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持続化補助金について
「通常枠」

小規模事業者の販路開拓等のための取組を支援。

対

象

補助内容等

：小規模事業者 等

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

補助対象事業

：周知・広報のためのHP作成など。

公募スケジュール 6次締切：令和3年10月1日（金）当日消印有効 7次締切：令和4年2月4日（金）当日消印有効
※７次締切後も申請受付を継続し、複数回の締切りを設け、それまでに申請のあった分
を審査し、採択発表を行います（制度内容、予定は変更する場合がございます）。

「低感染リスク型ビジネス枠」

小規模事業者等が、ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等につ
いて支援する事業。

対

象

補助内容等

：小規模事業者 等

：補助上限100万円（※）、補助率3/4
※補助金総額の1/4を感染防止対策に充当可能。ただし、令和3年1月以降の緊急事態宣言が実
施されたいずれかの月のうち、売上高が前年又は前々年同月比30％以上減少している場合、
補助金総額の1/2以内（50万円）に引き上げ可能。

補助対象事業

：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。

公募スケジュール ※JGrantsによる電子申請のみ受付

令和3年3月31日より公募開始、下記は受付締切（いずれも17時）
第4回：令和3年11月10日(水) 第 5 回：令和 4 年 1 月12日(水）
第6回：令和4年 3 月 9 日(水)
応募方法等の詳細は、下記サイトよりご確認ください。
【小規模事業者持続化補助金(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/

※お問合せ先は所在地によって異なるため、上記HPよりご参照下さい。

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）

【持続化補助金(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）

2

おぢや会議所だより

全国商工会連合会

日本商工会議所

「ＩＴ導入補助金」

ＩＴツール導入による業務効率化等を支援。

対

象

補助内容等

：中小企業・小規模事業者 等

：30～450万円、補助率通常枠1/2 低感染リスク型ビジネス枠2/3
※一部例外あり

想定される活用例 （通常枠の場合）

・経理業務を効率化するため、インボイス制度に対応した会計ソフトを
導入など。
（低感染リスク型ビジネス枠の場合）
・テレワークを実施するためにクラウド型の勤怠管理システムとweb会
議システムを導入など。
公募スケジュール 3次締切：令和3年9 月30日(金)17時

 通常枠・低感染リスク型 
ビジネス枠共通



4 次締切：令和 3 年11月中予定

（制度内容、予定は変更する場合がございます）

ＩＴ導入補助金の応募方法等の詳細は、下記サイトで公開中です
【ＩＴ導入補助金についてのお問合せ先】
サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業事務局ポータルサイト https://www.it-hojo.jp/
または右のQRコードよりご確認ください。
電話番号：0570－666－424 受付時間：9：30～17：30（土日祝日除く）
※ＩＰ電話等からお問合せの場合は、042－303－9749までご連絡ください。

新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急対策

『小千谷市飲食店等事業継続支援金』の支給について
【対 象 業 種】宿泊業、飲食業（飲食店）、旅客運送業、娯楽業（一部対象外あり）

基 本
支給額 【対象事業者】・市内に事業所（店舗）を有する事業者

※本社又は事業主の住所が市外にあり、複数店舗を経営している場合は、全体店舗
の売上のうち半分以上が市内店舗であること。
※他事業に付随して食事を提供する施設であって、独立した店舗形態を持たないも
のは対象外とする。
・申請時点において事業を営んでおり、今後も継続する意思があること

【基本支給額】１店舗あたり10万円

加 算 『以下の要件に該当する場合は、基本支給額に加算します。』
支給額 【加算支給①】加 算 額：１店舗あたり５万円
要

件：新潟県の「事業継続支援金」の支給を受けている事業所 (店舗)

【加算支給②】加 算 額：１店舗あたり５万円
要
件：新潟県の「飲食店認証制度」の認証を受けている事業所 (店舗)
※後日、認証を受けた場合は、その後支給します。

申請期間

受付期間：令和３年８月25日(水)から令和３年10月31日(日)まで
申請方法：郵送(令和３年10月31日までの消印有効)※下記の申請先へ郵送で必要書類を送付してください。
申 請 書：・市ホームページからダウンロードしてください。
・ホームページからダウンロードできない場合は、下記までご連絡ください。申請書類
一式を送付します。

