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全商女性連倉敷総会をオンラインで開催
〜小千谷女性会の 3 名が特別功労者として表彰されました 〜

全国の女性会がオンラインで繋がり、総会を実施

詳細は 2 ページに記載
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第２弾プレミアム商品券販売・利用開始
新型コロナウイルス感染症の影響にかかる
令和３年度の固定資産税等の軽減措置について
ザ・ビジネスモール 登録・活用のすゝめ
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

女 性 会

全商女性連倉敷総会
全商女性連倉敷総
総会
(オンライ
(オンラ
ンラ ン)が開催されました
10月23日(金)、全国商工会議所女性会連合会全国
総会が岡山県倉敷市よりYouTubeによるオンライ
ン配信にて開催されました。全国336女性会、約
4,300名（小千谷女性会は15名）の会員が参加しま
した。
式典の中で行われた表彰式では、当女性会より特
別功労者として、高野邦子前会長（㈱たかの）、阿
部佐織前副会長（阿部幸製菓㈱）、水田明子前副会
長（水田㈱）が表彰され、髙野千佳子会長（(同)髙
留商店）より感謝状が手渡されました。記念講演会
では、「過去の歴史と明るい未来の結束点としての
現在」として、大原あかね氏（倉敷市・大原美術館
理事長）が講演を行いました。
今年はオンラインでの開催となりましたが、来年
は福島県郡山市での全国大会で全国の女性会会員と
お会いできることを願います。

Ｇｏ
商店
店街
ＧｏＴｏ商店街
事業全体説明会
事業
事
業全体
全体
会を開催
10月13日
（火）
、当所において本町商店街振興組合、
中央通商店街振興組合、東大通商店街振興組合、平
成商店街協同組合、片貝商工振興会の代表参加のも
と、「ＧｏＴｏ商店街事業全体説明会」を開催しま
した。
本事業は、コロナ禍における３密対策等の感染拡
大防止対策を徹底し商店街がイベント等を実施する
ことで、周辺地域で暮らす消費者、生産者が「地
元」
、
「商店街」の良さを再認識するきっかけを作り、
活性化へつなげていく内容であり、各団体より様々
なご意見をいただきました。
引き続き当所でも、本事業をはじめとする商店街
等事業の支援を行ってまいりますので、宜しくお願
い申し上げます。

新潟県内商工会議所女性会合同研修会
を オンラインで開催

｢オンライン商談
個別相談会｣を開催
10月14日
（水）
、当所にてグローカルマーケティン
グ（株）より講師をお迎えして「オンライン商談個
別相談会」を開催し、４社よりご参加をいただきま
した。
相談会では初めてオンラインツールを利用する企
業に対してZOOMの導入支援を行った他、これか
らオンライン商談を始める企業に対しては、オンラ
イン商談を上手に進める為の商談の進め方やプレゼ
ン資料作成の支援、既存顧客とのオンライン商談を
開始する為のツールの設定方法や営業戦略の策定な

新型コロナウイルス感染症の影響が続く中、恒例
の県内商工会議所女性会合同研修会が10月13日(火)、
オンラインで開催されました。
県内７商工会議所をZoomで繋ぎ、全体で84名、
小千谷女性会からは13名が参加しました。
研修会の講師は(一社)社会実学研究所 所長の田
村次朗氏で、「商談をWin-Winに導く交渉術−近江
商人の三方よしに学ぶ対話術−」をテーマに講演い
ただきました。相手の要求を理解し、双方がWin-Win
となるための準備や対話の方法を学び、会員にとっ
て大変役立つ講習でした。
最後にZoomのカメラ越しに各会場の参加者を映
し、各女性会の会員が笑顔で手を振り合いました。

どの相談対応を行いました。
オンライン商談はコロナ禍において通常の商談に
代わる有効なツールとなるだけでなく、平時におい
てもオフラインの営業活動と組み合わせることで営
業活動の生産性を向上させることができます。オン
ライン商談の導入や営業活動の見直しなどを考えて
いる方は、毎月開催しております当所経営相談会ま
でお気軽にご相談ください。
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「会員登録基本情報確認票」
「会員登録基本情報確認票」

