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▪観光サービス部会で合同チラシを発行しました （P2）
▪新型コロナウイルス関連支援策
　｢持続化補助金（低感染リスク型ビジネス枠・通常枠）」（P3）
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　当所観光サービス部会（大竹輝夫部会長）では、
市内の飲食・観光・サービス業が本年度に入っても
厳しい状況が続いているため、ゴールデンウィーク
期間のこれらの店舗での消費を喚起しようと合同チ
ラシを発行し、４月29日（祝）に新聞折込みを行いま
した。
　掲載店60店舗と多くの事業所が参加し、チラシに
は各店舗のPRやおすすめメニュー、サービス内容な
どを掲載しました。参加店舗の中には「ゴールデン
ウィーク中チラシを持ってお客さんが来てくれた」
等の声がありました。
　ゴールデンウィーク終了後も各店舗が感染症対策
を徹底して営業していますので、安心してご利用く
ださい。
　チラシの情報については商工
会議所ホームページに掲載して
いますのでご確認ください。

地域密着のゴールデンウィーク商戦!!
小千谷の飲食・観光・サービス業を

盛り上げよう!!り上げよう盛り上げよう!!
観光サービス部会合同チラシ

　当所女性会（髙野千佳
子会長）では、かねてよ
り女性会会員から開催の
希望があった着物の着付
け教室をスタートしまし
た。講習は全３回を予定
しており、女性会会員の
(株)山田屋（城内）久保
田智恵氏を講師に、新型
コロナウイルス感染症対
策を行った下で、実際に
着付けを体験しながら基
本的な着方の他、着こなしのコツや帯の結び方など
を学びます。
　第１回目の５月28日（金）は、参加した女性会会員
同士で情報交換をしながら、和やかな雰囲気のもと
講習が行われました。女性会では会員が気軽に着物
を着る機会を増やすことにより、小千谷で生産され
る織物の魅力を発信していきたいと考えています。

女性会　着付け教室

　当所では中小企業診断士の小松 俊樹氏を講師
に招き、５月14日（金）に「最新コロナ関連補助金
講習会・個別相談会」、５月19日（水）、24日（月）、
25日（火）に「補助金活用個別相談会」を開催しま
した。
　セミナーでは国や県の補助金制度を活用したコ
ロナ禍での事業構造の見直しについて説明した後、
コロナ関連の三つの補助金制度（右表のとおり）
について、制度内容の比較や申請書作成のコツな
どを解説しました。
　特に新潟県の「新事業チャレンジ補助金」は商
工会議所が申請窓口となっており、コロナ禍にお
ける企業の前向きな新事業にかかる経費を幅広く
認める補助金制度となっています。
　個別相談会では会員企業の皆様がコロナ禍にお
ける自社の前向きな新事業の取組について、専門
家や当所職員と相談を行いました。
　本年度は今回に限らず、コロナ関連補助金につ
いての相談対応や専門家による補助金相談を相談
に応じて随時実施していますので、ご興味のある
方はいつでもお気軽にご連絡ください。

◦事業再構築補助金（国）※年５回募集予定
ポストコロナを見据えた「新分野展開」や「事業転
換」など思い切った事業再構築に意欲を有する中小企
業等を支援
補 助 金 額：100万円～6,000万円　補助率：2/3
補助対象経費：建物費、機械装置費、広告宣伝費他
補助対象要件：直近６カ月の内、３カ月の売上が10％

以上減少

◦新事業チャレンジ補助金（県）※年２～３回募集予定
新型コロナによる経済社会の変化に対応する新たな商
品開発やサービスの提供等の前向きなチャレンジをす
る中小企業を支援
補 助 金 額：13万3千円～100万円　補助率：2/3
補助対象経費：機械装置費、開発費、広告費他
補助対象要件：直近６カ月の内、３カ月の売上が10％

