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今 月 の ピ ッ ク ア ッ プ

ひかる匠の技

会員事業所訪問（P4）
・(株)タキノガワ
　　廻るすし道楽　小千谷店
　　　　　　　　　　　（写真左）
・LACHIC（写真右）

★★

ひかる匠の技
★★

★★

▪新型コロナウイルス関連支援策
　｢事業復活支援金」　　　 （P3）

▪食べ得チケット使用期限延長に
　ついて　　　　　　　　　　　 （P6）
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制度改正に伴う専門家等派遣事業

「インボイス制度と
　電子帳簿保存法改正セミナー」を開催

生産性向上セミナーを実施青年部

　１月18日(火)に当所３Ｆホールにて、税理士法人
トリプル・ウィン顧問の星叡氏を講師にお迎えして
「インボイス制度と電子帳簿保存法改正セミナー」
を開催しました。
　新型コロナ感染症の急拡大に伴い、開催方法を急
遽Zoomによるオンライン参加とプロジェクター上
映によるリアル参加を併用する形でセミナーを開催
しました。
　インボイス制度は令和５年10月より運用開始とな
り、既に登録受付が開始しております。インボイス
番号を事前に取得しないとインボイスは発行できず、
インボイスがないと取引先が仕入税額控除を受けら
れずに取引から排除される可能性があります。セミ
ナーでは具体的なインボイスの作成方法、計算方法、
実務上の取り扱いなどについて解説を行いました。
　また、電子帳簿保存法改正については、メールで
の取引やインターネットバンキングなどの電子取引
情報の紙保存が１月より原則禁止となりましたが、
２年間の猶予が発表されたことから、この２年の内
に自社の管理業務の準備や見直しが必要となります。

　１月８日(土)『目標設定と達成の手法～アスリー
ト現場に学ぶ～』と題し、山本仁士氏（十日町中学
校教諭）を講師に迎え、生産性向上セミナーを実施
しました。
　講義では、指導者が目標達成への道しるべをつけ
ること、小さな成功体験を積み重ねること、連帯感
の中で努力を継続させることなど、目標達成への貴
重なヒントをいただきました。　　
　「信じるに足る指導者であること」というお言葉
が大変印象に残りました。参加された皆様は、自社
でのそれぞれの立場に置き換えて、真剣に耳を傾け
ていました。

小千谷税務署
確定申告会場のお知らせ
確定申告書の提出はお早目に！

［会　　場］

［開 設 日］

［受付時間］

［お問い合わせ先］

小千谷税務署 確定申告会場

2月1日(火)～3月15日(火)

午前8時30分～午後4時

小千谷税務署　個人課税部門
TEL0258－83－2090

小千谷市東栄1丁目5－24

※土・日・祝を除く

※申告書類の提出は午後5時まで

 新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの
申告等が困難な方は、令和４年４月15日までの間は申告･
納付期限の延長を申請することができます。
※確定申告会場の開設日の延長は現時点では未定です。
詳細は下記URLもしくはQRコードよりご覧
ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu
/kansensho/pdf/0022001-187_04.pdf

令和3年度
伴走型小規模事業者支援推進事業

　１月21日(金)、当所主催による「うまし逸品個別
商談会」を開催しました。商談会には関東圏の飲食
関連バイヤー11社と会員企業９社よりご参加いただ
き、新型コロナ感染症拡大に伴うまん延防止等重点
措置の適用により商談は全てオンライン形式に変更
となり、会議所及び各事業所にて合計51件の商談を
実施しました。
　参加者は当日の商談会に向けて、商談会対策セミ
ナーの受講や専門家との個別相談を通じてバイヤー
との商談方法や新商品のPR方法について準備を重
ねてきました。
　参加者からは「コロナ禍で新規開拓に苦慮してい
る中、非常にありがたい機会となった」「バイヤー
と直接お話をすることでこれからの商品開発や販路
開拓の役に立った」などの声をいただきました。

