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県内１６商工会議所からの
産業振興施策要望を花角知事へ（詳細はＰ２）

今 月 の ピ ッ ク ア ッ プ
▪会員増強キャンペーン
ご協力ありがとうございました（P2）
会員事業所訪問（P5）
・(同)スリーポイント
・NISCIRO

▪小千谷うまいもの市2021

（P3）

▪新型コロナウイルス関連支援策
「雇用調整助成金の特例措置」（P4）
ネット通販出店にご注意！

コロナ禍のおり、ネット通販サイトへの出品・出店の機会が増えています。しかし、なかには多額の
出店手数料がかかるサイトもあり、様々なリスクを伴います。通販サイト出店のトラブルで困った
ときは（公財）日本通信販売協会（☎03–5651–1122）までご相談ください。
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第2 回

商店街等連絡会議を開催
10月20日(水)当所において、第２回商店街等連絡
会議を開催しました。
会議では、各商店街よりコロナウイルス下での活
動状況や今後の事業予定について報告があった後、
小千谷市から商店街事業で活用できる市及び県の補
助金制度について説明があり、商工会議所から中小
企業の新型コロナ下における新事業へのチャレンジ
やIT導入を支援する補助金制度などについて説明
がありました。
その後は市内商店街による連携事業やアーケード
の補修装飾事業、旧小千谷病院跡地の図書館等複合
施設の活用について、意見交換及び情報交換が行わ
れました。
昨年度は四商店街連携事業として「ぽっきり商店
街」を開催しましたが、本年度も四商店街による
「年末年始大売り出しスタンプラリー」を12月15日
(水)〜１月16日(日)の期間に実施する予定となって
おります。商店街で買い物をしてスタンプを貯める
と参加店で利用できる商品券が当たる抽選に参加す
ることができます。是非この機会にご利用をお願い
します。

会員増強キャンペーン
ご協力ありがとうございました
小千谷商工会議所では、会員の減少に歯止めをか
けようと８月より10月までの３ヶ月間会員増強に取
組み、期間中18事業所の入会がありました。
未加入事業所をご紹介、ご勧誘くださいました役
員議員ならびに会員の皆様、そして新入会員の皆様
に感謝申し上げます。
今回の会員増強キャンペーンでは、起業されて間
もない複数の事業者の方にもご加入いただきました。
商工会議所は、会員事業所を支援し皆様のお役に立
てるようこれからも精一杯努めてまいりますのでど
うぞよろしくお願いいたします。ぜひお気軽にご利
用・ご相談ください。
なお、小千谷商工会議所では、新規会員を随時募
集しております。これからもお知り合いに未加入事
業所がありましたらご紹介くださいますようお願い
申し上げます。
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新潟県内の産業振興施策について
知事に要望書を提出してきました
10月18日(月)、県内16商工会議所会頭が集まる中、
新潟商工会議所の福田会頭が代表して花角知事に要
望書を手渡しました。
要望書は、地域の産業と雇用を守っている中小企
業・小規模事業者の経営を下支えするため、産業の
育成・振興と充実・強化をお願いする内容となって
います。
各商工会議所の会頭は、要望書の中で重視願いた
い事項を知事に直接訴え、小宮山会頭からは「新型
コロナウイルス対応新事業チャレンジ支援事業」に
ついて、事業者の挑戦を後押しするために事業継続
を望むとの発言がありました。
知事からは、コロナ対応をしっかりやること、社
会資本整備の重要性
を認識していること、
資金繰りを国にも働
きかけることなどの
発言があり、
最後に、
変わろうとする事業
者の気持ちを支援し
ていきたいと締めく
くった。

オンライン秋季経済講演会
大竹文 雄 氏

「行動経済学で考える
アフターコロナ」を開催
10月７日(木)
10月７日(木)、コロナ禍でも実施出来るよう
コロナ禍でも実施出来るよう
Zoomでのオンラインにて、当所主催の秋季経済講
演会を開催しました。
本年度は大阪大学感染症総合教育研究拠点特任教
授の大竹文雄氏を講師にお迎えし、当日は多数の方
がご聴講くださいました。
講演では、コロナ禍により進んだデジタル化が今後
日本経済にどういった影響を与えるかを交え、ＡＩ
やロボットに代替できる労働人口の割合、代替えの
可能性が高い職種や日本の労働生産性が何故低いの
か、労働生産性を高めるために必要な考え方の話に
ついてご講演いただきました。Zoomでの講演は今
までの秋季経済講演会とは違った形でしたが、今後
の企業経営を考えていく上で役立つ講演会となりま
した。