以上減少

◦小千谷商工会議所
       「令和３年度チャレンジサポート事業」
　新事業チャレンジ補助金採択者に上限20万円で補助
対象経費の1/6を支援（予算に限りあり）。
補助金活用例
・飲食店がテイクアウト事業を開始
・小売店がECサイトを活用したネット販売を開始
・ヨガ教室がオンライン講座を新しく開設
・製造業が新分野に向けた新商品を開発　　など

最新コロナ関連補助金
講習会・個別相談会を開催
最新コロナ関連補助金
講習会・個別相談会を開催
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持続化補助金について

【低感染リスク型ビジネス枠についてのお問合せ先】
小規模事業者持続化補助金（低感染リスク型ビジネス枠）補助金事務局HP
https://www.jizokuka-post-corona.jp/
小規模事業者持続化補助金（低感染リスク型ビジネス枠）コールセンター
電話番号：03-6731-9325　受付時間：9:30～17:30（土日祝日除く）

【通常枠についてのお問合せ先】
全国商工会連合会　http://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/
電話番号：03-6670-2540　受付時間：9:00～12:00／13:00～17:00（土日祝日除く）
日本商工会議所　　https://r1.jizokukahojokin.info/
電話番号：03-6747-4602　受付時間：9:30～12:00／13:00～17:30（土日祝日除く）

　小規模事業者等が、ポストコロナを踏まえた「感染拡大防止のための対人接触機会の減少」と「事業
継続」を両立させる新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等に要する費用の一部を補助する
ものになります。

「低感染リスク型ビジネス枠」

：・消毒、マスク、清掃　・換気設備　・その他衛生管理
  ・飛沫防対策（アクリル板、透明ビニールシート）

感染防止対策費の対象

※補助金総額の1/4以内（25万円）を感染防止対策費に充当可能。ただし、緊急事態宣
言の再発令によって令和3年1～3月のいずれかで売上高が前年または前々年同月比で
30％以上減少している場合、補助金総額の1/2以内（50万円）に引き上げ。

：補助率3/4、補助上限100万円（※）補助内容等

：小規模事業者等対　　　象

：飲食業が大部屋を個室にするための間仕切りの設置を行い、
予約制とするためのシステムを導入など。

補助対象事業

第2回締切：2021年 7月 7日（水）　第5回締切：2022年1月12日（水）
第3回締切：2021年 9月 8日（水）　第6回締切：2022年3月 9日（水）
第4回締切：2021年11月10日（水）

※JGrantsによる電子申請のみ受付公募スケジュール

　小規模事業者の販路開拓等のための取組にかかる費用の一部を補助するものになります。
「通常枠」

６次締切：2021年10月1日（金）　７次締切：2022年2月4日（金）公募スケジュール

：周知・広報のためのHP作成など。補助対象事業

：補助率2/3、補助上限50万円（※）
※創業事業者の特例（上限100万円への引き上げ）の要件緩和

補助内容等

：小規模事業者等対　　　象

　持続化補助金の応募方法等の詳細は下記サイトよりご確認ください。
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どんな会社ですか。
　オランダ人の社長ロブと私、ま
た多くの関係者の協力をいただき
昨年１月に設立しました。
　主な仕事は新潟県内を主体に日
本を代表する魚、錦鯉を買付し世
界各地の業者へ販売、輸出をして
います。
　海外からの錦鯉業者を生産者の
元に案内し買付の手伝いをし、生
産者とお客様との橋渡しをしたり、
日本、特に新潟の錦鯉の魅力を世
界に発信する会社です。
　日本の他にドイツに『J

ジャパン
apan K

コイ
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ヨーロッパ
urope』オランダに『J
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apan

k
コイ
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ビーブイ
V』　を構えておりま

す。ドイツは日本からの輸入した
鯉を留めておけるストックハウス
としての機能を持っており、ヨー
ロッパ各地の業者へ卸売りをして
います。
　オランダの会社はヨーロッパの
小売店からの注文を一手に集約し、
日本の会社へ引き渡す流れをとっ
ています。