【お問合せ・申請先】

小千谷市商工振興課

住所：〒947-8501 小千谷市城内 2 ― 7 ― 5

電 話：0258― 83― 3556
ＦＡＸ：0258― 83― 2789
メール：syoko@city.ojiya.niigata.jp
2021.9 No.537
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マル経資金融資制度
（小規模事業者経営改善資金融資制度）
担保、保証人、信用保証料…不要
【融資限度額】 2,000万円
【年
利】 1.21%（令和３年８月末現在）
【要
件】 小千谷市内で営業年数１年以上
の小規模事業者 他
【返 済 期 間】
運転資金：７年以内（うち据置期間１年以内）
設備資金：10年以内（うち据置期間２年以内）

商工会議所

お仕事スポットライト
マル経融資 (金融支援業務)

今回はマル経融資(金融支援業務)についてご紹介します。
小千谷商工会議所では小規模事業者の経営改善を目的とした
日本政策金融公庫の「マル経融資」の推薦を行っております。
「マル経融資」は商工会議所の経営指導を受けた小規模事業
者が無担保・無保証・信用保証協会の信用保証料なしで日本政
策金融公庫の融資を特別利率で受けられる制度であり、令和２
新型コロナウイルス対策マル経資金融資制度
年度より３年間無利息となる「新型コロナ無利子融資制度」も
（コロナ無利子融資）
創設されました（左の記事参照）
。
【融資限度額】 1,000万円
事業資金の相談については、運転資金や設備資金の融資をす
※通常のマル経融資と別枠。借換えも可能
るだけでなく、借入金の計画的な返済の為の資金繰り表の作成
【年
利】
や、借入金を返済できる経営体質となる為の経営支援も併せて
３年間 0.31％（４年目以降は1.21％）
行っております。経営支援は商工会議所の会員サービスとして
※利子補給の要件を満たすことで３年間は実質
無料で行っており、専門家による経営相談や事業計画策定支援、
ゼロ金利
販路開拓支援、新事業への取組支援や補助金の活用支援など、
個人事業主 なし 法人 売上高▲15％
商工会議所や連携する支援機関の支援メニューを活用しながら
【要
件】 通常のマル経融資の要件に加え、 会員企業の皆様の経営改善をサポートさせていただきます。
最近１カ月または過去６カ月の平均売上が前年
また、マル経融資制度だけではなく、日本政策金融公庫の融
または前々年の同期と比較して５％以上減少、 資制度全般についての相談会や、オンライン申込のサポートな
またはこれと同様の状況にあること
ども行っておりますので、もしコロナ禍での資金繰りや経営に
【貸 付 期 間】
不安がございましたら、資金が行き詰まってしまう前にお早め
運転資金：７年以内（うち据置期間３年以内）
に商工会議所までご相談ください。(担当：吉澤)

設備資金：10年以内（うち据置期間４年以内）

〜「小千谷商工会議所チャレンジサポート事業」利用事業所紹介〜
モ

ブ

「オヂヤバル MOB」

新型コロナウイルス感染拡大による社会経済活動の変化に対応するため
の前向きな取組を応援する「小千谷商工会議所チャレンジサポート事業」。
ご利用いただいたオヂヤバルMOBさんの取組をご紹介します。

新事業について教えてください
コロナ禍でもお家で気軽にお店の味を楽しんでもらえる
「テイクアウト事業」になります。主な商品は２つあります。
１つは新潟のＢ級グルメ、イタリアンをアレンジして考案し
たラーメンの麺にミートソースをかけた「おぢゃリアン」。
そしてもう１つはお酒のおつまみやご飯のおかずとしても楽
しめる「チャオズ（餃子）」です。こちらは焼きだけでなく、
ご要望に合わせて水餃子でもお持ち帰りできます。
商品のこだわりはなんですか
「おぢゃリアン」は元々小千谷のＢ級グルメを目指して考
案しました。今年の２月に販売したところ、反響が大きく、
より多くの方に味わってほしいと思い、今回テイクアウトメ
ニューに加えました。また使用している麺は暁天さんから、
ミートソースには高の井酒造さんから酒粕を提供いただき、
市内事業所の協力で小千谷の魅力をギュッと詰めた商品に
なっています。
「チャオズ」は100店舗近くの餃子を食べ比べ、研究して開
発しました。特にこだわりは餃子の皮です。焼餃子でも、水
餃子でも変わらず、もっちりとした食感を楽しんでもらえる
よう研究に研究を重ねました。ぜひ一度ご賞味ください。
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今後の展開は
今は出来立てのみですが、よりお持ち帰りし
やすい冷凍餃子の加工や通販サイトでの販売を
考えています。
またテイクアウト専用のパッケージデザイン
も鋭意作成中です。
◀おぢゃリアン
(600円+別途容器代)
太麺とミートソースの相性
は抜群。ボリュームたっぷ
りで家族でシェアするのも
オススメ

