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今 月 の ピ ッ ク ア ッ プ

▪令和４年度事業計画・収支予算（P2、3）
▪１～３月期会員景況調査         （P6、7）

会員事業所訪問（P5）
・小料理かげ山

仕事帰りに、新たな「行きつけ」
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　３月24日(木)、サンプラザにおいて令和３年度臨
時議員総会を開催しました。
　はじめに、日本商工会議所会頭表彰として、役員･
議員を永年務められた４名に表彰状を伝達しました。
　つづいて小宮山会頭の挨拶のあと、⑴令和４年度
事業計画並びに収支予算、⑵会費並びに加入金に関
する規約の一部改正、⑶小千谷商工会議所定款第39
条第１項但書による常議員会への委任事項、⑷常議
員の就任についてそれぞれ審議を行いました。
　⑵では、会員会費の算定基準を改正し、１年間の
周知期間を経て、令和５年度から適用するのに伴い
「会費並びに加入金に関する規約」の一部を改正す
ること、⑷では、１号議員である㈱第四北越銀行小
千谷中央支店 藤橋晴喜氏の常議員就任について、

⑴⑶はいずれも原案どおり可決承認されました。
（⑴は本誌２・３ページに内容を記載）
　終了後は来賓をお迎えし、感染防止対策を講じな
がら懇親会を実施しました。短い時間でしたが、参
加者同士交流を楽しんでいただきました。

令和４年度の事業・予算決まる臨時議員総会

写真左より髙野史郎副会頭(20年)、大宮武一常議員(30年)、小宮山会頭、
　　　　　大竹輝夫常議員(20年)　※佐藤昭夫常議員(20年)は欠席
　　　　　（　 ）は役員・議員勤続年数 

令和4年度　事　業　計　画

会　頭　小宮山　佳　秀
１　経済状況について
　日本商工会議所は、昨年12月28日、12月のLOBO
（早期景気観測）調査結果を発表したが、12月の業
況DIは△15・8と前月比で5・3㌽上昇し、３か月連
続の改善です。しかし、先行きについてはオミクロ
ン株への警戒感から慎重な見方が広がっています。
加えて部品供給制約の長期化や円安、資源価額の高
止まり、最低賃金引上げによる人件費増などのコス
ト上昇圧力の継続、仕入価格上昇分の価格転嫁の遅
れから先行きの不透明感が高まっています。

２　本年度の基本方針
⑴　付加価値労働生産性の向上
　全社的視点での効率化、IT投資、DX、人材育成、
働き方改革などにより、付加価値の向上やコストダ
ウンを図るための支援を行います。
　また、専門人材不足対策の推進やDX協議会など
の活用が重要となりますので、あわせて支援します。

事業計画を策定するにあたって

⑵　事業承継対策
　経営者の平均年齢は65歳を超えており、また、60
歳を超えても後継者が未定のケースは全体の70%で
す。事業承継が遅れている企業の利益率は厳しい状
況であり、我々は重く受け止めなければなりません。
　経営の視点で早めに「事業承継計画」を策定する
ための支援を行います。
⑶　コロナ禍対策（経済対策提言書より）
　感染予防対策、風評被害対策、事業継続や雇用維
持の支援（飲食・小売、宿泊など）、金融支援、持
続化給付金、雇用調整助成金、ビジネス変革の支援
（国内外への販路拡大・輸出に係る経費支援）など
の働きかけを行います。
⑷　コロナ禍対策取組
　①WEB会議の活用　②自社の独自技術や強みを
生かした製品開発や市場開拓　③自社の供給網の活
用　④規制緩和　⑤顧客ニーズの掘り下げ　⑥商品
価値の分かる人の発掘などについて支援を行います。

１．商工業振興に関する事業
　⑴コロナ禍における各種施策の周知と申請支援
　⑵日商「制度改正に伴う専門家派遣事業」の実施
　⑶DX協議会を活用した生産性向上の支援など

事業項目と主な内容
２．小規模事業者支援に関する事業
　２－１ 経営改善普及事業
⑴窓口、巡回相談等の経営支援活動の強化
⑵小規模事業者経営改善資金（マル経融資）の周
知と利用促進
⑶小規模事業者持続化補助金の周知・斡旋・申請指導など
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●積立金２会計　財政調整積立金会計　80,810千円　職員退職給与積立金会計　9,770千円
事業計画・収支予算の詳細は会議所HPに掲載

