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リニューアルしました!

今 月 の ピ ッ ク ア ッ プ

▪令和3 年度事業計画・収支予算（P2、P3）
▪１月～３月期会員景況調査（P4、P5）
▪賃金実態調査（P8、P9）

船岡公園より信濃川と越後の山々を一望

おぢや
会議所だより
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事業項目と主な内容

令 和 3 年 度 　 事 　 業 　 計 　 画

会　頭　小宮山　佳　秀
１　経済状況について

　昨年10月の業況DIがやや改善され、経済は持ち
直しの兆候が出て参りました。特に巣ごもり消費に
下支えされ飲食料品関連や観光産業を中心に業況感
が改善しました。また、自動車などの輸出関連が増
収傾向となっています。しかし、飲食や宿泊におい
ては業績改善の腰折れが懸念されます。
　なお、日米の実質金利差が明白となってきている
ため円高傾向が懸念され、輸入物価の下落がデフレ
経済を引き起こすことが心配されています。

２　本年度の基本方針
　⑴　生産性の向上

　全社的視点での効率化、IT投資、デジタル化、人
材育成、働き方改革などにより、付加価値の向上や
コストダウンを図る。

　３月23日(火)、サンプラザにおいて令和２年度臨
時議員総会を開催しました。
　小宮山会頭の挨拶のあと、⑴令和３年度事業計画
並びに収支予算、⑵小千谷商工会議所定款の一部改
正、⑶小千谷商工会議所定款第39条第１項但書によ
る常議員会への委任事項、⑷議員の辞任についてそ
れぞれ審議を行いました。
　⑵では、会員の表決権及び選挙権の行使にあたっ
ては、書面提出のほかに電磁式方式でも可能とする
こと、また、これまで認められていなかった常議員
会の書面表決を可能とすることが、⑷では、１月24
日に逝去された故 五十嵐高志 様（㈾トーユヤ）の

議員辞任について、⑴⑶ともにいずれも原案どおり
可決承認されました。（⑴は本誌２・３ページに内
容を記載）
　また、報告事項として⑴新規加入会員、⑵令和２
年度収支補正予算、⑶労働保険事務組合事務処理規
約の一部改正、⑷職員就業規則、嘱託職員就業規則
及び臨時職員・無期転換職員就業規則の一部改正、
⑸育児・介護休業に関する規則の一部改正、⑹「お
ぢやお得な応援券」「第２弾おぢやプレミアム商品
券」及び「おぢや宴席・会席事業者応援キャンペー
ン」の結果と、⑺伴走型経営発達支援計画事業評価
委員会の評価について、それぞれ説明を行いました。

臨時議員総会 令和3年度の事業・予算決まる

　⑵　事業承継対策
　経営者の平均年齢は65歳を超えており、また、60
歳を超えても後継者が未定のケースは全体の70%で
す。事業承継が遅れている企業の利益率は厳しい状
況であり、我々は重く受け止めなければなりません。
　経営の視点で早めに「事業承継計画」を策定する
ための支援を図る。

　⑶　コロナ禍対策（経済対策提言書より）
　感染予防対策、風評被害対策、事業継続や雇用維
持の支援（飲食・小売、宿泊など）、金融支援、持
続化給付金、雇用調整助成金、ビジネス変革支援

（国内外への販路拡大・輸出に係る経費支援）など。
　⑷　コロナ禍対策取組

　①WEB会議の活用　②自社の独自技術や強みを
生かした製品開発や市場開拓　③自社の供給網の活
用　④規制緩和　⑤顧客ニーズの掘り下げ　⑥商品
価値の分かる人の発掘

計画策定にあたって

１．商工業振興に関する事業
⑴認定経営革新等支援機関として各種施策の周知

と活用支援
⑵日商「制度改正に伴う専門家派遣事業」の実施
⑶デジタル化の推進と活用支援　など

２．小規模事業者支援に関する事業
　２－１ 経営改善普及事業

⑴窓口、巡回相談等の経営支援活動の強化

⑵小規模事業者経営改善資金（マル経融資）の周
知と利用促進

⑶小規模事業者持続化補助金の周知・斡旋・申請
指導　など

　２－２ 伴走型小規模事業者支援推進事業
⑴経営分析と事業計画策定支援の実施
⑵事業承継支援事業と経営者育成塾の開催
⑶創業、第二創業を支援するため創業塾の開催　など
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◦事業７会計

収
入
構
成
比
率

支
出
構
成
比
率

◦積立金２会計　財政調整積立金会計　75,810千円　　職員退職給与積立金会計　10,940千円

事業計画・収支予算とも詳細は会議所HPに掲載

収 入 の 部 （単位：千円）

会 費 収 入 13.7% 18,630
特定商工業者負担金 0.6% 840
事業収入･負担金･手数料 15.7% 21,440
県 ･市 補 助 金 等 29.3% 39,950
共 済 取 扱 手 数 料 14.5% 19,800
会館使用料 ･貸室料 3.2% 4,330
雑 収 入 0.3% 350
繰 入 金 14.2% 19,400
繰 越 金 8.6% 11,710
合 　 　 計 100% 136,450

