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HPはここからも!

出来立てホヤホヤ！
おいしさ、新鮮！！
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今 月 の ピ ッ ク ア ッ プ

▪食べ得チケット使用期限再延長
　について　　　　　　　　　（P2）

▪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」（P3）

▪　
　｢ＩＴを事例からひも解く」 （P5）

ホルモン福ちゃん（(株)小千谷精工）

新潟うどんたねや（阿部幸製菓(株)）

新連載スタート!
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4月10日(日)
まで 延長

｢おぢや食べ得チケット｣利用期間は

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

「おぢや食べ得チケット｣の取扱店は、
小千谷商工会議所ＨＰをご覧くだ
さい。

小千谷商工会議所『おぢや食べ得チケット』事務局
0258‒81‒1300

※3月7日現在

　２月15日(火)、当所において常議員会を開催し、
⑴４件の新規会員加入、⑵令和４年度事業計画並び
に収支予算、⑶会費並びに加入金に関する規約の一
部改正、⑷令和３年度臨時議員総会議事日程につい
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。
　⑶では、会頭の諮問を受け令和２年度より当所の
会員会費について検討を重ねた「会費検討委員会」
の木村学委員長より経過を説明、その後事務局より
新しい会費基準案ならびに規約改正案を示しました。
　⑵および⑶の内容については、３月の臨時議員総
会で承認されましたら改めてお知らせする予定です。

2月常議員会を開催

＊コロナ禍で大きな影響を受けた事業者の
事業の継続・回復を支援

事業復活支援金
会員事業所の事前確認実施中 !

　新潟県事業承継・引継ぎ支援センターより講師を
お迎えし、１月28日(金)に「事業引継ぎセミナー」、
２月９日(水)に「個別相談会」を開催しました。
　今、日本の企業の６割以上が後継者不在と言われ、
親族以外への事業承継の必要性が増してきているこ
とから、事業承継の基本的な考え方からМ＆Ａなど
を用いた第三者承継の方法についてセミナーで解説
しました。
　М＆Ａは「企業買収」「高額の報酬｣というネガテ
ィブイメージが強かったですが、現在では事業承継
や新事業展開の手段として脚光を浴びており、ネッ
トを活用したМ＆Ａマッチングサイトの登録が急増
し、報酬金額もリーズナブルになるなど、中小企業
の事業承継の現実的な選択肢となってきています。
　小千谷商工会議所では公的機関である新潟県事業
承継・引継ぎ支援センター及び日本政策金融公庫と
連携して会員企業の皆様の円滑な親族承継、従業員
承継、М＆Ａ、後継者マッチング、事業承継融資等
をサポートしています。事業承継対策には早めの準
備が必要となりますので、まずはお気軽にお電話く
ださい。

｢事業引継ぎセミナー・個別相談会｣を開催

・相談料：無料
・詳細は会報折込チラシ、小千谷商工会議所HPを
ご覧ください。

❶と❷を満たす 中小法人・個人事業者
❶新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
❷2021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～2019年3月／
　2019年11月～2020年3月／2020年11月～
2021年3月の任意の同じ月(基準月)の売上高と
比較して50％以上又は30％以上50％未満減少し
た事業者

給付対象者

個人事業者等最大　50万円

中小法人等最大　250万円

給 付 額

2022年1月31日(月)～5月31日(火)
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。

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

お問い合わせ先

3/18～「事業復活支援金相談窓口」開設 !
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雇用調整助成金の特例措置

※４月以降は３月７日時点
では未確定

　経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の雇用維持を図った場合に、
事業主の申請に基づき、事業主が労働者に支払った休業手当等の一部を助成します。

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。

支給対象となる事業主

特例措置の内容

○助成内容・対象　令和3年5月1日から令和4年3月31日まで

（平均賃金額(※)×休業手当等の支払率）×下表の助成率（１人１日あたり上限額は下表参照）
※平均賃金額の算定について、小規模の事業所（概ね20人以下）は簡略化する特例措置を実施しています。