「おぢやまちゼミ参加店交流会」開催!
10月19日(火)におぢやまちゼミ運営委員会
主催の「おぢやまちゼミ参加店交流会」を開催し、
第13回おぢやまちゼミ参加店の14名の方からご参加
いただきました。
交流会では、本年度より新しく発足した「おぢや
まちゼミ運営委員会」による第13回おぢやまちゼミ
開催概要をはじめ、自店の講座内容の紹介や意見交
換、新規参加店へのアドバイスなど参加店同士の交
流に加えて、コロナ禍でのまちゼミ開催についての
説明を行いました。第13回おぢやまちゼミへ向けて
とても良い雰囲気で有意義な交流会となりました。
11月１日(月)から第13回おぢやまちゼミがスター
トしました。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。各参加
店感染症対策を
実施し、皆さま
からの参加をお
待ちしておりま
す。

女性会

全商女性連オンライン総会が
開催されました
10月22日(金)全国商工会議所女性会連合会オンラ
イン総会が開催されました。全国356女性会の会員
3,777名がZoomで繋がり、当所女性会は会議所３Ｆ
ホールから上映会方式にて参加しました。式典プロ
グラムの「出席女性会紹介」では、参加する女性会
の様子がリアルタイム配信され、全国各地の女性会
会員とZoom越しに手を振り合いました。
記念プログラムでは、女性起業家大賞受賞者の講
演や、一橋大学大学院経営管理研究科の教授による
渋沢栄一と女性活躍についての講演が行われました。
今回の総会は、当初は福島県郡山市のリアル開催
が計画されていましたが、新型コロナウイルス感染
症の全国的な再拡大を踏まえ、郡山市での開催は来
年に変更し、今年はオンラインでの開催となりまし
た。来年は郡山市で全国の女性会会員とお会いでき
ることを願います。

小千谷うまいもの市2021開催
10月31日(日)総合体育館前市民コミュニティー広
場において、当所青年部（鈴木秀信会長）にも協力
いただき「小千谷うまいもの市2021」を開催しまし

重なり、市民を中心に約4,300名が来場されました。
お昼時には長蛇の列が出来るお店もあり、想定を上
回る来場者に午前中で完売してしまう店舗が続出し

た。
この事業は従来「小千谷うまいもの祭」として開
催していましたが、今回は県の「消費喚起・需要拡
大プロジェクト応援事業」に採択され、事業名を

ました。
今回は、出店企業24社26小間が集結し、小千谷の
「うまいもの」を販売しました。
また、新規の試みで、ちぢみの里・商店街・会場

「小千谷うまいもの市2021」として感染防止対策を
徹底した上で新たに実施したものです。

を繋ぐ無料シャトルバスを運行、車がない方も来場
できると共に商店街との連携も図りました。

当日は天候にも恵まれた事や、未だコロナ禍で市
内でのイベントが少なく、遠出も出来ない事などが

夜には、飲食業界の発展などの願いを込めた花火
を信濃川右岸と片貝町で打ち揚げました。
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雇用調整助成金の特例措置
雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀
なくされた場合に、「雇用調整（休業）」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成
するものです。
支給要件
１．新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
２．最近１か月間の売上高または生産量などが前年同月比５％以上減少している(※)
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
３．労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
特例措置の助成内容
●助成内容・対象

※令和３年５月１日から令和４年３月まで（予定）
令和４年１月以降の助成内容については調整中

休業手当等に対する助成率 中小企業４／５、大企業２／３
※助成額の上限 対象労働者１人１日当たり13,500円
② 雇用保険被保険者でない労働者の休業も対象にしています
①

●以下に該当する場合、助成率・助成額を引き上げています ※令和３年１月８日以降の休業等に適用
③

緊急事態措置、まん延防止等重点措置を実施すべき区域の知事による基本的対処方針に沿っ
た要請を受けて営業時間の短縮等に協力する飲食店等について、 助成率を最大10／10
【注２】に引き上げています
※助成額の上限 対象労働者１人１日当たり15,000円
④ 生産指標が前年又は前々年同期と比べ、最近３か月の月平均値で30％以上減少した全国の企
業に関して、助成率を最大10 ／ 10【注２】に引き上げています
※助成額の上限 対象労働者１人１日当たり15,000円