各部会活動状況について

返 送 のお 願 い

新型コロナウイルス感染症の影響について各部会
ではアンケートの実施や部会開催などで調査を行っ

このたび、全会員を対象に登録データ（会員基本
情報）の確認をさせていただくことになり、11月６

ています。各部会の状況については下記の表の通り
となっています。

日に会員の皆様へ「会員登録基本情報確認表」を発
送いたしました。
確認表をまだ返送されていない会員におかれまし
ては、11月20日
（金）
までに 必ずご返送くださ
いますようよろしくお願い申し上げます。
お問合せ先：小千谷商工会議所 ☎0258−81−1300

ᣂᤐ⾐⹖᱑ળ
日

時

日

時

日

時

会

場

参加費

令和 3 年1月4 日(月)
新春講演会 17:00〜17:45
賀詞交歓会 17:45〜18:00
サンプラザ３F大ホール
無料

◇今回は新型コロナウィルス感染拡大
予防のため、飲食を伴う交流会は
実施しません。
詳 細・お 申 込 み は 折 込 チ ラシ で
どうぞ

第２ 弾

販売
販売・利用開始
利用開
利用
開始!!

卸 商 業

・10月26日に幹部会を開催
・アンケートを実施

小売商業

・アンケートを実施

工

・アンケートを実施
・11月10日に幹部会を開催

業

金融証券

・アンケートを実施
・11月25日に部会を開催

交

・アンケートを実施
・結果をみて部会の開催を判断

通

建設工業

・11月５日に部会を開催

観
光
サービス

・11月11日に幹部会を開催

諸

・アンケートを実施

業

地元のお店でお買い物！

おぢやプレミアム商品券

プレミアム率30％「地元のお店でお買い物！
『第２弾おぢやプレミアム商品券』」
（発行者：小千谷市、業
務受託者：小千谷商工会議所）の販売・利用が始まりました。
第１弾である「おぢやお得な応援券」よりも取扱店の対象となる業種が増え、第２弾ということもあり、
事務局には発売前より購入方法や使えるお店について市民からのお問合せを多くいただき、関心の高さをう
かがうことができました。
販売期間は11月30日まで、利用期間は来年１月31日までとなっております。商品券の販売場所や購入方法、
使えるお店などの情報は、広報おぢや10月25日号の折込みチラシまたは商工会議所ホームページでご確認く
ださい。
事務局では、まだまだ取扱店を募集しております。まだ取扱店登録されていない対象業種の事業所はぜひ、
商工会議所へお申込みください。
取扱店は11月５日現在265店舗になり、新たに登録された店舗は以下の通りです。

春泉堂(城内)

スナックバンブー(城内)

CIR CULO Hair&Design(桜町)

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
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新型コロナウイルス感染症の影響にかかる

令和3年度の固定資産税等の軽減措置について
１．固定資産税・都市計画税の減免
中小企業・小規模事業者（個人事業者も含みます）の保有する建物や設備等の来年度（2021年度）※
の固定資産税・都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1 ／ 2とします。
※今年（2020年）の固定資産税・都市計画税は、１年間納税猶予される場合があります。
＜減免対象＞※いずれも市町村税
・事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税（通常、取得額または評価額の1.4％）
・事業用家屋に対する都市計画税（通常、評価額の0.3％）
※土地は減免対象外となります。

2020年2月～10月までの任意の連続する
3ケ月間の収入の対前年同期比減少率

50％以上減少

減免率

全

30％以上50％未満

額

2 分の 1

２．固定資産税の特例（固定ゼロ）の拡充・延長
現在、中小企業・小規模事業者が新たに投資した設備については、自治体の定める条例に沿って、
投資後３年間、固定資産税が減免されますが、本特例の適用対象に、事業用家屋と構築物を追加
するとともに、2021年３月末までとなっている適用期限を２年間延長します。
対象
地域

国

機械装置・器具備品などの償却資産
※旧モデル比で生産性が年平均１％以上向上するもの

（導入促進指針の策定）

協議

同意

市町村

（導入促進基本計画の策定）

申請

全国1,646自治体（うち1,642がゼロ（２月末時点））
※導入促進基本計画の同意を受けた市町村

対象
設備

事業用家屋と構築物を対象追加
・事業用家屋は取得価額の合計額が300万円以上の先端設備と
ともに導入されたもの
・構築物は、旧モデル比で生産性が年平均１％以上向上するも
の

