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新 型コロナウイルス 感 染 症 克 服 に向 け て

小千 谷 市へ経 済対 策を提言

大塚市長に提言書を渡す小宮山会頭と髙野史郎副会頭、高野邦子副会頭、木村副会頭
詳細は 2 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

コロナ禍における売れる
仕組みづくりセミナー を開催
１月14日(木)、21日(木)に当所３階ホールにて小
売・飲食・サービス業向けの「コロナ禍における売
れる仕組みづくりセミナー」を開催しました。
セミナーでは売上UPの取組みを一過性のものと
しない為の売れる仕組みづくりの基本的な考えを学
んだ上で、コロナ禍でも売上を伸ばしていける為の
SNSを中心としたスマホでも活用できる無料ツール
について主に下記のものを紹介しました。
新規顧客集客のツール
お店の基本情報や商品・サービスを登
マイビジネス 録しておくことで、集客やHPの代替
手段として活用することができます。

Google

リピーター育成のツール
お得なクーポンの配信やお問合せ手段
公式アカウント など様々な機能を活用することができ
ます。

LINE

Instagram

新規顧客からリピーターへのツール
コンセプトを統一した投稿とストーリ
ーズでのリアルタイム情報やユニーク
な投稿の配信により、顧客を巻き込ん
で広く自社の情報発信をしていくこと
ができます。

デジタル化応援隊支援セミナー開催
１月22日(金)当所にて、㈱つづく代表取締役井領明広
氏を講師に「100年つづく企業を実現するために中小企
業でのクラウドサービス活用事例セミナー」をオンライ
ンで開催しました。
セミナーでは技術が進歩しても利益活動の主役は
「人」に変わりなく、AIにもデジタルにも置き換わら
ない。裏を返せば 非 利益活動は「デジタル」が主役
といえる。
デジタル化とは全企業が取り組むべき共通のテーマで、
働く場所、顧客の大切な情報、経営データ、そして社員
の安全を守るための手段。そしてIT導入も変化し、
IT・システムは「ゼロから作る」時代から、「クラウド
サービスを選んで組み合わせる」時代となった。
クラウドであれば昔のように、時間もコストもかかる
問題点が解決できる。クラウドサービスは情報システム
部門を持たない中小企業にとって、デジタル化を「よ
り身近なもの」としてくれると講演いただきました。

会頭から市長に
経済対策に関する提言書を
手渡しました
これは８部会ごとの調査（10月〜11月）結果をま
とめたもので、予防対策と継続的な経営支援につい
て以下の７点を提言しました。
１ 感染予防対策の徹底と取組み支援
・３密防止や換気対策などの設備投資に対する
費用の拡充
２ 感染者が発生した事業所の風評被害防止
・偏見や差別防止のための対策を強化
３ 事業継続、雇用維持の支援
・プレミアム商品券などによる飲食業、小売業、
宿泊業等支援
４ さらなる金融支援の充実
・新たな常態の創出に資する事業展開経費支援
５ 持続化給付金
・次年度継続
６ 雇用調整助成金
・特例措置の延長及びその後の再延長
７ ビジネス変革への支援
・国内外への販路拡大や輸出に係る経費支援

「Ojiya Shopping Street」
開催中 !
おぢやまちゼミの会（風間正徳会長）では中央通
商店街、東大通商店街、本町商店街、平成商店街の
店舗をSNSで毎週紹介していく「Ojiya■Shopping■
Street」を開催中です。
本事業は小千谷市より受託しているSNS環境整備
事業の一環として実施しており、小千谷市商店街の
新たな魅力を発見していく事業となっています。
まちゼミのフェイスブックにて発信していますの
で気になる方はぜひ下記QRコードよりアクセスし
てください。また、インスタグラムではオススメの
商品について紹介しています。こちらもぜひ覗いて
みてください。気になったお店を見つけて足を運ん
でみましょう！

まちゼミホームページ

まちゼミフェイスブック

まちゼミインスタグラム
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小千谷税務署
確定申告会場のお知らせ
確定申告書の提出はお早目に！
［会