収 入 の 部 （単位：千円）

会 費 収 入 15.3% 18,500
特定商工業者負担金 0.7% 850
事業収入・負担金・手数料 17.5% 21,240
国 ・ 県 ・ 市 助 金 等 31.4% 38,000
共 済 取 扱 手 数 料 16.8% 20,400
会館使用料・貸室料 3.4% 4,130
雑 収 入 0.2% 300
繰 入 金 10.4% 12,560
繰 越 金 4.3% 5,210

合 　 　 計 100% 121,190

令和4年度　収　支　予　算

　２－２ 伴走型小規模事業者支援推進事業
⑴経営分析と事業計画策定支援の実施
⑵事業承継支援事業の実施
⑶営業力強化セミナー及び個別支援の実施など

３．労働、教育、福祉に関する事業
⑴働き方改革に伴う労働環境改善対策事業の実施
⑵新入社員・従業員等の教育研修の実施
⑶就職ガイダンスなど雇用対策事業の実施など

４．会員サービスに関する事業
⑴新春賀詞交歓会・会員ゴルフ大会・会員大会等
の開催

⑵永年勤続従業員表彰の実施

⑶「会議所だより」の発行と市民向け広報誌の発行など
５．組織運営に関する事業
⑴議員総会、常議員会、正副会頭会議、部会、委
員会活動の実施
⑵会員加入活動の実施及び組織率の向上
⑶会員訪問による定着率の向上など

６．要望活動と関係機関との連携事業等
⑴会議所役員と小千谷市管理職との経済懇談会の実施
⑵国・新潟県・小千谷市への政策提言、要望活動
の実施
⑶新潟県・小千谷市・関係諸官庁及び経済団体等
との連携強化など
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（単位：千円）

（単位：千円）

事 業 費 26.5% 32,160
給 与 費 34.0% 41,170

福 利 厚 生 費 5.8% 7,040

管 理 費・ 事 務 費 17.1% 20,670

退職給与・財調積立金 3.5% 4,250

繰 出 金 10.4% 12,560

予 備 費 2.8% 3,340
合 　 　 計 100% 121,190

一 般 会 計 36.5% 44,180
相 談 所 会 計 35.7% 43,300

会 館 会 計 5.7% 6,880

共 済 会 計 15.1% 18,250

法 定 台 帳 会 計 1.5% 1,800

労 働 保 険 会 計 3.8% 4,580

特 退 金 会 計 1.8% 2,200
合 　 　 計 100% 121,190
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  　　　おぢやまちゼミ運営委員会では、第14回おぢ
やまちゼミを７月20日㈬～8月20日㈯に、第15回
おぢやまちゼミを11月1日㈫～11月30日㈬に実施
することになりました。今年度は、参加店全員で作り
上げる「みんなのまちゼミ」をテーマに活動していき
ます。
　第14回の参加店の申込みは４月28日㈭より受付開始
になります。ご興味のある方はぜひ一度事務局までご
連絡ください。多くの事業所からの参加をお待ちして
おります。
　また、インスタグラム講習会を5月10日㈫、6月
2日㈫、6月21日㈫の全３回の日程で開催いたしま
す。インスタグラムを使ってお店のPRをしていきま
しょう！詳細は事務局までお問合わせください。
〈お問い合わせ〉事務局  小千谷商工会議所  TEL：83-1300

おぢやまちゼミ運営委員会では 第14回おぢ
令和４年度おぢやまちゼミ開催決定!!

3月常議員会を開催
　３月15日(火)、当所において常議員会が開催され、
⑴４件の新規会員加入、⑵育児・介護休業に関する規
則の一部改正、⑶定款第39条第１項但書による常議員
会への委任事項、⑷常議員の就任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。
　また、報告事項として⑴市委託事業の実施状況、⑵
令和３年度伴走型経営発達支援計画事業評価委員会の
報告を行いました。

　新潟県のまん延防止等重点措置適用に伴い、延期
となっていた新年講話会・新年会を(有)割烹竹屋に
て３月10日(木)に開催しました。講話会の講師に
は、大塚昇一市長をお迎えし、旧病院跡地活用の
今後の展開、小千谷市民オペラ「カルメン」の上演、
東京常盤橋地区での小千谷産錦鯉の観賞など、小千
谷市内外での積極的な地域活性化活動についてお話
をいただきました。
　終了後は女性会会員による新年会を開催しました。
久々となる会員同士の交流の場となり、万全な感染
症対策のもと、会話とお酒を楽しみました。