判定基礎期間の初日 令和3年
5月～12月

令和4年
1月～2月

令和4年
3月

中小企業

原則的な措置[全国］ 助成率
上限額

4/5
13,500円

4/5
11,000円

4/5
9,000円

業況特例(※1) [全国］
地域特例(※2)

〃
〃

4/5
15,000円

4/5
15,000円

大 企 業

原則的な措置[全国］ 〃
〃

2/3
13,500円

2/3
11,000円

2/3
9,000円

業況特例(※1) [全国］
地域特例(※2)

〃
〃

4/5
15,000円

4/5
15,000円

※１　売上高等の生産指標が最近３か月平均で前年又は前々年同期に比べ30％以上減少している全国の事業主が
該当します。（判定基礎期間の初日が令和４年１月以降の場合は３年前同期との比較も可）

※２　緊急事態措置の対象区域またはまん延防止等重点措置の対象区域（職業安定局長が定める区域）の都道府
県知事による要請等を受けて、営業時間の短縮等に協力する事業主が該当します。

○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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会員事業所訪問
vol.12

REAL

リアル サイドSIDE

新たなチャレンジを始めた阿部幸製菓(株)
と(株)小千谷精工へ意気込みなどをお聞き
しました。

｢新潟うどん｣とはどういったものでしょうか
　阿部幸製菓の様々なノウハウを活かし
て開発した新潟県産米粉を使用したうど
んです。小麦粉から作ったうどんとは違
い、つるっとした喉越しを楽しんでいた
だけます。新潟の新しい食文化となるよ
う店名に「新潟うどん」の名称を掲げま
した。また「たねや」には、阿部幸製菓
が誇る「柿の『たね』」と「おいしい『た
ね』をツクル。」の企業理念が掛けられ
ています。

開発のきっかけはなんですか
　米粉を使用した麺類は既にグループ会
社でベトナム料理の「フォー」を展開し
ていましたが、より日本人に親しみのあ
るもので米粉麺を作ろうと「うどん」の
開発に着手しました。当初は店舗での販
売・提供は考えておらず、業務用の米粉
うどんということでスタートしました。
　ですが開発を進めていくうちに、「米
粉うどんの魅力を一般の方からも堪能し
てもらえる場所を設けるべきだ」という
声が社内であがってきたんです。実際
に商工会議所主催の「小千谷うまいもの

市」で提
供した時
も、多く
のお客様
よりご好
評いただ
きました。こういった声を受けて、より
多くの方が米粉うどんを味わえる場所と
してたねやをオープンすることとなりま
した。
　阿部幸製菓は米菓だけでなく、食泉を
はじめとして多くの食品製造・販売の経
験や知識が蓄積されており、たねやでは
そういった経験値を活かした接客、提供
を行っております。

今後どのようなメニューが登場するのか楽
しみです。
　現在たねやでは栃尾の油揚げや、越路
ポークなど県内の名産品を盛り込んだメ
ニューを提供していますが、今後はさら
に県内名産品をメニューに入れたいと
考えています。また食泉のお惣菜（ぜん
まい煮）を使用した「田舎風たねやうど
ん」のように、自社商品とコラボしたメ

ニューも展開していきたいです。
　米粉うどん自体もお客様にもっと満足
していただけるよう改良を加えており、
現在の稲庭うどんのような平たい麺をは
じめ、今後は食べ応えのある太麺など麺
の変化もお楽しみいただければと思いま
す。そして、「新潟のうどん文化発祥の地」
となるように今後もスタッフ一丸となっ
て頑張っていきます。

◦住　　所：小千谷市城内1–8–25
　　　　　　小千谷市産業会館サンプラザ１F
◦電話番号：0258－86－6244
◦営業時間：11：00～15：00
◦定 休 日：不定休