場］小千谷税務署 確定申告会場
小千谷市東栄 1 丁目5 −24

［開 設 日］2 月1日(月)〜 4 月 15 日(木)

※土・日・祝を除く

［受付時間］午前 8 時 30 分〜午後 4 時
※申告書類の提出は午後5時まで

［お問い合わせ先］小千谷税務署 個人課税部門
TEL 0258−83−2090

新型コロナウイルス感染症対策について
○会場への入場には「入場整理券」が必要です。
入場整理券は会場で当日配布しますが、LINEを通じた
オンライン事前発行も可能です。LINEで国税庁LINE公
式アカウントを友だち追加してください。
○会場では感染症防止対策として入場時の検温、マスクの
着用・手指消毒等を行います。

地域おこし協力隊

牛久保くんのコラム

牛久保はミタ !!

「理想と現実の話し」

任期も残り３か月となって、色々とバ
タバタしてきました。
動画の相場や同業者など調べ事が大変
多いのですが、
「技術の高さにこだわる奴
は成功しない」という意味合いの記事が
結構あります。というのも”クライアント
が見てるのは動画でどれだけ利益を上げたか”という１点だか
らという論調です。まさに自分の事を言われてるようで耳が痛
いのですが、制作と広告の違いかなと思います。
広告用の漫画形式の商品販促をネット経由で受けた事があり
ますが、結構な修正をくらいました。曰く
「視認性が良くない」。
ストーリー部分はすんなり通るのですが、商品紹介の値段や効
果のテロップがイメージを下回ったようです。最近こういう広
告をよく見かけますが、制作費を出来る限り抑えて広告費に使
う手法で、実態はわかりませんがよく見かけるという事は結構
効率の良い手法なんだろうと思います。
逆に制作視点の私がやりがちなのは、作るのに時間をかけて
広告費は一切使わない。個人のSNSくらいでしか告知しない事
がほとんどです。広告主体の作品は個人的に好きではないです
が、軍配は完全に広告側に上がってそうな気がします。お金を稼
ぎたい気持ちはさらさらないんですが、広告がないと作品を見
てもらう機会もないのであとは個人のバランス感覚なんでしょ
うね。

参加店の宴席・会席やテイクアウトがとってもお得 !

「おぢや宴席・会席事業者応援キャンペーン」
小千谷市では、新型コロナウイルスの「第３波」ともいえる感染拡大により年末年始の宴席会席が激減し、
大きな影響を受けた事業者を支援する為、『おぢや宴席・会席事業者応援キャンペーン』を実施中です。
年末年始には、オードブルやおせちなどのテイクアウトで本キャンペーンを利用する方が多い状況でした。
一方、宴席・会席プランでは一部地域で緊急事態宣言が発令された影響もあり、本キャンペーンの利用状況は
伸び悩んでいますが、全ての参加店で新型コロナウイルス感染防止対策を徹底し、多くの皆様より安心してご
利用いただけるよう努めています。利用する方も①手指消毒・体温チェック②短時間で行う③なるべく普段一
緒にいる人と等の感染予防意識を持ち、お店ではマナーを守るなどのご協力をお願いします。コロナウイルス
に負けず、小千谷を元気にしていきましょう！
本キャンペーンの利用方法や参加店などの詳細は商工会議所ホームページをご覧ください。
現在市内の22店舗が参加しています。
キャンペーン期間：令和３年２月28日まで（予定）※予算が無くなり次第終了
なお、期間の途中であっても今後の感染拡大状況や国・県からの強い要請により事業の一部を停止する場合
があります。
『おぢや宴席・会席事業者応援キャンペーン実行委員会』事務局 ܅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
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折込料一律

