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今 月 の ピ ッ ク ア ッ プ
▪電子帳簿保存法が改正されました
　　　　　　　　　　　　　 （P3）
▪新型コロナウイルスに関する緊急
　アンケート調査結果報告 (P4、5)
▪令和3年度第64回商工従業員表彰
　受賞者名簿　　　　　　 （P8、9）

第13 回おぢやまちゼミ開催！

～たくさんのご参加

　ありがとうございました～

　　　　　　　　  (詳細はP２)

親子で「おうちバコ」づくり（㈱郷建築事務所）

ベーグル作り体験（パン・ド・アン）

会員事業所訪問（P7）
・(株)イチカラ畑
・KR新潟
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　11月１日(月)より、小千谷市・日本政策金融公庫
の協力を得て、市内で新規創業または第二創業を目
指す方々を対象にした「創業塾」（全４回）を開催
しました。
　講師には、中小企業診断士の小松俊樹氏をお迎え
し、創業に対する心構えや発想力の重要性などにつ
いてご講義いただきました。
　新潟県の創業（開業）率は全国でも最下位を争う
ほどですが、当市においても創業相談や実質開業数
が少ないのが現状です。
　今回の創業塾への参加者は６名と昨年に比べ減少
したものの、皆さんから創業への強い思いを感じま
した。
　当所も創業支援に力を入れており、より質の高い
創業をしていただくために来年度以降も創業塾を実
施いたします。

小千谷で
創業応援します!! ｢創業塾｣開催

　おぢやまちゼミ実行委員会（小川和幸会長）では
11月１日～30日に第13回おぢやまちゼミを開催しま
した。
　感染症対策として人数制限等を設け、少人数での
講座開催となりましたが、各店舗で対策・工夫を懲
らし、たのしい雰囲気でまちゼミを開催することが
できました。参加者からは「親子で楽しめてよかっ
た」｢楽しかった｣「また参加したい」などの声が寄
せらせました。
　たくさんのご参加ありがとうございました。

第１３回
おぢやまちゼミ終了!!

多肉植物の寄せ植え
（シャルルガーデン）

大工さんと作るミニ門松
（(有)星野工務店)

　厚生労働省が毎年表彰を行って
いる「卓越した技能者(現代の名
工)」にこのたび（有）びんしょ
う代表取締役会長　阿部　勇氏
（当所観光サービス副部会長）が
選ばれました。阿部氏はこれまで、
当所議員や新潟県理容生活衛生同

業組合小千谷支部長を永年務められ、小千谷の理容
業の発展に寄与されてきました。
　祖父の代から小千谷で理容業を営み、今年で創業
120周年を迎える記念すべき年の受賞に阿部氏は
「家族や仲間、周囲の人々に恵まれて今までやって
これました。私一人だけでなく、みんなの力でとれ
た賞だと思います。」と笑顔で語ってくださいました。
　現在お店は４代目になる息子の吉之助氏に任せて
おり、はさみを握るのは月２回ほどだそうですが、
「機会があれば、若い方へこの仕事の魅力や技術を
教えていきたい。」と後進の育成に意欲的です。
　この度の受賞おめでとうございます。心からお慶
び申し上げます。

(有)びんしょう 阿部　勇氏
2021年度「卓越した技能者
　　 (現代の名工)」を受賞

　小千谷商工会議所が、市から委託を受け発行した
「おぢや食べ得チケット」は、11月27日(土)より販
売されています。
　こちらは、6,500円分を5,000円で購入でき、「にい
がた安心なお店応援プロジェクト」の認証を受けた
市内飲食店で利用できるお得な飲食チケットとなっ
ています。また、本チケット購入者の中から抽選で
2,000名に小千谷の地酒が当たる特典が付いていま
す。
　広報おぢや12月号や11月26日の新聞折込チラシに
「購入申込書」が付いておりますので、チケットを
ご購入いただき取扱店でぜひご利用ください。
※「購入申込書」は販売所にも設置しております。
また、小千谷商工会議所ホームページからもダウン
ロードできます。
　なお、取扱店は12月１日現在90店舗になりました。
新たに追加された取扱店は以下の通りです。
　ガスト小千谷店(平沢)　スナックバンブー(城内)　
　東大寿司(東栄)　魚滝(吉谷)　NewStyleBar M(城内)
　カローラ(本町)　元祖小千谷そば角屋(桜町)

食べ得チケット

小千谷商工会議所『おぢや食べ得チケット』事務局
☎0258-81-1300

食べて飲んで
地域の飲食店を
応援しよう！

おぢや会議所だより2



　経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化
による生産性の向上等に資するために電子帳簿保
存法が改正され、帳簿書類等を電子的に保存する
際の手続き等について、抜本的な見直しがされま
した。
　今回の改正により、帳簿書類等の電子保存をす
る際の税務署長の事前承認が不要になる他、ス
キャナ保存や電子取引データの電子保存の要件が
大幅に緩和され、帳簿や国税関係書類等の電子化
をすすめる企業にとって利便性が増すこととなり
ます。一方、電子取引による取引情報の紙での保
存が原則認められないこととなり、電子データを
含む関係帳簿書類等を紙で出力保存している企業
においても、適正な電子保存等の対応が求められ
ることとなります（電子取引とはインターネット
取引、ネットバンキング、メールによるPDFデー
タ取引等）。

＊電子取引による取引情報の電子保存については、経理処理のデジタル化が遅れていることから、
電子保存の義務化を２年間猶予することが政府で検討されています（令和３年12月６日現在）。

電子帳簿保存法が改正されました (令和4年1月1日施行)

主な改正点
○国税関係帳簿の電子保存やスキャナ保存をする際の税
務署長の事前承認制度の廃止
○優良な電子帳簿にかかる過少申告加算税の軽減措置の
整備
○スキャナ保存や電子取引におけるタイムスタンプ要件
及び検索要件の緩和、適正事務処理要件の廃止
○電子取引の取引情報について、出力書面等の保存措置
の廃止
○電子データ保存の改ざん等の不正への 10％の重加算
税の措置

セミナーでは令和５年10月から導入される適格請求
書等（インボイス制度）と電子帳簿保存法改正にお
ける実務上の対応のポイントについて分かりやすく
解説します。また、セミナー終了後には希望者に個
別相談会を開催しますので是非ご参加ください。
(詳細は本会報の折込チラシまたは商工会議所HPを参照)

