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想いよ、
届け！夜空に咲く願いの輪

松澤和樹さん撮影

9月19、20日に打ち上げられた花火
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第４回ながおかビジネスマッチング
まちゼミ「初めてのインスタグラム講座」
持続化給付金９月以降の申請について
７～９月期会員景況調査
地域おこし協力隊牛久保くんのコラム「牛久保はミタ！」
プレミアム率30％！業種拡大！
「地元のお店でお買い物！『第２弾おぢやプレミアム商品券』
」

会員証リニューアル！
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小千谷商工会議所会員の「信頼の証」である会員証を同封
いたしました。店頭や事業所に掲示していただき、ぜひご
活用ください。

第２回会費検討委員会を開催
９月24日(木)、午後１時30分より当所において、
９月24日(木) 午後１時30分より当所において
第２回目の会費検討委員会（木村学委員長）を開催
しました。
第１回の会議において協議された会費徴収改正案
に対し、各委員より問題点や意見を述べた後、どう
すれば会員が納得できる改正案ができるか議論を行
いました。その結果、まず現在の会員事業所の従業
員数などを正確に把握したうえで会費徴収改正案を
作った方が良いという結論に至り、会員へのアン
ケート調査を実施することを次の常議員会で承認い
ただくことになりました。

会 員 の 皆 様 へ

｢当所創立70周年記念品｣を
お届けいたします!
当所では
当所では、創立70周年記念品の準備を進めて
創立70周年記念品の準備を進めて
おります。11月初旬から月末にかけて、会員の
皆様へ当所職員等がささやかな記念品をお届け
いたしますので、宜しくお願い申し上げます。

｢オンライン商談セミナー｣を開催
９月８日(火)、15日(火)に当所においてグローカ
ルマーケティング㈱より講師をお迎えして「オンラ
イン商談セミナー」を開催しました。
セミナーでは新型コロナウイルスにより営業訪問
が困難となっている状況で、オンライン商談を活用
して販路開拓を行っていく為のポイントについて、
講師より解説していただきました。また、セミナー
後には４社の個別相談会を行い、オンライン商談の
実践に向けた個別支援を行いました。
オンライン商談はオフライン営業と上手く組み合
わせれば、営業時間の短縮など平時においても生産
性の向上が期待できます。活用のご相談などあれば
当所経営相談会等にて対応しますので、是非お気軽
にお問い合わせください。

９月常議員会
９月29日(火)に常議員会を開催し、⑴新規会員の
加入承認に関する件、⑵会費検討委員会の経過に関
する件について審議され、いずれも原案どおり可決
承認されました。
⑴では、６月以降入会申込みのあった４事業所の
加入について、⑵では、これまで２回開催された会
費検討委員会での決定事項について木村副会頭が説
明し、新しい会費基準を検討するため、会員事業所
に対し従業員数などの実態調査を実施することが承
認されました
その後、事務局より報告事項として、９月６日に
実施した会員ゴルフ大会ならびに９月25日より取扱
店の募集が始まった「第２弾おぢやプレミアム商品
券事業」について説明を行いました。

第4回ながおかビジネスマッチング個別商談会
小千谷商工会議所会員企業13 社 43 件の商談を実施

９月16日(水)、アオーレ長岡にて長岡・小千谷・
柏崎・十日町商工会議所主催である商工会議所会員
限定の「第４回ながおかビジネスマッチング個別商
談会」が開催されました。
今回はコロナ禍での開催となりましたが、長岡近
隣エリアや近県も含めて全体で186社のエントリー
があり、事前の商談マッチングが成立した156社よ
りご参加をいただきました。小千谷からは16社のエ
ントリーがあり、当日は13社43件の商談が行われま
した。
本年度は食品関係のバイヤーの参加もあり、参加
した企業からは｢既に数件の受注が見込まれている｣
「今後の取引先の選定に役に立った」などの声が聞
かれ、非常に有意義な商談会となりました。
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新成人に大輪の花束を。
２０２０年の笑顔を２０に
９月20日(日)に打ち上げられた花火へ当所からも
９月20日(日)に打ち上げられた花火へ当所から
協賛させていただきました。本来ならばこの日は５
月から延期された成人式を実施する予定でしたが、
新型コロナウイルス感染症の影響により再延期と
なってしまいました。
ですが打ち上げ当日は、大勢の市民がこの新成人
を祝う花火の打上げを見守りました。今回の花火は
新成人の「20」に合わせて20発の花火が片貝と東栄
の２ヶ所でそれぞれ打ち上げられ、見る人の心にも
大きな花が咲きました。
成人式の再延期は11月ということですが、またこ
うして市民も一緒に祝えることを願いつつ、あらた
めまして新成人の皆さまのご多幸をお祈りいたします。

（N.Takemiさん撮影）

｢初めてのインスタグラム講座｣

開催!

