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▪新型コロナウイルス関連支援策
　「新潟県事業継続支援金【時短要請枠】」（P3）
▪第2弾おぢや宴席・会席事業者
　　　　　　　　　　 応援キャンペーン（P6）
▪観光サービス部会　飲食店合同チラシ
　　　　 発行及び情報サイト公開開始！（P6）

今 月 の ピ ッ ク ア ッ プ

会員事業所訪問（P7）
　農家　松兵衛（写真左）

　中野英明 氏（写真右上）
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　９月28日(火)、当所において常議員会を開催し、
⑴17件の新規会員加入、⑵職員就業規則の一部改
正、⑶日商会頭表彰被表彰者の推薦、⑷チャレンジ
サポート事業の予算増額について、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。
　つづいて報告事項として、⑴議員の職務を行う者
の変更のほか、当所で現在取組んでいる各事業の経
過等について事務局より説明を行いました。
　このたび異動のあった議員は次のとおりです。
　１号議員
　　(新)㈱第四北越銀行　小千谷中央支店
　　　　支店長　藤橋晴喜
　　(旧)㈱第四北越銀行　小千谷中央支店
　　　　支店長　富樫勝美
　(敬称略、６月17日付、任期は令和４年10月31日
まで)

9月常議員会を開催
 ９月10日(金)、当所３Ｆホール及びZOOMにて、
グローカルマーケティング㈱より講師をお迎えして
「営業力向上セミナー」を開催し、13名のご参加を
いただきました。
　セミナーでは中小企業がコロナ禍で実践すべきオ
ンラインを活用した営業手法について説明があり、
特におすすめのオンラインツールとして、BtoB企
業向けにはクラウドサービスを活用したメールマー
ケティングが紹介され、顧客管理と営業管理を一元
化することで組織的な営業活動を実現し、新規顧客
開拓を進めていく為のポイントについて解説しまし
た。中小企業向けのツールとしてZOHOが紹介され、
月額数百円から利用することができます。
　また、BtoC企業向けには無料のLINE公式アカウ
ントを活用したリピーター育成手法が紹介され、ア
カウント運用上のポイントやファン作りの為の効果
的な活用方法について解説しました。
　セミナー後には８社より個別相談会にご参加いた
だき、紹介した各種ツールの導入支援や活用相談を
行いました。
　今回の内容にご興味のある方はお気軽にお問い合
わせいただければ、セミナー資料の配布や当所経営
相談会による相談対応等をさせていただきます。

｢営業力強化セミナー｣を開催

　９月16日(木)、アオーレ長岡にて長岡・小千谷・
柏崎・十日町商工会議所主催による商工会議所会員
限定の「第５回ながおかビジネスマッチング個別商
談会」を開催しました。
　長岡近隣エリアや近県も含めて全体で179社のエ
ントリーがあり、本年度は近県との商談は全てオン
ラインで行われ、当日はオンライン・対面商談合わ
せて、127社178件の商談が実施されました。小千谷
からは14社のエントリーがあり、当日は12社33件の
商談が行われました。
　参加した企業からは
オンライン・対面商談
どちらとも受注が見込
める商談が出来た、好
感触で話が進められた
等の声が聞かれ、有意
義な商談会となりまし
た。

第5回ながおかビジネス
マッチング個別商談会

小千谷商工会議所会員企業12社33件の商談を実施

　９月14日(火)に第13回おぢやまちゼミに向けた、
事前オンラインセミナー「まちゼミで商売繁盛の秘
訣を学ぼう」を岡崎まちゼミの会の代表である松井
洋一郎先生を講師として開催しました。コロナ禍で
の開催ということで、今回はZOOMを使ったオン
ライン開催とし、職場やご自宅から参加していただ
きました。
　講師である松井先生からは、まちゼミ開催でどう
いう成果を出すか、成果として重点を置いてもらい
たいポイント、コロナ禍でのまちゼミ開催などまち
ゼミ全体としてのアドバイスをいただきました。ま
た、まちゼミに参加する市民の感動値を向上させる
ことや松井先生の体験談を交えながらチャレンジす
る事の大切さをお話ししていただきました。参加者
は意欲的に受講しており、松井先生に積極的に質問
している場面も見られました。
　今回のセミナーで学んだことを活かし、11月開催
の第13回おぢやまちゼミ向けて、運営委員会を中心
に準備を進めてまいります。楽しみにしていてくだ
さい。

｢おぢやまちゼミ事前
 オンラインセミナー｣

開催！
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新潟県事業継続支援金（飲食関連事業者等）【時短要請枠】
　感染拡大に伴う飲食店等への営業時間短縮の要望により、売上が減少した飲食関連事業者等