認定

※既に「先端設備等導入計画」の申請をしている方は、計画を変更し、
事業用家屋と構築物の導入について同計画中に位置付ける必要があ

中小企業

ります。

（先端設備等導入計画の策定）

特例
措置

固定資産税（通常、評価額の1.4％）について、
投資後３年間、ゼロ～1/2に軽減
※軽減率は各自治体が条例で定める（小千谷市はゼロ）

【お問い合わせ先】固定資産税等の軽減相談窓口：0570－077322
おぢや
会議所だより
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ビジネスパートナー検索

商談相手探し

自社製品・サービスのPR

全国の商工会議所・商工会が運営の商取引支援サイト

ザ・ビジネスモール 登録・活用のすゝめ
◆ザ・ビジネスモールとは？

ザ・ビジネスモールは、
「会員企業の売上拡大」
「ＩＴの苦手な事業所のはじめてのＩＴ活用サービス」
「インターネッ
トにおける販路拡大支援」のコンセプトに基づいて設計されました。現在では全国の商工会議所などで共同運営する
日本最大級の商談支援サイトで、全国の約28万事業所が登録しています。毎日、地域を越えて多くの商談が活発に行
われています。
「自社をＰＲする」
「取引先を探す」など、ビジネスの活性化や業務の効率化にぜひご利用ください。
当所の会員は、無料（一部有料サービスあり）でご利用いただくことができます。

◆ザ・ビジネスモールで何ができるのか？
○ホームページで会社を全国にPR!

信用度UP!

ザ・ビジネスモール内に無料で『簡易ホームページ』を開設できます。
（企業名・所在地・業種・企業PR・画像付商品紹介等の情報を掲載。）

○全国からビジネスパートナーを検索

全国約28万社の登録企業から、
求める相手を地域・業種・キーワード等の条件で素早く検索することができます。

○日本全国に販路を拡大!

「ザ・商談モール」では、全国の企業へ匿名一括見積依頼・見積提案・仕事の受注ができます。
〔発注者〕
〔受注者〕

ザ・商談モールを使うと、簡単にすばやく仕入先や外注
先を探すことができます。
「こんな商品を探している」、「こんな特殊加工ができる
製造業を探している」といった情報（買いたい案件）を登録
すると、複数の売り手企業から提案や見積りがメールで届
き、取引先探しに費やしていた時間と手間が省かれます。
買いたい商品や技術の提案・見積もりの募集。
新規取引先の提案・見積もり依頼のメールを受信・提案
できます。

◆利用方法について～まずは、ユーザー登録をしてください～
①パソコンで「ザ・ビジネスモール」にアクセス！『ザ・ビジネスモール』で検索またはURL：https://www.b-mall.ne.jp
②「新規に登録する」ボタンをクリック！
③都道府県別一覧から「新潟県」→「小千谷商工会議所」を選択し、自社名を検索。
④「自 社 が 見 つ か っ た」→会社名をクリックし、担当者情報を入力
「自社が見つからなかった」→企業情報の登録・入力
⑤入力情報確認完了後、
「登録確認完了」のメールが到着。
メールのリンク先からパスワードを設定すれば登録完了！
ログイン後、簡易ホームページに自社のPRやURL等の追加情報を登録したり、商談モールを利用できます。
ご不明な点などがありましたら気軽にお問い合わせください。

問い合わせ先：小千谷商工会議所

TEL：0258－81－1300

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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会報チラシ折込サービス
ス 料金半額!!
会員
限定

