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今 月 の ピ ッ ク ア ッ プ

▪小千谷商工会議所会員限定
　チャレンジサポート事業について（P4）
▪牛久保はミタ!!～最終回増刊号～（P7）

４月にサンプラザにて新入社員セミナーを開催しました。（詳細は３ページ）

おぢや
会議所だより
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　４月24日(土)に当所青年部（会員59名）令和
３年度４月通常総会を開催しました。総会では
役員改選を含めた全提出議案が可決承認されま
した（令和３年度役員名簿については右記の通
り）。また新たに６名の会員を加え、本年度の
スタートを迎えることができました。
　鈴木会長からは「新型コロナウイルスの感染
状況が日々変化し、厳しい状況ではありますが、
会員の皆さんと力を合わせ、青年部の活動を盛
り上げていきましょう。」と挨拶がありました。
　青年部では新規会員を随時募集しています。
商工会議所会員の経営者（もしくは後継者・幹
部候補者）の内、
51歳までの方であ
ればどなたでも
加入いただけま
す。興味のある方
は右記役員や青年
部メンバーもしく
は事務局（☎８１
－１３００）までご
連絡ください。

　４月27日(火)、当所において常議員会を開催し、⑴６件
の新規会員加入、⑵職員就業規則、臨時職員・無期転換職員
就業規則及び育児・介護休業に関する規則の一部改正、⑶
特定退職金共済制度の運用利率変更、⑷参与の委嘱につい
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、⑴令和３年度チャレンジサポート事業について、
⑵２号議員の職務を行う者の変更について事務局よりそれ
ぞれ報告を行いました。
　最後に８部会の各部会長(代理含む)より、長引く新型コ
ロナウイルスの感染拡大による業界への影響について発言
がありました。商工会議所では、今回のご意見をもとに、
支援を進めてまいります。
　このたび異動のあった参与ならびに２号議員は次のとお
りです。
 参　　与 (新)小千谷市商工振興課　課長　山本和也
 　　　　 (旧)小千谷市商工振興課　課長　西方広幸
 ２号議員 (新)㈱第四北越銀行小千谷支店　支店長　日山健一
 　　　　 (旧)㈱第四北越銀行小千谷支店　支店長　司山則行
 　　　 （敬称略、いずれも４月１日付）

4月常議員会を開催

役　職 氏名 事業所名
会　 長 鈴 木 秀 信 （株）鈴木建築
直前会長 村 田　 修 （有）ワイズマネージメント
副 会 長 位 下 史 弥 ひばり認定こども園
〃 伴　 雅 史 秀和建設（株）
〃 新谷梨恵子 （株）農プロデュース　リッツ
〃 郷　 秀 光 （株）日乃出輸送

理　 事 中 村　 大 米忠商店
〃 山 口　 寛 （株）ロータス片貝
〃 長谷川有理 （福）ほのぼの小千谷福祉会
〃 黒﨑慎一郎 （株）しん設備
〃 高 橋 重 尚 （株）高橋電気
〃 髙 橋 達 也 （株）高五組
〃 小 林 重 晴 （有）陽光
〃 根津堅太郎 （有）根津工業
〃 内山健太郎 （有）ユーザーサービスシステム内山
〃 黒 崎 智 大 （株）クロサキ
〃 竹 内 義 朗 竹内製菓（株）
〃 細 貝 智 志 細貝塗装
〃 山 﨑 雄 太 山次鮮魚店
〃 久保田大介 （株）ベルローブ

監　 事 久保田邦彦 （株）中越クリエイティブ
〃 久保田陽一 川岸屋旅館
〃 大 川 孝 幸 （株）ホームセンター大川

令和３年度青年部役員名簿

青年部　通常総会開催

　４月19日(月)、当所において小千谷商工
会議所女性会(髙野千佳子会長、会員45名)
が令和３年度通常総会を開催しました。
　会長挨拶の後、⑴令和２年度事業報告並
びに収支決算承認に関する件、⑵令和３年
度事業計画(案)並びに収支予算(案)承認に
関する件について審議を行い、すべての議
題が原案通り可決承認されました。
　通常総会後には嵯峨美術大学の佐々木正
子学長が考案した手に持つマスク「テーブ
ルマナー・マスク」作成の講習会を行い、
その後の懇親会で使用しました。
いいこって（本町）
にて、「３密」を避
けた会場設営のもと、
手に持つマスクで会
話時の飛沫防止を行
いながら、会員同士
の交流を楽しみまし
た。

