ください。

【ものづくり・商業・サービス補助についてのお問合せ先】
ものづくり補助金事務局

http://portal.monodukuri-hojo.jp/
または、右のQRコードよりご確認ください。
電話番号：050－8880－4053
受付時間：10：00～17：00（土日祝日除く）
お問い合わせが集中した場合、ご回答までにお時間をいただく場合があります。

お問い合わせ先

新型コロナウイルスに関する経営相談窓口

平日のご相談
※経済産業省ＨＰ特設ページ内の「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口一覧」または右の
QRコードよりご確認いただけます。
土日・祝日のご相談
※土日・祝日も相談を受け付けております。開設している窓口を、以下URLもしくは右のQRコー
ドよりご確認ください。
https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200228010/20200228010.html
●感染症流行が収束した後の経済活動の回復に向けた支援策等もございます。
●経済産業省HP特設ページにパンフレットを掲載しております。
経済産業省新型コロナウイルス感染症関連 で検索、または右のQRコードよりご確認ください。
おぢや
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「まだまだ面白くなるオンライン活用」
日経ＢＰ社
「日経ビジネス」
シニアエディター

和博

ツアーはその代表例です。
よくあるのは、観光地から事前に届いた名
産品の食材をオンラインツアーの最中に視聴
者が調理をして試食するといった形態です。
例えば４月と７月に実施された島根県海士町
のオンラインツアーでは、地元産のカキやサ
ザエなどとそれを調理するためのブリキ缶や
軍手などもセットで届きます。
いろいろな地域のオンラインツアーの内容
を見ると、これからブラッシュアップされて
いく可能性を感じます。現在はまだオンライ
ンツアー第一世代ともいうべきフェーズで、
「いかに現実のツアーに近づけた体験を提供
できるか？」が主眼の企画が多いように見え
ます。今後、地域間の競争も激しくなるとい
かに消費者に選ばれるが問われます。
そのためには、オンラインでしか実現でき
ない付加価値の開発が鍵ですが、まずは、よ
りきめ細かいターゲティングが求められるで
しょう。例えば、リアルの旅では負担が大き
い高齢者向けやペットとともに楽しめるもの
などです。気軽に試せる特性を生かして、低
価格の企画をつくったり、逆に豪華列車など
を利用するような富裕層向けには事前申し込
みによる食材の在庫負担が軽いことを生かし
て、高額商品を提供したりする企画もあり得
るでしょう。ご当地ラーメン対決など、切り
口によっては地域を越えたコラボ企画も生ま
れる余地もあります。この分野は黎明期の今
だからこそチャンスも大きいと思います。
個人的には、ご当地の魅力的な人物の発掘
と出会いや偶然の面白さ（＝セレンディピ
ティ）の実現が鍵かなと思っています。

◇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。

会報本誌に掲載

渡辺

先日、面白いオンラインイベントに参加し
ました。宮城県石巻市にある水産加工会社、
木の屋石巻水産と新潟県新発田市の酒造会社、
菊水酒造と東京のスタジオをオンラインでつ
ないで、両社の商品を味わいながら、視聴者
とつくり手がチャットを通じてコミュニケー
ションを取るというものです。
参加者には木の屋石巻水産から金華さばと
鯨の大和煮の缶詰が事前に宅配便で届きます。
また同様に、菊水酒造からは缶に入った日本
酒が３種類（スパークリング、生原酒、熟成
生原酒）届きます。イベント当日は、両社の
営業担当者が、会社の歴史や商品づくりのス
トーリーをビデオや資料を用いて視聴者に語
り掛けます。東京のスタジオにいる缶詰の専
門家であるコーディネーターが補足しながら
イベントが進みます。
お酒とおつまみが事前に届くわけですから、
当然、イベント開始とともに視聴者と出演者
は飲んだり食べたりしながら、両社の商品を
楽しみます。またチャット機能を通じて集め
た視聴者の質問に出演者が答えたり、出演者
同士の交流も生まれたりします。
１時間のイベントの参加費は２０００円。
私が参加した会は１００人ほどがオンライン
飲み会を楽しみました。新型コロナウイルス
の影響で、外出自粛の傾向にある昨今、こう
したモノと情報を組み合わせたオンラインイ
ベントがたくさん企画されています。観光地
やバス会社、旅行会社が企画するオンライン
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お問い合わせ先

・都道府県労働局・公共職業安定所（ハローワーク）
ハローワーク長岡 0258 32 1181

・学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター
0120 60 3999 受付時間 9:00〜21:00 (土日・祝日含む)
・厚生労働省公式LINEアカウント
「情報を
探す」→「雇用調整助成金の特例措置」
から各種メニューをご覧いただけます。