｢うまし逸品個別商談会
in小千谷｣を開催

～オンライン商談にて9社51件の商談を実施～
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事業復活支援金

＊コロナ禍で大きな影響を受ける事業者の事業の継続・回復を支援

※

給 付 額

※基準月(2018年11月～2021年₃月の間で売上高の比較に用いた月)を含む事業年度の年間売上高

売上高減少率 個人
法　　　人

年間売上高
1億円以下

年間売上高
1億円超～5億円

年間売上高
5億円超

▲50％以上 50万円 100万円 150万円 250万円

▲30％～50％ 30万円 60万円 90万円 150万円

☞上限額

※1　2018年11月～2019年₃月、2019年11月～2020年₃月、2020年11月～2021年₃月のいずれかの期間のうち、売上
高の比較に用いた月を含む期間。

※2　2021年11月～2022年₃月のいずれかの月

給付額＝（基準期間※1の売上高）－（対象月※2の売上高）×5ヵ月分

☞算出式

※ ※

給付対象者 ❶と❷を満たす 中小法人・個人事業者が給付対象 となり得ます。

❶新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
❷ 2021年11月～2022年3月のいずれかの月（対象月）の売上高が
　 2018年11月～2021年3月の間の任意の同じ月(基準月)の売上高と比較
して50％以上又は30％以上又は50％未満減少した事業者

お問い合わせ先

申請書類 １．履歴事項全部証明書（法人）または本人確認書類（個人）
２．2019年度、2020年度及び選択する基準期間を全て含む
　　確定申告書類の控え
３．対象月の売上台帳等
４．振込先の通帳
５．宣誓・同意書

６．基準月の売上台帳
７．基準月の売上に係る請求書または領収書等
８．基準月の売上に係る通帳等

一時支援金及び月次支
援金を受給した方、登
録確認機関と「継続支
援関係」がある方

2022年1月31日(月)～5月31日(火)申請期間

事業復活支援金事務局
電 話 番 号：0120−789−140
受 付 時 間：8：30～19：00（土日、祝日含む全日対応）
事務局ＨＰ：https://jigyou-fukkatsu.go.jp
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�
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�
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上記条件を満たしてい
ない方は６～８も必要
となります

申請する前に登録確認機関による事前確認を受ける必要があります。小千谷商工会議所は
登録確認機関として会員の事前確認を行っています。
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会員事業所訪問
vol.11

REAL

リアル サイドSIDE

小千谷で「唯一」となる事業をしている
事業所へ行ってきました。

どんな事業をされているのですか。
　入学式や成人式、結婚式など人生
の節目を彩るドレスや振袖などの衣
裳レンタルを行っています。七五三
などお子さんのお祝い事を始め、お
じいちゃんおばあちゃんの還暦祝い
など様々なシーンでの衣裳をご用意
しております。
　それに加えて、お客様のご要望に
合わせたオリジナルのドレスや着物、
アクセサリーに小物の製作も手掛け
ているのでお気軽にご相談ください。
特にドレスは地元の名産品である小
千谷縮を使用して製作もしており、
小千谷縮の魅力を存分に堪能してい
ただけるものとなっています。

小千谷縮でドレスを製作するように
なったきっかけを教えてください。
　もとは市外でブライダル関係の仕
事に携わりながらデザイナーとして
も働き、結婚を機に小千谷に住むよ
うになったんです。ご近所だった

「㈱樋口
織工藝社｣
さんから
何度か工
房を見学させてもらう内に、職人の
技術や小千谷縮の魅力にのめり込ん
でいきました。ぜひ多くの方に知っ
てもらいたいと思い、小千谷縮でド
レスを製作するようになりました。
　実際に作ってみると小千谷縮は驚
くほど加工、縫製がしやすく、また
小千谷縮の特徴である「しぼ」が他
の生地で作る時とは違って、ドレス
の仕上がりに立体感をもたせ、柄な
どがなくとも力強い存在感を見せて
くれます。