会社を設立したきっかけを教えてく
ださい。
　私は以前、旅行会社に勤務して

いましたが、何か別の方法でもっ
と世界と関われる仕事をしたいと
旅行会社を辞めたばかりでした。
ちょうど、日本で会社を一緒にやっ
ていくパートナーをさがしていた
代表と出会い、彼の錦鯉に対する
想いや意気込みに賛同し、一緒に
働くこととなりました。彼はこの
会社を設立する以前から日本に約
18年間、小千谷に半年暮らし、独
学で日本語をマスターし、生産者
との友好な関係を築き、新潟産の
錦鯉を世界へ広めるために貢献し
ていました。錦鯉については錦鯉
生産者の家庭で育った私より断然
知識があり、お客
様への販売にも長
けているので頼も
しいかぎりです。
　コロナ禍の現在
は、来日できない
買付業者に代わり、
健康で美しい確か
な鯉を写真、動画
に収めSNSやウェ
ブサイトで発信し
ています。

小千谷(新潟)の錦鯉の魅力は何で
すか。
　雪国独特の自然の豊かさと厳し
さの中で飼育された新潟産の錦鯉
は艶があり、とても丈夫で長く成
長を楽しめる鯉だと思います。
　生産者の永年の努力により、血
統を守りつつ、品種改良を重ね、
たくさんの素晴らしい錦鯉が誕生
しています。錦鯉のゆったりと優
雅に泳ぐ姿は平和的であり安らぎ
と癒しを与えてくれると感じてい
ます。鯉の魅力を話しだしたらき
りがありません。多くの生産者が
いる小千谷（新潟）ではバラエ

ティに富んだ品種の多さも世界中
から愛好家や買付業者を引き寄せ
ています。新潟に来ればほとんど
全ての品種が揃うのですからまさ
に錦鯉天国です。その魅力を一同
に集め、どなたでも見ることがで
きる秋・春の錦鯉品評会には是非
多くの方に足を運んでいただき、
地元の伝統文化、特産品を知って
いただきたいです。

これからの目標を教えてください。
　錦鯉の魅力をもっと多くの方々
に知ってもらうのはもちろんのこ
と、錦鯉がこのように美しく魅力
があるものに育てられる過程や生
産者さんたちの努力も伝えていき
たいです。
　海外だけではなく日本の国の魚、

『国魚』として日本国内の方にもっ
と錦鯉に親しみを持ってもらえる
よう、大きな池がなくても水槽で
飼育する方法や、環境によって変
化する楽しみや、鯉と触れ合い、
錦鯉ファンを増やしたいです。
　会社の名前にサービスとあるよ
うにおもてなしの心を忘れない会
社に成長させたいです。
　錦鯉を求めてこの地を訪れた人
たちに、錦鯉だけでない小千谷、
新潟の魅力も知ってもらい、様々
な交流が生まれることにも貢献し
ていけたらと思っています。

ジャパンコイサービス(株)

■真福寺 ■池津観音堂

■■
㈱須田
養魚場

至国道351号→

ジ
ャ
パ
ン
コ
イ

サ
ー
ビ
ス
㈱

◦住所
　小千谷市片貝町1063―6
◦電話番号
　090―2744―8612
◦営業時間
　8：00～18：00
◦定休日
　日曜日

会員事業所訪問 vol.3

リアル
REAL

ルル
サイド

SIDE 「ジャパンコイサービス(株)」
小千谷の錦鯉を世界へ

昨年１月に創業したジャパンコイサービス（株）。社員の須田さんからワールドワイドな錦鯉の魅力などをお聞き
しました。 

▲ウェブサイト用の
写真撮影を行う
ロブさん。

▲左：今回お話をお聞きした須田さん。
右：代表のデ・ボス・ミヒャエル・ロベル
タスさん。ロブさんの愛称で親しまれて
いるそう。

おぢや会議所だより4
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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