新潟うどんたねや

お店の特徴を教えてください。
　千葉の農家から直接仕入れた新鮮、お
手頃な豚ホルモンを楽しめるお店です。
豚メインですが、鶏や牛でも楽しんでい
ただけます。コロナ禍ということで、ス
マホから誰でも注文できる「クラウドメ
ニュー」※ を採用しており気兼ねなくご
注文いただけます。また、メニューには
ありませんが２時間の飲み放題コース

（２時間4,000円８品付）もご用意もさせ
ていただいています。お気軽にお問い合
わせください。

鉄工業から飲食業へ挑戦したきっかけは
なんですか。
　当社では自動車製品の製造及び産業用
機器製造を行っていますが、コロナ禍で
の原材料価格の上昇や部品の供給不足に
よって打撃を受けました。この先も同じ
ようなパンデミックや災害の影響による
損失を考えると、何か新しい軸足（新事
業）が必要だと感じていました。そんな
時阿部幸製菓(株)さんの専務から、「米粉

うどんの
お店をオ
ープンす
るが一緒
にやらな
いか」と
お声掛けいただいたことがきっかけです。
　鉄工業から飲食業という異業種への挑
戦でしたが、日頃から社員へ「新しいこ
とに挑戦していこう」と言っている自分
自身が挑戦しないでどうするのかと、思
い切って飛び込みました。昼は阿部幸製
菓(株)さんの「新潟うどんたねや」、夜
は(株)小千谷精工の「ホルモン福ちゃ
ん」のいわゆるシェアレストラン形式で
水光熱費や初期費用を抑えて始められる
点も大きかったです。

ホルモンをはじめ各メニューとてもお手頃
ですね。
　お店をやるにあたって、自分が考える

「安くて美味しく楽しめるお店」を目指
そうと決めていました。
　なので、ホルモンを直接農家から仕入
れたり、クラウドメニューの導入など価

格を抑えて提供できる工夫をしています。
もちろん、美味しく味わっていただくた
め「タレ」は自分が納得できるまで、こ
だわり抜きました。
　また、山﨑醸造(株)さんにご協力いた
だいて作った「生味噌ホルモン」のよう
に、今後はさらに様々なお店とコラボし
たメニューを提供していき、小千谷の活
性化に貢献できれば嬉しいです。

◦住　　所：小千谷市城内1–8–25
　　　　　　小千谷市産業会館サンプラザ１F
◦電話番号：0258－86－6244
◦営業時間：17：00～22：30（LO22：00）
　 ※感染状況によって営業時間は異なる場合があります。
◦定 休 日：月曜日

ホルモン福ちゃん

※お客様が自分のスマホからメニューを選んで注
文できるシステム。店内のQRコードを読み取
ることで使用可能。

▲店長の蒔田英之さん（写真右から
２番目）。蒔田さんのイチオシはう
どんはもちろん、故郷福岡の味で
ある「ごぼう天」と「とり天」。

「新潟うどんたねや（阿部幸製菓㈱)」

一番人気の「越路ポ
ークの旨肉うどん」
(写真右）。
うどんはスルスルと
入って、腹持ちも抜
群。
新メニューやサービ
スはインスタグラム
で発信中。右記QR
コードよりアクセス。

▼

▼

「たねやうどんと海
老天盛り合わせ」
　　(写真左)。
　天ぷらは海老の他､
　野菜やとり天など盛
　り沢山。
　天ぷら盛り合わせは
　テイクアウトも可能｡

▲オーナーの福原秀治さん。
　昼は小千谷精工代表取締役、夜は
ホルモン福ちゃんを手伝っている。

「ホルモン福ちゃん（㈱小千谷精工)」

▼

新鮮なホルモンはコリコリ
と歯応えよく、食べやすい。
ホルモン類は一皿500円前
後で楽しめるのも魅力｡
　ホルモンを入れた「ホルモ
ンカレー」などサイドメニュ
ーも充実。
　当日の予約状況などはイン
スタグラムより発信中。下
記QRコードよりアクセス。