焼きチャオズ▶
(１２個入８２０円＋別途容器代)
6・8・12 個入があり、少し
厚めのもっちりとした皮が
餡の旨味をしっかりと閉じ
込めている。
水餃子の持ち帰りも可能。

オヂヤバルMOB

住
所：小千谷市城内1－6－9
電話番号：050－1240－3779
営業時間：17：00～24：00 ※取材当日は感染拡大による時短
営業で20時までの営業。
定 休 日：不定休
現在は時短営業終了の可能性あり。

会員事業所訪問 vol.6

リアAル
L
RE

SIDE

サイド

むじんぞう

じょうないや

「無尽蔵城内家」
地域と一緒にこれからも

オープンして20年近くになる「無尽蔵城内家」にフランチャイズ店の経営のことや忘れられないエピソードをお
聞きしました。

▲店主の小野寺 克樹さん

ーメンだけでなくつまみメニュー

今でも忘れません。あの時のラー

も多いのはうちだけですし、これ

メンを食べた方が、今でも店に足

からもっと居酒屋ラーメンとして

を運んで頂ける事は本当に嬉しい

強化していきたいと思っています。

です。市内だけでなく、県外から

他にも、テイクアウト限定メ

も当時の感動から未だに足を運ん

ニューやオードブルなど城内家だ

で下さいます。店をやってて良

けでしか味わえないメニューも多

かったんだって改めて思いますし、

くあり、こういった点は、うちの

これから訪れるご縁を大切にして

会社は柔軟だと思います。

いきたいです。
又、この震災を経て水や食材、

無尽蔵のフランチャイズ店になった

ライフラインなどの貴重さを改め

きっかけはなんですか
学生時代はプロ野球選手を目指

て痛感しました。同時にどんなピ

して、毎日野球に明け暮れていま

ンチでも乗り越えていこう、とい

した。しかし、夢は叶えられぬま

う精神も身についたと思っています。

ま学校卒業をむかえ、本当にした
これからの目標を教えてください

いことはなんだろうと考える日々

地域の方々のご愛顧により20年

が続きました。

近くここで店を続けてこれました。

そこで小さい頃から料理を作る
事が好きだったのでこの道に進み

未熟者でございますがまだまだや

ました。多くの会社を受けてみて、

りたいことがありますがコロナで
▲城内家限定のテイクアウトメニュー
マーボー丼やジャージャー麵(各500円)
など普段味わえないメニューが目白押し

本当に大変な時です。早く終息す

え、一年後に無尽蔵に変わりまし

小千谷でお店をやっていて印象に

力的なものが多くありますが、誰

た。オーナーに店を任せていただ

残っていることを教えてください

もやってこないことで何か小千谷

自分の心意気を買ってくれた当時
は一龍に就職しました。自分の店
を持ちたい一心で必死に仕事を覚

るのを願う次第です。そして、小
千谷は錦鯉や縮、闘牛や酒など魅

やはり、一番は中越大震災です

から発信できることはないのかと

ね。無尽蔵がオープンして半年後

考えています。そこで、これから

に地震が来ました。当時は「もう

勉強して取り組んでいきたいプロ

フランチャイズの強みはなんですか

無理だ。もう続けていけない」と

ジェクトがあります。今はまだ言

フランチャイズ本部にはそれま

思いましたよ。ですが、あの時の

えませんが近い将来小千谷に明る

で培ってきた実績と経験があり、

絆、人と人との繋がりって壮大な

い話題が提供できるようにこれか

従業員指導や店の宣伝、経営のノ

ものがあったと思います。被災３

らも邁進していきます。

ウハウを学ぶ事ができます。メ

日後位に店を開けました。食材は

ニューにはあらかじめレシピがあ

近くの店舗から分けてもらいなが

るため、お客様に均一な味を提供

ら、水は生活水を必要とする地域

できる点や、バリエーションの多

の人達のために給水車は使わず、

さも強みだと思います。ただ、レ

長岡にある会社から水を運んでラ

シピ以上の事ができない点は寂し

ーメンを作りました。大変な状況

いですね。しかし、全ての店舗が

にも関わらずたくさんのお客様に

同じわけではなく、ある程度店舗

足を運んで頂きました。あの時の

毎に任されています。例えば、ラ

お客様の嬉しそうな顔、励ましは

き、店長として、10数年働いたの
ちに、買収して今があります。

無尽蔵城内家

※現 在は新 型コロナ
ウイルス感 染 症 の
ため20時までの営業

◦定休日
年中無休

無尽蔵城内家

◦住所