会 館 事 業

　今月は会館事業についてご紹介します。
　会館事業の業務は、主に「商工福祉会館や備品
等の賃貸業務」と「施設の維持管理」です。当会
館は、昭和54年に建設された築42年の建物で、平
成16年の中越大震災の折には大規模な修繕を余儀
なくされましたが、全国の関係者の皆様からのご
厚意により元どおり使えるようになりました。現
在もメンテナンスをしながら会員サービスの一つ
として会議室や事務室の貸出しを行っています。
現在はコロナウイルスの感染予防のため、換気や
アルコール消毒の設置、利用者数に応じて３密に
ならない会場の提供をしております。
　また、多くの会員の皆様より簡単に会場が利用
いただけるように、昨年12月にリニューアルした
当所ホームページで会場予約状況の確認や会場使
用申請書のダウンロードができるようになりまし
た。どうぞお気軽に商工福祉会館をご利用くださ
い。　　　　　　　　　　　　　（担当：水内）

CCI－LOBO

2021年5月分
全国商工会議所早期景気観測
業況ＤＩは、感染拡大に伴う活動制約から足踏み
　先行きは、不透明感増す中、厳しい見通し

　全産業合計の業況ＤＩは、▲25 .0
（前月比＋0.3ポイント）。
　米国・中国などの海外経済の回復に
伴い、需要増が続く半導体・電子部品
関連や自動車関連の製造業・卸売業が
堅調に推移した。一方、小売業では、
緊急事態宣言に伴う活動制約・客足減
少とともに、前年同月の買いだめ需要
の喪失の影響を受けているとの声もあ
り、業況が悪化した。また、宣言が発
令されている地域以外においても活動
縮小が発生し、外食・観光関連では業
績改善への対応に苦慮している状況が
うかがえる。このほか、原材料費上昇
によるコスト増加が業種を問わず、広
く業況の押し下げ要因となっており、
中小企業の景況感は厳しい状況が続く。
※今回の業況ＤＩは、比較対象の前年
同月（2020年５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（中旬以降、順次解除）であるこ
とに留意が必要。

サンプラザ　3Fホール
6月24日(木)16時より

※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。

日時

会場

令和３年度おぢやまつり
中止のお知らせ

　おぢやまつり実行委員会では、新型コロナウイ
ルス感染症の拡大状況を鑑みて、市民の皆さまの
命と健康を守ることを最優先に考え、本年８月
20日（金）から22日(日）に開催を予定しておりま
した｢おぢやまつり｣の中止を決定いたしました｡
　楽しみにしていた皆さまには、何卒ご理解をいた
だき、来年以降のおぢやまつりにご支援・ご協力を
賜りますようお願い申し上げます。

おぢやまつり実行委員会

　先行き見通しＤＩは、▲３３.６（今
月比▲８.６ポイント）。
　ワクチン接種拡大による感染抑制効
果や、海外経済回復に伴う電子部品関
連の輸出増に期待する声が聞かれる。
一方、変異株による感染拡大が収まら
ず、緊急事態宣言が延長されるなど先
行き不透明感が増す中、活動制約の長
期化への懸念に加え、製品・サービス
の受注・売上減少による業績悪化、原
材料費や燃料費の上昇による採算悪化
を懸念する声は多く、先行きに対して
厳しい見方が続く。
　北陸信越の全産業の業況ＤＩは、悪
化。サービス業では、東京都などにお
ける緊急事態宣言発令の影響を受け、
域外からの旅行者が減少したことで、
宿泊業を中心に大型連休期間の稼働率
が低迷し、売上・採算ともに悪化。小
売業では、前年同月と比べ、休業要請
はなかったことから、百貨店等を中心
に売上は改善したものの、石川県にお
けるまん延防止等重点措置の適用等の
影響を受け、外出自粛の傾向が強まっ
たことから客足が低迷し、採算は悪化。