（飲食店と直接取引している事業者及びタクシー事業者・自動車運転代行業者）に対し、事業
継続に向けた支援金を支給します。

①県内で単独店舗又は事業所を経営する事業者　20万円
②県内で複数店舗又は事業所を経営する事業者　40万円

支 給 額

　事業者全体の売上高について、令和３年７月から令和３年９月までのいずれか１か月に
おいて、前年同月比で20％以上減少していること

支給要件

　創業により前年との比較ができない場合は、事業者全体の売上高について、創業の
翌月から申請の前月までの売上高の平均に対して、１か月で20％以上減少している
こととします。

申請書に添付書類を添えて、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で「郵送」してくだ
さい。※感染拡大を防止するため、持参による申請はできません。

〒950－0916 新潟県新潟市中央区米山4丁目1－28藤巻ビル5階 事業継続支援金センター 宛
※郵送料はご自身で負担のうえ、裏面に差出人の住所・氏名を記載してください。

１　申請書（様式10～12）
２　誓約書（様式13）
３　確定申告書（写し）
４　売上台帳、月次残高試算表等、売上の減少が確認できる書類（写し）
５　本人確認書類（写し）
６　申請書記載の口座情報（振込先口座、口座名義及び支店番号等）がわかる通帳等（写し）
７　飲食店と直接取引していることが確認できる書類の写し
８　事業に必要な許認可等を取得していることがわかる書類の写し
※第１弾支給済みの方は、「５ 本人確認書類」及び「６ 通帳等の写し」が省略可能
です。

申請方法

事業継続支援金センター
（電話番号）025−248−7270
（受付時間）午前９時から午後５時まで（土日祝日を除く）

「新潟県事業継続支援金【時短要請枠】」ホームページ
  https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/sangyoseisaku/insyokukanren2.html

（１）宛先

（２）申請書類（下記ホームページからダウンロードしてください）

お問い合わせ先

※上記に加えて①～⑦までの対象者要件を満たす必要があります。詳細はホームページよ
りご確認ください。
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会 員 景 況 調 査 結 果会 員 景 況 調 査 結 果
令和3年7月～9月期
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　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21.7%、「不変」の企業割合
は27.5%、「減少」の企業割合は50.8%となった。前期
に比べ「増加」の回答割合が減り、「減少」の回答割合
が増えており、先行きの不透明感が伺える結果となった。
　全業種平均DI値は▲29.1%となり、前回調査に比べ
てマイナス幅は14.6P拡大した。製造業を除く業種でDI
値がマイナスとなり、中でも小売業での「増加」回答は
2.9%、サービス業ではゼロであった。コロナ禍の影響
を受け全体的に「減少」回答が多い結果となり、厳しい
状況が継続している。

　全業種でDI値がマイナスとなった。製造業では前
回調査に比べて「好転」回答が若干増加したものの、
他業種では「不変」「悪化」が大半を占める結果となっ
た。特に小売業、建設業、サービス業では「好転」
回答がゼロとなり厳しい状況が数値に現れた。

　全業種でDI値がマイナスの見込みとなっており、特
に建設業、サービス業では「好転」回答がゼロとなっ
た。卸売業、小売業も「好転」回答が低く、来期も
厳しい状態が継続しそうである。

◇ 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7月～9月期の実績及び令和３年10月～12月期の見通しについて調査した。

◇ 回 収 状 況　　132企業中、120企業より回答を得た。 （回答率 90.9％）

売上高の動向(前年同期比)

資金繰り見通し(前年同期比)経常利益の見通し(前年同期比)
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　全業種平均DI値は▲6.7%となり、前回調査に比べ
てマイナス幅は▲1.1P悪化した。
　全業種とも「不変」が多く、大きな変動が無い結果
となったが、小売業、製造業以外の業種では前回調
査より「増加」の回答が減少した。

　全業種の平均DI値は▲34.7％となり、今期と比較し
てマイナス幅は10.3P悪化した。中でも建設業、サービ
ス業では「好転」回答がゼロとなり、他業種も「好転」
回答割合が低く、業況好転は先との見方が強い。

業　種 業　　種　　概　　況

卸　売　業

◆コロナや天候、さまざまな要因に左右され…
　飲料等卸売業では、飲食店の休業の影響を強く受けている。卸売業では飲食店と違い休業補償制度の
対象とならず、利用できる支援策に限りがあるため、新たな支援策を求める声があった。青果卸売業では、
新型コロナウイルスよりも天候に景況が左右され、非常に厳しいとの声が寄せられた。飲食店の規制解除後
も自粛ムードが常にならないよう心配する声も寄せられた。