女性会 新年講話会・新年会を開催

　今回は仕事で使うデータをより探しやすく、より共有し
やすく、安全に一元管理することで業務効率化に取り組む
広島県の不動産会社・㈱フラッグコーポレイションです。

　広島大学のキャンパスが広がる広島県東広島市。この地
で学生向けの賃貸住宅を運営・管理しているのが、フラッ
グコーポレイションである。自社所有物件が５棟ある。
　不動産の賃貸業務においては、物件・部屋の基本情報、
修繕・リノベーション記録、借り手側の顧客情報など、多
数の情報を扱う。物件数が増えるにつれ管理する情報量は
膨大になってきた。学生の入退去が集中する１～３月は業
務が特に煩雑になる。
　総務・管理部部長の片山慎治氏は、これらを分野ごとに
Excelで管理してきた。
　「内容ごとにファイルを開いていく手間があり、また、
Excelの構造を知らないとうまく使えません。これではもし、
新しい担当者が入っても、業務に慣れるまで時間を要して
しまうでしょう」
　例えば顧客名から部屋情報が見られる、「すぐ取り出せ
るカルテ」のようなシステムがあると便利だ。
　片山氏は東広島商工会議所で開催されたＩＴ活用・ＩＴ
導入補助金のセミナーに参加。その後、商工会議所の勧め
もあり、ＩＴコーディネータによる個別支援を活用した。

　アドバイスを受けながら、システムに求める要件を抽出
し整理。
　これをもとに、ＩＴ導入補助金が適用できる賃貸管理ツ
ール２サービスを候補に。ＩＴベンダーから説明を聞き、
デモを見て、クラウド型の不動産管理サービス「賃貸革命」
（日本情報クリエイト社）に決定した。無事に補助金の採
択を受け、導入が実現した。
　選定時に注意した点について担当ＩＴコーディネータは、
次のように解説する。
　「２社からの提案を評価しましたが、その際、価格あり
きではなく、活用イメージが合うかを意識してもらいまし
た。また、豪雨災害の際、オフィスの入口まで水が来た経
験をしていますので、社内にサーバーを置かずに運用でき
るクラウド型をお勧めしました」
　本格的な効率化はこれからだが、「バラバラだった情報
がひもづけされ、必要な情報をすぐに呼び出せるので便利
です」と片山氏は笑顔で話す。
　今後、物件数が増えても人を増やさずに対応できる見込
みが立ってきたという。
　「システムを使いこなして時間に余裕を持たせ、入居者
さんへのサービスの充実や次の展開への準備も進めていき
たい」（片山氏）とのことである。

｢業界独特の業務は、専用ツールで乗り越える」
ＩＴ経営マガジン
｢COMPASS」編集長 石原　由美子

【事例からヨミトル】
・ＩＴツール自体を「もっとフィットするもの」に置
き換えていく姿勢が大切です。
・業界独自の業務がある場合は、業種に特化したＩＴ
ツールを探すことがお勧め。
・ツール選びには専門家のアドバイスもうまく活用し
ましょう。

会報本誌に掲載
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会員事業所訪問
vol.13

REAL

リアル サイドSIDE

「食べ得チケット」をきっかけに新たに商
工会議所へご入会いただいた小料理屋さん
へお伺いしました。

　住吉町にあるテナントビルを中へ進むと、隠れ家のようにたたずむ小さ
な小料理屋が見える。今年オープン５年目を迎える「小料理かげ山」の店
長、影山賢一さんにお話しを伺った。

　
　影山さんは東京で生まれ、調理師専門学校を卒業した後に九州の料理店
へ就職、その後は日本各地の飲食店でその腕を振るった。飲食店の料理長
を定年まで勤めた後も様々な飲食店からのオファーを受けて料理人として
働いたが、自分のやりたいこと、作りたいものと「何か違う」と感じてい
た。自分の店を構えたいと思っていた折、「小千谷にいい場所があるよ」
と声をかけられた。偶然の紹介をきっかけに、５年前小千谷でかげ山はオ
ープンした。