これからどんな風に魅力を伝えてい
きたいですか。
　やはり、魅力発信の場としてイベ
ントを行っていけたらと考えていま
す。昨年は様々な方の協力を経て市
民会館で「小千谷縮ファッション

ショー」を開催し、想定以上に大き
な反響をいただきました。今年は趣
を変え、見るだけでなく、実際にド
レスや着物を着て楽しんでもらえる
参加型のイベントを開催できるよう
に準備を進めています。
　こうしたイベントを継続、定着さ
せていき、一人でも多くの方から小
千谷縮を着ていただきたいです。

小千谷唯一の回転寿司ですが、特徴
を教えてください。
　現在大手回転寿司チェーン店では
シャリは機械が握っている所が増え
ましたが、すし道楽ではお客様の目
の前で一貫ずつ握らせてもらってい
ます。現在は感染症対策でコンベア
は回せないので、提供までにお時間
をいただいていますが、その分出来
たての寿司を楽しんでもらえればと
思います。
　また、お客様に季節ごとの旬のネ
タを味わってもらえるよう、海でネ
タとなる魚介類を獲ってきたりもし
ます。

ご自身で寿司のネタを獲ってくるので
すか。
　そうですね。すし道楽では規定の
メニューに加えて、店舗独自のメ
ニューを加えられるんです。店舗ご
とのお客様のニーズもありますが、

私は海までよ
く旬の魚介を
獲りに行きま
す。ホタルイ
カが旬だった
ころは仕事を
終えた足でそのまま糸魚川に向かい、
夜中にホタルイカを獲って次の日寿
司のネタに加えたこともあります。
その時は思った以上に大漁だったの
で、小千谷だけではとても捌ききれ
ず他の店舗へもホタルイカをまわし
たほどでした。
　個人的にまだまだ取扱ってみたい
魚は多くあります。いつかメニュー
へ加えられる日を楽しみにしていた
だければと思います。
　また当店では貸切宴会も承ってお
り、これからの歓送迎会など幅広く
ご利用いただければと思います。宴
会の目玉に「マグロ解体ショー」を
ご用意してお待ちしております。

思った以上に柔軟な対応が可能で驚
きました。
　お客様のニーズや社会の情勢は
年々変化しています。特に今は新型
コロナウイルスの影響によって目ま
ぐるしく状況が変化しているなかで、
お客様がすし道楽に来て少しでも良
い時間を過ごしてもらえる努力は惜
しみません。
　これからもお客様のニーズにお応
えできるよう従業員一同、精一杯取
り組んでまいります。

◦住　　所：小千谷市平成2－1－5
　　　　　マッハプランニングオフィス2F
◦電話番号：090－4070－5124
◦営業時間：10：00～17：00
◦定 休 日：水曜、木曜日

LACHIC

◦住　　所：小千谷市桜町4995
◦電話番号：0258－82－1139
◦営業時間：11：30～20：45
　※取材当時は感染拡大のため20時までの時短営業｡
◦定 休 日：不定休

㈱タキノガワ 廻るすし道楽 小千谷店

「㈱タキノガワ廻るすし道楽 小千谷店」

▲

事業主の田中美津子さん。
　写真右のドレスは小千谷縮
で作ったもの。

▲「恵方巻」など季節に合わせたのお寿司の提供も。
　入荷した新鮮なネタやお得な情報はインスタグラム
から発信中。上記QRコードよりご覧いただけます。

▼店長の藤巻和彦さん。

◀

ドレス生地から製作した七五三用の被布（写真
左のクマ）。お子さんが着ていたドレスをそのま
まクッションにリメイク（写真右）など要望に合
わせて幅広く手掛けています。

「L
ラシック

ACHIC」
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３月の常議委員会・
臨時議員総会開催のご案内

常 議 員 会 ３月15日(火)　正午より
会場：商工会議所　3Fホール

臨時議員総会 ３月24日(木)　午後4時より
会場：サンプラザ　3Fホール

※感染拡大の状況により中止とする場合がございます。

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 

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。 
　新商品、新サービス、お店のPRにぜひご活用ください！