小千谷市城内4―8―16
◦電話番号
0258―83―0 2 0 6
◦営業時間
11：00～22：30

至小千谷IC→

■
■

DAMZ
小千谷店
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会 員 情 報
8月末会員数 934
■代表者変更
新潟中央青果
（株）小千谷支社（6月22日付）
(新)岩名 久人
(旧)小池 正一
オノヅカ精工
（株）（7月1日付）
(新)小野塚

丈晴

(旧)小野塚

昇

大竹会館（8月1日付）
（有）
(新)大竹

信人

(旧)大竹

博一

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。

10日(金）

営業力強化セミナー

14日(火）

公庫月例相談会、経営相談会
おぢやまちゼミ講演会

14日(火）
日商委員会(オンライン）
～15日(水）
16日(木）

日商通常会員総会(オンライン)
第５回ながおかビジネスマッチング

28日(火）

常議員会

30日(木）

営業力強化セミナー個別相談会

10 月
１日(金） 女性会役員会、市議会議員との懇談会
５日(火） 正副会頭会議
６日(水） オンライン商談会セミナー（第１回)
７日(木） 秋季経済講演会
12日(火） 公庫月例相談会

会 議・行 事 の 予 定
9

※下記予定は変更とな
る場合がございます｡

月

18日(月） 県に対する要望書提出
20日(水）
日商委員会(オンライン）
～21日(木）
22日(金） 女性会 全国大会（オンライン）

７日(火)

正副会頭会議

24日(日） 珠算検定

８日(水)

産学交流研究会（オンライン）

31日(日） 小千谷うまいもの市

対話を繰り返す中で、感じたこと、思ったことを素直
に言い合えるようになる。それが最初のステップです。
第２ステップは、人と仕事とのつながりの再生です。
やらされ感で仕事をしている、仕事は上司が与えるも
｢思いを合わせるための三つのステップ」
のだと思っている人は、仕事とのつながりがますます
ジェイフィール
希薄になっていきます。改めて、日々目の前の仕事を
高橋 克徳
代表取締役
こなすだけのように思えていても、小さな喜びを感じ
つながる組織をつくるためには、経営者から社員ま
た瞬間はなかっただろうか。その小さな仕事の喜びを
でが立場を越えて、異なる思い、価値観を重ね合うプ
持ち寄ったときに、改めてこの仕事をしている意味を
ロセスが必要になります。しかし実際に、そうした取
見いだせないだろうか。同時にそうした仕事の意味や
り組みを行うのは難しいと感じる人も多くいるのでは
喜びを実感できる働き方に変えていくことはできない
ないでしょうか。
のだろうか。そんな対話をしていく中で、仕事への思
そもそも、社員が自分の意見を言えるのだろうか、
いを改めて見いだしていくことが必要です。
きちんとした対話ができるのだろうか、一つの思いに
ここまで来たら、第３ステップ。会社、組織とのつ
重なっていくのだろうか……。確かに、上からの指示
ながりを取り戻す。本当にこの会社にいる意味は何か、
で動くことが当たり前だった組織では、心理的安全性
ここで働くことがみんなの幸せにどうつながっていく
が低く、本音を出せない人も多くいます。だからこそ、
のか。自分たちの組織の意味をさまざまな角度から考
徐々につながりを再生し、対話できる組織に変えてい
えてみる。未来起点で発想したとき、未来の変化が私
くステップが必要になります。
たちに期待していることは何か、社会課題起点で考え
第１ステップは、土台となる人と人とのつながりの
再生です。経営者、管理職、社員が、感じていること、 たとき、社会で起きている問題と向き合うことが自分
たちの組織の使命にならないのか。幸せ起点で考えた
悩んでいること、こうしたいと思っていることを素直
とき、一人一人の人生が幸せになるために、この組織
に持ち寄り、語り合えるようになる。そうした対話が
ができることは何なのか。
できる土台づくりから始める必要があります。自分の
組織の目標を与えて、仕事と人を上から変えるので
こと、互いのことをよく知る、言動の背景にある経験
はなく、人と人とのつながりを変え、対話を重ね、仕
や思い、価値観を知る。その中で、互いの困っている
事や組織の在り方を自ら変えていく。この逆のステッ
ことに寄り添ってみる、知恵を出し合ってみる。そう
プが、つながる組織づくりには必要です。
して互いのことを理解し、違いを受け入れ合うための