【注２】令和３年１月８日以降解雇等を行っていない場合

●最低賃金引き上げを踏まえた雇用維持への支援 ※令和３年10月から同年12月まで
⑤

業況特例等の対象となる中小企業が事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げる場合、
地域別最低賃金が引き上がる本年10月から12月までの３か月間、休業規模要件を問わずに支
給する。

お問い合わせ先
◦支給要件の詳細や具体的な手続きは厚生労働省ホームページをご確認ください。
◦事業所の所在地を管轄する労働局またはハローワークにて申請を受け付けております
（窓口、郵送またはオンライン）。
◦コールセンターで雇用調整助成金に関するお問い合わせに対応します。
0120–60–3999（受付時間 9：00～21：00（土日・祝日含む）
）
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小千谷で新たに創業された事業所へ
これからの目標などをお聞きしました。

事業主の井上雄介さん。
アルビレックス新潟の大ファン
で、事業所にはポスター等が多
くありました。

▲

「(同)スリーポイント」

会員事業所訪問
vol. 8

どんな会社ですか。
主には事業所のHP作成やSNS
の管理・運用、オンライン会議の
準備、構築など、市内外問わずに
ネット関係なら何でもやってます。
他にはスマホ・パソコン教室も
やっていて、スマホに乗り換えて
なかなか操作に慣れない方や便利
な機能を使いこなせない方に向け
て、実践を交えながらレクチャー
しています。こっちは年配の方に
多く利用してもらっていて、今度
一緒にスマホのキャッシュレス決
済を使った買い物を体験してもら
おうと考えています。

以前には、ク
ラインガルテン
に生徒を連れて
行って咲いてい
る花を「グーグルレンズ」を使っ
て調べる授業もしました。この間
はキャッシュレス決済の準備のた
めに、みんなでコンビニに集まっ
てチャージの仕方を教えたりもし
ました。
生徒からも「スマホのビデオ通
話で、遠くにいる孫や子供と話し
てみたい」
、
「タイムラプスの撮り
方を教えて」など、他にもやって
みたいことが出てきてこっちも教
えがいがあります。

アクティブなスマホ教室で驚きました。
意欲的な生徒さんが多いのですね。
やはり聞くだけよりも実際に体
もともとスマホ・パソコンに興
験する方が覚えやすいので、そう
いった機会は結構設けていますね。 味があって、それが教室を通じて

シ

ロ

「NISCIRO」

左：店主でバリスタの吉井和樹さん。
右：シェフの佐藤さん。
おふたりは専門学校の同級生だそう。

▲

ニ

どんなお店ですか。
本格コーヒーと地元片貝の食材
をふんだんに使った本格イタリア
料理を提供しています。お客様の
その日の気分や体調に合わせた
「オーダーメイドコーヒー」もオ
ススメですよ。
コーヒー、料理を堪能していた
だくこともひとつですが、お客様
がここNISCIROで過ごす時間を楽
しんでもらうことを一番に考え、
一人一人に向き合った接客を心掛
けています。
実際にお店を開いてみていかかで
すか。
開店からおかげさまで多くの方
からご来店いただき、感謝の気持
ちでいっぱいです。
目指すところは「NISCIROに来

て良かっ
た！」はも
ちろんです
が、お客様の過ごした一日の中に
NISCIROがある。ここに来ること
は特別なことではなく、お客様の
日常の一部に溶け込んでいけるよ
うなお店を目指してこれからも精
進していきます。
今後はゆったりとくつろいでい
ただける２Ｆラウンジスペースの
開放も計画していて、コーヒーと
一緒に読書などを楽しんでいただ
ければと思います。
お店に入ると中は想像以上に広い
ですね。
最初ここは２人でまわすには大
きいと感じました。でも同時に、
この空間を自分たちだけでなく他

一気に高まった感じだと思います。
それにおじいちゃんおばあちゃん
がスマホを使いこなしているのっ
て、個人的にカッコイイと思うの
で、意欲的に取り組む生徒さんが
増えるのは嬉しいです。
小千谷のおじいちゃんおばあち
ゃんみんながスマホを使いこなし
て、バンバン情報を発信していく。
そうなれば情報伝達もスマートに
なって、どこにいても、必要な情
報を素早くキャッチできる。そん
な小千谷を目指していきたいです。
◀教室では、気軽に
いつでも聞きたい
ことが聞ける雰囲
気。