10月３日(土)におぢやまちゼミの会（風間正徳会
長）主催の「初めてのインスタグラム講座」をグロ
ーカルマーケティング㈱より講師をお招きし、開催
しました。当日は定員を上回る26名の参加がありま
した。また、コロナ禍での開催ということで感染対
策を充分に行ったうえで実施しました。
その人に合ったインスタグラムの楽しみ方や使い
方などをグループワークを交えながら学んでいき、
最後には自分で投稿をするところまでを実践してい
ただきました。参加者の多くが50〜60代でしたが意
欲的に受講していただき、講師やサポートスタッフ
に分からないことを積極的に質問している場面も多
く見られました。
今回のセミナーと同じ内容の動画をおぢやまちゼ
ミYouTubeチャンネルにて公開中です。ぜひご覧く
ださい｡
動画はこちら！
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片貝花火サポーダーズ倶楽部
奉納煙火

９月19日(土)、片貝花火サポーターズ倶楽部が行
う「みんなの想いが花咲くまち片貝プロジェクト」
にて当所からも花火を奉納させていただきました。
例年でしたら９月には片貝まつりが行われ、賑わ
いを見せるこの時期ですが残念ながら今年は新型コ
ロナウイルス感染症の影響により市内のお祭りなど
は軒並み中止となってしまいました。
この影響は市内の事業
所にも大きな爪痕を残し、
いまも多くの方が明日へ
の活路を見出すため日々
頑張っています。そんな
中で打ち上げた今回の花
火には「新型コロナウイ
ルス感染症の終息と小千
谷市の経済回復を祈る」
との想いを込めました。
どうか一日も早くこの想
いが届くことを小千谷商
工会議所役職員一同願っ
ております。

〜日商簿記３級取得を目指して〜

初級簿記講習会実施中 !

９月７日より当所にて、恒例の初級簿記講習会が

スタートしました。
新型コロナウイルス感染症対策を行った下、11月
15日(日)の日商簿記検定試験までに全16回の講習を
実施します。今年は14名の方からご参加いただき、
日商簿記３級合格を目指していきます。
なお、講師として前半９回は小杉税理士事務所
（城内）の小杉淳也先生に、後半７回は和田智美税
理士事務所（三仏生）の和田智美先生に担当してい
ただきます。

持続化給付金 9月以降の申請について
感染拡大により、特に大きな影響を受けている事業に対して、事業全般に広く使える給付
金を支給します。９月１日より新事務局が開設し、９月以降の申請は全て新事務局が担当す
ることとなりました。これにより申請時期に合わせて２つの事務局ができたことになります。
お問い合わせ先等は以下の通りとなります。お問い合わせ事務局を間違えないようご注意く
ださい。

【申請サイト】「持続化給付金」の事務局HP
・８月31日までに申請された方
→ https://www.jizokuka-kyuufu.jp
・９月１日以降に申請される方
→ https://jizokuka-kyufu.go.jp/
【お問合せ先】

持続化給付金事業コールセンター

8 月 31 日までに申請された方
直

通

電

話：0120–115–570

IP電話専用回線：03–6831–0613

9 月1日以降に申請される方
直

通

電

話：0120–279–292

IP電話専用回線：03–6832–6631

受付時間：8時30分～19時00分（土曜祝日を除く日～金曜日）
持続化給付金申請サポート会場も引き続き開設
新潟会場：「米山Nビルディング2F 203号室」
（会場コード：1501）
住

所

新潟市中央区米山 4 ― 1 ― 23

定休日

日曜、祝日

時

9：00 ～ 17：00

間

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。

Ｗ

ｅ

ｂ

予

約

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

電 話 予 約（ 自 動 ）

申請サポート会場受付専用ダイヤル 0120－835－130（24時間対応）

電話予約（オペレーター）

申請サポート会場電話予約窓口 0570－077－866 (9:00～18:00）
※電話予約には会場コードが必要となります。
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おぢや会議所だよりアンケート調査結果報告
（回答件数 954 件中 51 件）回答率 5.3％

※954件の内訳：（会員：934件）（非会員：20件）
会議所だより８月号にて行いました「おぢや会議所だよりアンケート調査」についてご協力いただきありが
とうございました。
今回の結果を踏まえてより良い紙面つくりを目指してまいりますので今後ともおぢや会議所だよりをよろし
くお願い申し上げます。
①おぢや会議所だよりに掲載され
ている内容は役に立っています
か。