支 出 の 部

事 業 費 25.4% 34,610

給 与 費 33.0% 45,060

福 利 厚 生 費 5.7% 7,750

管 理 費 ・ 事 務 費 15.7% 21,470

職員退職給与積立金 2.8% 3,770

繰 出 金 14.2% 19,400

予 備 費 3.2% 4,390

合 計 100% 136,450

会計別予算額

一 般 会 計 37.9% 51,680

相 談 所 会 計 35.0% 47,830

会 館 会 計 6.5% 8,870

共 済 会 計 13.3% 18,150

法 定 台 帳 会 計 1.3% 1,720

労 働 保 険 会 計 3.3% 4,470

特 退 金 会 計 2.7% 3,730

合 　 　 計 100% 136,450

（単位：千円）

（単位：千円）

令 和 3 年 度 　 収 　 支 　 予 　 算

３．労働、教育、福祉に関する事業
⑴働き方改革に伴う労働環境改善対策事業の実施
⑵人材活用支援事業の実施
⑶新入社員・従業員等の教育研修の実施　など

４．会員サービスに関する事業
⑴新春賀詞交歓会・会員ゴルフ大会・時局セミナ

ー・会員大会等の開催
⑵永年勤続従業員表彰の実施
⑶「会議所だより」の発行とホームページ・SNS

を活用した情報発信の強化　など

５．組織運営に関する事業
⑴議員総会、常議員会、正副会頭会議、部会、委

員会活動の実施
⑵会員加入活動の実施及び組織率の向上
⑶会費基準の改正　など

６．要望活動と関係機関との連携事業等
⑴会議所役員と小千谷市管理職との経済懇談会の

実施
⑵国・新潟県・小千谷市への政策提言、要望活動

の実施
⑶新潟県・小千谷市・関係諸官庁及び経済団体等

との連携強化　など

会
計
別
予
算
額
の
構
成
比
率

会費収入
13.7%

特定商工業者
負担金 0.6%

事業収入･
負担金･手数料
15.7%

県･市補助金等
29.3%

共済取扱
手数料
14.5%

会館使用料･貸室料 3.2%

雑収入
0.3% 繰入金

14.2%

前年度繰越金 8.6%

事業費
25.4%

給与費
33.0%

福利厚生費 5.7%

管理費･事務費
15.7%

職員退職
給与積立金
2.8% 繰出金

14.2%

予備費 3.2%

労働保険会計 3.3%
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37.9%
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35.0%
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6.5%

共済事業会計
13.3%

法定台帳会計
1.3%

特退金会計
2.7%
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　新入社員はイキイキと働き始めていますか。若手社
員が働くことの楽しさや意義を実感し、周囲の人たち
に支えられ、育っていますか。こんなことを聞かれて、
悩ましいと思う方も多いのではないでしょうか。
　実際に多くの会社で、新入社員や若手社員が周囲に
相談することなくすぐに辞めてしまうという話をよく
聞きます。彼らに直接話を聞くと、その原因の大半は
最初に配属された職場の上司や先輩との関係にあるこ
とが分かります。
　「先輩も上司も忙しいのは分かるけど、聞けない、

聞いてもらえない状況はつらい」
　「何のための仕事か分からなくて目的を聞くと、余

計なことは考えるなと言われた」
　「言っていることは正しいけど、高圧的に言われる

と人としてどうなのかと思う」
　こんなふうに、目の前の上司や先輩に見てもらえな
い、関わってもらえない、彼らと良い関係になれない
ことに、落胆し、悩んでいく若手社員が多くいます。
さらに、こうした状況が続くと、イキイキしていない
上司や先輩を見て、自分もいつか彼らのようになって

しまうのではないかと不安を募らせていくというので
す。
　早く辞めてしまう若手社員に共通しているのは、上
司や先輩の姿に自分の未来を重ね、希望が持てなく
なったというものでした。アルバイトをしていたとき
の方が、店長中心にみんなで一体感を持って働いてい
て、目の前のお客さんに喜ばれる瞬間があり、それを
分かち合う仲間がいた、目の前でイキイキした人たち
がいた。ここで働いても、そんなイキイキした自分、
未来の自分がイメージできないというのです。
　何を甘いことを言っているんだと思う方がいるかも
しれません。接客業とは違うし、個々人が自分の役割
や作業をすることで組織は成り立っていることを教え
なければという方もいるでしょう。でも、今までの世
代とは大きく違うのは、インターネットを通じて多く
の情報や外部の仲間とつながり、社会的に意味あるこ
とをする大切さを学んできた世代です。一つひとつの
仕事に意義を感じ、前向きに取り組んでいる人たちに
囲まれているのかどうかが、彼らにとってはとても大
切なことなのです。
　上司や先輩がイキイキする会社をつくることが一番
の解決策です。でもその前にできることがあります。
それは一見イキイキしているように見えなくても、思
いを持って働いている人がいることを知ってもらうこ
とです。苦労した経験や小さな思いを語り合あう機会、
場をつくってみてください。それが、若手が辞めない
職場をつくる第一歩になります。