会報本誌に掲載
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　人と人、人と仕事や会社との距離感が変わる中で、
社員の中に小さな違和感、疑問が芽生え始めています。
私は何のために働いてきたのか、なぜこの会社で働く
のか、会社の同僚とはどんな関係でありたいのか。こ
うした状況を把握するためにも、まずは「組織全体に
広がっている感情（組織感情）を知る」ということか
ら始めてほしい。これが前回お伝えしたことです。
　その上で、どんな関係をつくりたいのか、どんなつ
ながりをつくりたいのか、あらためて問い直してみる
ことが必要です。今回は、会社と社員との関係につい
て、一緒に問い直していただけたらと思います。
　会社と社員との関係を昔のようにもっと一体感のあ
る、家族のような関係にしたいと思う人もいるでしょ
う。一方、仕事なのだから少しドライなぐらいがちょ
うどいいと思う人もいるでしょう。そこに明確な一つ
の答えがあるわけではありません。ただ、ここで考え
たいのは、そうしたメッセージを、真の意図も含めて
正確に伝えてきたのかということと、その上で実態と
一致していたのかということです。
　皆さんの将来を応援しますといって早期退職制度を
導入しても、体のいいリストラにしか見えない。頑

張った人をより高く評価したいと人事制度を改定して
も、評価が下がる人が何人も出ると、人件費を削減し
たかったのだとしか思われない。社員を大事にしたい
と言っても、ハラスメントを止められない職場では、
社員のことを会社は本気で考えていないと感じさせて
しまう。
　そうせざるを得ない、実際にはなかなかうまくいか
ない。そんな事情もあると思います。ただ一番良くな
いのは、「言っていることとやっていることが違う」
と思われてしまうことです。そう見えると、社員は

「本当の目的は違うんでしょ、要は会社の利益しか考
えていないでしょ」と捉えるようになる。心が離れて
いく。でも、口に出して批判はしない、我慢する、割
り切る。社員もやるべきこと以上のことはしなくなる。
自発性を失う。
　社員が自発的に動きだす会社は、素直に社員が会社
の姿勢を正しく理解しています。会社が裏表なく、誠
実に向き合ってくれていると感じています。だから自
分たちも会社に対して誠実であろうとします。そこに
は感謝や敬意も生まれます。そんな土台としての関係
性がしっかりあるからこそ、周囲のための自発性が生
まれるものです。
　社員も会社も、苦しいときほど、実際に起きている
こと、困っていることを隠すことなく語れる。それを
自分事として捉え、相手を支えようとする。こうした
関係性が、社員と会社との間に築けるのか、そんな関
係性が土台にある会社かどうかが、これからさらに問
われてくるのではないでしょうか。

２日（水） 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）
～17日（木） 日商委員会（web開催）

18日（金） 女性会　役員会

24日（木） 通常議員総会

27日（日） 珠算検定

６日（火） 正副会頭会議

12日（月） 経営相談会

13日（火） 公庫月例相談会

13日（火） 北陸地方整備局との懇談会

15日（木） 日商委員会

29日（木） 県連第２回運営委員会

「会社と社員の関係を問い直す」
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。

7 月

会 議・行 事 の 予定
6 月

『第３ 券』

新型コロナウイルス対策支援事業プレミアム率

30％!
取扱店
募集中地元のお店応援プロジェクト

○商品券仕様
１セット6,500円分(500円券13枚綴り)を5,000円
で販売
○利用期間
　令和３年７月１日(木)～令和３年10月31日(日)
○販売期間
　令和３年７月１日(木)～令和３年７月31日(土)
※１世帯３セットまで、広報おぢや６月25日号
折込の購入引換券が必要です

○取扱店登録料　無料
○取扱対象業種及び店舗　
①飲食業、タクシー業、旅行業、宿泊業、サービ
ス業、娯楽業で小千谷市内に所在する店舗及び
事業所

②小売業で小千谷市内に本社(本店)が所在する店
舗及び事業所

【取扱店申し込み・問い合わせ先】
小千谷商工会議所「第３弾おぢやプレミアム商品券」事務局

TEL：0258－81－1300

会 議・行 事 の 予定

会報本誌に掲載
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　売買などの取引や業務上の証明行為等に使用して
いる特定計量器の使用者は、県知事が行う定期検査
を受けることが法律で義務付けられています。
　令和３年度の新潟県特定計量器定期検査を次のと
おり実施します。