サイズ問わず
折込料一律

（＋税） （＋税）

4,000円より11,000円

　人にも生き方があるように、会社にも生き方がある。
そう思ったことはありませんか。
　お客さまにも社員にも何より誠実であることを大切に
してきた会社。技術にこだわり、丁寧なモノづくりを全
員で追求してきた会社。みんなで知恵を出し、新しいこ
とにチャレンジし続けてきた会社……。
　自分たちが大切にすることが、社員全体で共有され、
そこに思いとプライドを持って働く。そんな生き方が貫
かれている会社が、かつてはたくさんあったと思います。
　ところが、バブル崩壊以降、日本企業は自分たちの生
き方を見失ったように思います。家族のように大事にし
てきた社員との関係を断ち、仕事に埋没させる人だけを
つくり、成果と報酬でつながる関係をつくろうとした。
その結果、会社への信頼や愛情という強い結び付きが失
われ、会社が発しているメッセージと現場の取り組みに
も大きな乖離（かいり）が生まれてしまった。気付くと、
目の前の仕事をこなし給与をもらうことが、社会人とし
ての生き方だと思う人も増えてしまったと感じます。
　極端な表現になっているかもしれませんが、同じよう
なことを感じている人も少なからずいるのではないで
しょうか。そんな状況の中でコロナが広がり、今までの

働き方、生き方に疑問を持ち始めた人たちが出てきた。
会社中心、言われたことをこなしていくという生き方を
自分は本当に望んでいたのだろうか。もっと自分らしく
生きたい、もっと自分らしく働ける場所を見つけたい。
そう思って、働き方を変えたり、副業を始めたり、転職
したり、移住する人も出てきています。
　人が主体性を取り戻し、自分らしい生き方、働き方、
会社との関わり方を模索し始めている。会社も同じよう
に、会社の在り方、生き方を問い直し、社員との新たな
関係を見いだす必要はないのでしょうか。もしそんなこ
とを感じていたら、次の二つの取り組みを考えてみてく
ださい。
　一つは、自分たち自身が改めて何のためにどう生きて
いく会社になるのか、その思いと生き方を一貫性のある
形で示し、みんなの思いになるように対話を重ねること。
　もう一つは、多様な生き方をする人たちを応援する、
あるいはそうした人たちの思いを重ねながら、新たな会
社の在り方、生き方を社員とともにつくっていくこと。
　大切なのは、会社の理念や思いを押し付けて、社員に
変われというのではなく、経営トップから社員までが、
一緒に自分たちらしい生き方を見いだし、追求し続けよ
うという姿勢を持てるかです。しかもみんなで共有でき
るものは、例えば「誠実さ」「思いやり」「楽しむ」など、
そこに集まる人たちにとっても大事だと思える極めてシ
ンプルなものかもしれません。そんな言葉を見つけよう
とする対話を繰り返すことが、真のつながりをつくって
いくことになるのだと思います。ぜひ、生き方でつなが
る組織づくり、目指してみてください。

｢会社の生き方を問い直す」
ジェイフィール
代表取締役 高橋　克徳

第46回 おぢや風船一揆
開催内容変更 (規模縮小開催)

　令和3年度「第46回おぢや風船一揆」は新型コロ
ナウイルス感染拡大のため、規模縮小開催とし、無
観客・Ｗｅｂライブ配信による打上花火のみを実施い
たします。

日程：2月19日(土)
会場：西中会場
※無観客開催のため、観客席はありません。当日は
　ライブ配信をご覧下さい。

行事内容：花火打上のみ
※日本海カップクロスカントリー選手権、熱気球
　試乗体験その他イベントは中止となります。

○詳細は小千谷観光協会ホームページ
（ojiyakanko.com）をご覧ください。

会報本誌に掲載
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　２月１日現在99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。
きっちんいぶき(三仏生)　魚のいこい(本町)
わたや平沢店(平沢)　　　わたや本店(本町)
麺やようか(若葉)　LOCABO CAFÉ神楽～KAGURA～(本町)
うな吉(片貝町)　小料理かげ山(本町)　麺やつるり(旭町)