②役に立っていると感じた内容に
ついて教えてください。（複数
回答可）

あまり役に立っていない
8%(4件)

その他

1

インフォメーション
〜お役立ち情報〜

まあまあ役に
立っている
51%(26件)

役に立っている
41%（21件）

12
17

コロナウイルス関連

24

各種調査の結果
研修・セミナー
の情報
補助金・融資等
の支援情報
地域のイベント
等情報
商工会議所の
活動状況

29
30

④おぢや会議所だよりのチラシ折
込および広告掲載サービスをい
ままで利用したことがあります
（新年号紙上名刺交換は除く）
か。
利用したこと
がある
13.7％（7件）

15

20

10
25
17

25

30

27
27
21
17
0

5

10

15

20

25

利用料が高い
2.0%(1件)

その他
29.4%(15件)

内容を考えるのが
大変
5.9%(3件)

効果がない
31.4%(16件)

サービスがあるこ
とを知らなかった
5.9%(3件)

その他に寄せられた意見について
・今のところ広告の必要がない。
・個人で経営しており独自のサービスを
行っているため。
・必要な時に申し込みさせていただきます。
・個人や特定の顧客への商品を作ってい
ない。
・他の広告掲載サービスを使用している。
・一般消費者には届かなそうな感じがし
ます。
・ちゃんと内容が読まれているか分から
ない。費用対効果も不明。
・見る人が限定的。

⑥おぢや会議所だよりへのご意見・ご要望等がございましたら教えてください。
・あまり外に出歩かない方ですので情報収集に助かっています。

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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30

⑤④で「利用したことがない」と答えた方に質問です。チラシ折込お
よび広告掲載サービスを利用しない理由を教えてください。

無回答
25.5%(13件)
利用したことがない
86.3%(44件)

10

5

会員企業・事業所
の紹介
国や県などの
施策情報

研修・セミナー
の情報
補助金・融資等
の支援情報
地域のイベント
等情報
商工会議所の
活動状況

26

5

連続読み物

各種調査の結果

23

0

1

その他

8

トレンド通信

③今後、おぢや会議所だよりにど
のような内容を期待しますか。
（複数回答可）

令和 2 年７月〜 9 月期

会員景況調査結果

◇ 調 査 対 象

小千谷商工会議所の会員企業の中から、卸売業・小売業・製造業・建設業・サービス業を
対象に実施した。

◇ 調査対象期間

令和２年７月～９月期の実績及び令和２年10月～12月期の見通しについて調査した。

◇ 回 収 状 況

134企業中、123企業より回答を得た。（回答率91.8％）

今期の売上高の動向は、全業種を平均した前年同
期比で「増加」の企業割合は1.9%、
「不変」の企業
割合は19.5%、
「減少」の企業割合は75.6%となった。
今期も全業種で「増加」の回答が少なく、
「不変」
「減
少」と回答割合が、多い厳しい現状となった。

売上高の動向(前年同期比)
《今期状況》

増加

不変

卸 売 業 7.1 7.2

全業種平均DI値は▲70.7%となり、前回調査に比
べてマイナス幅は3.5P縮小した。今回も全業種でDI
値がマイナスになったが、サービス業を除く業種でマイ
ナス幅が縮小した。中でも建設業ではDI値が12.8P
改善された。しかしながら、厳しい状況である事には

85.7

小 売 業 5.7 17.2

77.1

製 造 業 13.3
建 設 業 11.1
サービス業
合

変わりなく、全業種で「減少」傾向にあり、非常に厳

86.7
37.0

51.9

17.6

82.4

計 4.9 19.5
0%

減少

75.6

20%

40%

60%

80%

100%

しい現状となった。

経常利益の見通し(前年同期比)
《来期見通し》

好転

卸 売 業 7.1

42.9

小売業

37.1

製 造 業 3.3

30.0

建 設 業 3.7

不変

合

計 3.3
0%

悪化

小売業

66.7

製造業

55.6

サービス業 5.9

62.6
40%

60%

合
80%

100%

前回調査に比べ「悪化」の割合は緩和される見込
みではあるが、
「不変」の増加が要因であり、
「好転」
回答はほとんど見られなかった。来期も全業種でDI
値がマイナスとの見通しとなり厳しい状況が今後も続
く。今期に比べ全体的には回復傾向にあるが、未だ
終息の見えない新型コロナウイルスの影響で厳しい状
況は継続しそうである。