小　売　業

♦８月の新型コロナウイルス感染拡大で多くの事業者が大ダメージ
　多くの飲食店より、新型コロナウイルスの感染拡大により様 な々宴席・会席のキャンセルが相次ぎ、大変厳
しい状態にあると声が寄せられた。「おぢや宴席会席事業者キャンペーン」に期待したいという声があった。
酒類関係小売店からは、飲食店の営業再開まで厳しい状態が続くとの声。被服飾小売業からは、メーカー
や問屋の転廃業による仕入れ先の減少があり、将来に不安があるとの声が寄せられた。自粛ムードによりネ
ット通販が増加、ネット通販がなければ自社売上に繋がらないとの声。今後も「プレミアム商品券」の実施
を希望する声も寄せられた。

製　造　業

♦業種により、影響に大きな差がある傾向に
　鉄工電子業界では、半導体関係を中心に受注が増加しているとの声があった。一方、航空便が激減した
せいか、航空機関連の受注がなくなったの声も寄せられた。コロナの長期化により、生産を海外から国内へ
切り替える取引先も出ているとの声もあった。食品製造業からは飲食店の休業・時短の影響を強く受けてい
るとの声。印刷業界では催事の中止が続き、チラシやポスターの印刷が減少したままとの声があった。看板
業界からは選挙関係の受注が増えそうだとの声が寄せられた。

建　設　業

♦続くウッドショック。先行きの不透明感は拭えず
　建築業界から、「ウッドショック」の影響により資材の価格上昇と入荷遅れで、住宅着工戸数が前年比の
40％減少し、今後も木材の他、鋼材やアルミ、塗料などの副材料等の価格上昇で大変厳しい状況が続くと
の声。建築設備関係から、今期は大型案件を受注できたが、それ以降の今後の見通しは全くわからないと
の声があった。また天候に左右される業種のため、これからの気候の影響を気にする声も寄せられた。

サービス業

♦色濃いコロナウイルスの影響。各業界で見通し効かず
　自動車業界では、市内のコロナウイルス感染拡大や、海外諸国の工場停止による部品供給不足からの国
内生産の遅れ、さらに半導体の不足も影響し、８月から９月は需要が減少したとの声があった。宿泊業から
は、今後のコロナウイルス感染症の先行きが不透明な中、業績も見通しがきかないという声があった。旅行
業からは、売上は前年の50％程度と厳しく、国の月次給付金で繋いではいるものの、受給まで時間が掛か
り大変との声。10月以降修学旅行関係の団体が動くので若干期待できるとの声が寄せられた。

業　種　別　概　況

従業員の変動(前年同期比)業況の見通し(前年同期比)
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　９月13日(月)より当所にて、恒例の初級簿記講習
会がスタートしました。
　新型コロナウイルス感染症対策を徹底し、11月21
日(日)の日商簿記検定試験までに全16回の講習を実
施します。今年は14名の方からご参加いただき、日
商簿記３級合格を目指していきます。
　なお、講師として前半８回は小杉税理士事務所（城
内）の小杉淳也先生に、後半８回は(税)杵渕会計事
務所（東栄）の杵淵哲也先生に担当していただきま
す。

９月13日(月)より当所にて 恒例の初級簿記講習

初級簿記講習会実施中!
～日商簿記 3級取得を目指して～

　新型コロナウイルスの感染拡大により深刻なダメ
ージを受けている市内の宴席・会席事業者を応援す
る「第２弾おぢや宴席・会席事業者応援キャンペー
ン」が10月15日(金)より始まります。本キャンペー
ンは、
①一人6,000円以上の宴席・会席プランのご利用で
2,500円の割引き
②１回10,000円以上のテイクアウト（デリバリーも
あり）のご利用で20％の割引き
という大変お得な内容になっています。
　17のすべての参加店は、「にいがた安心なお店応
援プロジェクト」の認証を受け、感染症対策を徹底
している安全なお店ですので、安心してご利用くだ
さい。一方、宴会参加者も「感染拡大させない」と
いう意識を持ち、ルールを守って楽しむことが求め
られます。多くの皆様のご利用とともに感染防止へ
のご協力をお願い申し上げます。
　キャンペーンの参加店やご利用方法など詳細は、
10月12日(火)の新聞折込チラシか小千谷商工会議所
ホームページをご覧ください。