小千谷商工会議所『おぢや食べ得チケット』事務局
0258‒81‒1300

ご利用の際は、感染拡大防止に協力くださいます
ようお願い申し上げます

会 員 情 報会 員 情 報会 員 情 報
1月末会員数　952

■事業所名変更
(株)寅蔵浦川養鯉場（11月5日付）
(旧)浦川養鯉場

｢おぢや食べ得チケット｣ 利用期間を

3月21日(月・祝)まで延長

1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
１月の業況(前年同月比) ▲18.2 ▲21.5 ▲6.9 ▲18.1 ▲26.7 ▲20.4

３ヶ月先見通し（2月～ 4月) ▲27.4 ▲24.8 ▲16.0 ▲24.4 ▲34.7 ▲35.5

北陸
信越

１月の業況(前年同月比) ▲9.7 ▲12.9 4.7 ▲15.8 ▲8.8 ▲18.4

３ヶ月先見通し（2月～ 4月) ▲23.3 ▲22.6 ▲11.6 ▲26.3 ▲20.6 ▲34.7

※矢印は12月の業況との比較。（ 　）は　５未満、　（ 　　）は　５以上、（ 　　）は　15以上＋－＋－＋－

１日(火) 正副会頭会議

８日(火) 公庫月例相談会、経営相談会

９日(水) 事業承継・引継ぎ支援センター個別相談会

13日(日) 珠算検定

15日(火) 常議員会

16日(水) 日商委員会

19日(土) おぢや風船一揆

24日(木) 県連第４回運営委員会

27日(日) 簿記検定

１日(火) 正副会頭会議

８日(火) 公庫月例相談会、経営相談会

15日(火) 常議員会

16日(水) 日商委員会

17日(木) 日商通常会員総会

18日(金) 県連第２回総会・会頭会議

24日(木) 臨時議員総会

全国商工会議所早期景気観測
全産業合計の業況DIは、▲18.2(前月比▲2.4ポイント)
　自動車関連で回復が見られる製造業や、初売りが好
調だった小売業の業況感が改善。一方、感染拡大に伴
い、飲食・宿泊業などのサービス業では、予約のキャ
ンセルが相次ぎ、客足が急減。また、幅広い業種で、
部品供給制約による納品遅れ、原材料費の上昇に伴う
コスト増加が続き、中小企業の業況改善に向けた動き
は継続も、足元で鈍さが見られる。
先行き見通しDIは、▲27.4（今月比▲9.2ポイント）
　感染急拡大による営業時間短縮や春の観光需要喪失
などを不安視する声は多い。また、部品供給制約の長

期化、資源価格の高騰、人件費上昇などを受けた価格
転嫁の遅れによる業績悪化への懸念もあり、中小企業
の景況感は先行きへの警戒感が強まり、厳しい見方と
なっている。
北陸信越の全産業の業況DIは、悪化
　建設業では、幅広い資材で価格上昇が続くほか、公
共工事が一部で弱含み、売上・採算がともに悪化。ま
た、サービス業では運送業で人手不足や燃料費の負担
増を指摘する声が聞かれたほか、感染拡大の影響によ
り、飲食・宿泊業を中心に客足の低迷に加え、予約の
キャンセルが増加し、業況感が悪化した。