会報本誌に掲載
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会費ならびに特定商工業者負担金口座振替のお知らせ
９月30日(木)に当所の下期会費ならびに下期特別会
費（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、特定商工業者に該当される事業所につきまし
ては、法定台帳作成経費の負担金として一律1,600円
を同じく９月30日に口座振替させていただきます。
会費・特別会費・特商負担金を現金でお支払いいた
だく場合は、お送りする納付書にて会議所窓口、また
は記載されている金融機関窓口で、９月30日(木)まで
にご納入くださいますようお願いいたします。

第3弾

店応援プロジェクト
地元のお

おぢや
おぢやプレミアム商品券
おぢやプ
ぢ
商 券

完売しました !
８月１日(日)より２次販売を行っていました「第
３弾おぢやプレミアム商品券」は、販売予定数量を
完売致しました。販売にご協力いただいた市内事業
所・施設の皆様、ならびにご購入いただきました皆
様に厚く御礼申し上げます。

オンライン秋季経済講演会
開催日：令和 3 年 10 月 7 日(木)
16 時 00 分〜17時 30 分
講師

大阪大学感染症総合教育研究拠点
特任教授 大 竹 文 雄 氏

参加無料

ZOOM
サンプラザ大ホール

ります。忘れずにご利用ください。
なお、取扱店は９月１日現在279店舗になりまし
た。新たに登録された取扱店は以下のとおりです。
また取扱店一覧は当所ＨＰ上でも公開・更新してお
ります。
利用される際のご参考になさってください。
（QRコードよりご覧いただけます）
ほぐしの名人 小千谷店
（城内）

「行動経済学で考える
演題
アフターコロナ」
会場

利用期間は令和３年10月31日(日)までとなってお

（株）
セイブ電器
（桜町）

詳細・お申し込み方法は
今月号の折込チラシを
ご覧ください。

2021年８月期

全国商工会議所早期景気観測
全産業合計の業況DIは、▲29.4(前月比▲5.3ポイント)

化の継続を懸念する企業は多い。また、世界的な半導

変異株の感染急拡大により、緊急事態宣言等の期間

体不足による生産調整、原材料価格上昇分の価格転嫁

延長・対象地域が拡大。これにより帰省を含む外出自

の遅れなどもあり、先行きは厳しい見方が続く。

粛やイベントの中止、営業制限等から客足が減少し、

北陸信越ブロックの全産業の業況DIは、改善

小売業、サービス業の業況感が悪化。また、原材料価
格の上昇や部品調達難が製造業、建設業など幅広く影
響を与えている。業況回復から一変して中小企業の景
況感は、厳しい状況が続く。

５Ｇや企業のＩＣＴ化、海外経済回復が追い風とな
り、半導体関連の引き合いが増加する製造業関連を中
心に業況感が改善。一方、卸売業では石川県のまん延
防止等重点措置の適用や全国的な感染拡大によって、