参考：国税庁HP
・電子帳簿保存法Q＆A
・国税庁動画チャンネル等

1月18日(火)｢インボイス制度と電子帳簿保存法改正｣
セミナー＆個別相談会

　当所青年部（鈴木秀信会長）では、コロナ禍でも
会員の安全を確保することを最優先にしながら地域
経済活動を止めることなく、安定的に発展していく
ことが重要であると考え、時短要請などで事業活動
に影響を受けている青年部会員飲食店を応援するこ
とを目的に「未来チケット」事業を実施することと
しました。
　「未来チケット」事業は、青年部会員が１セット
5,000円（20％のプレミアム付）のチケットを支援
したい会員飲食店ごとに購入し、事務局からプレミ
アム分を上乗せした金額を先にそのお店に支払い、
購入者は将来そのお店でチケットを利用するという
ものです。
　感染が落ち着きをみせた11月16日(火)から会員飲
食店（「にいがた安心なお店応援プロジェクト」認
証店）での利用を開始しており、本事業が地域経済
活動の発展の一助になれば幸いです。

青年部会員限定

青年部！緊急事態宣言
｢未来チケット｣事業

　11月29日(月)に工業部会（吉澤貞雄部会長）が新
潟市のナミックス㈱ ナミックステクノコア（研究
所）を訪問、企業視察会を行い、13名の参加があり
ました。
　ナミックス㈱は、世界でも数少ない絶縁と導電の
両エレクトロケミカル材料を取り扱う企業で、両材
料において世界シェア30％を超えており、技術の進
歩が著しい業界でも最先端で活躍している企業です。
年間売上の７～10％を研究開発費に充て、市場のニ
ーズに応えられるよう日々製品開発を行っておりま
す。その研究所内の見学、ナミックス㈱代表取締役
社長 小田嶋氏との懇談の場が設けられ、非常に貴
重な機会に参加者も熱心に質問をしていました。
　市外企業への訪
問は今回で３回目
となりますが、新
たな見聞を広める
ことができ、有意
義な視察会となり
ました。

工業部会 第12回企業視察会
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新型コロナウイルス感染症に関する
緊急アンケート調査結果報告

10月25日～
11月5日に実施

－－コロナ前（前々年）の売上を100とした場合に、
　　　　　　　　　　前年、今年の数値について（4～9月分を比較）－－

コロナ前（前々年） 前　年 今　年

卸売業 100 79 80

小売業 100 81 79

製造業 100 82 104

建設業 100 113 126

旅客運送業 100 45 49

飲食業（酒類提供あり） 100 60 54

飲食業（酒類提供なし） 100 64 69

観光・宿泊業 100 39 41

サービス業 100 85 91

その他 100 86 98

－－先行きの見通しについて－－

飲食業（酒類提供あり）

業 況 売 上 事業コスト 雇用状況 設備投資 資金繰り

減 少 50％ 50％ 58％ 33％ 42％ 67％

不 変 0％ 17％ 8％ 50％ 50％ 33％

増 加 50％ 33％ 33％ 17％ 8％ 0％

　コロナの影響が大きい４業種（飲食、観光、宿泊、旅客運送）は、前年、今年の数値が39～
69と著しく低い。特に飲食業（酒類提供あり）は、前年よりも今年の数値が低く深刻である。ま
た、卸売・小売・サービス業でも、同数値が79～91と低く、それぞれ厳しい状況が続いている。
建設業・製造業においては、今年の４月から概ね100を超えており、回復してきている。
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小売業

業 況 売 上 事業コスト 雇用状況 設備投資 資金繰り

減 少 78％ 87％ 52％ 22％ 30％ 61％

不 変 22％ 4％ 39％ 78％ 70％ 39％

増 加 0％ 9％ 9％ 0％ 0％ 0％

建設業

業 況 売 上 事業コスト 雇用状況 設備投資 資金繰り

減 少 56％ 59％ 46％ 31％ 15％ 31％

不 変 36％ 33％ 36％ 62％ 82％ 67％

増 加 8％ 8％ 18％ 8％ 3％ 3％

製造業

業 況 売 上 事業コスト 雇用状況 設備投資 資金繰り

減 少 37％ 34％ 51％ 51％ 14％ 28％

不 変 25％ 25％ 34％ 54％ 66％ 60％

増 加 38％ 42％ 15％ 11％ 20％ 12％

その他設問について

－－コロナ対策で検討していることは－－
「引き続き感染防止への注意喚起」が32.1％、「マスク消毒液等の備蓄」が13.6％と続い
ている。

－－新潟県新事業チャレンジ補助金について－－
来年度も同様の補助事業がある時に、申請希望は63件（31.0％）ありました。

－－経営に関する施策等の要望について－－
　４業種（飲食、観光、宿泊、旅客運送）、卸売業、小売業では、「支援策を引き続きお
願いしたい」との声。建設業では、「補助金申請について説明会などを開催してもらいた
い」、製造業では、「人材確保」、「雇用の維持・拡充に対する優遇措置・補助」の声があ
りました。
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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５回締切：2022年１月12日（水）
第６回締切：2022年３月９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」

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

※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）。

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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会員事業所訪問
vol. 9

REAL

リアル サイドSIDE

今回は逆風に負けず、新商品を開発した
事業所へ行ってきました。

イチカラ畑さんといえば「そば」です
が、どのように事業展開されている
のですか。
　小千谷の産品の１つであるそばを
有機栽培にこだわって生産していま
す。現在は片貝、四ツ子、山本山の
３ヶ所で栽培を行い、収穫したそば
は自社でそのまま乾麺や生麺等に加
工販売まで手掛けてます。他に夏そ
ばの時期だけですが、養蜂もやって
いて、そばの花から作る「そば蜜」
の販売もやっています。

今回有機そばのインスタント商品を
作ったきっかけはなんですか。
　やはり多くの方に有機栽培のそば
の魅力を知ってもらいたい、という
のが大きいですね。今まで乾麺や生
麺などをはじめ、そば茶のティーバ
ッグやそのまま食べられるそばの実
など様々な形で商品化してきました。
ただやはりそばそのものを手軽に、
身近に食べてもらうためにはどんな

形で届ける
のが一番か
と考えた時
に「インスタントそば」に行き着き
ました。
　インスタントならば一人暮らしや
単身赴任の方でも、簡単に食べてい
ただけますし、何より人に勧めやす
いというのも利点の１つです。また
山登りやキャンプ等のアウトドアで
も食べられるように、角型クッカー
（屋外調理器具）も一緒に製作しま
した。

有機栽培に並々ならぬこだわりを感
じます。
　有機栽培は食べる人にとって安心
で、環境への負担も少なく作物を育
てる土壌にも優しいため、この事業
を始めた時から有機栽培で農業をし
ようと決めていました。そばを専門
に、それも有機栽培で実施している
のは全国でもイチカラ畑だけだった

ので、最初は試行錯誤の繰り返しで、
うまくいかないことも多くありまし
た。でも、その数だけ信頼し合える
仲間と出会い、支えられて今があり
ます。現在はそばだけでなく、そば
に欠かすことのできないめんつゆも
妥協なく品質にこだわり抜いたもの
を販売しています。
　今後は名産品とコラボしたそばメ
ニューの考案などで、小千谷の誇る
「そば文化」を発信していきたいと
考えています。また年越そばを、12
月27～30日の間、事務所店頭にて販
売いたします。ぜひお越しください。