特定計量器定期検査

7月14日(水）・片貝総合センター
7月15日(木）～16日(金）・総合体育館
7月19日(月）～21日(水）・総合体育館

検査日・会場

午前10時～11時30分、午後1時～3時
受付時間

手動天びん、棒はかり、台手動はかり、
電気式はかり、分銅、おもりなど

検査対象

当日現金でお支払いください。
手数料

小千谷市商工振興課地域産業係 83-3556問い合わせ

　小千谷市のふるさと納税の返礼品（お礼の品）を提
供する新規事業者向けの説明会を開催します。また、
同日に登録済み提供事業者向けの更なる寄附獲得に
向けた勉強会も開催いたしますので、ぜひご参加く
ださい。なお、返礼品は随時受け付けています。
■開催日時等
▽日時／6月30日(水)
　午前の部（新規事業者向け説明会）

午前10時～午前11時30分
　午後の部（登録済み事業者向け勉強会）

午後1時30分～午後3時
▽会場／Web会議システム「Zoom」もしくは
小千谷市役所403会議室
■申込み方法／小千谷市ホームページ
掲載の申込みフォームよりお申込み
ください。　　　

　※右記QRコードよりHPへアクセス
できます。

■申込み締切／6月23日(水)午後5時まで
■問い合わせ／小千谷市企画政策課企画経営係 佐治 83-3507

ふるさと納税の返礼品
提供事業者向け

説明会・勉強会を開催します!

　新商品を開発したい、今ある商品をもっと売れる
商品にしたいと考えている食品製造業者を対象に、
専門家による相談会を開催します。商談会の活用術
やセールス手法のお悩みにも対応します。

ブラッシュアップ相談会

■日　時／７月９日(金)　午前10時～午後3時
■会　場／小千谷市総合産業会館サンプラザ
　　　　　３階　多目的ホール

■講　師／▽商品開発・販売担当：中俣　順弥氏
　　　　　（新潟県よろず支援拠点コーディネーター）
　　　　　▽デザイン担当：山本　敦氏
　　　　　（㈱ネオス代表取締役）

■定　員／４ 社
■参加料／無 料
               ※ただし、事前に申込みが必要です。

■申込締切／6月18日(金)

■申込・問い合わせ／
　小千谷市商工振興課地域産業係 83-3556
　メールアドレス：syoko@city.ojiya.niigata.jp

広告掲載料金は

◆チラシの中に小千谷商工会議所
　会員向けの特典を設定 10％割引

※お申込み・詳細は商工会議所まで
（ 81－1300）

会員
限定
員
定
会報チラシ折込、
 広告掲載サービス
　　  ご利用ください

（＋税） （＋税）

さらに

　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。 
　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。
　新商品、新サービス、お店のPRにぜひご活用く
ださい！

4,000円より11,000円

サイズ問わず
折込料一律

72021.6  No.534



※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。

インフォメーション ～お役立ち情報～

発信者・件名 主な内容 お問合せ先

【中小機構】
生産性向上につながる

ビジネスアプリの検索サイト
｢ここからアプリ｣について

※2021年度｢IT導入補助金｣
のご利用を検討中の事業所に
は、補助対象となるツール

の選定にも役立ちます

中小機構は、IT利活用を推進する情報発信サイト「IT
プラットフォーム」で、ビジネスアプリを紹介する

「ここからアプリ」を公開しています。同サイトでは、
中小企業の業務分野に適したビジネス用アプリについ
て無料で情報を提供しているほか、導入事例やアプリ
解説等を掲載しており、業種や目的等の条件から絞り
込むことで、自社に合ったビジネス用アプリを見つけ
ることができます。