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
　　　　　　　　　☎81-1300

おぢや宴席・会席事業者
応援キャンペーン
おぢや宴席・会席事業者
応援キャンペーン第2弾

　新型コロナウイルスの影響により、飲食業では依
然として厳しい状況が続いています。小千谷商工会
議所観光サービス部会（大竹輝夫部会長）では、テ
イクアウト及びデリバリーを行っている市内飲食店
での消費喚起のため、飲食店合同情報チラシの発行
及び合同情報サイトを作成し、10月１日(金)に新聞
折込み及びサイトの公開を行いました。
　情報チラシには41店舗と多くの事業所から参加が
あり、各店舗のメニューの写真や、サービス内容な
どを掲載、お客様の選ぶ楽しさ、見る楽しさが増す
チラシを作成しました。情報サイトには29店舗の事
業所が参加し、各店の豊富なメニューなど常に新し
い店舗情報を更新してお届けします。
　チラシ及びサイト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。
　QRコードより、情報サイトにア
クセスできます。ぜひ、ご利用く
ださい！！

飲食店合同情報
チラシ発行及び
情報サイト公開開始！

観光サービス部会

　10月１日(金)、当所女性会（髙野千佳子会長）で
は商工会議所にて小千谷市議会議員との懇談会を開
催しました。市議会より５名の議員をお迎えし、女
性会からは18名の会員が出席しました。
　今回の懇談会では、議員と会員を５つのグループ
に分け「これからの小千谷でどうやって前向きに生
きていくか」をテーマに、フリートーク形式で意見
交換を行いました。
　各グループでは新型コロナウイルス問題や病院跡
地の利用、SDGsや若者の定着など、様々な観点か
ら「これからの小千谷でどうやって前向きに生きて
いくか」が話し合われ、普段であればじっくり語り
合う機会のない議員の方々と、忌憚のない意見を出
し合う有意義な懇談会となりました。

小千谷市議会議員と
小千谷商工会議所女性会との

懇 談 会

おぢや会議所だより6
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実りの秋ということで、今回新たにご入会
いただいた２件の農家さんに作っている農
産物などについてお聞きしました。

どんな作物を育てていますか
　主にコシヒカリを作っています。
コシヒカリ以外にもこがねもちや
新潟県産小麦「ゆきちから」を育
てていて、育てた小麦を使用した
ピザや食パンの製造・販売も行っ
ています。

農業をしながらパンの製造・販売
を始めたきっかけは何ですか
　もともとは父の「パンを焼いて
みたい！」の一言がきっかけでパ
ンを作り始めましたが、作ってい
くうちに原料も自分の手で育てた
ものを使いたいと小麦も作り始め
たんです。小麦は秋に種をまいて
春に収穫なので、稲刈り後や田植
え前も忙しく大変でした。それに
３年前に父が倒れてからは、私た
ち夫婦２人だけで農作業をしてい

るため、より一
層忙しくなりた
くさんのパンを
作ることが難し
くなってしまいました。
　それでも父が復活させた新潟県
産の小麦を絶やしたくはないです
し、パンを心待ちにしている方も
多くいるのでこれからもパンの製
造・販売は続けていきます。

これからの目標を教えてください
　農業を取り巻く環境はとても厳
しく、自分に何ができるのか考え
ていました。そんな時、恩師から
玄米米粉の研究に誘われました。
玄米は海外では ｢ホールフード※」
として注目を集めていて、この研
究から玄米を利用した製品を開発
して、米の新たな需要拡大につな

げていきたいと考えています。
　また父から世代交代し「農家松
兵衛」として、コシヒカリのネッ
ト販売や切り餅に梅干しの加工販
売をやってきました。父から受け
継いだ「きまぐれパン菜」という
店名も農家がやっていることが分
かってもらえるような名前にしよ
うかと考えています。いち農家と
して明るい話題が提供できるよう
日々模索中です。
※加工精製を可能な限り抑えた植物性食品のこと。

「農家　松
まつ

兵
べ

衛
え

」

▲

事業主の山口小百合さん。
後ろの石窯でパンを焼い
ているとのこと

どのような作物を育てていますか
　主にコシヒカリを作っています。
コシヒカリの他にも親の代から数
えて30年、カリフラワーを育てて
います。特に最近は春に収穫でき
る春カリフラワーに力を入れてい
ます。

収穫時期の異なるカリフラワーが
あるのを初めて知りました
　カリフラワー自体は全国で作ら
れていて、生産地ごとに収穫時期
が異なっているんです。小千谷の
カリフラワーは９月頃から収穫が
始まって、10月に最盛期を迎えま
す。この時期の生産量は全国トッ
プクラスで有名ですね。そこでさ
らに生産量を増やして、「小千谷
のカリフラワー販売高で１億円」
という目標を掲げて市内のカリフ