スキーヤーに便利な新商品を開発し
たそうですね。
　もともとカレンダーや名入れタオ
ルなど各種贈答品の販売を行ってい
ました。ですが、コロナ禍によって
注文が激減してしまい、独自の新し
いことができないかと考えていまし
た。そんな時、長年携わってきたス
キーに関連した商品を作ってみよう
と思ったのがきっかけです。そこか
らはスキーをやっていた経験と商品
のイメージが結びつき、あっという
間に商品開発に至りました。
　開発した商品は『skiuty（スキー
ユーティー）』と言って、重いスキ
ー板の持ち運びが困難な子供や女性、
中高年の方々に特におすすめしたい
商品です。

こだわりのポイントはなんですか。
　スキーを持って雪の上を歩くのは
大変な作業で、運んでいるだけで汗
だくになってしまい、スキーの楽し
みを味わえないままの人が多いんで

す。そこを解消す
るために、片肩か
ら、たすき掛けに
したゴム製ショル
ダー紐に取り付け
たスタビライザー（姿勢安定板）を、
前部ビンディング（スキー靴の固定
具）に挿入してスキー板を吊るして
楽々持ち運べるようにしました。こ
れによって運ぶ負担が軽減しますし、
ふさがっていた手も空くので、他の
荷物も一緒に持つことができます。
身体に密着したままで滑れるので片
づけの手間もありません。他にもリ
フト券を収納できたり、スマホを入
れてそのまま操作できるポシェット
も取り付けてあるので、中級者以上
の方であっても存分に使っていただ
けると思います。

小売業から製造業への挑戦でしたが
何か不安はありませんでしたか
　以前は製造業に身を置いていたの
で、製造に関して不安はなかったで

す。今回の商品もスキー板を引っ掛
けるスタビライザー部分は自分で設
計をしました。ですが自分の手で製
造したものを販売したことはなく、
販売価格の設定に頭を悩ませました。
　そこで商工会議所の「原価計算講
習会」に参加し、「経営相談会」で
相談させてもらったところ、適正な
販売価格を決められましたし、興味
があったクラウドファンディングを
利用して、販売にこぎつくことがで
きました。ありがとうございました。

「KR新潟」

▲

代表の風間　豊司さん。『skiuty』
を使えばこのように楽々と、両手
を空けて持ち運べる。

「（株)イチカラ畑」

▲

代表取締役の吉田　勇童さ
ん(写真右）。イチカラ畑の
社員さんと商品と一緒に。

◦住　　所：小千谷市桜町5145－7
◦電話番号：0258－86－6966
◦営業時間：8：00～16：00
◦定 休 日：土日祝日

(株)イチカラ畑

◦住　　所：小千谷市桜町3258
◦電話番号：0258－82－4791
◦営業時間：8：00～17：00
◦定 休 日：土曜、日曜日

ＫＲ新潟

▲『skiuty』本体。
　ポシェットはリフト券、スマホ共にオールサイ
ズ対応。上記QRコードから詳細をご覧いた
だけます。

スタビライザー部分

▲インスタントそばはクッカーとセットで販売も
行っている。イチカラ畑の製品をまとめて楽
しめる｢お試しセット｣や ｢年越そば｣の販売も。

　詳しくは上記QRコードよりアクセス。
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㈲大橋鉄工所

　　荻　野　幸　江　50年

加賀工業㈱小千谷工場

　　鈴　木　悦　男　50年

　　山　賀　良　雄　50年

㈱タカハシキカイ

　　大　塚　　　剛　50年

㈱位下印刷

　　滝　沢　　　勇　40年

井佐鉄工㈱

　　黒　㟢　信　雄　40年

㈱魚沼電子

　　渡　辺　孝　行　40年

エヌ・エス・エス㈱

　　廣　井　敬　一　40年

小片鉄工㈱

　　米　谷　信　行　40年

オヂヤセイキ㈱

　　平　沢　義　明　40年

　　中　村　　　優　40年

小千谷タクシー㈱

　　和　田　勝　弘　40年

㈱片貝製作所

　　南　雲　光　徳　40年

㈱第一測範製作所

　　鈴　木　行　雄　40年

　　廣　井　秀　明　40年

　　平　澤　晃　仁　40年

　　増　川　和　弘　40年

　　佐　藤　昭　夫　40年

　　吉　田　美　育　40年

　　　

　　