女性会　通常総会
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　４月20日(火)にサンプラザ３階多目的室にて、第
１回商店街等連絡会議を開催しました。
　会議では、各商店街振興組合等より商店街の昨年
度の活動報告や新型コロナウイルス感染症の影響、
本年度の活動予定や組織の現状についての報告があ
りました。昨年度実施して好評だった４商店街合同
事業「ぽっきり商店街」については、本年度も新型
コロナウイルス感染症の状況を見ながら前向きに開
催を検討していくこととなりました。
　続いて小千谷市商工振興課より本年度の商工業振
興補助事業について説明があった後、「商店街リノ
ベーション促進事業補助金」について説明があり、
県の補助金と合わせて長期的に商店街の老朽化した
設備等の整備に活用できるとの説明がありました。

　商工会議所からは新型コロナウイルス感染症の影
響の受けた事業者が活用できる補助金や支援制度に
ついて説明がありました。新潟県の「新事業チャレ
ンジ補助金」については、コロナ禍で新しい商品や
サービスの提供を開始する事業者を支援することを
目的に創設されたもので（詳細は今月の折込チラシ
をご覧ください）、商工会議所が申請窓口となるこ
とから、専門家による講習会や個別相談を開催して、
新事業のブラッシュアップや申請支援をするので是
非ご利用をいただきたいとの説明がありました。
　各団体による報告の後には、市のリノベーション
補助金を活用したアーケード改修についての商店街
の意向確認や、商店街等の活性化に向けた意見交換
及び情報交換を行いました。

第1回商店街等連絡会議を開催令和3年度

新入社員セミナーでの学び
越後札紙株式会社
田　口　　　諒

　新入社員セミナーに参加し、
社会人としての気持ちの持ち方
やマナー、あらゆる場面での正
しい対処方法を学び、大変貴重
な経験をすることができました。
　多くの新入社員の最初の壁と
なる「電話対応」や「名刺交

換」を全員の前で発表形式にして行うことにより、
正しい点や間違っていた点を確認することができ
ました。また、初対面の人と協力し発表を行うた
め、コミュニケーションを取る練習にもなり、仲
間と協力するということは自分の意見を明示した
上で、仲間の意見を尊重することの大切さを学び
ました。
　この２日間のセミナーを通して学んだことや気
付いたことを活かし、新入社員としての心構えを
持って仕事に取り組んでいこうと思います。

 ４月５日（月）と６日（火）の２日間、サンプラザ３
階大ホールにてミワアシスタンス 近藤美和氏を講
師にお迎えして新入社員セミナーを開催し、38名の
ご参加をいただきました。
　セミナーでは社会人に必要とされる「社会人基礎
力」とは何かを学ぶことから始まり、挨拶や対話な
どのコミュニケーションスキルアップ、ビジネスマ
ナー、メンタルヘルスケア対策、職場での報連相や
電話対応など、これから社会人として活躍していく
為の基礎能力について、新入社員同士で話し合い、
実践しながら学んでいただきました。
　セミナーの締めくくりでは、本セミナーで学んだ
内容を職場で実際に活かせるよう、社会人としての
自身のビジョンと具体的な行動計画を策定してもら
いました。新入社員の皆様の職場でのご活躍を期待
しております。

新入社員セミナーを開催
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　当所では、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応して事業の見直しを図る中小企
業等の支援を行います。対象補助金の採択事業者となった方に支援金を支給いたします。
　こちらは本年度内で随時、対象の事業者への支給を行いますが、予算総額に達した時点で事業終了と
させていただきますので、ご了承ください。