ラワー農家全体
で励んでいます。
カリフラワーは
天ぷらにして食
べると絶品なので、ぜひ一度試し
てみてください。
　春カリフラワーは秋に比べると
出荷時期が１か月ほどしかなく、
大変ですがみんなで目標に向けて
頑張っているところです。うちも
来年の収穫を増やすために、耕地
を大きくして春カリフラワーの栽
培を行っていきます。

これからの目標を教えてください
　実はコシヒカリやカリフラワー
の他に事業拡大を目指してパクチ
ーの栽培に取り組んでいました。
育て始めた当時は日本でパクチー
が注目され始めた頃で、その流れ

に乗っていけたらと考えていまし
た。ですが、小千谷の環境では通
年栽培が厳しく、東京近郊へ通年
でパクチーを卸すのは難しいこと
が分かりました。パクチー栽培で
あらためて農業経営の厳しさを痛
感しました。やむを得ずパクチー
の栽培は今年いっぱいで打ち切り、
今まで作ってきたコシヒカリとカ
リフラワーに絞ってやっていこう
と決めました。
　今は春カリフラワーに力を入れ
ていますが、いつか事業拡大が狙
える作物があればまた積極的に栽
培してみたいです。そのためにま
ず販路開拓の仕方や流通について、
商工会議所を通して学び、活かし
ていきたいです。

「中野英明」（事業所名）

▲

中野英明さん。取材当日は
トラックいっぱいにカリフ
ラワーが積まれていました。

◦住所
小千谷市鴻巣町983
※パンの製造・販売は不定
期のため右記QRコード
よりご確認ください。

農家　松兵衛

コシヒカリ。米袋

▲

のロゴは山口さん
の手作り。購入は
下記QRコードから

◀箱詰めされたカ
リフラワー。際
立つ白さから
「白いダイヤモ
ンド」と呼ばれ
る。
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　相談業務をしている私は、よく「悩みごとを聞いて、
辛くなりませんか？」という質問を受けます。その答
えは「ＮＯ」です。もちろん、集中して相手の話を聴
くので、身体的にはとても疲れます。しかし、心の内
をうかがうことによって気をもらったり、生きる本質
を真剣に見つめ直すことができたりといったプラス面
の方が圧倒的に多いので、＂辛くなる”ということは
ありません。
　私に「辛くなりませんか？」と尋ねた人は、きっと
相談を受けて身体的だけではなく、心も疲れてしまう
ことがあるのでしょう。相手のために、問題解決に向
かうアドバイスを一生懸命に考えるからかもしれませ
ん。誠実であればあるほど、苦しくなったり、辛く
なったりするのも当然です。
　人から相談を受けて苦しくなるのは、悩みや苦し
さをあたかも「自分のこと」として捉えてしまうか
らです。これを「同感」といいます。「わかる、わか
る。私もそう思う」という感覚です。例えば、仕事で
失敗して落ち込んでいるという話を聞き、自分が仕事

で失敗して落ち込んだときの感情を重ね合わせて反応
します。相手のエピソードを通して、過去の自分の感
情をよみがえらせ、一緒になって感情の波にのまれる
ことになります。しかし、実際には同じ気持ちである
ばずはなく、建設的な関わり方ではありません。さら
に、自分の経験や知識の下に相談してきた相手にアド
バイスをしたくなるのです。「成長してほしいと願え
ばこそ」「相談される頼れる上司でありたいからこそ」
気持ちも入ってしまい自分目線になりがちです。例え
るなら、川で溺れている人を助けようと川に飛び込ん
で一緒に溺れてしまう……というような状況です。お
互い疲れ果ててしまいます。
　では、どうしたらよいのかというと、「同感」せず
に「共感」すればいいのです。同感が「私もそう思
う」と聞き手主体になってしまうのに対し、共感は
「あなたはそう思うんだね」「そうしたことがあったん
だね」と相手主体になります。共感の場合は、聞き手
の気持ちは基本無視です。人間なので、全く感情が動
かないということはありませんが、それでも、自分
だったら……とか、こうすればいいのに……という気
持ちは封じ、相手が何を訴えているかに気持ちを集中
させます。一見冷たい対応に思えるかもしれませんが、
これこそが、相手を尊重する関わり方なのです。
　しっかりと純粋に相手の思いを受け止めるための集
中力は必要ですが、自分の気持ちと切り離しているの
で、引きずられて心が疲れることはありません。