　　瀬　沼　　　朗　40年

　　樋　口　　　豊　40年

　　原　　　秀　明　40年

　　郷　　　正　晴　40年

　　伊　坂　裕　香　40年

㈱タカハシキカイ

　　樋　口　佳　浩　40年

　　丸　山　健　一　40年

　　相　㟢　幸　徳　40年

㈱高橋電気

　　高　橋　和　夫　40年

㈱北越トラスト

　　富　永　文　勝　40年

㈱丸魚魚沼水産

　　広　井　正　明　40年

　　小　林　友　子　40年

ユキワ精工㈱

　　細　貝　正　美　40年

㈱ヨシケン

　　今　井　丈　司　40年

理研精機㈱

　　新　保　弘　樹　40年

㈱位下印刷

　　富　永　基　令　30年

㈱魚沼電子

　　田　中　　　守　30〃

越後札紙㈱

　　山　本　典　子　30年

大川印刷㈱

　　滝　沢　　　強　30年

小片鉄工㈱

　　柳　田　貴　由　30年

ケーエスエス㈱小千谷工場

　　小　池　百合子　30年

　　有　馬　直　幸　30年

　　仲　　　　　修　30年

　　南　雲　里　士　30年

　　小　池　　　守　30年

秀和建設㈱

　　須　田　　　智　30年

新星工業㈱

　　吉　井　　　学　30年

㈱第一測範製作所

　　関　　　孝　信　30年

　　今　井　　　恵　30年

　　宮　嶋　喜　大　30年

　　細　貝　　　豊　30年

　　石　坂　雄　介　30年

　　幸　平　博　喜　30年

　　阿　部　　　稔　30年

　　佐　次　昌　史　30年

　　小　池　　　智　30年

　　中　野　雅　敏　30年

　　長谷川　晴　子　30年

　　荒　海　さおり　30年

　　須　田　しのぶ　30年

　　高　山　香奈子　30年

㈱たかの

　　栗　原　豊　明　30年

㈱タカハシキカイ

　　高　野　　　仁　30年

　　大　渕　寛　光　30年

　　渡　邉　敏　幸　30年

　　涌　井　徹　也　30年

　　桑　原　　　敏　30年

㈱高橋電気

　　間　野　正　敏　30年

㈱北越トラスト

　　新　保　　　寿　30年

丸山建設㈱

　　風　間　妙　子　30年

ユキワ精工㈱

　　新　保　智　幸　30年

　　横　田　義　弘　30年

　　高　山　貴　幸　30年

　　佐々木　繁　暢　30年

　　広　井　敦　志　30年

　　小宮山　恵　子　30年

　　宮　木　美和子　30年

　　保　科　康　広　30年

　　長　橋　哲　也　30年

理研精機㈱

　　宮　内　敏　行　30年

　　髙　橋　　　忠　30年

　　福　原　暁　史　30年

　　新　保　　　崇　30年

㈱浅田精機

　　川　上　　　巌　20年

㈲旭カッター工業

　　阿　部　　　隆　20年

㈱魚沼電子

　　佐　藤　史　子　20年

越後札紙㈱

　　滝　澤　由美子　20年

　　田　中　　　宰　20年

エヌ・エス・エス㈱

　　皆　川　裕　一　20年

　　大　形　　　学　20年

　　河　村　繁　和　20年

　　水　落　　　拓　20年

大川印刷㈱

　　齋　藤　　　綾　20年

㈱オーシーエス

　　岡　元　直　衞　20年

　　林　　　康　子　20年

小片鉄工㈱

　　平　澤　晴　美　20年

オヂヤセイキ㈱

　　石　坂　寛　幸　20年

　　阿　部　　　大　20年

小千谷タクシー㈱

　　本　田　新　一　21年

　　水　落　秀　樹　20年

(敬称略)
第64回商工従業員表彰受賞者名簿

＂おめでとうございます＂
令 和 ３ 年 度

50 年 勤 続

日本商工会議所会頭
小千谷商工会議所会頭 表彰

新潟県商工会議所連合会会頭 表彰小千谷商工会議所会頭

40 年 勤 続

30 年 勤 続

20 年 勤 続

おぢや会議所だより8



ケーエスエス㈱小千谷工場

　　小見山　健　吾　20年

　　内　山　　　徹　20年

　　渡　邉　新　一　20年

　　本　村　徹　也　20年

　　川　井　基　功　20年

　　髙　橋　隼　佑　20年

　　木　間　信　夫　20年

　　和　田　　　正　20年

　　大　塚　　　円　20年

㈲ケーエスエス商事

　　田　中　友　也　20年

新星工業㈱

　　田　中　康　介　20年

　　渡　辺　　　卓　20年

新デンシ㈱

　　中　井　千　輝　20年

　　尾　川　　　官　20年

㈱第一測範製作所

　　山　賀　真　志　20年

　　南　雲　勝　行　20年

　　関　　　勝　太　20年

㈱たかの

　　大　渕　久　嗣　20年

　　小　林　政　勝　20年

　　村　山　　　努　20年

　　岡　部　靖　浩　20年

㈱タカハシキカイ

　　堀　澤　茂　之　20年

　　野　澤　久美子　20年

㈱高橋電気

　　神　林　大　貴　20年

　　小　見　久美子　20年

テック海発㈱

　　小野塚　　　仁　20年

　　佐　藤　嘉　彦　20年

新潟銘醸㈱

　　小　泉　啓　太　20年

　　廣　井　多恵子　20年

ヒムエレクトロ㈱

　　近　藤　一　徹　20年

㈲廣井自動車整備工場

　　平　澤　裕　幸　21年

㈱北越トラスト

　　岡　田　哲　也　20年

㈲保科産業

　　渡　辺　隆　男　28年

㈱ユーワ

　　徳　永　秀　之　20年

ユキワ精工㈱

　　小　林　潤　一　20年

　　平　澤　善　博　20年

　　吉　沢　　　悟　20年

㈱ヨシケン

　　目　崎　真　弓　20年

　　喜多村　　　茂　20年

理研精機㈱

　　小宮山　和　哉　20年

　　内　山　　　恵　20年

㈱わたや

　　弓　削　和　弘　21年

㈱浅田精機

　　今　井　亮　亜　10年

　　高　橋　洋　之　10年

　　阿　部　晃　大　10年

　　桑　原　秀　平　10年

㈱安達工務店

　　阿　部　直　樹　11年

石政石材工業㈱

　　丸　山　　　豊　10年

越後札紙㈱

　　橘　　　実加奈　10年

エヌ・エス・エス㈱

　　田　邉　　　強　10年

　　田　中　文　也　10年

　　小　池　和　輝　10年

　　金　子　梨　枝　10年

　　関　　　拓　弥　10年

大川印刷㈱

　　河　上　友　彦　10年
小片鉄工㈱

　　杵　淵　雄　太　10年
　　弓削田　久美子　10年
(一財)小千谷市産業開発センター

　　廣　川　英　瑞　10年
オヂヤセイキ㈱

　　小　島　勝　正　10年
　　外　川　正　紀　10年
　　瀧　澤　武　敏　10年
㈱小千谷精工

　　櫻　井　健　輔　10年
小千谷タクシー㈱

　　間　野　参　三　10年
　　井　出　広　志　10年
加賀工業㈱小千谷工場

　　伊　東　裕　士　10年
　　渡　辺　和　孝　10年
㈱片貝製作所

　　田　口　　　諒　10年
㈱キムラ

　　木　村　雄　介　10年
ケーエスエス㈱小千谷工場

　　渡　部　耕　司　10年
　　大　野　裕　太　10年
　　田　中　大　夢　10年
　　片　岡　龍之介　10年
　　内　山　直　貴　10年
　　中　村　哲　也　10年
　　目　㟢　　　健　10年
　　和　田　裕　貴　10年
　　佐　藤　大　樹　10年
　　小野塚　みち子　10年
　　福　山　衿　花　10年
新星工業㈱