おぢや会議所だより4



会 員 情 報会 員 情 報会 員 情 報
2月末会員数　955

■新規会員
Two Bear
熊倉利夫　　栄町　　飲食業
小料理かげ山
影山賢一　　本町　　飲食業
アイ・ビー・エス（株）
元井利光　　千谷川　サービス業
行政書士　小林法務事務所
小林宏至　　城内　　行政書士

■事業所名変更
MOB　STYLE（株）（１月１日付）
(旧)オヂヤバルMOB

■代表者変更
(有）片貝煙火工業（２月１日付）
(新)本田和憲　　(旧)本田正憲

最近、地域内でネットショップに関係するマルチ
商法の情報が寄せられています。
身近な人からの勧誘であっても気をつけましょう

マルチ商法に注意

　今回は「厳しい現場」といわれがちな運送業へ若い人
が入社してくれる会社を目指し、改革に取り組んだ東京
都江戸川区・彦

ひ こ し ん

新です。

　設立70年を迎える彦新は、「100年企業を目指し会社を
長く継続できる経営」をポリシーとし、鉄製品や食品の
運送を手掛ける。三代目・彦田敬輔社長は、代替わり後、
若手が「入社したい」と思える会社づくりを進めてきた。
　課題となっていたのがドライバーの勤怠管理である。
　同社は関東、中部エリアを中心に荷主の依頼に対応。
営業所２カ所に計37台あるトラックはフル稼働している。
　大型免許のドライバーは、最大勤務時間が１日16時間
まで、その回数やインターバル時間も細かく決められて
いる。二つの営業所から日報が集まり、集計した後に時
間オーバーに気づくのでは遅く、事務効率も悪いため、
システム化が必要だったのだ。
　そこで、ＩＴツールを探し、2018年にＩＴ導入補助金
が使える運送業向けのサービスからロジ勤怠システム社
の「勤怠ドライバー」を選んだ。

　同システムでは、タブレット等による打刻入力に対応
し、勤務実績が自動計算される。勤務時間が法令で定め
られた上限に近づくとアラートが出るので、早めにシフ
トを調整することができる。
　また、同サービスは、インターネットを経由して利用
するクラウド型。各営業所の状況を本社からリアルタイ
ムで確認可能となり、事務作業の効率化が図れた。
　働き方改革関連法に対応し、人材採用時に休暇や残業
について質問された場合は自信を持って回答できるよう
になった。若手人材の採用につながっている。
　一定の成果を得た2021年には、ドライバーが出発前に
行う点呼とアルコールチェックを遠隔からも実施できる
テレニシ社の「ＩＴ点呼キーパー」を導入し、２拠点の
点呼を管理者１人で行えるよう効率化した。
「ドライバーが高齢化するなか、当社はシステムを整え、
福利厚生や社員を大事にする経営で若返りました。これ
から、社員一人ひとりが目標を立て前向きに能力を磨い
ていけるよう、教育に力を入れていきます」と彦田社長
は意気込みを語った。
 　【事例からヨミトル】
・勤怠管理のように時間を計算したり、法令に沿って