｢聞き疲れを起こさないためのコツ」
ジェイフィール
代表取締役 高橋　克徳

　新潟県最低賃金額は、従来の時間額831円から28円
引き上げられ、本年10月１日から859円になりました。
　新潟県最低賃金は、県内で事業を営む全ての使用
者及びその事業場で働く全ての労働者（臨時、パー
ト、アルバイト等を含む。）に適用されます。
自社の最低賃金額を確認しましょう。
　また、最低賃金引き上げに向けた業務改善助成金
や働き方改革推進支援センターの無料相談制度も設
けられておりますので、ご相談ください。
○業務改善助成金に関するご相談は、
　・新潟労働局　雇用環境・均等室
　　電話：025－288－3528
○働き方改革推進支援センターの無料相談に関する
　お問い合わせは
　・新潟県働き方改革推進支援センター
　　電話：0120－009－229・025－256－8701
○最低賃金に関するお問い合わせは、
　・新潟労働局労働基準部賃金室
　　電話：025－288－3504
　・各労働基準監督署

パートも！学生アルバイトも！
新潟県最低賃金は

時間額 859円に

2021年10月31日(日)
●時間：10時～15時
●会場：小千谷総合体育館前コミュニティ広場

うまいもの市の出店ブース３店舗以上
のご利用で参加できます。

お楽しみ
抽選会

市内の各商店街でイベントを実施します(予定)同時
開催

会報本誌に掲載

おぢや会議所だより8



１日(金） 女性会　市議会議員との懇談会

５日(火） 正副会頭会議

７日(木） 秋季経済講演会

12日(火） 公庫月例相談会

14日(木） 経営相談会

15日(金） 女性会　新潟女性会20周年記念講演会(オンライン)

18日(月） 県に対する要望書提出

会 員 情 報会 員 情 報会 員 情 報 9月末会員数　948
■新規会員
㈱タキノガワ　廻るすし道楽小千谷店
藤巻和彦　桜町　飲食店
(同)スリーポイント
井上雄介　桜町　HP製作
(一財)あんしん財団新潟支局
大橋健一　新潟市　保険業
㈱新井製作所
小林寛明　薭生　製造業
農家松兵衛
山口小百合　鴻巣　農業
中野　英明
　　　　　山谷　農業
やまざき内装
山﨑洋彰　薭生　内装業

■所在地変更
(一社)小千谷法人会（９月１５日）
(新)東栄１-４-１
(旧)本町２-１-５
(有)小千谷トラベル（10月11日)
(新)東栄１-４-１ 石川ビル
(旧)本町２-１- 26
　　サンワジョイナスビル

■代表者変更
東京電力パワーグリッド(株)
信濃川電力所（１０月１日付）
(新)内田香織　　(旧)中島宏幸

ほぐしの名人小千谷店
久須美哲朗　城内　リラクゼーション業
小千谷市倫理法人会
久保田邦彦　十日町市　社会教育団体
㈱マルイ東小千谷店
清水辰雄　旭町　スーパーマーケット
いざかや十三夜
今井英子　東栄　居酒屋
NISCIRO
吉井和樹　片貝町　カフェ
㈱大日クリエイティブ
間野直子　三仏生　イベント業
セブンイレブン　小千谷千谷川店
田中勇斗　千谷川　コンビニエンスストア

１日(月） 創業塾（全４回）

２日(火） 正副会頭会議

９日(火） 公庫月例相談会、経営相談会

17日(水） 日商委員会(オンライン)

19日(火） DX協議会、おぢやまちゼミ参加店交流会

20日(水） 日商委員会(オンライン)

22日(金） 女性会　全国大会（オンライン）

31日(日） 小千谷うまいもの市

９月の全産業DIの推移 全業種 建設 製造 卸売 小売 サービス

全国
９月の業況(前年同月比) ▲33.2 ▲18.7 ▲18.1 ▲35.0 ▲48.0 ▲43.8

３ヶ月先見通し(10月～12月) ▲31.0 ▲19.9 ▲22.2 ▲29.5 ▲40.2 ▲39.6

北陸
信越

９月の業況(前年同月比) ▲26.1 ▲14.3 ▲8.5 ▲36.8 ▲41.7 ▲35.3

３ヶ月先見通し(10月～12月) ▲31.4 ▲20.0 ▲34.0 ▲42.1 ▲38.9 ▲27.5

小千谷 ３ヶ月先見通し(10月～12月) ▲34.7 ▲33.3 ▲3.4 ▲13.4 ▲61.8 ▲60.0

※矢印は８月または前年同期の業況との比較。市内の景況動向についてはP4.5の会員景況調査をご覧ください。（　）は　５未満、　（　　）は　５以上、（　　）は　15以上＋－＋－＋－