令和３年度チャレンジサポート事業開始!
小千谷商工会議所

会員限定

チャレンジサポート事業

当所支援金額：
新潟県新事業チャレンジ補助金の補助対象経費に対して、補助率1/6。
ただし20万円上限。（予算総額300万円）
※今月号の折込チラシにて当所支援金額が「上限10万円」となっていますが正しくは
　「上限20万円」となります。

支給要件

（１）当所の相談受付及び制度内容の説明を受けた事業者に限ります。
（２）下記補助金の採択事業者の自己負担分を軽減いたします。（会員限定となります）
（３）新潟県新事業チャレンジ補助金の「補助金額の確定通知書のコピー」が必要に
　　　なります。（当所の支援申請書は準備中です）

新潟県　新事業チャレンジ補助金
（新型コロナウイルス対応新事業チャレンジ支援事業）

概要：
新たな商品・サービスの開発や新たな販売・提供方法への転換等、新型コロナによる経済社会活動
の変化に対応する為の中小企業等の前向きな取組を支援。

補助対象者：
①新潟県内に主たる事業所等を有する中小企業であること。
②新型コロナウイルス感染拡大による経済社会活動の変化により、申請前の直近６か月間のうち、
任意の３か月間の合計売上高が、コロナ以前（2019年又は2020年１月～３月）の同３か月の合計
売上高と比較して、10％以上減少していること。※その他要件あり。

補助対象経費：
機械装置等費、開発費、展示会等出展費、広報費、外注費

補助率等：
補助対象経費（20万円～150万円）の補助率2/3以内。補助額13万３千円～100万円。

申請手順等：
・当所へ事業計画の相談。助言、指導を受ける
・当所へ申請書一式を提出
・当所が意見副申書を作成して、申請書と一緒に県へ提出
・事業者に対して、県から採択通知（交付決定通知）又は不採択通知が届く
・事業実施。当所へ課題等相談。助言、指導を受ける
・採択事業者が事業終了後、実績報告書を県へ提出
・県より「補助金額の確定通知書」が届き、その後に補助金の振込が行われる

申請期間等：
令和３年４月21日～６月４日（第１回）。※第１回を含め、年３回程度の募集あり。
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パン屋を始めたきっかけは何ですか。
　実はもともと大工を10年やって
たんです。10年という節目を迎え、
独立しようかと考え始めていまし
た。そんなころに趣味でパン作り
を始めたのですが、そのままパン
作りにハマってしまい、どうせや
るのなら自分の好きなことをやっ
てみようと思い、パン屋に決めま
した。動き出してみると、まるで
誰かに背中を押されているかのよ
うにあっという間にお店の場所な
ど色々なことが決まっていき、堀
之内でパン屋を開くことができま
した。

２号店のオープンに小千谷を選んだ
理由は？
　堀之内で開いた１号店が地域の
方々のおかげで、経営も軌道に乗
り、新しいことに挑戦してみたい
という気持ちが芽生えてきたころ
でした。以前イベントでお世話に
なった角幸さんが本町から移転す
ることになり、「空いているテナ
ントに入ってみないか」とお声が

けいただいたのがきっかけです。
地元は堀之内ですが、高校は西高
だったので、思い出の土地でもあ
りました。また、麺やようかさん
が販売したチャーシューバーガー
でコラボしたりと、縁深い小千谷
で店を出してみたいという気持ち
が大きく、小千谷に店を構えまし
た。

小千谷で開店してみて以前と変わっ
たことはありますか。
　やはり、設備が堀之内とはちが
うので、今までできなかったこと
ができるようになったのが大きい
です。堀之内では置けなかったフ
ライヤーが小千谷では設置できた
ので、揚げカレーパンを提供でき
ます（堀之内では焼きカレーパン
を販売している）。揚げカレーパ
ンを求めて、堀之内の常連さんも
来るほど人気なので、ぜひ味わっ
てみてください。他には小千谷は
事業所同士のコラボも盛んで、昨