計 3.3
0%

悪化
7.1

85.8
45.7

54.3

56.7

建 設 業 7.4

76.5

34.1

不変

卸 売 業 7.1

62.9

40.7

20%

好転

50.0

サービス業 5.9 17.6

資金繰り見通し(前年同期比)

43.3

55.6
29.4

37.0
64.7

52.8
20%

43.9
40%

60%

80%

100%

卸売業を除く業種でDI値がマイナスとなった。若
干の「好転」は見られたものの、小売業と製造業では
「好転」の回答はなかった。
前回調査に比べ全体としては改善されたが、年末に
向けての資金調達など、厳しいとの声が寄せられた。
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業況の見通し(前年同期比)
《来期見通し》

好転

卸 売 業 7.1

42.9

小 売 業 2.9

34.2

製 造 業 3.3

33.4

23.5

計 4.9

合

0%

悪化

34.9
20%

増加

50.0
86.1

小 売 業 2.9

63.3
48.1
94.1
83.7
40%

76.5

種

80.0

16.7

建 設 業 7.4

70.4

種

22.2

76.5

計 4.1

23.5

78.8
20%

40%

17.1
60%

80%

100%

全業 種平均DI値は▲13.0%となり、前回 調 査に
比べてマイナス幅は0.3P改善した。全業種ともDI値
に「悪化」が見られた。中でもサービス業は業況が
良くないことから「減少」がやや多かったものの、概
ね「不変」となり、変動が無い結果となった。しかし、
新型コロナウイルスの長期化が懸念されるので、業績
によっては従業員の削減なども考える必要があるとの
意見もあった。

になることも予測される。今後も状況を見極めていくこ
とが必要であると思われる。

業

製 造 業 3.3

0%

転」が少しずつあり、明るい兆しに見える。しかしなが
ら、GoToトラベルに東京が対象になったことで、コロナ
の再流行が懸念されるので、状況によって「悪化」傾向

業

14.3

100%

全業種の平均DI値は▲55.3％となり、
「悪化」傾向
が強い結果となった。サービス業を除く業種では「好

7.1

82.8

合
80%

減少

85.8

サービス業

60.2
60%

不変

卸 売 業 7.1

62.9

40.8

建 設 業 11.1
サービス業

不変

従業員の変動(前年同期比)

別
業

種

概
概

況
況

♦関連企業に倒産・廃業する事態に！
卸

売

業

繊維業関連では、長引く不況やコロナウイルス関連で倒産や廃業を余儀なくされている企業が複数出て
きているとのこと。小千谷市内で倒産はないようだが、今の景気が長期化するようならと懸念する声が聞か
れた。設備品関連では、商品の物流などは回復してきたが、展示会や商談会などが開催できず、今後の見
通しが立たないとの声が寄せられている。食品関連では、野菜の値段高騰が大きな損失であるとの声が寄
せられた。

♦お得な応援券で飲食店の客足は伸びている。その他の小売りは苦戦が続き…
小

売

業

市内でコロナの感染が落ち着いている中、飲食店を中心に利用できる「おぢやお得な応援券」のおかげ
で、客足が戻りつつあるとの声が寄せられているが、宴会等を主としている店舗では、宴席の数が少なく
苦戦しているとの声が寄せられている。また、
「巣ごもり」生活が前期より減ったことで、食料品小売の販
売が減少したとの声も寄せられた。
その他の小売業界では、非常に厳しい環境で関連問屋が廃業等に追い込まれるところもあるなど、コロ
ナ終息後に元通りになるのか懸念があるとの声が多く寄せられた。

♦県外顧客への対応が出来ず、厳しい状況に！
製

造

業

未だ新型コロナウイルスの影響で、県外への営業を控えている。また、県外からの来客を受け入れてい
ない製造業者は少なくない。しかし、営業の遅れが大きく響いていることは明らかであるが、コロナの防衛
策としては仕方ない部分であるとの声。また、雇用調整助成金を利用した補填により、従業員の確保をして
いるが、この状況がいつまで続くか不透明なため、先行きが不安との声が寄せられている。

♦公共工事などはあるが、個人需要は少ない。
建

設

業

建設業関連では、公共工事がある程度あるが、人員不足・技術不足に悩まされているのと声があった。
国や地方自治体が様々な補助金や助成金を出すことで、今後の公共工事などが減少することも考えられる
ので不安との声も寄せられた。建築業界では、長引くコロナ不況で個人住宅のリフォーム需要が著しく減少
している。業界全体として市場全体が低迷していることが懸念材料だとの声も寄せられた。

♦GoTo事業に期待をしている。サービス業全体が苦しい時期…
サービス業

おぢや
会議所だより

観光業では、当市出発とする旅行など８月までほぼ無かったので、GoToトラベル事業の需要に期待。同
様に市外よりGoToトラベル事業で来られる観光客に期待したいとの声が寄せられた。自動車関連業界で
は、新車販売は７・８月と前年対比では増加したが、９月は前年比で低調だとの声。一方で整備に関しては、
例年並みで推移しているとの声が寄せられた。タクシー業界ではおぢやお得な応援券の利用は多いものの、
飲み会や宴席が少ないことから利用者は増加しないなど先行きが不安との声が寄せられた。
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地域おこし協力隊

牛久保くんのコラム

牛久保はミタ !!