小千谷会議所だよりでは自社PRや商品紹介、年末
年始の宴会案内など幅広くご利用いただける、会報チ
ラシ折込サービスをご用意しております。

「
『メガネ専用』という一言で
つくり手と消費者をつなげる」

渡辺

和博

日経ＢＰ総合研究所
上席研究員

47

東京・築地本願寺の近くに、ときどき行
く立ち飲みの日本酒バーがあります。 都
道府県のお酒を必ず１種類以上そろえてい
て、注文も「今日は何県ので～」と指定す
ることができます。すると、お酒と共に旅
好きの店主がその蔵の歴史やつくり手のエ
ピソードなどをあれこれ語ってくれます。
私のように日本酒通でもマニアでもない人
でも「それならその地域に行ってみたい」
と思わせてもらえます。
先日、そのお店で見掛けたのが宮城県栗
原市の「メガネ専用」というユニークな名
前のお酒でした。たまたま山形から東京に
出張に来ていた人と行ったのですが、その
人が「これは東北でも人気でなかなか手に
入らない銘柄だから飲みたいと思ってい
た」というのです。
メガネの顔をシンプルなイラストで描い
たラベルには「全員メガネの蔵人で造りま
した」の文字があり、視力検査の「Ｃ」が
並んだシールまで張ってある軽妙でおしゃ
れ な デ ザ イ ン の ボ ト ル で す。 も と も と は
「萩の鶴」や「日輪田（ひわた）」という銘
柄をつくっている萩野酒造のものです。東
京農業大学出身の８代目がこの商品を企画
したそうです。
「メガネ専用」は毎年 月１日に発売す
10

（＋税）

5,500
円
5, 50
00円

までの
12月号折込
額!
期間限定半

10 ％割引
◆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で

※お申込み・お問合せは商工会議所まで（☎81−1300）

作家と言っても文筆家だけ
じゃなく、芸術を含めたモノ作
りをする人の話しです。
ここ数年SNSの普及でモノ
作りの価値が大きく変わりまし
た。なるべく派手で目立って、細
部にこだわらない早く大量に消費するデザインが求
められているような気がします。私は美術系の動画
から始めたので、頼まれる時に適当でいいなんて言
われると寂しい気持ちになりますが、大量消費の時
代にあって致し方ないことなのかなと思っています。
SNSの影響で出てきた派手なモノ作りは、飲食で
あれば、カップ麺やコンビニ飯のような物だと思い
ます。定番もあれば隙間を狙った変わり種もあって
飽きないし、
とんでもない勢いで進化していて、
しか
も美味い。そんなモノが溢れた中で私が戦うライン
は
「やっぱり店の方が美味い」と思わせ続けることだ
と思うのです。
勝負時の大事な動画作りはやっぱり牛久保に任せ
たいと言われるような作家でいたいなと思います。

毎年恒例とな
毎年恒例となっている「小千谷うまいもの祭り」
て る「小千谷うま もの祭り」
は、例年市内外より大勢の方が来場されております
が、新型コロナウイルス感染症の状況と予防対策の
観点から、参加者および関係者の健康・安全面を第
一に考慮した結果、今年度の開催を中止することと
いたしました。
楽しみにしていただきました皆様には申し訳ござ
いませんが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいた
します。

「作家の話し」

小千谷うまいもの祭り中止 のご案内
牛久保くんのコラム

牛久保はミタ !!
地域おこし協力隊

る限定品で２０２０年で３年目となり、毎
回発売後すぐ完売してしまう人気商品です。
当初はその年の仕込みで余ってしまった材
料をなんとか生かす手段はないかとつくっ
たお酒を自社で独自にブレンドして、普段
扱う定番商品とは違う味わいと特徴を持っ
て始まったそうです。
私が面白いと思ったのは、そのユニーク
な名前もそうですが、メガネの日に発売し
て「全員メガネの蔵人」という表記で、一
気につくり手と飲み手がつながってしま
うことです。お酒の銘柄（ネーミング）は、
地域の名前や地域のストーリー、製造方法
や原材料などの違いを語ることなどで、さ
まざまな個性を競っている分野です。つく
り手についても「〇〇杜氏（とうじ）が仕
込んだ」といったアピール方法はこれまで
にもありました。
「メガネ専用」はつくり手の技や出身地
をアピールしているわけではありませんが、
なんとなくつくり手が、ときにはメガネを
曇らせながら真面目に仕込んでいる姿をほ
うふつとさせます。また「メガネの日（
月１日）」に発売ということも伝わるため、
毎年手に入れたいリピーターにとっては発
売日を覚えやすいという効果もあります。
ものづくりが進化して、現代の日本酒は
どれもハイレベルの味わいになっています。
メジャーブランドだけでなく、地方の小さ
なつくり手でも機械化を進めてコンピュー
ターで製造過程を制御しているところは珍
しくありません。逆に言えば、どれもおいし
いため、差別化が難しくなってきています。
「モノ（品質訴求）からコト
（用途提案）へ」
と顧客が求める価値が変化しているといわ
れますが、その先には「ヒト（つくり手と
の関係性）」が重視される時代が来ていま
す。「 メ ガ ネ 専 用 」 は た っ た 一 言 で そ れ が
実現できると教えてくれた例だと思います。