　　五十嵐　祐　樹　10年
　　五十嵐　有　花　10年
　　篠　田　　　渉　10年
㈱しん設備

　　遠　山　由美子　10年
新デンシ㈱

　　関　口　浩　幸　10年

㈱第一測範製作所

　　長谷川　一　博　10年
　　竹　石　祐　一　10年
　　藤　田　克　成　10年
　　須　田　浩　司　10年
　　宮　下　照　之　10年
㈱たかの

　　大　月　美沙子　10年
　　竹　部　有　美　10年
　　大　渕　　　航　10年
㈱タカハシキカイ

　　今　井　宏　彰　10年
中央タクシー㈱

　　関　根　哲　弥　10年
テック海発㈱

　　海　發　祐　輔　10年
　　海　発　　　圭　10年
㈱新潟セイキ

　　青　柳　優　生　10年
　　鳥　山　英　樹　10年
㈲ネック

　　堀　澤　文　江　10年
　　石　坂　明日香　10年
㈱伴清工業

　　平　澤　弘　子　11年
㈱北越トラスト

　　増　田　恵　二　10年
㈲保科産業

　　保　科　文　秋　17年
ユキワ精工㈱

　　和　田　慎太郎　10年
　　小　川　拓　也　10年
　　水　落　　　翔　10年
　　八　木　　　弘　10年
　　渡　邉　和　希　10年
㈲吉田商店

　　藤　巻　幸　子　10年
㈱吉村組

　　本　間　　　将　10年
理研精機㈱

　　西　方　　　雅　10年
　　山　谷　和　弘　10年
　　杵　淵　真　之　10年

小千谷商工会議所会頭 表彰

10 年 勤 続
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　人がつながる組織をつくるには、三つの壁を超えてい
くことが必要です。第一の壁は、本音が言えない、対話
ができないという壁。第二の壁は、対話ができても、目
の前の仕事は変えられないという意識の壁。そして最後
の壁は、目の前の仕事はどうにかできても、未来へ踏み
出す思いや勇気が湧いてこないという壁。これらの壁を
超えていくことを順に、関係革新、仕事革新、未来革新
と呼んでいます。今回は、未来革新の起こし方について
紹介します。
　仕事革新に向けた対話を重ねていくと、自分たちの仕
事の未来に大きな影響を与える要因も見えてきます。人
口減少、高齢化、地方再生、インフラの老朽化など、日
本社会の未来は本当に大丈夫なのか。５Ｇ、ＡⅠ、ＤⅩ
などの新たな技術に、自分たちも対応できるのか。環境
問題、自然災害を含むSDGsと、どう向き合えばいいのか。
　そんな漠然とした不安を多くの人たち、企業は持って
いると思います。ただ、目の前の仕事を維持することで
精一杯で、未来のことにまで考えが及ばない、自分事に
引き寄せられないという人、企業も多いと思います。ど
うしたらよいのでしょうか。
　三つのステップで、取り組みを考えてください。最初
に、未来洞察、未来の変化をみんなで切り取り、その意

年末年始の会議所休業日

　１２月２9日（水）～　１月３日（月）令和
３年

令和
４年

　当所は、12月28日(火)をもちまして年内業
務を終了させていただきます。通常業務の開
始は、１月４日(火)からとなります。
　また、これに伴い12月28日(火)～１月３日
(月)は、貸館業務を行いませんのでご了承く
ださい。

会 員 情 報会 員 情 報会 員 情 報
11月末会員数　945

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。

■代表者変更
（有）富士美容商会（11月1日付）
(新)笹崎　佑介　　　　(旧)笹崎　幹男

味と影響をみんなで対話するというセッションを実施し
てみてください。各人が気になる未来の変化を持ち寄る。
これらの未来の変化が、自分たちの生活や仕事、事業や
組織の在り方に与える影響を出し合ってみる。その上で、
今から準備することがないか、一緒に考えてみる。解決
策を出すことが目的ではなく、未来への感度を上げ、身
近なものに引き寄せていく力を取り戻すことが目的です。
この対話を繰り返すと、だんだん未来の情報をキャッチ
する力が上がっていきます。
　次に、社会課題起点でビジネスを発想してみる。既存
ビジネス起点で、できること、できないことを考えるの
ではなく、社会課題起点でこれからの世の中が本当に必
要とするものを考えてみる。特に、この人たちの問題を
解決したい、この人たちの幸せを実現したいという視点
で、何かできないかを対話してみる。そうした対話を重
ねていくと、みんなの目線が高まり、視野が広がり、自
分たちが未来に向けて本当にやるべきこと、やりたいこ
とが見えてきます。
　そこまで来たら最後に、どうやったら実現できるか、
みんなでアイデアを出し合ってみる。自分たちの技術や
力だけでは実現できないものでも、他部署や他組織、外
部の力を借りて一緒にやればできることがある。どう働
き掛けるか、どうつながりをつくるか、そうしたことを
継続的にできるための仕掛けや仕組みができないかを考
えてみる。
　こうしたセッションを通じて、「未来はみんなでつく
り出すもの」とういう感覚が広がったとき、組織は力強
く未来へ動き出していきます。

｢未来革新の起こし方」
ジェイフィール
代表取締役 高橋　克徳

４日(土） 青年部通常総会

７日(火） 正副会頭会議

８日(水） オンライン商談会セミナー (第２回)
女性会　役員会・忘年会

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

28日(火） 仕事納め

29日(水） 閉館

４日(火） 新春賀詞交歓会

11日(火） 正副会頭会議、公庫月例相談会
経営相談会

18日(火） インボイス電子帳簿保存法セミナー

19日(水） 日商委員会

21日(金） うまし逸品商談会

27日(木） 女性会　新年会

12 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

1 月

会報本誌に掲載

おぢや会議所だより10



11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
11月の業況(前年同月比) ▲21.1 ▲18.2 ▲13.7 ▲20.8 ▲35.2 ▲18.9

３ヶ月先見通し(12月～2月) ▲17.5 ▲17.6 ▲16.7 ▲15.8 ▲25.9 ▲12.3

北陸
信越

11月の業況(前年同月比) ▲11.7 ▲16.1 0.0 ▲15.8 ▲25.7 ▲8.2

３ヶ月先見通し(12月～2月) ▲12.8 ▲29.0 ▲4.4 ▲15.8 ▲22.9 ▲2.0

※矢印は10月の業況との比較。（　）は　５未満、　（　　）は　５以上、（　　）は　15以上＋－＋－＋－

全国商工会議所早期景気観測
全産業合計の業況DIは、▲21.1 (前月比+7.8ポイント)
　全業種において業況は改善。活動制限の緩和に伴う
外食・観光関連のサービス業、民間工事が持ち直しつ
つある建設業などで業況が改善。一方で、製造業、卸
売業は部品供給制約による生産活動への影響が継続し
ている。幅広い業種で、原材料費や源価格の上昇など
が続いており、中小企業の景況感はコロナ禍からの回
復に向けた動きがみられるものの、力強さを欠く。
先行き見通しDIは、▲17.5（今月比+3.6ポイント）
　感染対策と社会経済活動の両立に向けた国・自治体
の動きの加速による、年末年始の個人消費拡大や、観
光需要回復などへの期待感がうかがえる。一方で、部

品供給制約の長期化、資源価格の高騰、円安の進行、
原材料費上昇分の価格転嫁の遅れなどが重荷となり、
中小企業においては、先行きへの慎重な姿勢が続く。
北陸信越の全産業の業況DIは、改善
　卸売業では、葉物野菜を中心に農作物価格が安定的
に推移する中、活動制限の緩和に伴い、ホテルや飲食
店等を取引先とする飲食料品関連で引き合いが持ち直
し、業況感が改善。また、小売業では、半導体不足等
による生産調整により、自動車販売店で納車遅れを指
摘する声はあるものの、スーパー等の小売店を中心に
飲食料品関連が底堅く推移し、売上・採算ともに改善
した。

2021年11月期

　小千谷商工会議所が市から委託を受けた「第３弾
おぢやプレミアム商品券」事業が10月31日(日)で利
用期間を終了しました。
　用意した26,000セット（額面１億6,900万円）は完
売し、市内飲食業、タクシー業、旅行業、宿泊業、
小売業、サービス業、娯楽業の280店舗で利用され
ました。（最終換金率は99.7％）
　本事業が小千谷市民への生活支援や困窮する取扱
店への支援として大きな役割を果たしたと考えられ
ます。たくさんのご利用ありがとうございました。

「第3弾おぢやプレミアム商品券」
事業終了 ご利用ありがとうございました

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)

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！

商工会議所１階テナント２店舗の入居者をそれぞれ

テナント募集!