会報本誌に掲載

先行き見通しDIは、▲32.3（今月比▲2.9ポイント）

ホテルや飲食店等との引き合いが減少。

感染収束が見通せず、受注・売上減少等から業績悪

８月の業況(前年同月比)

▲29.4

３ヶ月先見通し(9月～11月) ▲32.3

北陸 ８月の業況(前年同月比)
信越

▲19.5

３ヶ月先見通し(9月～11月) ▲27.4

建設

製造

卸売

）
は

５以上、
（

小売

）
は

＋－

全国

全業種

５未満、
（

＋－

８月の全産業DIの推移

）
は

＋－

※矢印は７月の業況との比較。
（

15以上

サービス

▲20.9

▲12.5

▲30.7

▲44.4

▲37.9

▲26.1

▲17.6

▲31.1

▲43.0

▲42.1

▲17.1

0.0

▲25.0

▲29.7

▲29.4

▲25.7

▲12.8

▲20.0

▲37.8

▲37.3
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小千谷商工会議所 Part 2
8 部会所属事業所紹介
小売商業部会①
食料品第一分科会

30事業所所属（R3.8.31現在）

小売業は私たちの生活に深く関わっています。
小千谷商工会議所小売商業部会では取扱って
いる商品ごとに６つの分科会を設けています。
今回は「食料品第一分科会」と「食料品第二分
科会」に所属している事業所を紹介します。

食料品第二分科会

34事業所所属（R3.8.31現在）

※一般食品や食肉、青果物等を取扱っている事業所が所属しています｡

※和洋菓子､お茶､酒類､タバコ等を取扱っている事業所が所属しています。

事業所名
㈱原信 桜町店
㈱たかの
㈲米萬商店
㈱共栄農工社
小千谷米穀㈱

事業所名
㈾池田屋
丸喜酒店
(同)髙留商店
㈲細貝商店
㈲戸田商店
㈾澤田屋
㈱中町国吉商店
㈾川上屋酒店
白木屋菓子店

電話番号
84-2004
82-2440
82-2635
82-2790
82-2395
82-2323
82-2348
82-2275
82-2291

営業内容
和菓子
全酒類、飲料
酒類・菓子・食料品
酒類
酒類
和洋菓子製造販売・喫茶店・ケーキ
茶・海苔
酒類・たばこ
和菓子

パティスリー
ルメルシー

86-8210

洋菓子製造販売

㈱春泉堂
大和屋商店
ＣＣＡ
㈲酒のカドヤ
今井商店
金子商店
㈲新保屋酒店
新保商店
田辺屋酒店
こいしや菓子店
保祐酒店
吉水屋酒店
㈲田中園

82-8919
86-3038
050-3738-4357
82-2591
82-2198
82-7479
82-2298
82-3472
82-2595
82-2805
82-2833
82-2356
82-2299

和洋菓子製造販売
たばこ・食品雑貨販売
菓子製造小売
酒類
土産物・食品・たばこ
酒類・たばこ・食料品
酒類販売・酒類卸
酒類・食料品
酒類
和洋菓子
酒類
全酒類・食品・たばこ
茶・海苔・珈琲・茶道具