(同)スリーポイント

◦住
所：小千谷市桜町5145-1
◦電話番号：0258-89-6308
◦営業時間：8：00～16：00
◦定 休 日：基本的に土日
※右記QRコードからHPにアクセス
できます。

の人たちにも提供することを思い
付きました。自分もここでお店を
開くまでは、移動コーヒーショッ
プで各地のイベントに参加してい
ましたが、屋外のイベントは当日
の天候で中止になることもあって、
室内のスペースを提供できるここ
なら天候に左右されることなく、
様々な企画をやってもらえるんじ
ゃないかと思っています。
ここNISCIROから故郷片貝に恩
返しをしていきたいです。
◀空き倉庫を改
装した店舗は、
入った瞬間に
NISCIROを存
分に楽しめる。
随所にふたり
のこだわりが
満ちている。

NISCIRO

◦住
所：小千谷市片貝町4681
◦電話番号：0258-89-8488
◦営業時間： 平 日 7:00～17:00(LO.16:00)
：土日祝 7:00～18:00(LO.17:00)
◦定 休 日：月曜日、火曜日(仕込日)
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テ ナ ント 募 集 !
商工会議所１階テナント２店舗の入居者をそれぞれ
募集中です。どちらも居抜き・14.5坪と10坪の
テナントです 見学も可能です♪
お気軽にお問い合わせください！

株式会社 ニューラッキー
(連絡先：小千谷商工会議所 ܅81 1300 担当 関)

日

ᣂᤐ⾐⹖᱑ળ
時 令和 4 年1月4 日(火)

午後５時 開会
会 場 サンプラザ３F大ホール
参加費 2,000円
日 時

◇今回は新型コロナウイルス感染防止
対策を徹底し、
参加者の皆様の健康・
安全面を考慮した形式で飲食を伴う
交歓会を実施いたします。
詳細・お申込みは折込チラシでどうぞ

｢働き方改革から仕事革新へ」
ジェイフィール
代表取締役

高橋

克徳

ここ数年、働き方改革への社会的要請が高まり、個々
の事情に合った柔軟な働き方を可能にする制度や仕組み
を導入した会社も増えてきました。しかし、日々の仕事
の仕方が変わらない中で、そうした制度を活用できる人
は限られ、なかなかうまくいかないという声も大きかっ
たと思います。
ところがコロナをきっかけに、リモートワークや在宅
勤務、時差出勤や出社制限など、個人の裁量に任せた働
き方が一気に導入され、意図しないスピードで働き方改
革への動きが加速しました。
ただここで確認してもらいたいのは、働き方が変わっ
たことで、人がイキイキし、仕事への思いが持てるよう
になり、それが組織全体にも良い影響を与える状況に
なっているのかということです。単に孤立する働き方が
増え、互いの仕事への姿勢や思いも見えなくなってし
まっては、組織全体の仕事への活力は出てきません。
ここで改めて、仕事というものと向き合い、自分たち
で良い仕事の仕方を再構築するという仕事革新への取り
組みが必要です。具体的には以下の３つの取り組みを考
えてみてください。
最初の取り組みは、互いの仕事、仕事への思いを重ね
合わせるというものです。これまでどんな仕事をやって