「若手が辞めない職場になっていますか」
ジェイフィール
代表取締役 高橋　克徳

　３月23日(火)、サンプラザにおいて「市と商工会議所との経済懇談
会」を開催しました。この懇談会は、地域の課題に対する認識を共有
し、効果的な政策等について考える機会とするため開催したもので、
市の課長級職員と商工会議所の正副会頭、部会長、女性会・青年部役
員など合わせて27名が出席しました。
　小宮山会頭より「経済人口」について説明した後、木村副会頭が議長
となり「経済人口を増やすには」をテーマに意見交換を行いました。
　出席者からは、「若者の地元への定着」「市外からの定住者を増やす
こと」を重視する意見が多く聞かれ、関連する行政施策を市の各課長
よりお聞きしながら、他市の取組みや、小千谷の魅力発信、就職先と
して選ばれる企業に、などの考えを述べ合いました。

市市市市市市市とととと 工会議所商工会議所所とのととのの経済懇談会会会経済懇談会会会市と商工会議所との経済懇談会
「経済人口を増やすには」をテーマに意見交換

　３月16日(火)、当所において
常議員会が開催され、⑴２件の
新規会員加入、⑵小千谷商工会
議所定款の一部改正、⑶小千谷
商工会議所定款第39条第１項但
書による常議員会への委任事
項、⑷議員の辞任、⑸嘱託職員
就業規則及び臨時職員・無期転
換職員就業規則の一部改正につ
いてそれぞれ審議を行い、いず
れも原案どおり可決承認されま
した。
　また、報告事項として⑴「お
ぢやお得な応援券」「第２弾お
ぢやプレミアム商品券」及び「
おぢや宴席・会席事業者応援
キャンペーン」の結果報告、⑵
令和２年度伴走型経営発達支援
計画事業評価委員会の報告を行
いました。

3月常議員会を
開催

会報本誌に掲載
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▲店主の江口 剛史さん
作っているのは季節のフルーツを使った
カクテル

透明な氷はお酒
の色に染まり見
ているだけでも
楽しめる

Bar Star Horse
◦住所
　小千谷市本町2―1―26
　サンワジョイナスビル1F
◦電話番号
　0258―94―5914
◦営業時間
　18：00～0：00
◦定休日
　火曜日

■■

■

大光銀行
たかの
スーパー

郵便局 Bar
Star
Horse

どんなお店ですか？
居酒屋、スナックとはまたちがい、
お客様一人ひとりに合ったお酒に
出会っていただけるお店となって
います。希少なウィスキーや世界
10ヶ国のビールなど、なかなか味
わえないようなお酒も取り揃えて
いるので、そちらもぜひ楽しんで
いただければと思います。気にな
るお酒があったらお声がけくださ
い。１杯からテイスティングして
いただけます。

お店をはじめた きっかけは？
もともと自分自身お酒が好きで、
若いころから珍しいお酒を集めて
いました。なかでもウィスキーに
魅入られてしまって、この魅力を
もっと多くの人に知ってもらいた

いと考え、そのころから自分の店
を持ちたいと思うようになりまし
た。

そのころからBarにしようと考えて
いたのですか？
いえ、Barにしたきっかけはまた
別にあるんです。友人にあるBar
に連れて行ってもらったことがあ
るんです。そこのマスターが、自
分にピッタリのお酒を顔を見ただ
けで出してきたことがとても衝撃
的だったんです。お酒だけでな
く、来る人がくつろげるような細
やかな気遣いなどにも感銘を受け、
Barにしようと決めました。いま
でもその人に近づけるように、常
に心に留めながら接客しています。

お店のこだわりって何ですか？
こだわりはいくつかあるのですが、
１つ目はなんといってもお酒の種
類です。お客様の好みに合ったも
のに出会っていただけるように、
少しでも多くお酒を仕入れていま
す。お酒の種類だけなら小千谷で
も１番だと自負しています。
また、カクテルも今後さらにメニ
ューを増やしていこうと考えてい
ますので、こちらも楽しみにして
いただければと思います。お客様
のイメージに合わせて作るイメー
ジカクテルも行っていますので、
試してみたい方はお声がけくださ
い。２つ目のこだわりは氷です。
店で使っている氷は全て、１つず
つイチから作っています。不純物

を取り除いてできた氷は芯まで透
明で、製氷機で作ったものよりも
溶けづらく、お酒本来の味を長く
堪能できます。また味だけでなく、
グラスを傾けると鳴り響く音も一
緒に楽しんでもらえればと思いま
す。氷は毎日１つ１つ削って作っ
ているので、氷の形にも注目して
みてください。