アラートを発したりするのはコンピューターが得意
とする業務です。勤怠管理を「出勤簿への押印」や

「紙に打刻するタイムカード」で行っている会社は、
ＩＴツールを利用した管理に切り替えましょう。

・ＩＴ活用は導入がスタートです。使いこなしながら
より良いものがあれば変更したり、関連するシステ
ムを加えたり、PDCAを回していきます。

｢法令遵守の勤務体制で、若手の採用を増やす」
ＩＴ経営マガジン
｢COMPASS」編集長 石原　由美子

※本連載は、ＩＴ経営マガジン「COMPASS」に掲載した全国の
ＩＴ活用事例をもとに、中小企業の経営においてＩＴがどのよう
に役立つかを解説していきます。

３日(木) 正副会頭会議

８日(火) 公庫月例相談会、経営相談会

10日(木) 女性会 役員会・実行委員会

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

５日(火) 正副会頭会議

７日(木) 新入社員セミナー（～８日）

19日(火) 女性会 通常総会

20日(水) 日商委員会

22日(金) 県連第１回運営委員会

26日(火) 常議員会

3 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

4 月

会報本誌に掲載
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2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
２月の業況(前年同月比) ▲33.9 ▲22.9 ▲21.1 ▲38.2 ▲43.8 ▲43.2

３ヶ月先見通し（3月～ 5月) ▲34.2 ▲28.7 ▲22.1 ▲40.4 ▲40.1 ▲41.8

北陸
信越

２月の業況(前年同月比) ▲42.0 ▲31.3 ▲18.2 ▲52.6 ▲63.6 ▲52.1

３ヶ月先見通し（3月～ 5月) ▲42.0 ▲40.6 ▲38.6 ▲42.1 ▲54.5 ▲37.5

※矢印は１月の業況との比較。（ 　）は　５未満、　（ 　　）は　５以上、（ 　　）は　15以上＋－＋－＋－

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

検 定 名 級 受験料
（税込）

試験日と
申込受付期間

会 
場

日商PC
・文書作成 
・データ活用 
・プレゼン
　資料作成

2 級 7,330円

随　時
 平日10時00分～

16時00分の間
 ※受験希望日の
　１週間前まで

に申込■■

小
千
谷
商
工
会
議
所

3 級 5,240円

Basic級
4,200円※文書作成、

データ活用のみ

日商ビジネス
英語

2 級 5,240円

3 級 4,200円

日商
プログラミング

Expert級 6,600円

Standard級 5,500円

Basic級 4,400円

Entry級 3,300円

キータッチ2000テスト 1,570円

ビジネスキーボード 2,620円

簿記初級 2,200円

原価計算初級 2,200円

検 
定 試  験  日 施行級 申込受付期間 会

場

簿
記
検
定

2022年
6月12日(日)

1級～3級
4/25(月)～
■■5/12(木)

小
千
谷
商
工
会
議
所

2022年
11月20日(日)

1級～3級
10/4(火)～
■ 10/20(木)

2023年
2月26日(日)

2級～3級
2023/1/10(火)～
■■■1/26(木)

珠
算
検
定
・ 
暗
算
検
定

2022年
6月26日(日)

珠算検定: 
段位～6級 

 
暗算検定: 
1～6級

5/9(月)～■
■■5/25(水)

小
千
谷
商
工
会
議
所

2022年
10月23日(日)

9/5(月)～■
■■9/21(水)

2023年
2月12日(日)

12/19(月)～■
2023/1/11(水)

受
験
料
︵
税
込
︶

簿記検定 1級:7,850円　2級:4,720円　3級:2,850円

珠算検定
段位(珠算のみ):2,550円　1級:2,340円　
2級:1,730円　3級:1,530円
4～6級:1,020円

暗算検定 1～6級:910円　

全国商工会議所早期景気観測
全産業合計の業況DIは、▲33.9(前月比▲15.7ポイント）
　まん延防止等重点措置に伴い、客足が減少したサー
ビス業の業況感が大幅に悪化。また、自動車関連を中
心とした製造業や卸売業でも部品の供給制約に伴い、
売上が落ち込んだ。原材料費などのコスト増加に加え、
感染拡大から従業員の自宅待機による人手不足などの
声も聞かれた。
先行き見通しDIは、▲34.2（今月比▲0.3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、資源価格の高騰な

どコスト増加分の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、公共工事が一部で弱含み売上が悪化し
たほか、大雪の影響による工期延長等が生じ、採算も
悪化。また、小売業では、まん延防止等重点措置の影
響により、観光客が減少したほか、外出自粛傾向が強
まったことで、百貨店や商店街を中心に客足が再び低
迷したことで、売上・採算ともに悪化した。