2022年1月期

2 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

3 月

会報本誌に掲載

おぢや会議所だより6



小千谷商工会議所
8部会所属事業所紹介

工業部会③

Part7 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「諸工

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

㈱位下印刷 83-2002 印刷・製版・製本

越後札紙㈱ 83-2301 シール・ラベル加工

㈲片貝煙火工業 84-2076 打揚煙火（製造・販売）

㈱フーゲツ 84-4141 包装設計、製造販売・段ボール、
緩衝材、包装資材全般等

㈲小千谷煙火興業 82-2065 煙火

㈱創信産業 82-3251 アロマオイル等の製造・卸

佐藤仏壇店 82-9797 仏壇・仏具・神具

㈲近藤商店 82-2139 製鋼原料、非鉄金属処理加工等

㈲笹岡畳工業所 82-3009 畳・ゴザ類

吉原印刷㈱ 23-1155 印刷業

中村堂美術印刷 82-2755 チラシ・包装紙・パンフ等印刷
紙風船製造

大川印刷㈱ 83-3625 各種印刷物

㈱林屋紙器 82-2368 紙器

㈱滝沢印刷
小千谷営業所 82-1199 各種印刷・ＯＡ機器・文具

㈱吉田鋼業 82-9142 非鉄金属原料、製鋼、製紙原料等

㈲西久仏壇店 82-2848 仏壇、仏具、寺院用具製造販売・
修理、塗り直し

㈲高由家具店 82-2646 特注家具・建具・家具

サトー木工 86-3106 建具・特注家具

福屋家具建具店 86-3063 額縁製作

石上仏壇店 84-2175 仏壇・仏具・神棚

事業所名 電話番号 営業内容

藤塚仏具店 84-3043 仏壇・仏具

安達畳製作所 84-2521 畳

あだちモウルド 84-3215 モウルド、玉皮

宮田製縄工場 82-3054 藁縄

川上幸吉商店 82-3879 ポリエチレン袋・ダンボール
プラスチック包装資材

中村木工所 82-3124 木製家具・建具

伊東仏壇店 82-4032 仏壇木地

島重木工所 82-3963 木工製品
(そばへぎ製造・木箱製造)

横民仏壇店 82-3860 仏壇・仏具

富井畳店 82-3163 畳・新畳・表替・裏返し・
畳工事一式

太洋化成 82-9352 ＦＲＰ製造加工

ＳＫ化工 82-1287 ＦＲＰ加工・プラスチック加工

工楽吹塗 83-4644 ＦＲＰ加工

㈱スクリーン工芸 ワット 81-1556 車載関連部品等スクリーン印刷

廣井プラスチック工芸 82-0116 強化プラスチック

関オートレジン 82-8807 機械部品塗装

㈲プリフロ 82-2904 プリント・名札

㈱さくら印刷 82-0211 シール・ラベル印刷・各種印刷

モスト技研㈱ 新潟工場 82-1122 強化ダンボール・梱包資材

ストーリオ㈱ 81-0006 オーダーメイド家具等の製作
曲げ木製品

※掲載している事業所の詳細につきましては令和４年１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。

諸工業分科会 40事業所所属 ※花火、家具等の製造や印刷を取扱っている事業所が所属しています。

▲へぎは全て笹川正さん（写真
左）が１人で作っている。そ
れを支えているのが、奥様の
峰子さん（写真右）。新たな
販売先も奥様が開拓している
とのこと。夫婦二人三脚で
40年歩んできた。

　江戸時代創業でご主人の笹川正氏は10代目になる。代々箱
物の木工製品を手掛けていたが、40年前「福桝」の当時の店
主たっての依頼で、へぎそばの「へぎ」も作り始めた。当初へぎの塗装は外注だった
が、価格を抑えより多くの方に買ってもらえるよう、独学で塗装を習得するなどへぎ
作りへの情熱がうかがえる。現在では市内に留まらず、ながおか花火館、十日町クロ
ステンや新潟ふるさと村など市外でもお土産品として置かれている。
　笹川正氏は「周りの人に支えられ続けてこれました。これからも体が動く限りへぎ
を作り、へぎそば文化を発信していきたい。」と意欲的に語ってくれた。
　ぜひ島重木工所の「へぎ」で、へぎそばを味わってみてはいかがだろうか。
※市内ではサンプラザ逸品館にてお買い求めいただけます。サイズは小（１～２人用）