 

これからの目標を教えてください
新型コロナウイルスが猛威を振る
うなかお店を開いたので、最初は
厳しいことばかりでした。ですが、
地域の方々からご来店いただき、
多くの支えを受けてここまで続け
ることができました。今度は支え
られた分、この小千谷の地へ恩返
しができればいいと考えています。

昨年11月に本町にオープンしたばかりの 「Bar Star Horse」に訪問し、お店をはじめたきっかけや、こだわりを
お聞きしました。

会員事業所訪問 vol.１
「Bar Star Horse」

バー スター ホース

お酒の種類は小千谷イチ！あなたに合うお酒に出会えますリアル
REAL

ルル
サイド

SIDE

〈表紙写真〉季節のフルーツカクテル フレッシュミカン（左）　ミノリ農産の人参ジュース「雪美人」を使ったにんジントニック（右）
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《今期状況》

卸売業

小売業

製造業

建設業

サービス業

合　計

増加 不変 減少
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2.8 63.9
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卸売業

小売業

製造業

建設業

サービス業

合　計

好転 不変 悪化

6.7 73.3

63.9 36.1

51.6 35.5

82.1 17.9

55.6 44.4

3.9

12.9

64.8 31.3

20.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

卸売業

小売業

製造業

建設業

サービス業

合　計

好転 不変 悪化《来期見通し》

13.3 53.4

44.4 52.8

32.3 41.9 25.8

7.1

2.8

46.4

5.6 44.450.0

12.5 46.1 41.4

33.3

46.5

会 員 景 況 調 査 結 果会 員 景 況 調 査 結 果
令和3年1月～3月期

◇ 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３年１月～３月期の実績及び令和３年４月～６月期の見通しについて調査した。
◇ 回 収 状 況　　134企業中、128企業より回答を得た。 （回答率95.5％）

　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15.6%、「不変」の企業割合
は22.7%、「減少」の企業割合は61.7%となった。今期
も全業種で「増加」が若干増えているものの、「不変」「減
少」の回答割合が、多く厳しい現状となったが、業種に
よっては明るい兆しが見えた結果となった。
　全業種平均DI値は▲46.1%となり、前回調査に比べ
てマイナス幅は11.0P縮小した。今回も全業種でDI値
がマイナスになった。しかしながら、製造業とサービス
業ではDI値が35P以上改善された。全体として前々回、
前回の結果に比べ回復した結果ではあったが、新型コロ
ナウイルスによる影響で、不安定な状況には変わりなく、

「減少」が多い結果になった。

　全業種でDI値がマイナスとなった。製造業で「好転」は
見られたものの、小売業・建設業・サービス業で「好転」
は無く厳しい結果となった。
　今回DI値は全業種でマイナスとなったが、前回調査に比
べ全体として若干改善されたが、長期に亘るコロナ不況で
資金調達については、未だ厳しいとの声が寄せられている。

売上高の動向(前年同期比)

資金繰り見通し(前年同期比)

　来期は全体として「好転」傾向にあり、中でも製造
業ではH30年7–9月期調査以来のDI値がプラスに転じ
た。しかしながら、未だ終息の見えないコロナウイルス
の再拡大は、全業種に大きな影響を及ぼすとの意見が
あり、見通し通りの結果にならない懸念もある。今後
も厳しい状況が続く可能性があるとの声があった。

経常利益の見通し(前年同期比)

おぢや会議所だより6



会費口座振替のお知らせ
　４月30日(金)に当所の令和３年度一般会費(上期分)
ならびに令和３年度特別会費(上期分・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、現金
でのお支払いにつきましても、お手数ではございます
が４月30日(金)までに当所へお持ちくださいますよう
お願い申し上げます。
　ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
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　全業種平均DI値は▲16.4%となり、前回調査に比べ
てマイナス幅は3.4P悪化した。全業種とも「不変」が
多く、大きな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。今期は年度末での退職する社員等もあり若干減少
となった。

従業員の変動(前年同期比)

　全業種の平均DI値は▲24.3％となった。小売業・サー
ビス業において、「好転」の回答が少ないものの、その他
の業種で改善傾向が予想され、今期比較では、DI値は
16.3P改善が見込まれる結果となった。製造業においては、

「好転」と「悪化」が同ポイントとなり、今夏に向けて明る
い材料となりそうだ。しかしながら、コロナの再拡大によっ
ては今後も不透明な状況が続きそうだ。

業況の見通し(前年同期比)

業　種 業　　種　　概　　況

卸　売　業

♦コロナ禍による飲食店の不振の影響が大きい！
　食品卸業では、約１年続いている巣ごもり生活の関係で好調ではあるが、食品加工や鮮魚などは厳しい状況との
声が寄せられた。長引くコロナ不況で飲食店への酒類卸業では、県外を中心に廃業する店舗が目立ち始めている
ことや、時短営業や客足の悪さから、仕入れを量販店で行う店舗も増えており、売上に大きく影響している。また、
飲食店には助成金や協力金があるが、関連する業種には助成金が無く、厳しいとの声も寄せられた。