会報本誌に掲載
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一人でも雇ったら、
労働保険に必ず加入を
〜労働保険に入っていない会社に、
人が集まるでしょうか。
〜

労働者（パート、アルバイト等を含む）を１人で
も雇っている事業主は労働保険（労災保険・雇用保
険）に加入しなければなりません。
労働保険は、労災保険・雇用保険の各種給付金の
ほか、雇用の安定のために事業主に支給される助成
金などの各種支援制度も設けられており、労働者は
もとより事業主のためにも欠くことのできない制度
です。
また、人手不足の折、事業主にはコンプライアン
スが求められており、より良い人材を確保する意味
でも、労働保険に必ず加入している必要があります。
まだ、労働保険の加入手続きを行っていない事業
主におかれましては、管轄の労働基準監督署または
公共職業安定所（ハローワーク）で加入手続きをと
られるようお願いします。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

問い合わせ先
新潟労働局総務部 労働保険徴収課
（電話 025−288−3502）
又は、お近くの労働基準監督署・
公共職業安定所（ハローワーク）

製造

小売

サービス

0
-10
-20

新潟県最低賃金は、県内で事業を営む全ての使用
者及びその事業場で働く全ての労働者（臨時、パー
ト、アルバイト等を含む。）に適用されます。
この機会に、最低賃金額を確認しましょう。
また、最低賃金引き上げに向けた業務改善助成金
や働き方改革推進支援センターの無料相談制度も設
けられておりますので、ご相談ください、
○業務改善助成金に関するご相談は、
・新潟労働局 雇用環境・均等室
電話：025−288−3528
○働き方改革推進支援センターの無料相談に関する
お問い合わせは、
・新潟働き方改革推進支援センター
電話：0120−009−229 または 025−256−8701
○最低賃金に関するお問い合わせは、
・新潟労働局労働基準部賃金室
電話：025−288−3504
・各労働基準監督署
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜

〒950−8625
新潟市中央区美咲町１丁目２番１号
新潟美咲合同庁舎２号館３階
新潟労働局 労働基準部 賃金室
電話 025−288−3504、FAX 025−288−3515

-40
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5月

6月

7月

8月

9月

10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。
おぢや
会議所だより
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雇用維持や家賃負担軽減のため
の助成金など、政策効果が剥落し
た後の経営悪化や都市部から地方
への感染再拡大への懸念が続く。
一方で、年末年始を含む旅行需要
の回復やＧｏ Ｔｏ商店街などに
よる消費喚起への期待感もうかが
える。また、海外向けの自動車関
連や、５Ｇ向けなど半導体関連、
中国向けの工作機械の持ち直しに
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。製造業では、ビジネスや教
育関連での印刷物の需要が低迷し、
印刷業では不振が続くものの、５
Ｇや企業のＩＣＴ化を追い風とす
る通信関連では引き合いが増加し、
電子部品製造業等を中心に販売単
価が上昇したことで採算が改善。
また、建設業では、北陸新幹線の
敦賀延伸関連工事をはじめ、道路
整備や河川改良工事等の公共工事
が高水準で推移しており、売上が
改善した。