【中小機構】
｢ここからアプリ」公式WEBページ：
https://ittools.smrj.go.jp/

【IT導入補助金2021】
｢IT導入支援事業者・ITツール検索｣：
https://www.it-hojo.jp/
applicant/vendorlist.html

【クラウド実践大賞実行委員会】
自社のクラウド実践事例を

全国にPRしませんか？ 
～「全国中小企業クラウド

実践大賞」参加企業
受付開始のご案内～

本賞はクラウドツールを活用した生産性向上・経営効
率化などの推進を宣言する「自己宣言」と、これらの実
践事例から優秀な事例を表彰する「コンテスト」で構
成されています。「コンテスト」に参加することで自社
のクラウド活用やデジタルトランスフォーメーション

（DX）推進に関する経営方針を対外的に発信する機会
となりますので、ぜひ参加をご検討ください。参加しな
い場合でもコンテストを視聴し、身近な実践事例を学
ぶことができます。

【中小企業クラウド実践大賞2021】
ホームページ：
https://cloudinitiative.jp/

地方大会および全国大会の観覧
登録（9月１日より順次ご案内）：
https://cloudinitiative.jp/

2020年度プレゼンテーション動画：
https://cloudinitiative.jp/2020report

【厚生労働省】
公正な採用選考への

取組みについて

厚生労働省では、応募者の基本的人権を尊重し、広く
応募者に門戸を開くとともに、適性・能力に基づく採
用選考が行われるよう啓発を行っていますが、面接等
で「本籍・出生地」や「家族」に関することを聞くな
ど、就職差別につながるおそれのある不適切な事象も
依然として発生しています。
公正な採用選考を行うためのポイントをまとめたリー
フレットや、事業主の皆様に広く参考にしていただく
ための履歴書様式例（厚生労働省履歴書様式例）を作
成しましたのでご活用ください。

【厚生労働省】
公正な採用選考について：
https://www.mhlw.go.jp/www2/
topics/topics/saiyo/saiyo.htm

公正採用選考啓発リーフレット（事業主向け）：
https://kouseisaiyou.mhlw.go.
jp/pdf/03.pdf?20210427

新たな履歴書の様式例の作成について：
https://www.mhlw.go.jp/www2/
topics/topics/saiyo/dl/saiyo-10.pdf

【新潟働き方改革推進支援センター】
コロナ対応、人材確保、

生産性の向上…
｢今やるべきこと」専門家

にご相談ください！

「新潟働き方改革推進支援センター」（新潟労働局委
託事業）では、働き方改革に関する企業の様々な課題
に対応するための相談窓口として活動を行っています。
昨今の状況から、現在は新型コロナウイルスに関連す
る助成金や、コロナ禍での労務管理の注意点などのご
相談も多く、これらにも真摯に対応しています。
また、セミナー開催や講師派遣、出張相談等について
もぜひお気軽にお問合せください。

【新潟働き方改革推進支援センター】
(平日9時～17時）
ホームページ：
https://niigata-hatakai.jp/
 0120-009-229
☎ 025-256-8701
FAX 025-256-8702
Mail：soudan@ms-office.co.jp

【長岡公共職業安定所】
「65歳までの高年齢者雇用
確保措置」の実施について

「高年齢者雇用安定法」では、「65歳以上定年」「定年の
廃止」「65歳までの継続雇用制度の導入」のいずれか
を講じ、65歳までの安定した雇用を確保することを
定めており、さらに本年4月からは「70歳までの就業
機会の確保」をすべての企業の努力義務とする「改正
高年齢者雇用安定法」が施行されました。(※この改正は、
定年の70歳への引上げを義務付けるものではありません)
各企業においては、65歳までの継続雇用制度の的確
な実施が求められます。

【厚生労働省】
パンフレット「高年齢者雇用安定法
改正の概要」（簡易版）：
https://www.mhlw.go.jp/content/
11600000/000694688.pdf

【ハローワーク長岡】
事業所・学卒部門
☎0258-32-1181（内線32＃）
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