小　売　業

♦応援券やプレミアム商品券の終了で売上が減少。小売業全体では厳しい状況に！
　飲食業界では、忘年会シーズン同様に、新型コロナウイルスの影響により新年会や歓送迎会などの宴会が激減し
ているとの声が多数寄せられた。お得な応援券やプレミアム商品券も１月末日で終了したことで、来店者数が減少し
ているとの意見も多くあった。また、近隣の市町村で夜の店からコロナ陽性者が出たとのニュースがあるたびに、夜
の店に人が出なくなる状況であるとの声があった。小売業全体としては本当に厳しい状況が続いているとの声が寄せ
られている。

製　造　業

♦受注が増えてきて、明るい兆しが見えてきた！
　鉄工業界では、米中摩擦の関係で受注が冷え込んでいたが、年明けより、工作機械メーカーが動きはじめ、それ
に付随する部門の仕事量が増加してきたとの声があった。しかしながら、業種・業態によっては厳しい状況が続いて
いる所もあり、全体が上向くまでにはもう暫くかかりそうだとの声が寄せられた。その他の製造業では、一時的に忙
しくなるものの、コロナ前のように忙しさが長続きせず、今後の動向も読みづらいとの声も寄せられた。

建　設　業

♦大雪による売上増も結果平年並みに。建築業界はリフォーム補助金に期待。
　建設業界では、大雪の影響により、今期は除雪作業が多く売上増加も見られたが、時期が集中することで元請
け・下請けに関わらず、除雪要員の人手不足があり受けきれなかった現場もあった。結果として除雪に関しては、平
年並みだったとの声が寄せられた。建築業界では、長引くコロナの影響で受注や売上の計画の見直しを余儀なくさ
れ、顧客に対して「これまでとは異なる対応」をしなければならないとの声があった。春から始まる市のリフォーム
補助金に期待するとの声が寄せられた。

サービス業

♦自動車販売は昨年対比で回復傾向！旅行業や宿泊業は苦戦・・・
　自動車業界では、自動車販売数は昨年コロナウイルスの影響で激減したが、来期に向けて売上は増加しそうで
あるとの声が寄せられた。今期は、大雪の影響で修理などが多くあり、忙しいとの声が寄せられた。旅行業では、
GoToトラベル事業が停止しており、団体旅行もない中で非常に厳しいとの声が寄せられた。宿泊関係では、小千谷
市の主要な祭りである「風船一揆」が中止であったことなどで空き部屋が多くあり、資金繰りが厳しいとの声が寄せ
られた。

業　種　別　概　況
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第28回会員ゴルフ大会開催のご案内
◆日　時　6月12日(土)午前7時21分スタート
◆会　場　小千谷カントリークラブ
◆表彰式　サンプラザ　午後6時～
◆定　員　120名

※今後の新型コロナウイルスの状況に応じて内容等変更になる場合があります。

詳細・お申込みは５月号の折込チラシをご覧ください。



　この度当所では、経営の合理化や労務対策の参考資料とするため、市内の「賃金実態調査」を実施い
たしました。
　平成24年以降隔年で実施しており、今回令和２年の調査として実施いたしました。
　本調査では、令和２年の従業員賃金・賞与、令和３年度（新規年度）の昇給予定・新卒採用予定及び
定年制度、退職金制度に関して、常用従業者３名以上の当所会員事業所社を対象に実施いたしました。

（有効回答数は231社、回答率39.0％）
　従業員賃金の項目の中から「業種別平均賃金」「規模別平均賃金」「職種別平均賃金」は以下の通りです。

賃金実態調査結果報告

　令和２年12月に支払われた月間基本給は、業種別平均で男子249,285円（44才、勤続14年）、女子
194,291円（45才、勤続12年）となっている。
　月間基本給を業種別にみると、男子では小売業が267,504円（43才、勤続15年）と最も高く、次い
で建設業265,776円（46才、勤続15年）、以下卸売業、製造業、サービス業の順になっている。また、
女子については小売業が218,164円（43才、勤続13年）と最も高く、次いでサービス業193,555円

（47才、勤続13年）、以下建設業、製造業、卸売業の順になっている。
　令和２年１年間に支払われた年間賃金については、業種別平均で男子3,897千円、女子2,903千円と
なっている。

※月間基本給には各種手当・所定外賃金等は含まれておりませんが、年間賃金には含まれています。
※なお、当所では結果報告書（A4版、19ページ）を会員企業1,100円、非会員企業3,300円で販売し