「作る話し」

コロナ禍で動画の要望が多く
なり色々な撮影をしてきました。
どうしても取材の時は０から
１を作る撮影ではなく、誰かが
起こした１をなるべく大きくす
る撮影になります。ありがたい
事に企画自体への意見を求められる事がたまにあり
ますが、企画の根幹には立ち入らないようにしてい
ます。
生み出す作業はどうしても一人でしか出来ないと
思っているからです。どれだけ大規模な企画でも最
初の1歩を進めるのは必ず個人です。みんなでやる
なんて聞こえはいいですが、誰も1を持って来ない
話し合いでは何も生まれません。特に芸術の分野は
人が集まる程面白くなくなる傾向がある気がします。
色んな方にインタビューをしてきてエネルギー量
の多い人は大体０から１を自分の中で生んでいる人
だと思っています。
「みんながそうしてるから」
「誰々
がこう言ってたから」ではなく、
「自分はこうしたい」
と言える人。
私の動画で絶対使う部分はそういう０を１にした
時の気持ちです。コロナ禍で色んな被害がある中で、
立ち上がった人達の熱い部分に触れながら、自分発
進のモノづくりって久しくしていないなと思って何
か作品作りを始めようかなと最近思っています。

製造

小売

サービス

0
-10
-20

◆令和元年度新潟県まちなか賑わい創出専門家派遣事業
へ参加。そこで受けた専門家からの助言にヒントを得
て、
『百年大福』を開発しました。
◆包装紙や店頭タペストリーの制作には、小千谷市地場
産品開発支援事業補助金を活用しました。

問い合わせ／小千谷市商工振興課地域産業係 83 3556

-40
-50
-60
-70
-80
-90
4月

5月

6月

7月

8月

9月

（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。

売上回復の見通しが立たない中、
助成金等の政策効果が剥落したあ
との急激な業績悪化を懸念する経
営者も多く、先行きの不透明感か
ら、慎重な見方が続く。一方、政
府による旅行喚起策の東京追加や、
順次開始される飲食業支援策によ
る需要喚起への強い期待感がうか
がえるほか、欧米向けを含む自動
車関連、５Ｇ向けなど半導体関連
の持ち直しを期待する声も聞かれ
た。
北陸信越の全産業の業況ＤＩは、
改善。卸売業では、農作物の価格
高騰が続いていたものの、好天が
続き出荷量が回復し、価格が平年
並みの水準に戻ったことから、採
算が改善した。小売業では、消費
者の外出頻度の減少から、衣料品
や化粧品などの需要が伸び悩んだ
一方で、高付加価値の総菜をはじ
めとした飲食料品の売れ行きが堅
調で、採算は改善した。

会報本誌に掲載

-30

-100

活用事例：
新商品の開発（堀儀菓子店）

CCI－LOBO

2020年9月分

おぢや
会議所だより

全国商工会議所早期景気観測

建設

卸売

し、専門家による無料相談会や補助金による支援を
行っています。ぜひご活用ください。

業況ＤＩは、持ち直しの動きあるも、力強さ欠く
先行きは慎重な見方続くも、回復に期待感

全業種

小千谷市では食品製造業者を対象に新商品の開発
や既存商品のブラッシュアップに関するお悩みに対

全 産 業 合 計 の 業 況 Ｄ Ｉ は、 ▲
５６．５（前月比＋２．５ポイン
ト）
。
新型コロナウイルスの影響によ
り、巣ごもり消費が拡大する中、
ネット通販やデリバリーを活用す
る消費者の増加も追い風となり、
飲食料品の売れ行きが堅調だった。
また、自動車関連で、経済活動を
いち早く再開した中国向けの生産
が持ち直しつつあるほか、建設業
では台風などの災害復旧を含む公
共工事の下支えが続く。一方、消
費者のマインド低下や観光需要の
低迷から、飲食・宿泊をはじめ関
連産業の経営は依然厳しく、コロ
ナ対策のコスト増を指摘する声も
聞かれる。中小企業の景況感は持
ち直しに向けた動きがみられるも
のの、力強さに欠く状況が続いて
いる。
先 行 き 見 通 し Ｄ Ｉ は、 ▲ ４ ４．
０（今月比＋１２．５ポイント）。
コロナ禍の影響長期化により、