11,000 円 4,000 円より
（＋税）

※お申込み・詳細は商工会議所まで（܅81−1300）

「
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10

渡辺

和博

日経ＢＰ総合研究所
上席研究員

年後のビジネス環境と
チャンスを考えてみる」

10

３月 日で、東日本大震災から 年がた
ちます。今なお復興のさなかにあって奮闘
が続く地域もたくさんあります。あの日、
東京ですら強い揺れを感じ、交通インフラ
や通信インフラがまひし、パニック寸前で
あったことが生々しく思い出されます。九
州 で は 新 幹 線 が 翌 日 に 開 業 予 定 で、 沿 道
の２万人が参加して制作されたテレビＣＭ
の放送が自粛されたことなどを記憶されて
いる方もいるかもしれません。３月 日は、
全国の誰もがこの 年という月日の流れと
変化を実感できるきっかけとなります。
では未来に目を転じて、この先の 年で
はどんな変化が起きるのか考えてみましょ
う。震災や風水害などの自然災害や今回の
新型コロナウイルス感染症の流行のように、
予測不可能で社会を大きく変えてしまうよ
うな変化があるかもしれません。そんな中
でも確実に来る未来の指標から、 年後の
世の中の姿と人々の暮らしに、どのような
ものが必要とされるかなどを見てみます。
よく言われる高齢化では、全人口の約３
割が 歳以上、約２割が 歳以上になりま
す。首都圏をはじめとする大都市圏への人
口集中はずっと続き、首都圏には約３割、
三大都市圏には５割以上集中すると予想さ
れます。一人暮らし比率も増えて単独世帯
比率は約４割に増え、一世帯当たりの人数

はほぼ２人となります。生涯未婚率も上昇
して男性で約３割、女性で約２割が ＂
生涯
独身＂ となります。
所得の大きな伸びは期待できませんし、
おそらく消費税も上がるでしょう。ＩＭＦ
の報告書では２０３０年には ％にする必
要があるとされています。高齢化と相関が
あるジニ係数も高まり、貧富の差が広がる
ことが予想されます。これは市場が高級志
向と節約志向に二極分化するとも考えられ
ます。
なんとなく暗い気持ちになってしまいそ
うですが、こうした ＂必ず来るであろう未
来＂ の一方で、５Ｇのような通信インフラ
だけでなく医療技術やサービスも進化して、
より安価に広く普及するようになるでしょ
う。自動車の自動運転などモビリティーも、
これまでの 年よりもさらに加速がついた
変化が見られるはずです。
こうした暮らしの環境の変化を見ていく
と、この先求められるテーマがいくつか見
えてきます。例えば「それほどお金はなく
ても幸せに生きるには？」といったことで
す。
健康が維持できて、親しい友人・知人と
きちんとコミュニケーションが取れ、自分
の存在価値を実感しながら働ける仕事と環
境があるといったことも、その解決へのア
プローチでしょう。売り上げは大きくなく
ても、こうしたニーズに寄り添うことで生
まれるビジネスは多くあるでしょう。逆に
こうした ＂
こじんまり
＂ した幸せ観ではな
く、進化する先端のＩＴ技術や医療技術に
注目して、小さな企業規模でも世界市場で
戦っていくといった方向を目指す人もいる
でしょう。
次の 年には、予期したこと、予期しな
いことのどちらにも、新たなビジネスチャ
ンスが隠れているのだと思います。

会報本誌に掲載

10

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

10

11

10

10

（＋税）

令和２年度「第45回おぢや風船一揆」は熱気
球競技大会「日本海カップクロスカントリー
選手権」のみ開催を予定しておりましたが、
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中
止となりました。
これにより、第45回おぢや風船一揆のすべ
てのイベントが中止となりました。

広告掲載料金は

開催中止のお知らせ
サイズ問わず

第 45回おぢや風船一揆
新商品、新サービス、お店のPRにぜひご活用く
ださい！

※感染拡大の状況により中止とする場合がございます。
予めご了承ください。

広告掲載料は大きさによって変わりますが、チラ
シ折込料は大きさに関係なく一律11,000円 (＋税)
となっています。

サンプラザ 3Fホール

会議所だよりでは、会員限定で会報チラシ折込、
広告掲載のサービスを行っております。

臨時議員総会 ３月23日(火) 16時より

ご利用ください

３月の臨時議員総会開催の
ご案内

会報チラシ折込、
広告掲載サービス
会員
限定
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会議・行事の予定
（ 月～ 月）
２日
マル経審査