ております。部数に限りがありますので、お早めに当所窓口でお求めください。

区　　分 集　　計
事業所数 集計人員 平均年齡 平　　均

勤続年数 月間基本給 年間賃金

卸売業
男子 9 社 26 人 47 才 14 年 248,569 円 3,832 千円
女子 7 47 12 183,000 2,624

小売業
男子 25 82 43 15 267,504 3,970
女子 54 43 13 218,164 3,283

製造業
男子 62 576 42 15 235,701 3,793
女子 244 44 13 186,170 2,742

建設業
男子 58 412 46 15 265,776 4,202
女子 62 46 12 190,566 2,868

サービス業
男子 77 275 45 12  228,877 3,689
女子 192 47 13 193,555 3,003

平 均
男子 231 1,371 44 14 249,285 3,897
女子 559 45 12 194,291  2,903

＜業種別平均賃金＞
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　令和２年12月に支払われた月間基本給は、規模別平均で男子250,258円（43才、勤続14年）、女子
197,670円（43才、勤続13年）となっている。
　月間基本給を規模別にみると、男子では従業員数51人～100人が265,605円（41才、勤続13年）と
最も高く、次いで従業員数101人以上が249,374円（42才、勤続18年）となっている。また、女子に
ついても従業員数51人～100人が206,509円（41才、勤続11年）と最も高く、次いで従業員数101人
以上が205,085円（42才、勤続16年）となっている。
　令和２年１年間に支払われた年間賃金については、規模別平均で男子4,089千円、女子3,042千円と
なっている。　

＜規模別平均賃金＞

　※月間基本給には各種手当・所定外賃金等は含まれておりませんが、年間賃金には含まれています。

区　　分 集　　計
事業所数 集計人員 平均年齡 平　　均

勤続年数 月間基本給 年間賃金

従業員数が
　20人以下

男子 150 社 648 人 45 才 13 年 239,792 円 3,620 千円
女子 109 269 47 12 183,662 2,649

 21人～50人
男子 30 398 44 14 246,263 4,025
女子 30 155 45 13 195,425 3,029

 51人～100人
男子 10 133 41 13 265,605 4,492
女子 10 58 41 11 206,509 3,312

101人以上
男子 11 192 42 18 249,374 4,222
女子 10 77 42 16 205,085 3,179

平 均
男子 201 1,371 43 14 250,258 4,089
女子 159 559 43 13 197,670 3,042

　令和２年12月に支払われた月間基本給は、職種別平均で男子259,351円（44才、勤続15年）、女子
203,100円（44才、勤続13年）となっている。
　月間基本給を職種別にみると、男子では事務職が269,137円（45才、勤続16年）と最も高く、女子
については営業職が227,866円（43才、勤続14年）と最も高くなっている。
　令和２年１年間に支払われた年間賃金については、職種別平均で男子4,174千円、女子3,160千円と
なっている。

　※月間基本給には各種手当・所定外賃金等は含まれておりませんが、年間賃金には含まれています。

区　　分 集　　計
事業所数 集計人員 平均年齡 平　　均

勤続年数 月間基本給 年間賃金

事 務
男子 43 社 100 人 45 才 16 年 269,137 円 4,401 千円
女子 122 254 46 15 198,842 3,032

営 業
男子 57 127 45 15 267,957 4,305
女子 14 28 43 14 227,866 3,766

現 場
男子 175 1,144 44 14 240,960 3,819
女子 77 277 44 11 182,594 2,683

平 均
男子 275 1,371 44 15 259,351 4,174
女子 213 559 44 13 203,100 3,160

＜職種別平均賃金＞
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ＤＩ＝（増加・好転などの回答割合）－
（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。

全業種　　　建設　　　製造

卸売　　　　小売　　　サービス

産業別業況ＤＩ（前年同月比）の推移
北陸信越ブロック

牛久保はミタ!!
地域おこし協力隊

牛久保くんのコラム 牛久保はミタ!!
「お仕事の話し」

　このコラムも残すところ２
回です。お別れの挨拶は次回に
して今後の活動のご報告です。
　個人事業主になって「牛久
保動画製作所」開業しました。
本当は制作会社があれば就職
して安定したい所でしたが、
小千谷にはなかったので挑戦
してみる事にしました。
　今後小千谷で映像制作をしたい人の受け皿になれ
るように大きくしていこうと思います。
　でも本当は映像じゃなくても物作りの仕事が出来
ればいいなと思っています。
　人それぞれ達成感がある瞬間は違うと思いますが、
私の場合はいい作品が作れた時とその反響を感じる
時です。完成するまでに色んな苦労がありますが、作
品が完成すれば全部昇華する感じは、他では味わえ
ません。
　今後は商売になるのでそう我が儘も言っていられ
ない機会が増えるかもしれませんが、出来る限りい
い物作りをしていたいと思います。
　ちなみに任期後のこのコラムは
「note」に移行して細々と続けていき
ますのでQRコードからたまにチェッ
クしてみて下さい。