まちゼミ主催の動画セミナーで３
週に渡って講師を務めました。動画
セミナーはたまに行っているのです
が、毎回葛藤と戦っています。
自分で動画を作る時には自己批判
が原動力の一つであったりします。
これで伝わるか？もっといいカット
はないか？もっとこうした方がよかったな。動画作りで
満足のいく作品は未だありません。今でも教えて欲しい
事が山ほどあります。
人に教える時はどうしてもやってきた事を振り返って
上から話す事になります。一度そのポジションに立って
しまうと偉そうにしゃべった手前、ふざけたカメラワー
クを取りづらくなって作品に遊びがなくなっていく気が
しています。
とはいえ動画は一人じゃ絶対に出来ません。自分の視
点だけでは絶対に完成しません。動画のプレイヤーが
増えて、相互批判出来るような仲間が出来たらいいなと
思って教えています。なので技術ベースではなく動画が
楽しくなるような講座にしたいのですが、なかなか教え
るのは難しい物ですね。

雇用調整助成金は、事業主が労働者に対して休業手
当等を支払う場合、その一部を助成する制度です。
新型コロナウイルスの特例措置により上限額、助成
率の引き上げが行われており、
１人１日15,000円を上限
額として、労働者へ支払う休業手当のうち最大10/10
が助成されるようになっています。
この特例措置については当初９月末までとなってい
ましたが、12月末まで期限の延長が決まりました。ま
た雇用調整助成金等オンライン受付システムについて
も８月末から運用を再開しました。本システムのURL
(https://kochokin.hellowork.mhlw.go.jp/prweb/shinsei/)
に変更はございません。

「 講師の話し」

雇用調整助成金特例措置の
期限延長
牛久保くんのコラム

牛久保はミタ !!
地域おこし協力隊

■事業所名変更

(新）街の洋食 うえきing（8月11日付）
(旧）食堂カフェ うえきing

■所在地変更

SNACK 琥珀（6月26日付）
(新）城内1−341−1 ３F
(旧）本町2−2−13 ２F
街の洋食 うえきing（8月11日付）
(新）城内2−10−31 城川ビル１F
(旧）桜町5145−7 ヨシダビル

アンケートへのご協力ありがとうございました

■連絡先変更

先月号にて実施しました「おぢや会議所だよりアンケート
調査」にご協力いただきました各事業所の皆さま、誠にあり
がとうございました。今回のアンケート調査の結果は次回10
月号にて掲載を予定しております。

■代表者変更

会費ならびに特定商工業者負担金口座振替のお知らせ

新星工業㈱（6月1日付）
(新）shinsei1@nipponbearing.com
(旧）shinsei1@nb-linear.co.jp

アクサ生命保険㈱ 長岡営業所（1月1日付）
（新）
平倉 敏明
（旧）
末廣龍史朗
ケーエスエス㈱ 小千谷工場（3月28日付）
（新）
大平 宏樹
（旧）
山梨
譲
㈱日乃出江口 小千谷支店（4月28日付）
（新）
星野 記利
（旧）
星野 政喜
東日本旅客鉄道㈱ 信濃川発電所（6月23日付）
（新）
平山 哲也
（旧）
桜庭
武
中越住電装㈱（6月25日付）
（新）
後藤 武彦
（旧）
永田 信和
㈲エム・ケイ・メディカル（7月1日付）
（新）
吉村 和記
（旧）
吉野 芳男
ヤマト運輸㈱ 小千谷支店（8月16日付）
（新）
内山 広之
（旧）
権田
猛

こんな時だからこそあえて
情熱を燃やしていこう。
熱くいこう。

会報本誌に掲載
双雲

簿記講習会
常議員会
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武田

29 28

月

簿記講習会
まちゼミＳＮＳセミナー
簿記講習会
経営指導員認定試験対
策講座
正副会頭会議
所内運営会議
中越地区商工会議所指
導業務連絡会議
簿記講習会
簿記講習会
女性会県内合同研修会
日商委員会
簿記講習会
鉄工電子野球大会
簿記講習会
県連専務先進地視察
経営相談会
簿記講習会
相談所長会議
女性会 オンライン倉
敷総会・上映会
珠算検定
簿記講習会
簿記講習会
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日
日