　10月15日(金)より利用開始となりました「第２弾
　おぢや宴席会席事業者応援キャンペーン」は、お
かげさまで11月12日(金)に予約件数が予定数に達し
ました。
　そのため、同日をもちまして本キャンペーンのご
利用を伴う新規予約の受付を終了しました。
　新型コロナウイルス第５波が落ち着いてからとい
うもの、宴会や外食に出かける方も増え多くのご利
用ご予約をいただき、参加店、事務局一同心より感
謝申し上げます。

0月15日(金)より利用開始となりました「第

新規予約の受付を
終了しました

第2弾 おぢや宴席会席事業者応援キャンペーン

経営相談会・
月例金融相談会
毎月実施中!毎月実施中!

　小千谷商工会議所では毎月第２火曜日に経営
相談会・月例金融相談会をそれぞれ実施しており
ます。
　どちらの相談会も事前予約が必要となります。
ご相談を希望される方はお気軽に当所(☎81‒1300)
までご連絡ください。

会報本誌に掲載

112021.12  No.540



　主な製造品は「ボールねじ」。ねじ軸とナットの間にボー
ルを組込むことにより、摩擦が少なく効率よく回転運動を直
線運動に変換する機械部品である。半導体製造装置や医療機
器など高精度な位置決めに欠かすことのできない製品を生産
している。
　今年７月に完成した工場は、来訪される方を気持ちよくお
迎えできる工場となっていた。取締役工場長の大平宏樹氏は
「工場建設にあたり何かの形で地域に貢献できないかとの思
いから、工場施工はすべて小千谷市内の事業所へお願いした。
今後は学生の就労体験なども積極的に受入れ、小千谷市の雇
用促進、産業発展に寄与していきたい。」と語ってくれた。

ケーエスエス(株) 小千谷工場

事業所名 電話番号 営業内容

エヌ・エス・エス㈱ 82-2255 工作機械用スピンドル他精密機
械部品の製作等

日本ベアリング㈱ 82-5711 軸受

エヌエスアドバンテック㈱
本社・小千谷工場 83-2252 二輪車用計器類製造、スクリー

ン印刷加工等

㈱第一測範製作所 84-3911 精密測定機械機器・ボールネジ
等製造

㈱タカハシキカイ 82-4315 超精密小型CNC旋盤・精密小
型ターニングセンタ

理研精機㈱ 82-4121 超高圧油圧機器・チャック装置及び
精密コレットチャック製造

加賀工業㈱
小千谷工場 81-3010 輸送用機械器具製造　伝動用・

搬送用ローラー・チェーン製造

ユキワ精工㈱ 82-1800 工作機械器具製造、販売

小片鉄工㈱ 83-2524 ボイラー・バーナー及び関連商
品等

三陽工業㈱
小千谷工場 83-2550 通信機用コード類

㈱片貝製作所 84-2322 銑鉄鋳物

ヒムエレクトロ㈱ 81-2381 電気機械器具

新星工業㈱ 84-2361 精密機械部品

ケーエスエス㈱
小千谷工場 82-5577 ボールねじ・送りねじ及びユ

ニット

テック海発㈱ 82-6152 一般機械器具

オヂヤセイキ㈱ 82-3331 ねじゲージ・各種ゲージ・各種
精密測定機用部品等

㈱関鉄工所 82-7535 精密金属部品加工

㈲品田巧機 84-2850 産業機械・工作機械部品・土木
用部品の加工、製作等

機械弱電工業分科会 80事業所所属 ※機械製造、電機電子部品組立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 営業内容

片貝工業㈱ 84-2078 モートルベース

オノヅカ精工㈱ 84-2116 各種看板・工作機械ツーリング
部品加工等

㈱浅田精機 84-2911 精密機械部品

㈱リコーキハラ
小千谷工場 89-3323 銅合金鋳物の切断

㈱小千谷精工 89-2300 金属プレス加工、NC板金加工、
金型製作等

㈱ヨシザワ 89-3990 一般産業機械・食品機械の設計
製作

井佐鉄工㈱ 82-2085 油圧機器・工作機械・測定具の
部品加工

㈱ユーワ 83-3581 光学機器部品

中越住電装㈱ 86-6111 自動車用ワイヤーハーネス製造

マルタ技研工業㈱ 82-6773 合成樹脂製部品・金型加工

㈲太洋パーツ 82-9423 一般機械器具

㈱新潟セイキ 84-4408 産業機械部品加工

㈲鈴木製作所 82-2901 機械器具板金加工

協和工業㈱ 83-3650 異物選別機
(フリクション・セパレーター）

㈲大橋鉄工所 82-3173 一般産業機械部品

㈱ヨコヤマ鉄工 84-3039 油圧部品・ベアリング部品

㈱Ｋ－ＷＯＲＫＳ 86-4100 金属部品製造加工

井浦製作所 82-8434 機械部品製造

　主な製造品は「ボールねじ」。ねじ軸とナットの間にボー
ルを組込むことにより、摩擦が少なく効率よく回転運動を直
線運動に変換する機械部品である。半導体製造装置や医療機
器など高精度な位置決めに欠かすことのできない製品を生産
している。
　今年７月に完成した工場は、来訪される方を気持ちよくお
迎えできる工場となっていた。取締役工場長の大平宏樹氏は
「工場建設にあたり何かの形で地域に貢献できないかとの思
いから、工場施工はすべて小千谷市内の事業所へお願いした。
今後は学生の就労体験なども積極的に受入れ、小千谷市の雇
用促進、産業発展に寄与していきたい。」と語ってくれた。