CCI－LOBO

2021年3月分
全国商工会議所早期景気観測
業況ＤＩは、持ち直しの兆しも、依然厳しい状況
　先行きは回復への期待感みられるも、警戒感続く

　全産業合計の業況ＤＩは、▲ 3 5 . 3
（前月比+11.5ポイント）。
　デジタル投資の増加を背景に需要が
伸びている半導体関連や堅調な自動車
関連の製造業のほか、飲食料品・家電
製品を中心に巣ごもり消費に下支えさ
れた小売業で業況感が改善した。また、
一部地域では、緊急事態宣言の解除に
伴い、飲食店などで日中の客足が回復
し、売上に持ち直しの動きがみられた。
しかし、原油価格の上昇による燃料費
の増大等のコスト負担増や年度末の資
金繰りを不安視する声も多く、中小企
業の景況感は持ち直しの兆しがみられ
るものの、依然厳しい状況が続く。　
※業況ＤＩ改善も、比較対象の前年同
月（2020年３月）は新型コロナウイル
ス感染拡大によりＤＩが過去最大の悪
化幅（2020年２月比▲16.4）を記録した
時期であることに留意が必要。
　先行き見通しＤＩは、▲29.1（今月
比＋6.2ポイント）。

　ワクチンによる感染抑制や、緊急事
態宣言解除に伴う客足回復への期待感
から、小売業や飲食業を中心に持ち直
しを見込む。一方で、雇用調整助成金
の特例措置などの政策効果剥落後や資
金繰りの悪化、経済活動の再開に伴う
感染再拡大への懸念のほか、原材料費
や燃料費の上昇等による採算悪化を不
安視する声も多く、警戒感が続く。
　北陸信越の全産業の業況ＤＩは、改
善。製造業では、好調な中国向け輸出
に牽引される形で、半導体製造装置や
電子部品関連を中心に売上が改善した。
また、卸売業では、世界的な需要増に
より引き合いが増加している半導体関
連で販売単価が上昇し、採算が改善し
た。また、自治体独自の時短要請等が
緩和されたことなどから、水準は依然
として厳しいものの、ホテルや飲食店
向けの飲食料品関連でも引き合いが増
加し、売上が改善した。

第157回 簿記検定試験
　２級
　　山　岸　紀　子

　３級
　　渡　邊　夏　実
　　（以上、小千谷西高等学校）
　　細　川　ゆきえ

　　鈴　木　里　実
　　鈴　木　拓　也
　　関　　　里圭子
　　吉　田　絵　美
　　大　塚　寛　人
　　小　林　真　弓
　　南　雲　　　歩
　　井　口　　　瞳
　　平　沢　和　希
　　米　山　花　純
　　大　矢　雄　大
　　涌　井　洋　明

商工会議所検定試験

合格おめでとう

「お仕事の話し」

第158回 簿記検定のお知らせ
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、新潟県内
在住の方のみを受付いたします。
★2021年度から、２級・３級の試験時間・出題範囲等が

変わります。詳しくは日商検定ホームページをご確認く
ださい。

開催日時 会場 受付期間
６月13日（日）
１級・３級：
　午前９時00分～
２級：
　午後１時30分～

小千谷
商工会議所

３階大ホール

窓口／郵送／ネット
4月26日（月）～
　5月13日（木）
※定員に達し次第、
　受付を締め切ります。

検定の詳細や受験申込については、当所ホームページ
の「検定情報」をご確認ください。
お問合せ　小千谷商工会議所　簿記担当：�81－1300

会報本誌に掲載
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　小千谷市では、令和３年度も引き続き「新潟県セ
ーフティネット資金（経営支援枠・新型コロナウイ
ルス感染症対策特別融資）」を新たに利用する事業
者に対し、信用保証料を補給します。

中小企業者の皆さまへ

５日(月)
新入社員セミナー（～６日）
女性会 令和２年度会計監査
青年部 令和２年度会計監査

６日(火) 正副会頭会議

12日(月) 女性会　役員会

13日(火) 公庫月例金融相談会

14日(水)
～15日(木) 日商委員会

15日(木) 青年部　役員会

19日(月) 女性会　通常総会

24日(土) 青年部　通常総会

27日(火) 常議員会

28日(水) 県連運営委員会

11日(火) 正副会頭会議
公庫月例金融相談会

※上記予定は変更となる場合がございます。

5 月

会議・行事の予定

補給対象者 次の要件のすべてに該当する、
市内の中小企業者などです。
■新型コロナウイルス感染症対

策特別融資を受ける者
■小千谷市において引き続き６

か月以上事業を営む者
■納期の到来した市税を完納し

ている者

補給率 100％補給

申請期間 令和３年４月１日から令和４年
３月31日まで
※上記期間に、融資実行された

ものを対象とする。

手続きに関する
お問い合わせ

小千谷市商工振興課 地域産業係
TEL：83−3556
E-mail：syoko@city.ojiya.niigata.jp

会 員 情 報会 員 情 報会 員 情 報
3月末会員数　943

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。

■新規会員
ジャパンコイサービス(株)
ドゥ・フォス・ミヒャエル・ロベルタス
片貝町　錦鯉輸出業
Pub snack La Paix(パブスナック ラぺ)
岩田　幸子　　本町　スナック