１日
３日
５日
６日

８日

日
日
日
日
日
日
日

20 19 17 15 14 13 12

書道家

店舗ＰＲ動画制作講座（第 回目）

3

会議・行事の予定（９月～ 月）
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９月30日(水)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(水)までにご納入くださいますようお願
いいたします。

９月

11

正副会頭会議

オンライン商談セミナー
（第２回）

23 22

日
日

日
日
日

29 26 25

15 14 12

１日

16 15

３日 所内運営会議
県連運営委員会
５日 茶道教室 観(光プロジェクト )
観月茶会 観(光プロジェクト )
６日 会員ゴルフ大会
７日 小千谷鉄工電子協同役員会
簿記講習会
８日 オンライン商談セミナー（第１回）
日 一般職員研修
簿記講習会
日 小千谷工房めぐり（観
光プロジェクト）
日 鉄工電子ゴルフコンペ
日 簿記講習会
日 日商委員会

24 23 18 17

日 経営相談会
日 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 簿記講習会
日 日商ｗｅｂ特別セミナー
日 簿記講習会
日 間税会役員会
税団協役員会
日 簿記講習会

25

商工会議所検定試験

合格おめでとう

８月末会員数
937

第２回ネット検定試験
原価計算初級
佐 山 葉 月
星
隼 斗

第３回ネット検定試験
原価計算初級
岡 村 康 起

会 員 情 報

◇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/

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

おぢや
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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

主な内容

お問合せ先

「がん対策推進企業アクション」とは、職域におけ
るがん検診受診率向上を企業連携で推進していくこ
とで、
“ がん”と前向きに取り組む社会気運を醸成、 【がん対策推進企業アクション】
【がん対策推進企業
企業が率先して「がん検診受診」の大切さを呼びか
ホームページ：
アクション事務局】
けることにより、受診率50％以上をめざす取り組
https://www.gankenshin50.
（厚生労働省委託事業）
mhlw.go.jp/index.html
みです。推進パートナーとなることでがんの早期発
「推進パートナー企業募集中」
事務局 ☎03-6441-6574
見・早期治療による人材損失の回避と経営基盤の安
定確保および社会的責任を果たす企業として好イメ
ージの確立などの効果が期待できます。
【NTT東日本/IPA】
独立行政法人情報処理推進機構 (IPA) とNTT東日 「シン・テレワークシステム」
本では、緊急的に誰でも簡単に利用できるリモート
ホームページ：
デスクトップ型のテレワークシステムを緊急構築し、 https://telework.cyber.ipa.go.jp/
news/
実証実験として無償で提供しています。本システム
テレワークを行う際のセキュリ
の利用においては、申込み、契約などは一切不要で
ティ上の注意事項：
す。NTT東日本の回線サービスに限らず、一般的
https://www.ipa.go.jp/security/
な任意のインターネット回線で利用できます。テレ
announce/telework.html
ワークを行う際のセキュリティ上の注意事項も発信
IPA産業サイバーセキュリティセンター
しておりますので、こちらもご確認の上、本システ
E-mail:coe-promotion-inf@
ムをぜひご活用ください。
ipa.go.jp

【関東経済産業局】
無償提供の
テレワークシステムに
ついて

【新潟県】
「障害者雇用職場リーダー
養成講座」開催のご案内
参加無料
長岡会場開催日:10月26日㈪

新潟県では、障害者雇用に取り組む企業を支援する
ため、障害者雇用職場リーダー養成講座を開催しま
す。申込書に記入いただいた課題に合わせて、支援
機関の方がいるテーブルにグループ分けをし、具体
的な課題解決の意見交換ができます。

【新潟県障害者雇用促進プロジェクト】
「障害者雇用職場リーダー養成講座」
のご案内：
http://niigata-navi.jp/yousei_seminar/

【国土交通省】
建設工事の適正な工期の確保
をするための基準が作成され
ました

国土交通省では、建設工事の適正な工期による請負
契約の締結を促し働き方改革を促進するため、工期
に関する基準を作成し各発注者に勧告を行っていま
す。

【国土交通省】
工期に関する基準の実施を勧告：
https://www.mlit.go.jp/report/
press/totikensangyo13_
hh_000711.html

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

【(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。

新 潟 県 「 見 える化」促進ポスター
新潟県では、県内事業者による新型コロナウイルス感染防止対策の「見える化」を促進するために、ポスター
及びピクトグラム（案内サイン）を提供していますので、ぜひご活用ください。詳細は新潟県ホームページに
ポスター掲示までの流れが掲載されていますのでご覧ください。

新潟県ホームページ

URL https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/shogyoshinko/pictogram.html
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