会報本誌に掲載

-30

-100

新潟県最低賃金額は、
従来の時間額830円から１円
引き上げられ、
本年10月１日から831円になりました。

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜

CCI－LOBO

2020年10月分

全国商工会議所早期景気観測

建設

卸売

831円に

業況ＤＩは、持ち直しの動きもまだら模様
先行きは慎重な見方も、回復への期待感続く

全業種

新潟県最低賃金は
時間額

全 産 業 合 計 の 業 況 Ｄ Ｉ は、 ▲
５０．２（前月比＋６．３ポイン
ト）。
新型コロナウイルスの影響が長
期化する中、巣ごもり需要の拡大
に下支えされた飲食料品関連が堅
調なほか、東京が追加されたＧｏ
ＴｏトラベルやＧｏ Ｔｏイート
の政策効果により宿泊業、飲食業
でも利用客の増加がみられた。ま
た、オンライン会議の普及などに
よるデジタル投資の増加を受け、
電子部品製造業やソフトウェア関
連で受注が伸びているほか、中国
向けを中心に生産が回復しつつあ
る自動車関連でも持ち直しの動き
が続く。一方、衣料品や化粧品を
はじめ、不要不急の商品を買い控
えるなど、一部では消費者の生活
防衛意識の高まりを指摘する声も
聞かれており、コロナ禍からの回
復に向けた動きはまだら模様の状
況が続く。
先行き見通しＤＩは、▲３８．
０（今月比＋１２．２ポイント）
。

（前年同月比）の推移
産業別業況Ｄ
Ｉ
北陸信越ブロック

パートも！学生アルバイトも！

19

17

12

月

１日 正副会頭会議
経営者育成塾（第４回）
３日 所内運営会議
女性会 フラワーアレン
ジメント講習会
４日 小千谷産学交流研究会
オンラインセミナー
８日 日本政策金融月例相談会
経営者育成塾（第５回）
日 経営者育成塾（第６回）
日～ 日 日商委員会
日 経営相談会
常議員会・忘年会
仕事納め
日

22 16 15

11
12

月）

おぢや風船一揆実行委員会

28

15

会 員 情 報
10月末会員数 938
■所在地変更

(有)小千谷経営研究センター（10月12日付）
（新）栄町４−８
（旧）土川１−４−１５

■代表者変更

(株)魚沼電子（10月19日付）
（新）宮川 洋祐 （旧）猪俣

光夫

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。
この宇宙は愛からできてるのではないか。愛で満ち溢れ
てる世界なのではないか。愛を存分に受け取ろう。
書道家 武田 双雲

17 16

月～

19 18

日 簿記検定
着物でまちあるき
日 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）
日本政策金融公庫
１日相談会
経営者育成塾（第３回）
金融証券部会
プレスリリースセミナー
（第２回）

日
日
日

21

月

創業塾（第１回）
まちなか茶会
建設工業部会幹部会
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
工業部会幹部会
商店街等連絡会議
観光サービス部会幹部会
小千谷市社会保険研究会
秋季事務研修会
経営者育成塾（第１回）
所内運営会議
26 25 24

11

会議・行事の予定（

２日
３日
５日
９日
日

10

日

11

日

12

商工会議所検定試験

合格おめでとう

詳しくは、貴社担当のアクサ生命保険㈱営業推進
員（܅83 4922）または当所共済担当（܅81 1300）
にお問い合わせください。

第２２０回 珠算能力検定
１級
合格者なし
２級
佐 藤
梓
庭 野
豊
瀧 澤
晴

会員企業の皆様の福祉増進と経営の向上に寄与する
ことを目的として各種共済制度を運営しておりま
す。

（以上、新潟育英センター）

事業所宛に別途郵送（11月16日発送予定）にてご案
内申し上げます。
なお、当所では、おぢやＣＣＩ共済制度の他にも

惟 吹
瑞 姫
翠 人

21.3％となりました。加入事業所には11月24日(火)
付で、毎月の保険料振替口座に「令和元年度配当
金」をお振込みいたします。また、明細書等を加入

３級
坂 詰
佐 藤
和 田

令和元年度(令和元年年10月〜令和２年９月)おぢ
やＣＣＩ共済の収支決算の結果、配当還付金率は約

（以上、新潟育英センター）

おぢやＣＣＩ共済配当金について

第１３０回 段位認定試験
〈珠 算〉
準初段
田 村 明日花
（新潟育英センター）

令和元年度

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

主な内容

お問合せ先

【国税庁】
マイナポータルを活用した
年末調整手続きの簡素化に
ついて

国税庁では、年末調整手続を電子化するため、
「マイ
ナポータルから控除証明書情報の一括取得機能（マ
イナポータル連携）の提供」、「従業員の年末調整デー
タの入力・提出支援ソフト（年調ソフト）の提供」を
2020年10月から開始しております（令和2年分の年
末調整手続きから適用）。