電話番号
83-1800
82-6500
84-2057
84-2013
82-3635

営業内容
スーパーマーケット
食料品･全酒類･雑貨等
そば粉製粉・米穀類等
米穀・農薬・燃料等
米穀

㈱ポンド
0258-39-1310 コンビニエンスストア
セブンイレブン長岡宮内駅前通り店
㈾瀧澤商店
関万畜産
㈲星野屋
パン・ド・アン

82-2265
82-2170
82-4355
090-2749-7321

パン製造販売
食肉・惣菜
青果物販売・喫茶
菓子製造業

㈱ハルフウェイ
Peek-a-Boo小千谷店

86-6806

パン・菓子製造小売

かどや商店
㈱石坂乳業
肉清
佐野屋
久保田商店
河忠商店
㈱よこ山
池庄商店
山口肉店

82-6379
83-2749
82-2619
090-3378-5676
82-2706
82-2654
83-3286
82-3091
82-1695

食料品
牛乳類
食肉
豆腐移動販売
食料品
食品
惣菜・弁当・仕出し
食料品・青果物
精肉・惣菜

㈱オーシャンシステム
チャレンジャー 小千谷店

81-1710

各種食料品販売

キムチ工房 小千谷

82-2406

キムチ製造・販売

㈲ネクスト
セブンイレブン上ノ山店

82-0611

コンビニエンスストア

㈲肉一
米周商店
ヤマモ商店

82-8754
84-2058
84-2048

食肉・惣菜
米穀
食料品

イオンリテール㈱
イオン小千谷店

83-1155

各種商品販売

セブンイレブン小千谷東
㈾山松酒店

82-0175

コンビニエンスストア

デイリーヤマザキ小千谷塩殿店 83-2908

コンビニエンスストア

㈲ワイズマネージメント
ローソン小千谷元中子店

コンビニエンスストア

83-5976

ショーウィンドウには
魅力的なパンが勢揃い。
インスタグラムからも
ご覧いただけます。
（QRコードよりアクセスでき
ます）

大和屋ネクタイ工房 82-3567

小千谷縮・紬・
手作りネクタイ・タバコ

堀儀菓子店
㈲皐月堂
大住屋
風久酒店
㈲ヒロ食品店
粟守酒醸造㈲
三角屋酒店
㈱角幸
大津屋菓子店
小泉商店

和菓子
米菓
和菓子
全酒類
たこやき・クレープ
酒類小売販売業
酒類
健康食品・化粧品・自然食品・エコ雑貨等
餅菓子・菓子
酒類・たばこ・食料品

82-2521
83-3456
82-3670
82-2776
82-2831
84-2375
84-3005
83-2750
84-2154
86-2017

小売商業部会で一番小さいお店?!

パン・ド・アン

令和元年５月に本町にオープンしたパン屋さん。和韓ダイニング
R yu さん脇の路地を入ったところにある隠れ家的お店。こだわり
の白神こだま酵母を使ったパンは店頭販売に加え、通信販売や予約
販売も行っています。インスタグラムで販売情報など発信している
のでぜひ一度覗いてみてください。営業日は週３日（木・金・土曜
日）、営業時間は10：00～15：00。

※掲載している事業所の詳細につきましては令和３年８月31日時点で当所に登録されているものになります。ご登録情報
の変更、所属部会のお問合せは小千谷商工会議所（☎81―1300）までご連絡ください。
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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

新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇
用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援
【厚生労働省】
金・給付金の特例措置については、今般、緊急事態措置区
10月以降の雇用調整助成金
域が追加されるとともに、緊急事態措置を実施すべき期間
の特例措置等について
が延長されたこと等を踏まえ、９月末までとしている現在
の助成内容を11月末まで継続することとする予定です。
「健康経営」とは、従業員等の健康管理を経営的な視点で
考え、戦略的に実践することです。企業理念に基づき、従
業員等への健康投資を行うことは、従業員の活力向上や生
【経済産業省】
産性の向上等の組織の活性化をもたらし、結果的に業績向
健康経営に取組みましょう!
上につながると期待されます。
「健康経営優良法人2022」
の申請受付を開始しました 「健康経営優良法人2022」の申請受付を８月30日より開
始しました。申請に関する概要や今年度の変更点、各項目
のポイント等を解説した説明資料を作成しましたのでご活
用ください。

お問合せ先
【厚生労働省】
10月以降の雇用調整助成金の特例
措置等について（報道発表資料）：
https://www.mhlw.go.jp/stf/
r310cohotokurei_00001.html
【経済産業省】
健康経営優良法人の申請について:
https://www.meti.go.jp/policy/
mono_info_service/healthcare/
kenkoukeiei_yuryouhouzin_
shinsei.html
今年度の概要と主な変更点（中小
規模法人部門）
：
https://www.meti.go.jp/policy/
mono_info_service/healthcare/
downloadfiles/chusho2022_
setsumeishiryo.pdf

【内閣府】
｢規制改革・行政改革ホット
ライン（縦割り110番）」
の受付を再開

2020年11月27日から受付を停止していた「規制改革・
行政改革ホットライン（縦割り110番）」について、８月
23日より受付を再開しました。
本ホットラインは、規制・制度の見直しや行政組織・運営
の改善に結びつけるために、個人、企業、団体等から広く
提案を受け付けています。