一人でも雇ったら、
労働保険に必ず加入を
〜労働保険に入っていない会社に、
人が集まるでしょうか。
〜

労働者（パート、アルバイト等を含む）を１
人でも雇っている事業主は労働保険（労災保
険・雇用保険）に加入しなければなりません。
労働保険は、労災保険・雇用保険の各種給付
金のほか、雇用の安定のために事業主に支給さ
れる助成金などの各種支援制度も設けられてお
り、労働者はもとより事業主のためにも欠くこ
とのできない制度です。
また、人手不足の折、事業主にはコンプライ
アンスが求められており、より良い人材を確保
する意味でも、労働保険に必ず加入している必
要があります。
まだ、労働保険の加入手続きを行っていない
事業主におかれましては、管轄の労働基準監督
署または公共職業安定所（ハローワーク）で加
入手続きをとられるようお願いします。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ先 新潟労働局総務部 労働保険徴収課
問い合わせ先 （電話 025−288−3502）
問い合わせ先 又は、お近くの労働基準監督署・
問い合わせ先
公共職業安定所（ハローワーク）
きたのか。その中で、この仕事の大変さとコツ、押さえ
どころとは何だと思ってきたか。この仕事を通じて得た
小さな喜びとは何か。決して前向きに働いてきたわけで
はない人も、ちょっとした瞬間を重ねてみると、そこに
互いの苦労も頑張りも見えてきます。そんな仕事への向
き合いをみんなでやってみる。
次に、顧客や社会の目線で自分たちの仕事の価値を問
い直してみる。顧客の顧客、顧客の先にある社会のニー
ズとは何だろう。自分たちを選んでもらっている理由は
どこにあるのだろう。顧客や社会が求めているものが変
わってきていないだろうか。私たちはその変化に応え続
けていけるだろうか。そんな対話を通じて、自分たちが
追求し続ける本当の価値が何かを見いだし、やり続ける
べき仕事、止めても良い仕事、新しく生み出したい仕事
を洗い出してみる。
その上で最後に、そんなふうに仕事の喜びや悩みを共
有しながら、絶えず顧客や社会のために何ができるか、
もっと良い方法がないかを一緒に考え、仕事の仕方を自
分たちで変えていく新しい仕事のプロセスをつくってみ
る。互いの仕事の状況をシェアし、互いの小さな課題や
思いを持ち寄り、対話をしながら、解決していく仕事の
進め方、プロセスを一緒に考えてみます。
働き方も貢献の仕方も多様になっていく時代だからこ
そ、みんなで追求すべきものを共有し、困ったことは一
緒に考え、応援し合える仕事の仕方が重要になっていき
ます。バラバラに見えても、一緒に働いているという実
感が持てる。そんな仕事の仕方をみんなでつくってほし
いと思います。

会報本誌に掲載
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会 議・行 事 の 予 定

※下記予定は変更となる
場合がございます｡

11 月
工業部会幹部会、創業塾①

２日(火）
８日(月）

正副会頭会議、うまし逸品商談会個別相談会
創業塾②

９日(火）
11日(木）

公庫月例相談会、経営相談会

17日(水）

役員会

日商委員会（オンライン）、創業塾③

20日(土）

創業塾④

24日(水）

簿記検定
公庫一日相談会、DX協議会

21日(日）

令和

２年度

第２回会員拡大委員会

29日(月）

工業部会視察研修

12 月

１日(月）

女性会

26日(金）

３日(金）

経営相談会

７日(火）

正副会頭会議

８日(水）

オンライン商談会セミナー

９日(木）

長岡ビジネスマッチング

13日(月）

経営相談会

14日(火）

公庫月例相談会

15日(水）

日商委員会(オンライン)

21日(火）

常議員会

会 員 情 報

おぢやCCI共済配当金について

令和２年度（令和２年10月〜令和３年９月）おぢや
CCI共済の収支決算の結果、配当還付金率は約26.2％
となりました。加入事業所には11月22日(月)付で、毎
月の保険料振替口座に「令和２年度配当金」をお振込
みいたします。また、明細書等を加入事業所宛に別途
郵送（11月15日発送予定）にてご案内申し上げます。
なお、当所では、おぢやCCI共済制度の他にも会員
企業の皆様の福祉増進と経営の向上に寄与することを
目的として各種共済制度を運営しております。
詳しくは、今月号の折込チラシをご覧いただくか貴
社担当のアクサ生命保険㈱営業推進員（܅83 4922）ま
たは当所共済担当
（܅81 1300）
にお問い合わせください。

10月末会員数 945

■新規会員

㈱アスカ冬井

眞島文夫

川井

農業

■代表者変更

新潟県厚生農業協同組合連合会小千谷総合病院
(新)柳

雅彦

(旧)髙橋

(４月１日付)

達

(有)水瀬鉄工所(９月24日付)
(新)水瀬祥雄 (旧)水瀬博義
10月号に掲載しました㈲小千谷トラベル様の
旧住所に間違いがありました。謹んでお詫び
申し上げます。

2021年10月期

全国商工会議所早期景気観測
は、先行きへの慎重な見方が続く。
北陸信越の全産業の業況DIは、悪化

部品関連が堅調な一方、部品供給制約による、生産活
動への影響が継続。また、原油価格を含む資源価格の
上昇、最低賃金引上げなど、幅広い業種でコスト増加
があり、中小企業の業況改善は厳しさが続く。

建設業では、住宅投資の持ち直しはみられたが、公
共工事が一部で弱含んでいるほか、資材価格上昇によ
り、業況感が悪化。卸売業では、緊急事態宣言等の解
除に伴い、飲食料品関連は持ち直しつつある一方、海