（前年同月比）の推移
産業別業況Ｄ
Ｉ
北陸信越ブロック

小千谷市地場産品開発支援事業を
ご活用ください
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第２ 弾

委託を受け実施します。
この券は、6,500円分を5,000円で購入できる大変お
得な商品券で、対象業種に『おぢやお得な応援券』
の４業種のほかサービス業・娯楽業・小売業が加わ
り、10月25日(日)より発売、利用開始となります。
事務局では現在、取扱店を募集しております。広

の付いたチラシが折込みされますので、本券をご購
入いただき取扱店でぜひご利用ください。使えるお
店などの詳細についてもこのチラシに掲載します。

小千谷商工会議所 第 2 弾おぢやプレミアム商品券
事務局 ☎ 0258 - 81-1300

「釣った魚でお土産が買える
観光客向け新サービス」

渡辺

和博

こうした観光客の釣果を買い取るサービ
スを導入したのは、熱海市で魚市場と観光
協会が連動し、市場で使えるクーポンに換
えることができる「ツッテ熱海」に次いで
２例目です。西伊豆では行政が動いたこと
で、利用範囲も町内のほとんどの商業施設
が参加する規模となりました。熱海では観
光客誘致が目的でしたが、西伊豆ではさら
に進めて、後継者不足に悩む漁業従事者の
代わりに観光客に働いてもらうという狙い
もありました。海の資源を町内の経済ベー
スに乗せる役割を観光客に担ってもらう仕
組みと捉えています。
観光客からすれば、さおやリールなどの
道具も釣り船で貸してもらえ、釣った魚を
処理したり持ち帰ったりする面倒なことか
ら解放されます。さらに飲食やお土産を買
うためにも頑張ります。観光客と西伊豆町
のコンタクト・ポイントは、釣り船、飲食
店、商業施設と増え、さらに残ったポイン
トを使うために再度訪れることも期待でき
ます。
実はこの「ツッテ〇〇」という仕組みは、
釣り情報サイト「ツッテ」編集長の中川め
ぐみさんというカジュアルな釣りにはまっ
た一人の女性が考えて、観光協会や自治体
に働き掛けて実現したものです。
この事例には地方のサービス商品開発を
考える上で参考になるポイントがいくつも
あると思います。まず釣り客というターゲ
ットをカジュアルな層（手ぶらでＯＫ）ま
で広く捉え、彼らが参加したくなるような
動機付け（お得感）を設定し、嫌われる点
を解決（魚の処理や料理の代行）していま
す。例えば、農業や林業、ものづくりなど
さまざまな分野で、同じように観光客を巻
き込んだ地域活性化策がつくれるのではな
いでしょうか。小さく始めて大きく育てる
こともできる面白いモデルだと思います。
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おぢや
会議所だより

日経ＢＰ総合研究所
上席研究員

伊豆半島の西にある静岡県西伊豆町が観
光客の誘致を狙って９月から面白いサービ
スを始めています。観光客が釣った魚をま
ちが買い上げて地域通貨で支払い、それを
利用して町内でお土産が買えたり食事がで
きたり、コンビニで買い物もできるという
ものです。
まず、ファミリーや個人の観光客は指定
された釣り船を利用して釣りをします。も
ちろん自分で食べるために持ち帰ってもい
いのですが、食べきれない釣果は指定の市
場へ持って行くと魚の種類や量に応じた金
額 で 買 い 取 っ て も ら え ま す。 鮮 度 を 保 つ
ための処理は釣り船のスタッフが船上で行
なってくれるため、品質について観光客は
心配しなくてもいい仕組みです。魚を指定
の料理店や居酒屋に持ち込んで料理しても
ら う こ と も で き、 そ の 飲 食 の 支 払 い も、
釣った魚と交換した地域通貨が使えます。
まちが買い上げて観光客に支払うのは、
町内だけで通用するデジタルの地域通貨
（「サンセットコイン」（単位はユーヒ）。マ
イナポイント普及の事業と連携したもので、
コロナ禍の消費喚起策として全町民にも１
万円相当分配られており、今回の釣果買い
取りサービスの「ツッテ西伊豆」はこの仕
組みを利用しています。