【国税庁】
年末調整手続の電子化に向けた
取り組みについて：
https://www.nta.go.jp/users/
gensen/nenmatsu/nencho.htm
年末調整手続の電子化に関する
パンフレット：
https://www.nta.go.jp/users/gensen/
nenmatsu/nencho_pamph.htm

【厚生労働省・文部科学省】
2021年3月
新規高等学校等卒業者の
就職・採用活動において
資格・検定試験を
活用する場合の配慮に
ついて

2021年3月新規高等学校等卒業者の採用選考が10月
16日に開始されております。2020年度においては、
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により延期また
は中止となっている資格・検定試験があることから、
採用選考時に、延期または中止となった資格・検定試
験に合格していないことをもって、生徒を不利に取り
扱われることがないようご配慮をお願いします。

【厚生労働省・文部科学省】
リーフレット「高校生の採用を
行う企業の皆さまへ」：
https://www.mhlw.go.jp/content/
11650000/000682910.pdf

【公正取引委員会】
独占禁止法改正に
伴う特設ページの
ご活用について

独占禁止法改正法が2020年12月25日から施行され
ますが、本改正は、事業者にとって影響が大きい内容
が含まれています。公正取引委員会では、新制度の説
明動画、資料をご覧いただける特設ページを開設して
おりますのでご活用ください。

【公正取引委員会】
令和元年改正独占禁止法特設ページ :
https://www.jftc.go.jp/dk/
kaisei/r1kaisei/index.html#abc

【厚生労働省】
｢過労死等防止啓発月間｣
｢過重労働解消キャンペーン｣
について

過労死等防止対策推進法では、国民に広く過労死等を
防止することの重要性について自覚を促し、これに対
する関心と理解を深めるため、毎年11月を「過労死
等防止啓発月間」と定めています。
厚生労働省では、
「過労死等防止啓発月間」の一環と
して「過重労働解消キャンペーン」を11月に実施し、
長時間労働の削減等の過重労働解消に向けた取組を推
進しています。

【厚生労働省】
｢過労死等防止啓発月間｣の詳細：
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.
cgi?p=5&n=118
｢過重労働解消キャンペーン｣特設
ページ：
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.
cgi?p=8&n=118

【日本商工会議所】
商工会議所会員限定！
割引価格で「電子証明書」
を入手できます

商工会議所では、会員の電子証明書取得を支援してい
ます。電子証明書は、「インターネット上の身分証明
書」に当たり、認証局と呼ばれる第三者機関が持ち
主の身元情報を認証し発行します。ネット上の「な
りすまし」
「改ざん」等を防止できるため、今日では
「公共発注機関等への入札」
「行政機関への各種届出」
「ＢtoＢ電子商取引」などで幅広く活用されています。
「会員確認用クーポン券」 全国の商工会議所会員は、㈱帝国データバンク（ＴＤ
の発行は小千谷商工会議所 Ｂ）とセコムトラストシステムズ㈱（セコム）の電子
へお申込みください
証明書を商工会議所会員料金（割引価格）で購入でき、
（☏0258-81-1300）
この適用を受けるには所属商工会議所から「会員確認
用クーポン券」の発行を受けたうえで、ＴＤＢまたは
セコムに電子証明書の取得手続きをする必要がありま
す。

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：11月17日
（火）
（火）
次回開催日：12月22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
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【日本商工会議所】
提携電子証明書の割引販売制度の
ご案内：
https://www.jcci.or.jp/it/
toritsugi.html
【㈱帝国データバンク】
ＴＤＢ電子認証サービス：
https://www.tdb.co.jp/typeA/
index.html
☏0570-011999(平日9:00～17:00)
【セコムトラストシステムズ㈱】
セコムパスポート for G-ID：
https://www.secomtrust.net/
service/ninsyo/forgid.html
☏0120-39-0756(24時間365日)

次回開催日：12月 8日（火）
次々回開催日： 1月12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

おぢや
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