年のおぢや麺フェスでようかさん
のコラボメニュー※に他の事業所
と一緒に参加させてもらい、とて
も良い経験になりました。今度は
こちらからもコラボのお誘いが出
来れば、と思っています。

これからの目標を教えてください。
　小千谷に店を構えてみて、複数
の店を持つ大変さを身に染みて感
じています。ですが、これからは
もっと２つの店舗で違いを出して
みようと考えています。現在もそ
れぞれの店舗でしか購入できない
メニューはありますが、よりメニ
ューの違いを出しながら、お店の
幅を広げる挑戦をしたいです。

▲店主の星野 友彰さん
手にしているのは出来立てのクリームパン

▲店主自ら手掛けたという店内は、随所に
こだわりが窺える

Peek－a－Boo小千谷店

▲小千谷店限定の牛肉カレーパン
　中身は牛肉がゴロゴロして食べ応えバツグン

■■
ビアンベール原信

■■
角幸

駐車場

Peek－a－Boo
小千谷店

◦住所
　小千谷市城内2―6―16
◦電話番号
　0258―86―6806
◦営業時間
　10：00～18：00 ※なくなり次第終了

◦定休日
　月曜日、火曜日

※クレープハウス星野屋
　第二駐車場もご利用
　いただけます。※麺やようか、Peek−a−Boo、新潟銘醸、農カフェきらら、阿部幸製菓の 5 事業所で

「minna no 輪～おぢや食材の塩和え麺～」を提供

会員事業所訪問 vol.2 ｢㈱ハルフウェイ
    Peek－a－Boo小千谷店｣

ピ ー カ ブ ー

焼きたてパンをいつでもどうぞ !リアル
REAL

ルル
サイド

SIDE

堀之内で人気のパン屋さんPeek-a-Booが、昨年６月に城内にオープン！小千谷に店を構えた理由などをお聞きし
ました。
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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）

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

お仕事スポットライト
商工会議所

おぢや会議所だより(後編)

　今回はおぢや会議所だよりが出来上がるまでです
　会議所だよりはとてもタイトなスケジュールで作
成しています。掲載内容を決めてからわずか１週間
で原稿締切。自分で記事を作り、他の担当者が書い
た原稿を確認して印刷会社へ渡し、誤字脱字や内容
に不備がないかチェックしていく校了前の忙しさに
最初のころは全くついていけませんでした。特に新
型コロナウイルス関連情報は日々更新され、その都
度訂正をしなければならず、悩まされました。今で
は締切から逆算して余裕を持って動くようにしてい
ます。
　このように会報を作っていくのですが、作ってい
る最中は「この内容で本当に伝わるだろうか？」「情
報に誤りはないだろうか？」と不安になることもあ
ります。ですが、発行後に「あの記事がよかったよ。」
「取材してくれてありがとう。」といった声を聞く
と、涙が出るほど嬉しくなります。
　大変ですが、会員の皆様に役立つ情報を届けるた
めにこれからも頑張っていきます。（担当：堀澤）

！

『商工会議所福祉制度キャンペーン』

　ベストウイズクラブでは､｢福祉制度キャンペーン」
を5/6～6/30に実施いたします。
　本キャンペーンは『商工会議所福祉制度』を会
員の皆様にご理解いただき、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、入院・介護・老後に備
えた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あげます。

※「ベストウイズクラブ」は、商工会議所共済制度・
福祉制度の普及・推進を目的とし全国各地の商工会
議所およびアクサ生命保険株式会社により運営され
ている組織です。