会報本誌に掲載

ホテルプラザ片山(本町)
こむぎ
(城内)
スナックバンブー(城内)
魚のいこい
(本町)
きっちんいぶき(三仏生)
ラーメンマサル(本町)
食事処 泔ちゃん(桜町)
魚民小千谷店 (平沢)
せきの
(本町)
パブスナックラペ(本町)
麺や ようか (若葉)
スナックひさ (本町)
串ひろ
(本町)
パブラウンジ花林(本町)
CAFE＆IZAKAYA凛(城内)

報おぢや９月25日号の折込みチラシにて周知してお
りますが、まだ取扱店登録されていない事業所は商
工会議所へお申込みください。
なお、広報おぢや10月25日号には「購入引換券」

８月25日(火)より２次販売開始となりました「お
ぢやお得な応援券」は、１次販売で残っていました
16,674セットを含む26,000セットを完売致しました。
ご購入ありがとうございました。
利用期間は令和３年１月31日(日)となっておりま
す。忘れずにご利用ください。
なお、取扱店は10月７日現在113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。

小千谷商工会議所では『おぢやお得な応援券』に
続き『第２弾おぢやプレミアム商品券』事業を市の

完売しました!

おぢやプレミアム商品券
おぢやプレミ
ぢ
ム商品
ム商品券

『おぢやお得な応援券』

地元のお店でお買い物！

んなで乗り越えよう

プレミアム率 30％！対象業種拡大！

実施 のお知らせ

小千谷商工会議所では、
「顧客・会員事業所フォロー
アップ月間」を9/15〜11/30に実施いたします。本
推進月間は、『会員事業所への寄り添い』を目的に商
工会議所職員とアクサ生命推進員によるフォロー活動
を通して、会員事業所の福祉向上にお役立ていただく
ことを主な目的としています。
『商工会議所福祉制度』は、経営者・役員の皆様の保
障や退職金準備他、従業員の皆さまのライフプランに
合わせた、入院・介護・老後などの様々な保障ニーズ
にお応えするものです。
商工会議所職員とアクサ生命保険株式会社の担当社
員がお伺いした際には、是非ご協力いただきますよう
お願い申し上げます。
また、今年度の共済加入者優待事業として、
「『おぢ
やお得な応援券』」を抽選でプレゼント！を企画いたし
ました。詳しくは、同封の応募案内をご覧ください。
小千谷商工会議所 水内

会議・行事の予定
（ 月～ 月）
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■新規会員

オヂヤバルMOB
黒崎
諒 城内

飲食

衣裳レンタルLACHIC
田中美津子 平成 衣裳レンタル
新潟イエローハット㈱ イエローハット小千谷インター店
須佐 和哉 桜町 小売

■所在地変更

税理士法人 小宮山会計事務所
公認会計士 小宮山佳秀事務所
(有)学校堂（10月12日付）
(新)栄町4−8 (旧)土川1−4−15

■代表者変更

㈱杵淵総合企画（4月13日付）
(新)杵淵 哲也
(旧)杵淵

一夫

㈱金子内装（4月16日付）
(新)石村 良明
(旧)金子

昇

書道家 武田 双雲

日
日

10 9

創業塾 第２回
正副会頭会議（オンラ
イン会議）

日本政策金融月例相談会

19

県内商工会議所女性会合

16 15 12 11

日 経営者育成塾 第１回
日 所内運営会議
日 簿記検定
日 ㈱ニューラッキー役員会
創業塾 第３回
日 経営相談会
経営者育成塾 第２回
日～ 日 日商委員会
日 プレスリリースセミナー
第１回
日 創業塾 第４回
日 経営者育成塾 第３回
日 プレスリリースセミナー
第２回

17

15

同研修会（オンライン）

第１回

19 18

9月末会員数 938

19 17 16 15 14

12

26 24 21

会 員 情 報

日々の「当たり前」のことにどれだけ
感動できるか。
それが感性を磨く最短の道。
日常に深い感動を。

23 22 20

10

日～ 日 日商委員会
日 簿記講習会
日 県知事要望書提出
日 鉄工電子野球大会
日 第 回おぢやまちゼミ
事前説明会
簿記講習会
日 経営相談会
日 簿記講習会
日 女性会
オンライン倉敷総会
珠算検定
簿記講習会
簿記講習会
日
日
日

創業塾

月

29 26 25

10

月

3 1

日
日

日
日

6 5

簿記講習会
初めてのインスタグラ
ム講座
簿記講習会
正副会頭会議
法人会女性部会役員会
・全国大会出展者会議
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