【内閣府】
規制改革・行政改革ホットライン
(縦割り110番）受付フォーム：
https://form.cao.go.jp/kokumin_
koe/opinion-0014.html

【新潟県】
｢電子マニフェスト導入
実務説明会（オンライン）｣
開催のご案内

産業廃棄物の処理を処理業者等他人に委託する場合は、マ
ニフェスト制度の適用を受け、マニフェスト（産業廃棄物
管理票）を交付しなければいけません。
電子マニフェストをまだ導入されていない排出事業者、処
理業者、建設業者等を対象としたオンライン説明会を開催
します。

【（公財）日本産業廃棄物処理振興
センター】
（実施機関）
電子マニフェスト導入実務説明会:
https://www.jwnet.or.jp/
jwnet/setsumeikai_E.html

『パートナーシップ構築宣言』とは、取引先とのパートナ
ーシップを強化するなど「新たな共存共栄関係の構築」を
【日本商工会議所】
企業の代表者名で宣言するもので、あらゆる規模・業種の
『パートナーシップ構築宣言』の
企業や個人事業主に宣言いただけます。
専用ホームページを開設!
日商は、大企業と中小企業による「新たな共存共栄関係の
構築」を図るため、
『パートナーシップ構築宣言』に関す
～取引先と共存共栄関係を
る専用ページ（解説ページ）を開設しました。
築こうと考える経営者の
当サイトでは、中小企業や小規模事業者の「わが社は下
皆様へ～
請だから関係ない？」「宣言するとどんなメリットがある
の？」といった疑問に応えます。

【日本商工会議所】
『パートナーシップ構築宣言』専用
ホームページ：
https://www.jcci.or.jp/partnership/

【全国国民年金基金】
国民年金に加入している自営業などの方々が、ゆとりある 全国国民年金基金新潟支部
·国民年金にゆとりをプラス｡ 老後を過ごすことができるように、老齢基礎年金に上乗せ ☏025-245-9345
·自分で入る公的な個人年金｡ をする公的な年金です。
資料請求・ご相談・お問い合せは
·積立方式の年金です。■■■
でメリットをご確認ください。
全国国民年金基金
検索
0120-65-4192

·物価スライドはありません｡
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県内
中小企業・
起業家の
皆さまへ

NICO を活用してみませんか
NICO（にいがた産業創造機構）は、
「新潟県の産業をもっと元気に」
を使命に、
チャレンジする県内企業を応援しています。
今年度も、
きめ細やかな支援を実施してまいりますので、ぜひ、
ご活用ください！

起業・創業

専門家
相談

助成金
活用

あらゆるシーンで

NICO をご活用
ください！

IT 活用、DX挑戦

新事業展開、
新商品・新技術開発

海外展開

起業・創業したい

新事業を展開したい、新商品・新技術を開発したい

販路を開拓したい
（国内）

起業に関する相談から事業計画

高付加価値化に向けた新規ビジネスモデルの創出を支援します。

の作成、創業後まで、起業・創

技術開発、産学連携、共同研究をコーディネートします。

業への挑戦を伴走支援します。

企業戦略から商品開発、プロモーションまで一貫して支援します。

首都圏などの大消費地での新た
な取引・販路の開拓を支援しま
す。また、展示会出展や出展経
費助成で販路開拓をサポートし
ます。

海外展開したい

ITを活用したい、DXに挑戦したい

助成金を活用したい

専門家等に相談したい

海外市場開拓の第一歩から、
自立的な海外販路開拓まで、
多彩なメニューで海外展開を
後押しします。

AI・IoT等の先進技術の導入・
活用を支援します。
また、DX推進に向けた経営計
画策定やIT人材の育成を支援
します。

県内中小企業・起業家の皆さま

専門分野のアドバイザーや専門

NICO 総合相談窓口
☎
10

販路開拓

おぢや会議所だより

のニーズに応じた様々な助成
事業をご用意しています。

的な相談部署にて、各種相談を
お受けします。

まずは総合相談窓口までお気軽にお問い合わせください。

営業時間9：00～17：30
（土日祝・年末年始除く）

info@nico.or.jp

https://www.nico.or.jp/