2022年2月期

資格にチャレンジ
《ネット試験施行日程》

〈受験申込について〉    
受験日時を決定するため、当所へ電話またはメールにてご
希望の受験日時を第１～第３希望まで連絡してください。 
　ＴＥＬ：0258－81－1300
　メール：mail@ojiyacci.org
申込書は、HPからダウンロードできます。
http://www.ojiyacci.org/examination-net.html

《2022年度 各種検定試験施行日程》

� �
� �

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

金融証券部会

Part8 金融証券部会には金融機関や保険業が所

属しています。経済活動の必要なところに

お金という血液を送り込む心臓のような

役割を担っています。

事業所名 電話番号 営業内容

㈱第四北越銀行 小千谷中央支店 83-3530 銀行

㈱大光銀行 小千谷支店 83-3551 銀行

新潟県信用組合小千谷支店 82-4131 信用組合

㈱第四北越銀行 小千谷支店 83-3322 銀行

㈱第四北越銀行 片貝支店 84-2011 銀行

長岡信用金庫小千谷支店 81-1000 信用金庫

新潟県労働金庫小千谷支店 83-4555 労働金庫

※掲載している事業所の詳細につきましては令和４年２月28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。

金融分科会　7事業所所属 ※銀行、信用組合、信用金庫、労働金庫が所属しています。

事業所名 電話番号 営業内容

アクサ生命保険㈱長岡営業所 0258-35-2440 生命保険業

第四北越証券㈱小千谷支店 82-4325 証券業

明治安田生命保険(相)小千谷営業所 82-2748 生命保険

(一財)あんしん財団 新潟支局 025-244-2181 特定保健業

あいおいニッセイ同和損害保険㈱長岡支社 0258-33-7511 損害保険業

東京海上日動火災保険㈱長岡支社 0258-35-7535 各種損害保険業

㈱杵渕総合企画 83-3655 保険代理業

㈱おだじま保険事務所 82-2360 保険代理店

岡三にいがた証券㈱小千谷営業所 83-0290 金融商品取引業

㈲小千谷代理社 83-2775 生損保代理店

㈱カネコ保険事務所 84-2108 保険代理店

㈱案親巧房 82-5395 生保・損保代理店

㈱関保険事務所 82-4001 保険代理店

生保証券分科会　13事業所所属 ※生命保険、損害保険、証券取引を取扱っている事業所が所属しています。

　昭和62年創業。保険代理店として35年に渡り、市内をはじめ多くの方の保

険の相談に乗ってきた。開業当初は現会長の佐藤諭氏ひとりで契約者を回って

いたが、中越大震災を機に多様化する保険ニーズに対応するため人材採用・雇

用を決意。現代表取締役の小川政子氏をはじめ市内外から人を集め、現在の案

親巧房へ。

　時には県外へ片道６時間かけて保険相談に向かうこともあったが、近年は対面での保険相談は困難になってき

た。これを踏まえて案親巧房では社内でのオンラインツール（Zoom、LINE公式アカウント、Facebook等）講

習会の実施など、社員のスキルアップに努めている。代表取締役の小川政子氏は「コロナによって、対面のやり

取りは減りました。しかしオンラインを用いることで、県外のお客様とやり取りがしやすくなった面もあります。

これからもご縁があれば、県外の方からのご相談にも乗っていきたい。」と語ってくれた。

▲代表取締役の小川政子さん（写真
左前)。社員の皆さんと一緒に。

ご縁があればどこまでも　(株) 案親巧房
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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