実施のお知らせ

CCI－LOBO

2021年4月分
全国商工会議所早期景気観測
業況ＤＩは、回復基調続くも、厳しさ残る
　先行きは感染再拡大に伴い、警戒感強まる

　全産業合計の業況ＤＩは、▲25 . 3
（前月比＋10.0ポイント）。
　中国・米国などの海外経済の回復に
伴い、生産増が続く半導体・電子部品
関連や自動車関連の製造業が牽引した
ほか、巣ごもり需要で売上が堅調な小
売業が全体を押し上げた。一方、まん
延防止等重点措置の実施に伴う営業時
間短縮や観光需要低迷により、外食・
観光関連は厳しい状況が続く。オンラ
イン活用や新事業展開などが進む中、
業種・業態によって対応の難しさが指
摘されるほか、原材料費上昇によるコ
スト負担増加を不安視する声も多く、
中小企業の景況感は回復基調が続くも
のの、厳しさが残る。
※今回の業況ＤＩは、比較対象の前年
同月（2020年４月）が感染拡大により
全国で緊急事態宣言が発令されていた
時期であることに留意が必要。
　先行き見通しＤＩは、▲29.0（今月
比▲3.7ポイント）。

　ワクチンによる感染抑制効果や、海
外経済回復に伴う自動車や電子部品関
連の生産増に期待する声が聞かれる。
一方、変異株の感染再拡大による活動
制約が続く中、客足減少や製品・サー
ビスの受注・売上減少を懸念する企業
は多い。さらに原材料費や燃料費の上
昇による採算悪化への不安もあり、先
行きに対して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、改
善。卸売業では、需要増が続く半導体
関連で販売単価が上昇したほか、小学
校等が一斉休校となった前年同月と比
べ、飲食料品関連で学校給食等の引き
合いが回復し、売上が改善。サービス
業では、歓送迎会等の団体予約が低調
となり、水準は依然として厳しいもの
の、一部自治体による需要喚起策等も
あり、宿泊・飲食業を中心に売上が改
善。ただし、独自の時短要請が一部地
域で発令される等、先行き不安の声は
強い。

小千谷商工会議所　担当：水内
－連絡先－ ＴＥＬ　８１－１３００

会報本誌に掲載
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　４月いっぱいをもって小千谷市地域おこし協力隊の任期
が終了しました。
　３年間大変お世話になりました。縁も所縁もなかった小
千谷で快く迎え入れて頂いて本当にありがとうございまし
た。何も知らなかった状態から色々な場所で受け入れて頂
いて今では本当に濃い暮らしになりました。
　コロナ禍で人と接する機会が大きく失われました。情報
源によって意見が違ったり、立場によって警戒の度合いが
違ったり、身近な生活環境にも影響が出ています。
　生活していくのに人との繋がりがいかに大事か思い知ら
された気がします。自分がなんであるか、人との繋がりで
見えてくるものだと思います。優しい、強い、頭がいい。
評価は何かと比較しないと存在しません。自分の立ってる
場所がわからなかったり、すごく小さなものに見えた時、家族や会社、地域の人と繋が
るほど自分の姿が鮮明になってくるのだと思います。
　移住する前、コロナに関係なく家にこもっていた時期がありました。小千谷に来た頃
もその状態は残っていましたが、楽しい瞬間を繰り返している内に、心が穏やかになっ
ていったのを感じました。色んな場に呼んで頂いて色んな人と接して、何も知らない状
態から3年間で本当にたくさんの方と縁が繋がりました。以前の私であれば独立する判
断もしなかったと思います。特になんでもいいから働いて自分のご飯が食べられればい
いと考えていたと思います。
　でも今は、小千谷で出会った人達が一番喜んでくれることは何か考えたり困った時に
頼れる人も出来て、挑戦してみようと思うことが出来ました。小千谷で出会った人とま
もなく結婚もします。
　最後の年がコロナで色んな機会が失われて悔しい反面、この１年は私にとって一生で
一番濃い１年になるかもしれません。
　地元の皆さんにとっては当たり前にあるこの小千谷で私の人生は大きく変わりました。
ありきたりですが、とてもいい街に出会えて本当に嬉しく思っています。本来であれば
大々的に宴会をして感謝を伝えたいところですが、このご時世ゆっくり個別に挨拶して
回りますので、その時はぜひ労いの言葉を頂けると有難いです。
　任期は終わりになりますが、小千谷で暮らし続けるのでまた変わらず接して下さい。
そしてコロナが収束したらまたワイワイ騒いで飲みましょう。
　３年間ありがとうございました。また会いましょう！バイバイ！