正副会頭会議

月

３日
所内運営会議

売れる仕組み作りセミ

日本政策金融月例相談会

ナー個別相談会

売れる仕組み作りセミ

行政と商店街の意見交換会

病院跡地整備

４日

８日
９日

日
経営相談会

常議員会

珠算検定

ナー個別相談会
日

全国商工会議所早期景気観測

業況ＤＩは、緊急事態宣言再発令の影響により悪化
先行きも懸念拭えず、厳しい見方広がる

（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。

日

1月

県連運営委員会

-90

簿記検定

-80

による下支えのほか、ネット販売
の強化や巣ごもり需要に対応した
商品開発による売上回復への期待
感がうかがえる。一方、消費者マ
インドの低下に加え、雇用調整助
成金の特例措置など政策効果剥落
後の資金繰り悪化への懸念もあり、
中小企業においては先行きへの不
透明感が一段と増しており、厳し
い見方が広がっている。
北陸信越の全産業の業況ＤＩは、
ほぼ横ばい。製造業では、５Ｇや
企業のＩＣＴ化を背景に、スマー
トフォンやパソコン向けの半導体
需要が増加していることを受け、
半導体や半導体製造装置関連を中
心に売上が改善。一方、サービス
業では、強い寒波に伴う大雪によ
り運送業で配送遅延や荷受け停止
が生じたほか、新型コロナウイル
スの感染再拡大に伴い、年末年始
の帰省を控える動きがみられ、飲
食・宿泊業を中心に売上・採算と
もに悪化。

-70

全 産 業 合 計 の 業 況 Ｄ Ｉ は、 ▲
４９．５（前月比▲３．４ポイン
ト）
。
企業のデジタル投資や５Ｇ向け
の需要増を背景に受注が伸びてい
る電子部品関連や、中国・米国向
けの輸出が増加している自動車関
連が好調なほか、巣ごもり需要に
下支えされた飲食料品関連の製造
業が堅調に推移した。一方、新型
コロナウイルス感染再拡大の影響
から、 都府県における緊急事態
宣言の再発令やＧｏ Ｔｏキャン
ペーンの一時停止により、客足が
減少した飲食・宿泊業や小売業で
は業況感が悪化した。売上低迷に
直面している外食産業を中心に、
需要回復を見通せない中、先行き
不透明感を指摘する声が多く、中
小企業の景況感には弱さが見られ
る。
先行き見通しＤＩは、▲４９．
４（今月比＋０．１ポイント）。
自動車や電子部品関連の製造業

-60

日

正副会頭会議

-10

日

所内運営会議

0

月

２日

サービス

４日

製造

小売

日本政策金融月例相談会
常議員会

-50

日

建設

卸売

９日

臨時議員総会

-30

経営相談会
日

エキスパートバンク・相
談所長会議

全業種

３

日
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会 員 情 報

1月末会員数 940
■事業所名変更

(新)㈱第四北越銀行 小千谷中央支店（1月1日付）
(旧)㈱第四銀行 小千谷中央支店

(新)㈱第四北越銀行 片貝支店（1月1日付）
(旧)㈱北越銀行 片貝支店

大きく寛ぐと書いて寛大。
こんな時代だからこそ寛大な心で
過ごしたいものです。
書道家 武田 双雲

-20

12月

11月

10月

9月

8月

-100

会報本誌に掲載

-40

2021年1月分
11

CCI－LOBO

（前年同月比）の推移
産業別業況Ｄ
Ｉ
北陸信越ブロック

(新)瀬下建設㈱（1月18日付）
(旧)瀬下建設

■所在地変更

瀬下建設(新)（1月18日付）
(新)大字薭生甲2230−1 (旧)平沢1−4−20
クレール105
◇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/