10 月

※下記予定は変更となる
場合がございます｡会 議・行 事 の 予定会 議・行 事 の 予定

全国商工会議所早期景気観測
全産業合計の業況DIは、▲33.2(前月比▲3.8ポイント)
　緊急事態宣言等の期間延長に伴う営業制限が続き、
サービス業や小売業は悪化。製造業は、半導体不足や
部材調達難による生産活動への影響が懸念される。公
共工事に下支えされ建設業は底堅いものの、原材料価
格の上昇等が業況の押し下げ要因となり、景況感は一
段と厳しい状況にある。
先行き見通しDIは、▲31.0（今月比+2.2ポイント）
　日常生活回復の方針が示された一方、感染対策継続
による、受注・売上減少を不安視する声は多い。部材

調達難等による生産調整、原材料価格上昇分の価格転
嫁の遅れ、最低賃金引き上げ対応の人件費の上昇など
もあり、先行きへの見通しは、厳しい見方が続く。
北陸信越の全産業の業況DIは、悪化
　製造業は５Ｇや企業のＩＣＴ化を追い風に好況が続
くものの、原材料価格の上昇が続く食料品製造関連を
中心に業況感が悪化。営業制限が続く飲食業で売上が
悪化したほか、不動産賃貸業からは経営が悪化する飲
食店等から賃料減額交渉が増加しているとの声が聞か
れた。

2021年９月期

11 月

会報本誌に掲載
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小千谷商工会議所
8部会所属事業所紹介
小売商業部会②