日

11

法人会女性部会視察研修

簿記講習会

日本政策金融月例相談会

2

日

8

日
日
日

13 12 11

−連絡先− 81−1300

商工会議所検定試験

合格おめでとう

第４回ネット検定試験
日商ＰＣ検定
文書作成３級
小 島 和 幸

商工会議所共済福祉制度
顧客・会員事業所フォローアップ月間

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/

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
【内閣府】
「規制改革・行政改革
ホットライン
（縦割り110番）
」
を開設

主な内容

お問合せ先

内閣府は、規制改革・行政改革について、規制・制度 【内閣府】ホームページ：
の見直しや行政組織・運営の改善に結びつけるために、 https://www.cao.go.jp/
個人、企業、団体等から広く提案を受け付ける「規制
内閣府共通意見等登録システム：
改革・行政改革ホットライン（縦割り110番）
」を設
https://form.cao.go.jp/kokumin_
koe/opinion-0009.html
置しました。

【日本商工会議所】
大企業と中小企業による
新たな共存共栄関係の
構築を目指す
「パートナーシップ
構築宣言」について

本宣言は、日商の三村会頭がかねてより主張してきた
「大企業と中小企業による新たな共存共栄関係の構築」
に向け、官民が一体となって『パートナーシップ構築
宣言』の策定・登録・公表を推進する取組みです。
取引先との共存共栄関係を築こうと考える大企業や中
堅・中小企業の経営者の方は、自社の取引方針を『パー
トナーシップ構築宣言』
として策定・登録をお願いします。

【経済産業省】
「DX推進指標」の活用と
自己診断結果報告の
お願い

経済産業省では、企業におけるデジタル経営改革によ
る競争力強化を推進するため、企業のデジタルトラン
スフォーメーション(DX)の取組み状況を可視化する
「DX推進指標」を昨年７月に公表しました。DXの推
進にはIT部門だけでなく経営者や社内の関係者が現状
や課題に対する認識を共有し、アクションにつなげる
ことが不可欠ですが、
「DX推進指標」では簡易な自己
診断が可能です。
自己診断実施により現状認識の共有とステップアップ
に向けたアクションの検討に役立つとともに、結果を
独立行政法人情報処理推進機構（IPA）まで報告いた
だくことによりDX推進に向けた取り組みの進捗状況
を把握することができます。

【経済産業省】
「デジタル経営改革のための評価指標
（「DX 推進指標」）を取りまとめました」
：
https://www.meti.go.jp/press/
2019/07/20190731003/20190
731003.html
IPA DX 推進指標 自己診断結果入力
サイト：
https://www.ipa.go.jp/ikc/info/dxpi.
html

【高齢・障害・求職者■
支援機構新潟支部】
「65歳超雇用推進助成金
及び高齢助成金説明会」
開催のご案内

高齢・障害・求職者雇用支援機構では、65歳以上へ
の定年引上げや高年齢者の雇用環境の整備、高年齢の
有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主向け
の助成金制度を設けております。
また、
「高齢助成金」に関する事業主向け説明会を新
潟支部で開催しております。
（祝日・年末年始を除く
毎週水曜日・15時～16時）

【高齢・障害・求職者支援機構】
｢65歳超雇用推進助成金」制度のご案内：
https://www.jeed.or.jp/elderly/
subsidy/index.html
｢高齢助成金」事業主向け説明会のご案内：
https://www.jeed.or.jp/location/shibu/niigata/
om5ru80000008s32-att/q2k4vk0000037tel.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

【(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。

令和２年度

経営相談会 毎月実施中！ 令和２年度 月例金融相談会 毎月実施中！

今月開催日：10月20日
（火）
（火）
次回開催日：11月17日
開 催 時 間：午後 2 時～午後 4 時
開 催 場 所：小千谷商工会議所 2F 研修室
講
師：中小企業診断士 今井 進太郎 氏

※事前予約が必要となりますので、お時間をご予約してください。
締切：開催日前日の正午まで
おぢや
会議所だより

【パートナーシップ構築宣言】
ポータルサイト：
https://www.biz-partnership.jp/
登録企業リスト（業種別／都道府県別）：
https://www.biz-partnership.jp/
list.php
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次回開催日：11月10日（火）
次々回開催日：12月 8日（火）
開 催 時 間：午前10 時～午前12 時
開 催 場 所：小千谷商工会議所 2F 研修室
講
師：日本政策金融公庫 担当者

※事前予約が必要となりますので、お時間をご予約してください。
締切：開催日前日の正午まで

アクサ生命保険株式会社 新潟支社 長岡営業所
〒940-0071 長岡市表町 2-3-1 吉原リース表町ビル 3F

TEL0258-35-2440
おぢや
会議所だより
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