■代表者変更
高政織物（1月1日付）
(新)髙橋　直久　　　(旧)高橋　富司
税理士法人　杵渕会計事務所（3月16日付）
(新)杵淵　哲也　　　(旧)杵渕　一夫
(株)第四北越銀行　小千谷支店（4月1日付）
(新)日山　健一　　　(旧)司山　則行

おぢや会議所だより(前編)

　昨年の５月号からおぢや会議所だよりを担当して
います。入所して１週間で担当になり、何も分から
ない状態から１年。その間どうやったらおぢや会議
所だよりが会員のみなさんに読みやすく、役に立つ
情報を届けられるかをずっと考えてきました。そし
て今回、思い切ってリニューアルしました。
　リニューアルに向けて他の会議所の担当者へ記事
掲載の基準や方法などを尋ねたり、アンケートを実
施したり、と準備を進めて来ました。ですが、いざ
リニューアルとなると新しい企画は慣れない分多く
の時間がかかり、表紙のデザインもなかなか納得の
いくものが出来ません。それでも締切は迫ってきま
す。焦りと不安に駆られながら、新生おぢや会議所
だより誕生までこぎつけました。綴じの向きや表紙
の他にも新コーナーなどリニューアル箇所はあるの
でぜひ探してみてください。
　次回は会議所だよりが出来るまでをお話します。
お楽しみに！
　　　　　　　　　　　　　　　　（担当：堀澤）

お仕事スポットライト
商工会議所

（4月1日～5月15日）

4 月

会議・行事の予定

112021.4  No.532



※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

【新潟県】 
｢令和３年経済センサス－

活動調査」
の実施について

総務省、経済産業省及び新潟県では、令和３年６月に全
国の全ての事業所・企業を対象とした「経済センサス－
活動調査」を実施します。本調査は、我が国における事
業所・企業の経済活動を全国的・地域別に明らかにする
ことを目的とする重要な調査であり、その結果は国及び
地方公共団体において各種政策の立案実施のための基礎
資料として利活用されるほか、経営の参考資料として事
業者にも広く活用されています。

【総務省統計局】
https://www.stat.go.jp/data/
e-census/index.html

経済センサス－活動調査キャンペー
ンサイト：
https://www.e-census2021.
go.jp/

【経済産業省】 
揮発性有機化合物（VOC)

排出抑制のための
「自主的取組」に
参加しませんか？

「自主的取組」とは、光化学スモッグの発生を抑制する
ため、業界や企業等が自主的に計画を検討・立案し、自
由度のあるVOC排出抑制対策を実行していく仕組みの
ことであり、VOCを使用する事業者であれば、どなた
でも参加できます。
2021年２月現在、およそ20,000社の事業者が「自主
的取組」に参加し、年に１回VOC排出量を報告してい
ます。

【（一社）産業環境管理協会】
VOC自主的取組支援ボードにつ
いて：https://www.jemai.or.jp/
tech/about.html

【経済産業省】
リーフレット「自主的取組に参加
しませんか？」：https://www.
meti.go.jp/policy/voc/2020voc_
leaflet.pdf

【厚生労働省】 
次世代育成支援対策推進
法に基づく行動計画策定
指針の一部を改正する

告示について

本指針の具体的な改正内容・留意点は以下のとおりです。
また、同法に基づく一般事業主行動計画の策定・変更届
の様式についても改正されました（2021年４月１日施
行）。
⑴「子どもの看護のための休暇の措置の実施」の改正
　子の看護休暇の弾力的な利用が可能となるような制度
の例示として、始業の時刻から連続せず、かつ、終業
の時刻まで連続しない時間単位での取得（中抜け）を
認めることを明確化。
⑵「不妊治療を受ける労働者に配慮した措置の実施」の
追加
　「不妊治療を受ける労働者に配慮した措置の実施」と
いう項目を新設。

【厚生労働省】
次世代育成支援対策推進法に基づく
行動計画策定指針の改正について
https://www.mhlw.go.jp/
content/11909000/
000742874.pdf

インフォメーション ～お役立ち情報～

（新型コロナ対策）
事業再構築補助金セミナー・個別相談会 ５月開催
新型コロナの影響で売上が減少している中小企業等の新分野展開、業態・業種転換等に
よる思い切った事業再構築にかかる建物の建設費や機械装置購入費等について、国や県
の補助金が受けられます。

※新潟県が「新事業チャレンジ支援事業」（４月公募開始予定）にて補助金額100万円以下の事業を
支援
※セミナーの日程が決定次第、商工会議所HP等でお知らせします。「新事業チャレンジ支援事業」や
「事業再構築補助金」の第１回申請（４月30日(金)締切）に向けたご相談にも商工会議所で随時
対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

補助金額：（通常枠）100万円～6,000万円　 補助率：2／3
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