【経済産業省】
サイバーセキュリティ対策

の強化について

【独立行政法人情報処理推進
機構 (IPA) 】

中小企業向けセキュリティ
対策普及促進について

経済産業省では昨今の国際情勢を踏まえ、サイバー攻
撃の潜在的なリスクが高まっていると考えられるた
め、企業の経営者等に対しサイバーセキュリティの
取組みの一層の強化を促しています。
また、IPAより中小企業がセキュリティ対策に取り組
む際に役立つ各種支援制度やウェブサイト等を紹介
するパンフレット・チラシが商工会議所に届いてお
りますのでお気軽にご利用ください。

【経済産業省】
サイバーセキュリティ対策の強化
についての注意喚起：
https://www.meti.go.jp/press/
2021/02/20220221003/202202
21003.html
【独立行政法人情報処理推進機構（IPA）】
ホームページ（情報セキュリティ）：
https://www.ipa.go.jp/security/
index.html

【厚生労働省】
短時間労働者への社会保険
の適用拡大、および対象企
業に対する政府の支援策に

ついて

短時間労働者（週労働時間20～30時間未満）に対
する厚生年金保険および健康保険適用を義務とす
る企業規模要件が拡大されます。（現行は従業員数
501人以上、2022年10月より従業員数101人以上、
2024年10月より従業員数51人以上）
政府では、適用拡大による新たな負担が中小企業・
小規模事業者、特にパート比率の高い卸売・小売・
サービス業へ及ぼす影響に配慮し、社内準備を円滑
に進めるための専門家活用支援事業など様々な支援
策を講じています。

【厚生労働省】
社会保険適用拡大特設サイト：
https://www.mhlw.go.jp/
tekiyoukakudai/
事業主向け社会保険適用拡大ガイド
ブック：
https://www.mhlw.go.jp/tek
iyoukakudai/pdf/
guidebook_jigyonushi.pdf

【厚生労働省】
｢シフト制｣により就業する
労働者の適切な雇用管理を
行うための留意事項

「シフト制」とは、労働契約の締結時点では労働日
や労働時間を確定的に定めず、一定期間（１週間、
１か月など）ごとに作成される勤務シフトなどで、
初めて具体的な労働日や労働時間が確定するような
勤務形態を指します。厚生労働省は、シフト制に関
する適切な雇用管理を促すことを目的として、使用
者が現行の労働関係法令等に照らして留意すべき事
項についてとりまとめました。

【厚生労働省】
いわゆる「シフト制」について：
https://www.mhlw.go.jp/stf/
newpage_22954.html
使用者向けリーフレット：
https://www.mhlw.go.jp/cont
ent/11200000/000870906.pdf

【高齢・障害・求職者雇用支援機構】
｢生産性向上支援訓練｣及び
｢中小企業における
DX人材育成｣のご案内

企業のニーズに合わせた
オーダーメイドのコース

設定が可能

｢生産性向上支援訓練｣ とは、企業が生産性を向上
させるために必要な知識などを習得する職業訓練で
す。
特に「DX人材育成」は、DX（データとデジタル技
術を活用して、ビジネスモデルを変革するとともに、
業務そのものや、組織、プロセス、企業文化、風土
を変革し、競争上の優位性を確立すること）を推進
する企業にとって必要不可欠です。
全国のポリテクセンター等に設置した「生産性向上
人材育成支援センター」は、専門的知見を有する民
間機関等と連携して、企業が抱える課題や人材育成
ニーズに対応した訓練を実施します。日程や訓練会
場、カリキュラムの内容も事業所の要望に応じてコ
ーディネートします。

【高齢·障害·求職者雇用支援機構】
生産性向上支援訓練：
https://www.jeed.go.jp/js/jig
yonushi/d-2.html
リーフレット：
https://www.jeed.go.jp/js/jig
yonushi/2k4vk000000v87c-
att/q2k4vk000000v9t5.pdf

｢DX対応コース｣リーフレット：
https://www.jeed.go.jp/js/jig
yonushi/q2k4vk000000v87c-
att/q2k4vk000004byly.pdf
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