先行き見通しDIは、▲21.6（今月比＋7.3ポイント）
活動制限緩和に伴う、観光需要回復、年末年始の個

外経済に牽引される形で回復を続けてきた製造業関連
で、中国経済の減速の影響から鈍化が見られ、売上が

人消費拡大への期待感が広がっている。一方で、部品
供給制約、資源価格高騰、原材料費上昇分の価格転嫁

悪化した。

※矢印は９月の業況との比較。
（

10月の全産業DIの推移
全国

全業種

建設

製造

）は

＋－

会報本誌に掲載

５未満、
（

卸売

）は

５以上、
（

小売

）は

＋－

の遅れによる収益圧迫などへの懸念から、中小企業で

活動制限緩和から、外食・観光関連のサービス業で
は利用客が増加。製造業、卸売業では飲食料品や電子

＋－

全産業合計の業況DIは、▲28.9(前月比＋4.3ポイント)

サービス

10月の業況(前年同月比) ▲28.9

▲22.1

▲14.7

▲32.1

▲42.2

▲34.8

３ヶ月先見通し(11月～１月) ▲21.6

▲18.4

▲16.0

▲24.4

▲30.2

▲20.9

▲30.0

▲4.3

▲38.1

▲54.3

▲39.1

▲23.3

▲10.9

▲33.3

▲45.7

▲28.3

北陸 10月の業況(前年同月比) ▲31.5
信越
３ヶ月先見通し(11月～１月) ▲27.0

15以上
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小千谷商工会議所 Part 4
8 部会所属事業所紹介
小売商業部会③
趣味雑貨分科会

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「趣味雑貨分科会」と「諸小売商業分科
会」に所属している事業所を紹介していきます。

諸小売商業分科会

11事業所所属

※書籍、事務用品、教材、携帯電話を取扱っている事業所が所属しています。

営業内容

31事業所所属

※医薬品、農機具、植木等を取扱っている事業所が所属しています。

事業所名

電話番号

事業所名

電話番号

㈱遠藤書店

82-3520 書籍・教材・雑誌類・文房具

㈾藤文商会

84-2237 農業機械・建築資材販売

㈱島屋

83-3131 書籍・雑誌類・楽器等

㈲村田農機商会

82-2167 農機具

カワシマヤ

94-4417 美術、骨董商

カインズ薬局

82-2643 薬局

(同)表久

82-2509 掛け軸等表具小売り等

大滝図書教材社

050-5532-1171 学校教材

ミドリ薬品㈱
クスリのみどり

83-0330

㈲マッハ・プランニング・オフィス 82-1701 パソコン販売・メンテナンスサポート

蔦屋商店

86-3023 灯油販売・石油機器・農機具

アンシャンテ㈱

金盛屋薬局

84-2009 医薬品、化粧品、雑貨、事務用品

㈲ネットワーク二十一 82-0757 ＯＡ機器・携帯電話

山助商店

84-2005 新聞・医薬品

㈱テレコムベイシス

西牧石油店

82-4846 石油類販売

オフィスネット ミヤザキ 81-6650 事務用品・ＯＡ機器

森山機械サービス

090-1533-8905 車・農機具整備販売

花工房 小杉

新潟イエローハット㈱
イエローハット
94-6136 自動車用品
小千谷インター店

81-1400 絵画レンタル

025-770-2026 携帯電話等販売

82-6663 造花販売等

営業内容

調剤・一般医薬品・介護用品の
販売及びレンタル

㈲谷口農機

82-4730 農業機械・修理・肥料・農薬等

㈱はなよし

82-9802 生花

阿部商店

82-2721 米穀・肥飼料・農薬

1979年「大川生花店」として創業。2003年に自

吉野屋商店

82-2785 食料品・ガソリンスタンド

社のHP開設を機に、店名を「B･Blanc」へ。店名は

㈲三和商会

82-3909 農機具

フランス語で花束を意味するBouquet（ブーケ）の

海作農機製作所

82-2423 農機具

頭文字「Ｂ」と、
フランス語で白を意味するＢlanc（ブ

B・Blanc

83-2190 切花・鉢物

ラン）を組み合わせたもの。生活の節目に寄り添う色

村田種苗店

82-2693 種子・農業資材・苗

生活に、心に彩りを

ブ

ブ

ラ

ン

B・B l a n c

の白と同じく、お客様の生活にも花を添えていくとい
う願いが込められている。
B･Blancでは10年前から毎週火曜日に来店された
方へ花を一輪プレゼントする企画や、毎週金曜日にそ
の日仕入れた花の中から一品を半額で販売するなど、
様々な取組みを行っている。
店長の大川嘉人氏は「普段
の生活の彩りに、大切な方へ
のプレゼントにB･Blancの花
がある。そんな風に身近に感
じてもらえる企画をこれから
も行っていきます。
」と語る。
贈り物はもちろん、部屋や
オフィスに気軽に花を飾って
みてはいかがだろうか。