最終回
増刊号

地域おこし協力隊

牛久保くんのコラム 牛久保はミタ!!牛久保はミタ!!
「終わりの話し」「終わりの話し」
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　組織にも感情がある。あなたもそう思うことはない
でしょうか。
　足を踏み入れた瞬間、イキイキとした空気感やあた
たかい雰囲気にあふれた職場もあれば、イライラした
感情や冷めた感情がまん延している職場もあります。
私はこの組織全体に空気感や雰囲気として広がってい
る感情を「組織感情」と名付け、2007年から多くの職
場で組織感情診断を行ってきました。
　組織感情は大きく、快・不快という感情のタイプと
活性・沈静という感情のレベルの二軸で分類できます。
活性状態にある快感情が「イキイキ感情」、沈静状態
にある快感情が「あたたか感情」、活性状態にある不
快感情が「ギスギス感情」、沈静状態にある不快感情
が「冷え冷え感情」と定義しました。
　診断を通じて見えてきたのは、良い組織ではほぼ全
ての社員が「あたたか感情」を実感しており、さらに
良い感情を引き出し合う連鎖が生まれているというこ
とでした。
　組織の根幹に、お互いのことをよく見ているよ、何
かあったら助けてくれるよという「安心感」がある。

その安心感が心の余裕を生み、周囲を見渡す気持ちを
生んでいく。自然と配慮ある行動、助け合う行動が生
まれ、感謝の言葉やお互いを認め合う言葉が飛び交う
ようになり、「支え合い感」や「認め合い感」が広が
る職場になっていきます。
　こうして「あたたか感情」という土台が生まれると、
仕事への前向きな感情も引き出されていく。良い仕事、
それぞれの頑張りが見えるようになり、周囲のために
自発的な行動をとる人たちも出てくる。さらにみんな
で困難を乗り越えていく意識、何かを目指していく意
識が共有できるようになると、「主体感」や「連帯感」
が組織全体に広がっていきます。良い職場には、こう
した良い感情、正の感情の連鎖が起きています。
　ところがお互いの感情を出せない、押し殺して働か
なければならない職場では、負の感情の連鎖が起きて
しまいます。自分だけが大変な思いをしている、気付
いてくれない、助けてくれないという負の感情が、職
場全体の空気をつくり、互いの関係をますます希薄な
ものにし、閉じこもる人ばかりをつくっていく。行き
過ぎると、感情が動かない無感情職場になっていきま
す。コロナ禍で働き方や距離感が変わり、無感情職場
がさらに増えてきています。
　人がつながる組織をつくるためにはまず、今の組織
にどのような感情の連鎖が起きているのかを客観的に
捉えることが重要です。組織にも感情がある。組織も
生き物だと思って、向き合ってみてください。

11日(火) 正副会頭会議、公庫月例相談会、経営相談会

14日(金) コロナ関連補助金講習会

17日(月) 女性会 役員会

19日(水) コロナ関連補助金個別相談会（１回目)

25日(火) コロナ関連補助金個別相談会（２回目)

27日(木) 県連総会・会頭会議

１日(火) 正副会頭会議

７日(月) 経営相談会

８日(火) 公庫月例相談会

13日(日) 簿記検定

15日(火) 常議員会

16日(水) 日商委員会（～17日（木））

24日(木) 通常議員総会

27日(日) 珠算検定

「組織感情を知る」
ジェイフィール
代表取締役 高橋　克徳

※上記予定は変更となる場合がございます。

6 月

会議・行事の予定 （5月1日～6月27日）

5 月

会議・行事の予定
会 員 情 報会 員 情 報会 員 情 報

4月末会員数　931

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
(株)ハルフウェイ  Peek-a-Boo小千谷店
星野　友彰　　城内　パン、菓子製造
こころ
岩本　知子　　東栄　飲食業
無尽蔵  城内家
小野寺克樹　　城内　飲食店（ラーメン）
ドリーミングフォックスおぢや
梅川　公成　　栄町　資源、リサイクル業
ナイトイン・ソシアル
江畠アメリタ　　城内　飲食業