ケーエスエス(株) 小千谷工場

小千谷商工会議所
8部会所属事業所紹介

工業部会①

Part5 製造業は小千谷の基幹産業です。小千谷商

工会議所工業部会では取扱っている製品

ごとに４つの分科会を設けています。今回

は「機械弱電工業分科会」に所属している

事業所を紹介していきます。

事業所名 電話番号 営業内容

エヌ・エス・エス㈱ 82-2255 工作機械用スピンドル他精密機
械部品の製作等

日本ベアリング㈱ 82-5711 軸受

エヌエスアドバンテック㈱
本社・小千谷工場 83-2252 二輪車用計器類製造、スクリー

ン印刷加工等

㈱第一測範製作所 84-3911 精密測定機械機器・ボールネジ
等製造

㈱タカハシキカイ 82-4315 超精密小型CNC旋盤・精密小
型ターニングセンタ

理研精機㈱ 82-4121 超高圧油圧機器・チャック装置及び
精密コレットチャック製造

加賀工業㈱
小千谷工場 81-3010 輸送用機械器具製造　伝動用・

搬送用ローラー・チェーン製造

ユキワ精工㈱ 82-1800 工作機械器具製造、販売

小片鉄工㈱ 83-2524 ボイラー・バーナー及び関連商
品等

三陽工業㈱
小千谷工場 83-2550 通信機用コード類

㈱片貝製作所 84-2322 銑鉄鋳物

ヒムエレクトロ㈱ 81-2381 電気機械器具

新星工業㈱ 84-2361 精密機械部品

ケーエスエス㈱
小千谷工場 82-5577 ボールねじ・送りねじ及びユ

ニット

テック海発㈱ 82-6152 一般機械器具

オヂヤセイキ㈱ 82-3331 ねじゲージ・各種ゲージ・各種
精密測定機用部品等

㈱関鉄工所 82-7535 精密金属部品加工

㈲品田巧機 84-2850 産業機械・工作機械部品・土木
用部品の加工、製作等

機械弱電工業分科会 80事業所所属 ※機械製造、電機電子部品組立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 営業内容

片貝工業㈱ 84-2078 モートルベース

オノヅカ精工㈱ 84-2116 各種看板・工作機械ツーリング
部品加工等

㈱浅田精機 84-2911 精密機械部品

㈱リコーキハラ
小千谷工場 89-3323 銅合金鋳物の切断

㈱小千谷精工 89-2300 金属プレス加工、NC板金加工、
金型製作等

㈱ヨシザワ 89-3990 一般産業機械・食品機械の設計
製作

井佐鉄工㈱ 82-2085 油圧機器・工作機械・測定具の
部品加工

㈱ユーワ 83-3581 光学機器部品

中越住電装㈱ 86-6111 自動車用ワイヤーハーネス製造

マルタ技研工業㈱ 82-6773 合成樹脂製部品・金型加工

㈲太洋パーツ 82-9423 一般機械器具

㈱新潟セイキ 84-4408 産業機械部品加工

㈲鈴木製作所 82-2901 機械器具板金加工

協和工業㈱ 83-3650 異物選別機
(フリクション・セパレーター）

㈲大橋鉄工所 82-3173 一般産業機械部品

㈱ヨコヤマ鉄工 84-3039 油圧部品・ベアリング部品

㈱Ｋ－ＷＯＲＫＳ 86-4100 金属部品製造加工

井浦製作所 82-8434 機械部品製造
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　経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化
による生産性の向上等に資するために電子帳簿保
存法が改正され、帳簿書類等を電子的に保存する
際の手続き等について、抜本的な見直しがされま
した。
　今回の改正により、帳簿書類等の電子保存をす
る際の税務署長の事前承認が不要になる他、ス
キャナ保存や電子取引データの電子保存の要件が
大幅に緩和され、帳簿や国税関係書類等の電子化
をすすめる企業にとって利便性が増すこととなり
ます。一方、電子取引による取引情報の紙での保
存が原則認められないこととなり、電子データを
含む関係帳簿書類等を紙で出力保存している企業
においても、適正な電子保存等の対応が求められ
ることとなります（電子取引とはインターネット
取引、ネットバンキング、メールによるPDFデー
タ取引等）。

＊電子取引による取引情報の電子保存については、経理処理のデジタル化が遅れていることから、
電子保存の義務化を２年間猶予することが政府で検討されています（令和３年12月６日現在）。

電子帳簿保存法が改正されました (令和4年1月1日施行)

主な改正点
○国税関係帳簿の電子保存やスキャナ保存をする際の税
務署長の事前承認制度の廃止

○優良な電子帳簿にかかる過少申告加算税の軽減措置の
整備

○スキャナ保存や電子取引におけるタイムスタンプ要件
及び検索要件の緩和、適正事務処理要件の廃止

○電子取引の取引情報について、出力書面等の保存措置
の廃止

○電子データ保存の改ざん等の不正への 10％の重加算
税の措置

セミナーでは令和５年10月から導入される適格請求
書等（インボイス制度）と電子帳簿保存法改正にお
ける実務上の対応のポイントについて分かりやすく
解説します。また、セミナー終了後には希望者に個
別相談会を開催しますので是非ご参加ください。
(詳細は本会報の折込チラシまたは商工会議所HPを参照)

参考：国税庁HP
・電子帳簿保存法Q＆A
・国税庁動画チャンネル等

1月18日(火)｢インボイス制度と電子帳簿保存法改正｣
セミナー＆個別相談会

　当所青年部（鈴木秀信会長）では、コロナ禍でも
会員の安全を確保することを最優先にしながら地域
経済活動を止めることなく、安定的に発展していく
ことが重要であると考え、時短要請などで事業活動
に影響を受けている青年部会員飲食店を応援するこ
とを目的に「未来チケット」事業を実施することと
しました。
　「未来チケット」事業は、青年部会員が１セット
5,000円（20％のプレミアム付）のチケットを支援
したい会員飲食店ごとに購入し、事務局からプレミ
アム分を上乗せした金額を先にそのお店に支払い、
購入者は将来そのお店でチケットを利用するという
ものです。
　感染が落ち着きをみせた11月16日(火)から会員飲
食店（「にいがた安心なお店応援プロジェクト」認
証店）での利用を開始しており、本事業が地域経済
活動の発展の一助になれば幸いです。

青年部会員限定

青年部！緊急事態宣言
｢未来チケット｣事業

　11月29日(月)に工業部会（吉澤貞雄部会長）が新
潟市のナミックス㈱ ナミックステクノコア（研究
所）を訪問、企業視察会を行い、13名の参加があり
ました。
　ナミックス㈱は、世界でも数少ない絶縁と導電の
両エレクトロケミカル材料を取り扱う企業で、両材
料において世界シェア30％を超えており、技術の進
歩が著しい業界でも最先端で活躍している企業です。
年間売上の７～10％を研究開発費に充て、市場のニ
ーズに応えられるよう日々製品開発を行っておりま
す。その研究所内の見学、ナミックス㈱代表取締役
社長 小田嶋氏との懇談の場が設けられ、非常に貴
重な機会に参加者も熱心に質問をしていました。
　市外企業への訪
問は今回で３回目
となりますが、新
たな見聞を広める
ことができ、有意
義な視察会となり
ました。