生花だけでなく、ハーバリウ
ムやブリザーブドフラワーも
販売している。

㈱優耳
86-5532 補聴器販売等
リケン補聴器センター小千谷店
㈲エム・ケイ・メディカル 83-3787 薬品小売業
㈱ハリカ小出
83-5100 贈答用品
ハリカイオン小千谷店
㈱ぷれしゃす

84-2665 錦鯉販売、鯉関連資材販売

㈱高山

84-0820 仏壇・仏具・墓石の販売

㈱東医

82-0457 健康補助食品・医療用具及び付属品

丸信種苗店

82-3358 種苗・肥料・資材

㈲ヤマトテック

82-3544 消防器具販売等

㈲トモメディカル

89-7133 医薬品

㈱シンボ
83-3470 自動車用品
オートバックス小千谷店
アクアショップ きねちゃん 82-7001 鑑賞魚販売
㈲小千谷宝くじセンター 83-5183 宝くじ販売
ＫＲ新潟

82-4791 贈答品・記念品・引出物

※掲載している事業所の詳細につきましては令和３年10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、
所属部会のお問い合わ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

【厚生労働省】
動画版
｢令和3年版労働経済白書｣
のYouTube公開について

主な内容

お問合せ先

厚生労働省では「令和３年版 労働経済の分析」
（労
働経済白書）の動画版を作成しました。
労働経済白書は、雇用、労働時間などの現状や課題 【厚生労働省】
について、統計データを活用して分析する報告書で 令和３年版 労働経済の分析
す。動画版は３つの章から構成されており、新型コ －新型コロナウイルス感染症が
ロナウイルス感染症の感染拡大による雇用への影響、 雇用・労働に及ぼした影響－：
感染拡大下でも業務継続が不可欠な医療・介護など https://www.mhlw.go.jp/wp/
の分野で働く方々の状況、テレワークに関する課題 hakusyo/roudou/20/20-3.html
などを、スライドと音声で分かりやすく紹介してい
ます。

【厚生労働省】
業務改善助成金の要件緩和・
運用改善について

「業務改善助成金」は、中小企業や小規模事業者が
生産性向上のための設備投資（機械設備、POSシ
ステム等の導入、コンサルティング導入や人材育 【厚生労働省】
成・教育訓練）などを行い、事業場内最低賃金を一 業務改善助成金の要件緩和・運用
定額以上引き上げた場合、その費用の一部を助成す 改善について：
https://www.mhlw.go.jp/content/
るものです。
コロナ禍において、賃上げや人材育成に取り組む事 11200000/000837493.pdf
業者を支援するため、要件緩和などを行い使い勝手
が向上しました。

【中小企業庁・公正取引委員会】
「下請取引適正化推進月間」
の実施について

中小企業庁及び公正取引委員会は、下請取引の適正
化について、
「下請代金支払遅延等防止法」の迅速 【経済産業省】
11 月は ｢下請取引適正化推進月
かつ的確な運用と違反行為の未然防止、
「下請中小
間｣ です！：
企業振興法」に基づく振興基準の遵守を指導するこ
https://www.meti.go.jp/press/
と等を通じ、その推進を図っています。
2021/10/20211001006/202100
適正取引講習会の開催や、下請かけこみ寺の利用促 1006.html
進等を行っています。

【新潟県】
請求書等の押印見直しと
電子メールによる提出に
ついて

県では、会計事務のデジタル化を促進し、会計処理 【新潟県】
請求書等の押印見直しと電子メー
の適正化・効率化を図るため、11月1日より事業者
ルによる提出について：
の方から提出いただく請求書等について押印を省略
https://www.pref.niigata.lg.jp/
し電子メールにより提出できるようになりました。 site/suitou/ouin-minaoshi.html