■代表者変更
(有)南雲住建（4月1日付）
(新)南雲　丈克　　　(旧)南雲　忠孝

会報本誌に掲載
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※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

【日本商工会議所】
会員企業向けオンライン
研修教材の斡旋について

日商ではこのほど、コロナ禍における集合研修の困難さ
を勘案して、経営陣から一般社員までが学べるオンライ
ン研修教材を各地商工会議所会員事業所向けに商工会議
所会員価格で斡旋することにいたしました。企業向け階
層別・目的別に合わせた約1000超の動画研修コンテン
ツを提供いたします。
オンライン研修教材「ONE LEARN（ワンラーン） 」
提供元：㈱アントレプレナーファクトリー（大阪商工会
議所会員）

【㈱アントレプレナーファクトリー】
ONE LEARN サービスページ：
https://www.enfac.co.jp/
archives/projects/onelearn-cu

【南北魚沼・小千谷市地域
産業保健センター】

地域産業保健センターの
ご案内

当センターでは、産業医の選任義務のない従業員50人
未満の事業所の地域の健康相談窓口として各種サービス
を無料で提供しています。
１．健康診断の結果についての医師からの意見聴取
２．労働者の健康管理（メンタルヘルスを含む）に係る

相談
３．長時間労働者・高ストレス労働者に対する面接指導
４．個別訪問による産業保健指導
まずは当センターへ利用申込書によりお申込みください。

【新潟産業保健総合支援センター】
地域産業保健のご案内：
https://www.niigatas.johas.
go.jp/local.html

（利用申込書をダウンロードできます）

南北魚沼・小千谷市地域産業保健センター
☏025-773-2921

（月～金の 8:30～12:00)
FAX025-773-2713

【厚生労働省】
｢人材確保等支援助成金
（テレワークコース）｣の

創設について

本助成金は、良質なテレワークを新規導入し実施するこ
とにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点か
ら効果をあげる中小企業事業主を支援するもので、以下
の取組の実施に要した費用が支給対象となります。（詳
細は支給要領をご確認ください）
１．就業規則・労働協約・労使協定の作成・変更
２．外部専門家によるコンサルティング
３．テレワーク用通信機器の導入・運用
４．労務管理担当者に対する研修
５．労働者に対する研修

【厚生労働省】
人材確保等支援助成金（テレワー
クコース）：
https://www.mhlw.go.jp/stf/
seisakunitsuite/bunya/
telework_zyosei_R3.html

リーフレット：
https://www.mhlw.go.jp/content/
11600000/000766164.pdf

【新潟県】
令和３年度

｢新潟県勤労者生活安定
資金貸付金」について

県では、新潟県労働金庫と提携し、離職した方への雇用
保険の失業給付までのつなぎ資金および公共職業訓練を
受講するための教育資金、新型コロナウイルス感染症の
影響により収入が減少した方への生活資金等の提供を目
的とした低利の融資制度「新潟県勤労者生活安定資金貸
付金制度」を設けています。

【新潟県】
勤労者向け生活資金融資制度：
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/
shigototeijyu/20200401yuushi.html

新潟県産業労働部しごと定住促進課
☏025-280-5260

インフォメーション ～お役立ち情報～

　当所では5月6日（木）～9月末
までの期間クールビズを実施し
ています。
　上記期間中に開催される当所
主催の会議等へのご出席の際に
は、ノーネクタイ･ノージャケット
等の軽装でお越しください｡

夏季の軽装(クールビズ)
実 施 中

6月 珠算検定のお知らせ
◆第222回珠算能力検定　◆第132回段位認定試験
◆第4回珠算暗算検定

開催日時 会　場 受付期間

6月27日(日）
1・3級：午前9時00分～
2・6級・段位：午前10時～
暗算：午前10時50分～

小千谷商工会議所
3階大ホール

郵送／窓口
5月10日㈪～■
　5月26日㈬

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　検定担当：81－1300

92021.5  No.533



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
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