Part3 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「被服装飾品分科会」と「日用品小売分

科会」に所属している事業所を紹介します。

事業所名 電話番号 営業内容

㈱しまむら　ファッション
センターしまむら小千谷店 81-1171 衣料品・雑貨

カネサク(同) 83-2430 婦人服、化粧品

㈾カネ正平澤呉服店 82-2279 衣料品類

㈱山田屋 83-2023 呉服・衣料品

総合衣料のカシワヤ 84-2040 総合衣料品

ヤマシン 82-2836 靴・カバン

㈱マルケー 82-5231 婦人衣料品・化粧品等

レディースしんぼ 82-2379 婦人衣料品

㈱平忠 82-2727 紳士衣料品・カジュアルウェア

衣料のヒロゴ 82-3599 衣料品・化粧品等

㈲藤巻時計店 82-2256 時計・メガネ・宝石・洋服・靴・
バッグ

㈲大谷 82-3735 婦人衣料品

㈲時計・宝石・メガネ
タナカ 83-2780 時計・宝石・メガネ

㈾トーユヤ 82-2151 靴・履物・カバン

丸屋呉服店 84-2179 衣料品

阿部ふとん店 82-6554 寝具

榎本時計店 82-2967 時計・眼鏡・補聴器

ふとんの綿松 82-2132 寝装品

美ノ国屋 83-2598 衣料品

米周時計店 82-2840 時計・メガネ・宝石・貴金属

テーラー保坂 82-2843 衣料品・注文洋服仕立・リフォーム

桐安商店 83-2831 衣料品

オーツカ洋服店 82-2761 紳士服・衣料品

須倉 82-2859 婦人衣料品

片市洋品店 82-3237 紳士衣料・作業服

ブルーリバース 83-1022 洋服補正

ミセス  おおたに 83-5257 衣料品

半田川商店 86-2079 衣料品

事業所名 電話番号 営業内容
㈱コメリ コメリパワー
小千谷店 81-1434 日用品・カー用品・資材・

建材・雑貨等
㈱キタコーポレーション
小千谷営業所 82-7576 スポーツ用品

㈾山東商店 82-1112 葬祭業・セレモニー会館

㈱ホームセンター大川 81-1510 金物類・工具・雑貨

㈱カネオト 82-2421 葬祭サービス・生花・造花等

久志屋 82-2413 印鑑の製造と関連商品の販売・
写真関連業

㈾タムラ電機 83-2826 家電製品

小船井電機 83-2350 家電製品

㈾京屋商店 83-2422 陶磁器・贈答品

㈱山王デンキ 94-4036 家電販売

セーデン 82-6377 家電器具・電気配線工事

小千谷キーセンター 83-3771 カギ全般・ネームプレート等

㈱セイブ電器 82-1647 家庭電化製品

野澤ラジオ電機商会 82-2362 家電製品・電気工事

富井清工堂 82-3387 印章・ゴム印

佐藤テレビ電機 82-3004 家電製品

のとや糸店 82-2497 洋裁用品・手芸品

㈲デンキのあだち 84-4011 家電製品

渡雄商店 82-3787 家電製品

㈱ひらせいホームセンター
小千谷店 81-1130 生活用品・本・CD・DVD等

　小千谷縮・紬の着物の洋服リメイクを手掛けるようになったのは、小千谷縮の糸
紡ぎの第一人者である片岡ハナさんとの出会いがきっかけ。ハナさんの仕事ぶりに
感銘を受け、小千谷縮の伝統を後世にも伝えるために洋服リメイクを始めたそう。
　代表取締役　大谷有子氏は「お家に眠っている着物がありましたら、お気軽にご
連絡ください。洋服、小物にリメイクして伝統を身に着けてみませんか。」と語っ
てくれた。
　興味のある方はぜひ一度連絡してみてはいかがだろうか。
（電話：0258-82-3735　営業時間：11：00～18：00　定休日：水曜日、日曜日）

取材当日の大谷さんの洋服もマネキンの
洋服もどちらも小千谷縮からのリメイク

小千谷の伝統をいまに伝える　㈲大谷 ブティックおおたに

※掲載している事業所の詳細につきましては令和３年９月30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、
所属部会のお問い合わせは小千谷商工会議所（☎81―1300）までご連絡ください。

被服装飾品分科会 28事業所所属（R3.9.30現在）
※洋服、和服、化粧品、時計などを取扱っている事業所が所属しています。

日用品小売分科会 20事業所所属（R3.9.30現在）
※家庭金物、家電器具、工具などを取扱っている事業所が所属しています。
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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。

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

【厚生労働省】
新型コロナウイルス感染症

に係る職場における
積極的な検査の実施に

ついて

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針におい
て、「政府は、クラスターの大規模化及び医療のひっ迫
を防ぐ観点から、職場においても軽症状者に対する抗原
簡易キット等を活用した検査を実施するよう促し～（以
下略）～」とされました。
事業所においては「職場における積極的な検査等の実施
手順（第２版）」に基づき、具合の悪い従業員が見出さ
れた場合等に検査を実施することにより、感染拡大防止
策を講じることが求められています。職場における積極
的な検査の実施をご検討くださいますようお願いいたし
ます。

【厚生労働省】
職場における積極的な検査等の
実施手順（第２版）：
https://www.mhlw.go.jp/co
ntent/000798697.pdf

【個人情報保護委員会(内閣府)】
特定個人情報の適正な

取扱いに関する
ガイドラインの

一部改正について

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の
利用等に関する法律」の改正に伴い、「特定個人情報の
適正な取扱いに関するガイドライン（事業者編）」の一
部を改正しました。
（改正の概要）①従業者等であった者が他の使用者等に
おける従業者等になった場合において、当該従業者等の
同意があるときは他の使用者等に対し当該従業者等の個
人番号を含む特定個人情報の提供が可能となった②法人
に対する罰則が強化された（令和２年12月施行）③事
業者に対して、漏えい等が発生し個人の権利利益を害す
るおそれがある場合に委員会への報告及び本人通知を行
うことが義務化される（令和４年４月施行）

【個人情報保護委員会】
特定個人情報の適正な取扱いに
関するガイドライン：
https://www.ppc.go.jp/legal/
policy/
「事業者編」をご覧ください

【農林水産省北陸農政局】
容器包装を利用・製造・輸

入する事業者の皆様へ
｢容器包装リサイクル

制度のお知らせ｣

容器包装を利用・製造・輸入する事業者は、発生する容
器包装廃棄物について、①自らまたは委託して回収②自
らまたはリサイクル事業者に委託して再商品化③指定法
人「（公財）日本容器包装リサイクル協会」に委託料を
払って再商品化義務を履行のいずれかを行わなければな
りません。
対象事業所におかれましては、リーフレットをご一読の
うえ、その責務と義務の履行に努めていただくようお願
いいたします。

【農林水産省】
容器包装リサイクル：
https://www.maff.go.jp/j/sh
okusan/recycle/youki/

リーフレット「容器包装を利用・
製造・輸入する事業者の皆様へ」：
https://www.maff.go.jp/j/sh
okusan/recycle/youki/atta
ch/pdf/index-1.pdf

【全国国民年金基金】
·国民年金にゆとりをプラス｡
·自分で入る公的な個人年金｡
·積立方式の年金です。■■
·物価スライドはありません｡

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
乗せをする公的な年金です。
　　　　　　　　　　　　でメリットをご確認ください。

全国国民年金基金新潟支部
☏ 025-245-9345

資料請求・ご相談・お問い合せは
 0120-65-4192全国国民年金基金 検索

112021.10  No.538



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　吉原リースビル 3F　TEL0258-35-2440
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