【新潟県】
「シニア人材活用セミナー」
開催のご案内
県内２会場(長岡11月29日)
とオンライン(Zoom)での
開催

【にいがたシニア活躍応援団】
新潟県では、
「シニアの採用と70歳までの就業機会 ホームページ：
確保に向けた法改正のポイントについて」と題し、 https://www.niigata-geneki.jp/
セミナーを開催します。アフターコロナも見据えな
がらシニア人材活用のポイントについて考えます。 新潟県産業労働部 しごと定住促進課
☏ 025-280-5270
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新潟県よろず支援拠点

オンラインセミナーのご案内
10月～11月

新潟県よろず支援拠点では、ZOOMを活用しオンラインミニセミナーを開催いたします。
様々な分野からビジネスに役立つ内容となっております。少人数で行うので、その場で分からないことが
あれば、質問も可能です。売り上げアップ・経営力アップに向けて、ぜひお気軽にご参加ください！
セミナー概要

参加無料！

● 場所：ZOOM ※申込後、ZOOMのID・パスワードをお送りします
● 対象者： 創業予定者、個人事業主、中小企業者等（参加定員は6名となります）
● 受講条件：①インターネット接続、メール利用が可能であり基本的な操作ができること
②スピーカー、マイク、ウェブカメラを備えた機器（PC・タブレット・スマホ）があること
● 申込締切：開催日5日前（土日祝日除く）の15:00まで
ご予約が入っていない場合は、当日のセミナーの開催を中止する場合があります
10月5日（火） 10:00～11:00（60分）
コーディネーター 山崎 勝雄
① その改善は利益を生みますか？

11月11日（木） 14:00～15:00（60分）
コーディネーター 上村 修
⑧ 金融機関との交渉術
～ 金融機関を味方にするための勘どころ ～

10月13日（水） 13:30～14:30（60分）
コーディネーター 辰喜 太輔

11月17日（水） 13:30～14:30（60分）
コーディネーター 木村 泰博

② 消費税インボイス制度の対応について
～ インボイス制度の導入に備えて ～

好評につき
追加開催

10月15日（金） 13:30～14:30（60分）
コーディネーター 笹川 一郎
好評につき
追加開催

10月20日（水） 13:30～14:30（60分）
コーディネーター 田中 裕輔

～ やるべきことをやる組織にするために ～

11月22日（月） 13:30～14:30（60分）
コーディネーター 永田 功二
～ 働きやすい職場環境をつくるために ～

11月25日（木） 10:30～11:30（60分）
コーディネーター 五十嵐 広明
⑪ コロナ禍の整理解雇

④ その会議、変えてみませんか
～ 会議の生産性を高める！ ～

～ 正しい対応と決断をするために ～

10月26日（火） 13:30～14:30（60分）
コーディネーター 鈴木 俊雄
⑤ 補助金申請の段取り教えます！
～ 事業再構築補助金について ～

⑨ 組織が進化する目標管理制度（MBO）の導入と運用

⑩ ハラスメントを防止しましょう

③ ドンブリ経営脱却講座
～ 2割の数字の知識で、8割の経営判断を導く！ ～

好評につき
追加開催

10月27日（水） 13:30～14:30（60分）
コーディネーター 南雲 純子
⑥ インスタグラム活用セミナー

11月25日（木） 13:30～14:30（60分）
コーディネーター 高井 基行
⑫ 無料で始めるWEBマーケティング
～ 売上・予約に繋げるポイントとは ～

11月26日（金） 13:30～14:30（60分）
コーディネーター 鈴木 俊雄
⑬ 事業承継・引継ぎ はじめの一歩

～ ファンづくり・集客・売上拡大を目指すSNSの使い方 ～

～ 会社の未来のためにできること ～

11月5日（金） 13:30～14:30（60分）
コーディネーター 本間 真弓

11月30日（火） 13:30～14:30（60分）
チーフコーディネーター 中俣 順弥

⑦ HACCPの導入は完了しましたか？
～ 保健所対策では足りない！バイヤー向けのHACCP対策 ～

新潟県よろず支援拠点

⑭ 商売繁盛！販促のやり方教えます
～ お客様に愛されるお店づくり ～

お 申 し 込 み ・ お 問 い 合 わ せ

新潟市中央区万代島５１ 万代島ビル階（公益財団法人にいがた産業創造機構内）
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おぢや会議所だより

好評につき
追加開催

～ 改善を進めるための手順やポイントとは ～