と中（２～３人用）の２種類。

｢へぎ｣ と共に40年　島重木工所

72022.2  No.542



※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】
小学校休業等対応助成金・

支援金について

対象期間を３月31日まで
延長しました

令和３年８月１日から令和４年３月31日までの間に、
以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要
となった労働者に対し、有給（賃金全額支給）の休暇

（労働基準法上の年次有給休暇を除く）を取得させた
事業主は助成金の対象となります。 
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガ
イドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校な
ど(保育所等を含む)に通う子ども ②新型コロナウイ
ルスに感染したなど小学校などを休む必要がある子ども

【厚生労働省】
新型コロナウイルス感染症による
小学校休業等対応助成金について：
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakuni
tsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/
kyufukin/pageL07_00002.html
リーフレット：
https://www.mhlw.go.jp/content/
000870927.pdf

【厚生労働省】
人材確保等支援助成金

（テレワークコース）の
支給要領を改正しました

厚生労働省では、「人材確保等支援助成金（テレワー
クコース）」により良質なテレワークを導入・実施し
ようとする中小企業事業主を支援していますが、この
度、本助成金の支給要領を下記のとおり改正しました。
①テレワーク勤務を「新規に導入する事業主」のほか、

「試行的に導入している又は試行的に導入していた事
業主」も対象とする。
②助成対象となる取組（支給対象経費）について、テ
レワーク用サービス利用料も助成対象に追加する。

【厚生労働省】
人材確保等支援助成金（テレワークコース）：
https://www.mhlw.go.jp/stf/
seisakunitsuite/bunya/telew
ork_zyosei_R3.html
改正版リーフレット：
https://www.mhlw.go.jp/conten
t/11600000/000766164.pdf

【北陸信越運輸局 新潟運輸支局】
「引越し時期に分散化の

ご協力等」のお願い

国土交通省及び全日本トラック協会では、３月から４
月に引越しが集中するため、混雑時期を外した分散引
越しへのご協力をお願いしています。
また、併せて燃料高騰による燃料費の上昇を反映した
適正な運賃・料金の見直しについてもご理解をお願い
します。

【国土交通省】
引越時期の分散に向けたお願い：
https://www.mlit.go.jp/jidos
ha/jidosha_fr4_000022.html
運送委託者の方へお知らせ：
https://www.mlit.go.jp/com
mon/001170941.pdf

【高齢・障害・求職者雇用支援
機構 新潟支部】

｢令和４年度高年齢者活躍企
業コンテスト｣の募集について

応募締切：３月31日(木)
当日消印有効

当機構では、厚生労働省との共催で、高年齢者がいき
いきと働くことのできる職場づくりのアイデアの普及
を目的に「高年齢者活躍企業コンテスト」を実施します。
応募のあった事例のうち優秀事例については、令和４
年10月に表彰を行う予定です。高年齢者雇用に取り
組む企業の多数のご応募をお待ちしております。

【高齢・障害・求職者雇用支援機構】
令和４年度高年齢者活躍企業
コンテスト募集のお知らせ：
https://www.jeed.go.jp/elderl
y/activity/r4_koyo_boshu.html

【日本商工会議所】
｢ハラスメント対策BOOK
–ハラスメントのない社会へ–｣

の作成について

小千谷商工会議所窓口にも
あります (数量限定)

改正労働施策総合推進法（いわゆる「パワハラ防止
法」）により、2022年４月よりパワーハラスメント防
止措置が中小企業に対し義務付けられます。
日商では、中小企業のハラスメント対策を支援するこ
とを目的に本冊子を作成、Web公開しました。本冊
子では、ハラスメントに関する近年の動向と法律の概
要を解説。また、各種ハラスメントの定義から防止に
向けた措置、ハラスメント発生後の対応策や公的な支
援策に至るまで、事業者が取り組むべき一連の流れを
具体的に分かりやすく解説しています。

【日本商工会議所】
「ハラスメント対策 BOOK
 ｰハラスメントのない社会へｰ｣公開：
https://www.jcci.or.jp/sme/la
bor/2022/0124110000.html
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