工業部会 第12回企業視察会
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▲

製品は全て
QRコード
を設けてお
り、タブレッ
ト端末で工
程を管理し
ている。

▲無人搬送車
の実用に向
けて、現在
試行中。

　プレス加工や金型製造を手掛け
ており、IT・デジタル化導入や各
研究機関等と連携して新製品開発

等も積極的に行っている。デジタル化への取組みは早く、2001年頃からペー
パレス化に着手するなど具体的な達成目標を掲げて様々なIT・デジタル化を取
り入れてきた。近年では従業員全員にタブレット端末を配布し、各業務の進捗
状況の把握及び製品管理に活用している。他にも重い機械部品や原材料運搬に
係る人手を減らすために、無人搬送車（AGV）の開発も目指しているとのこと。
　このような取組みについて代表取締役　山口　貴史氏は「IT・デジタル化導
入によって、作業時間を大幅に見直すことが出来、それにより付加価値生産性
が高まりました。今後も改善を加えながら、さらなる生産性の向上に組んでい
きたいです。」と語ってくれた。

（株）山口製作所

※掲載している事業所の詳細につきましては令和３年11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。

事業所名 電話番号 営業内容

㈱山口製作所 84-2308 精密プレス金型製造・金属加工
品製造業等

㈱日研シェルモールド 84-2434 鋳造用中子・小物鋳物

㈱黒崎鉄工所 84-2513 産業機械部品

大西製作所 84-2569 工作機械部品

寺尾製作所 84-2779 スイッチングトランス部品

㈲水瀬鉄工所 82-7109 一般産業機械部品・半導体製造
装置部品

新デンシ㈱ 81-2384 電子部品

和田製作所 82-7526 一般産業機械製造

須田美工 82-6818 コレットチャック製造

㈲鉄工目崎 82-6281 精密機械部品・各種ゲージ旋加工

金子製作所 82-7368 機械部品加工・鉄骨加工組立

渡辺工業 82-7496 パイプ切断加工

佐藤精密 82-5656 精密機械部品加工

増川溶接所 82-5301 油圧部品溶接加工

㈲シナノ技研 83-3731 一般産業機械の部品製造

㈱フジ機工
小千谷工場 82-0221 プリント基板生産設備製造等

㈲ユージー機工 83-3102 工作機械部品

㈲サカヅメ 82-0618 コレットチャックのブランク加工

㈲ミヤキ 82-9427 機械部品

㈲杵渕鉄工所 82-6173 ベアリング

野田鉄工所 82-3354 産業機械部品、食品機械部品
修理等

㈲石坂製作所 82-7451 ボールネジ・限界ゲージの機械
加工等

事業所名 電話番号 営業内容

㈲石坂工業 83-3686 ボールねじ・各種機械部品

㈲ミツワセイキ 83-3840 精密機械部品

ＹＫ機工 83-2298 ゲージ半製品

旭精工 82-5859 一般産業機械部品加工

堀鉄工所 82-3465 工作機械部品

㈲井口製作所 82-4448 精密機械部品研削加工

㈱新エレクトロ 82-8618 電子基板製造・加工

ニコラス・ワダ 82-1972 通信ケーブル加工

テイケイ 82-4765 部品組立

㈱マツオ技研 84-2421 銑鉄鋳物

ウスイ技研 84-7725 電子部品組立

樋口製作所 83-5133 ローラーチェーン加工

石坂電機 82-8112 制御盤製造

㈲陽光 82-7527 自動車用メーター部品

㈲興和樹脂 81-1751 自動車産業用プラスチック製品

ダイヒロ 84-3453 機械部品加工

㈲一測オリエント 83-5679 精密機械器具部品加工

㈱新井製作所
新潟工場 82-5883 発泡スチロール用金型

ＢＥＮテクニカル 82-2705 機械部品組み立て

塚田精研 86-2280 機械部品加工

帯広電子㈱ 81-2386 本社機能

㈱新潟スチールパネル 86-3304 スチール組立
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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】
1月以降の雇用調整助成金の

特例措置等について

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
応休業支援金・給付金の特例措置について、令和４
年１～３月の具体的な助成内容は右のURLをご参照
ください。

【厚生労働省】
令和４年１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/
r312cohotokurei_00001.html

【経済産業省・公正取引委員会】
｢下請取引の適正化等について
の関係事業所団体への要請｣

について

経済産業省および公正取引委員会はこのほど、関係
事業者団体約1,400団体に対し、請取引の適正化を
推進するため、下請代金支払等の適正化、最低賃金
の引上げや働き方改革に伴う下請事業者への不当な
しわ寄せの防止、「パートナーシップ構築宣言」の
推進等を要請しました。

【経済産業省】
下請取引の適正化について：
https://www.meti.go.jp/press/
2021/11/20211116002/20211
116002.html

【総務省】
個人企業経済調査のお知らせ
～6月1日現在で実施します～

個人企業の１年間の営業収支などの経営実態を明ら
かにし、所得の推計資料や施策立案のための基礎資
料を得ることを目的に、全国約40,000の個人企業
を対象とした「個人企業経済調査」を毎年実施して
います。
調査対象となった事業主には調査書類を５月下旬よ
り順次郵送します。調査票を受け取りましたら、イ
ンターネットまたは郵送によりご回答をお願いしま
す。

【総務省統計局】
個人企業経済調査：
https://www.stat.go.jp/data/
kojinke/index.html

【(一社)省エネルギーセンター】
省エネ支援サービスについて

近年、世界的な脱炭素化の流れのなか、中小企業等
の中小規模事業者にとっても脱炭素化は避けて通れ
ない喫緊の課題となっています。
（一社）省エネルギーセンターでは「省エネ最適化
診断」など、中小小規模事業者の方々にご利用いた
だける省エネ支援サービスを行っています。

【（一社）省エネルギーセンター】
カーボンニュートラルへの第一歩

「省エネ最適化診断」：
https://www.shindan-net.jp/pdf/
shindan_service2021.pdf

「省エネ経営で課題解決」：
https://www.shindan-net.jp/
pdf/solving_problems_with_
energy_saving_managemen
t.pdf

【日本商工会議所】
｢日商AssistBiz(アシストビズ)｣
の公式ツイッター開設のご案内

日商が運営するビジネス情報サイト ｢日商AssistBiz
（アシストビズ）」の公式ツイッターができました。
ツイッターでは、全国515商工会議所の活動事例、
地域経済の中核を担う中小企業の先進的な取り組み、
新たな産業の動きなど、企業経営のヒントとなる情
報を発信している「日商AssistBiz」の最新記事に
加え、全国の中小企業に役立つ旬な情報をタイムリ
ーに提供し、企業と地域の商売繁盛を応援します。

【日商 AssistBiz】
ホームページ：
https://ab.jcci.or.jp/
公式ツイッター：
https://twitter.com/Jcci_
AssistBiz
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