(新)㈱第四北越銀行 小千谷支店（1月1日付）
(旧)㈱北越銀行 小千谷支店

会報本誌に掲載
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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
【経済産業省】
マイナンバーカードの積極的な
取得と利活用の呼びかけについて
（協力依頼）
まだカードをお持ちでない方に
対し、2021年1月～3月にかけて
「マイナンバーカード交付申請書
(QRコード付き)｣が順次送付され
ます。この機会に是非マイナンバ
ーカードの申請をお願いします。

【経済産業省】
オリパラ特措法等の一部改正
に伴う祝日の移動について

お問合せ先

主な内容

マイナンバー制度は、国民の共通番号を通して行政 【内閣府】
をデジタル化し、各種行政事務の効率化や社会保 ｢メリットいっぱい、マイナン
バーカード｣：
障・税制度の透明性を高めるなど、国民にとって利
便性の高い公正・公平な社会を実現するための重要 https://www.cao.go.jp/bangous
な社会基盤となっています。また、2021年3月に eido/pdf/meritippai.pdf
はマイナンバーカードの健康保険証としての利用が
始まるほか、運転免許証との一体化も検討されてお 説明動画「マイナちゃん・平
り、カード所有者の利便性は増々高まっています。 井大臣がマイナンバーカード
つきましては、貴社の従業員等に対し、マイナンバ について解説してみた｣：
ーカードの積極的な取得と利活用の促進について、 https://www.youtube.com/
呼びかけていただきますようご協力をお願いします。 watch?v=hRTvuZsU8Kk
東京オリンピック・パラリンピックの開催が1年延
期になったことに伴い、オリパラ特措法等が一部改
正されました。東京オリンピック・パラリンピック競
技大会の円滑な準備及び運営に資するため、2021
年の国民の祝日は下記のとおり移動となります。
・海の日：7月19日(月) → 7月22日(木)
・スポーツの日 ：10月11日(月) → 7月23日(金)
・山の日 ：8月11日(水) → 8月8日(日)

最低賃金引上げに対する主な支援策である「業務改
善助成金」に、令和2年度第3次補正予算で新たに
「20円コース」が新設されました。
【厚生労働省】
「業務改善助成金」は、中小企業や小規模事業者が
令和2年度第3次補正予算に
生産性向上のための設備投資（機械設備、POSシス
おける業務改善助成金に
テム等の導入、コンサルティング導入や人材育成・
ついて
教育訓練）などを行い、事業場内最低賃金を一定額
（20円コースの新設）
以上引き上げた場合、その費用の一部を助成するも
のです。20円コースは、2021年2月1日より申請受
付が開始されました。

【新潟労働局】
「36協定届」
｢1年単位の変形労働時間制な
どに関する協定届」等の
様式が変わります

令和２年度

2021年4月1日より時間外労働・休日労働に関する
協定届等の様式が新しくなり、新様式での届出が必
要となります。
36協定届の新様式には、協定の適正な締結に向け
て労働者代表についてのチェックボックスが設けら
れました。また、1年単位の変形労働時間制などに
関する協定届などについても、協定当事者の適格性
にかかるチェックボックスが新設されます。
リーフレット及び新様式は、新潟労働局のホームペ
ージよりダウンロードしてください。

【首相官邸】
2021年の祝日移動について
(内閣官房 東京オリンピック
競技大会・東京パラリンピッ
ク競技大会推進本部事務局）
：
https://www.kantei.go.jp/
jp/headline/tokyo2020/
shukujitsu.html
【厚生労働省】
業務改善助成金：
https://www.mhlw.go.jp/stf/seis
akunitsuite/bunya/koyou_roudo
u/roudoukijun/zigyonushi/shien
jigyou/03.html
新コース「業務改善助成金」
のご案内(リーフレット）
：
https://www.mhlw.go.jp/content/
11200000/000591257.pdf

【新潟労働局】
https://jsite.mhlw.go.jp/niigata
-roudoukyoku/top_page.html
リーフレット
新潟労働局 重要なお知らせ

新様式
新潟労働局 様式集

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：2月18日
（木）
次回開催日：3月16日
（火）
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

次回開催日：3月9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
会議所だより
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