　オープン当初から客で賑わうことはなかった。しかし知り合いの卸売業者が良い酒や食材、食器を卸してくれ、
付き合いのあった料理店の関係者が店で舌鼓を打ち、その味と雰囲気が口コミで広まり次第に店内は賑やかな声
が溢れるようになった。しかしオープン３年目に「コロナ禍」となり、客足は大きく減少した。それでもいつも
誰かが来てくれ、感染症対策の元、大幅な売上減は免れた。これは小千谷だからこうなったのだろうと影山さん
は語る。「小千谷の人は『地元のお店』として可愛がってくれます。そういった地元を大切にする気持ちのおか
げで今もこうして続けていられると強く感じています」

　小千谷でのオープンも「たまたま小千谷」というものだったが、そ
のチャレンジに戸惑いはなかった。人から「よく挑戦できるね」と言
われることもあるが、失敗してもやり直せばいい、何とかなると思え
ば大抵の事には踏み出せると影山さんは語った。
　最初は「自分が行くならこういう店に行きたい」と思う店を目指し
た。気軽に立ち寄れて、静かにゆっくり酒や料理を楽しめるような雰
囲気の店を目指したが、今は客の賑やかな声で賑わうこともしばしば。
目指したものとは少し違うが、それすらも楽しく営業を続けている。

　カウンターの奥の壁には地元の酒のキープボトルがずらりと並び、
磨かれた腕で振舞われる料理は仕入れた食材により毎日メニューが変
わる。店内にテレビやカラオケは無いが、ジャズのBGMと楽しそう
な声が響く。一人でも、知り合いとでも、一度気軽に立ち寄っていた
だきたい。

「小千谷で今こうしているのも『縁』なんだろうね」

オープン、後のコロナ禍。しかし縁と地域に支えられ今へ

10代から料理の道へ、各地で活躍の後小千谷に店を構える

小料理 かげ山

▲テナントビルの通路を進むと、
白いのれんと小さな狸が客
を迎える

｢かげ山｣HP

▲

▲（上）2日間煮込んだ牛すじは口の中で
ほろりと解ける。

　（下）人気メニューの「めんた芋」は
ボリュームもインパクトも抜群。

◦住所：小千谷市本町
　　　 2丁目2―10高与ビル1F
◦電話番号：0258―81―6020
◦営業時間：17：30～23：00
◦定休日：日曜日

小千谷
商工会議所

本町１

わたや
本店

1F
かげ山
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会 員 景 況 調 査 結 果会 員 景 況 調 査 結 果
令和4年1月～3月期

◇ 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４年１月～３月期の実績及び令和４年４月～６月期の見通しについて調査した。
◇ 回 収 状 況　　132企業中、123企業より回答を得た。 （回答率93.2％）

　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14.6%、「不変」の企業割合
は30.9%、「減少」の企業割合は54.3%となった。前
期より「増加」の割合が減り、「減少」の回答割合が増え、
回復傾向にあった前回から一転、厳しい状態が見えた。

　全業種平均DI値は▲39.9%となり、前回調査に比べ
てマイナス幅は23.9P拡大した。全業種でDI値がマイナ
ス、かつマイナス幅が拡大した結果となり、中でもサー
ビス業が▲61.5Pマイナス幅を拡大させた。回復傾向に
あった前回から一転する形となった。

　全業種でDI値がマイナスとなった。卸売業、小売業
を除く業種で「好転」は見られたものの、「不変」が圧
倒的に多くを占める結果となった。小売業、サービス業
では「悪化」が60%を超え、厳しい状態が続くと見込
まれる。

売上高の動向(前年同期比)

資金繰り見通し(前年同期比)

　全業種でDI値はマイナスとなった。「不変」が多かっ
た前回調査に比べ、「悪化」回答が増加し、小売業、
サービス業の「好転」はゼロとなった。全体的に来期
も収益の好転は難しいとの見方が強くなっている。

経常利益の見通し(前年同期比)

おぢや会議所だより6



第29回会員ゴルフ大会開催のご案内
◆日　時　6月11日(土)午前7時21分スタート
◆会　場　小千谷カントリークラブ
◆表彰式　サンプラザ　午後6時～
◆定　員　120名

※今後の新型コロナウイルスの状況に応じて内容等変更になる場合があります。

詳細・お申込みは今月号の折込チラシをご覧ください。

会費口座振替のお知らせ
　５月２日(月)に当所の令和４年度一般会費(上期分)
ならびに令和４年度特別会費(上期分・役員のみ)をご
指定の口座から振替させていただきます。また、現金
でのお支払いにつきましても、お手数ではございます
が５月２日(月)までに当所へお持ちくださいますよう
お願い申し上げます。
　ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
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　全業種平均DI値は▲7.3%となり、全業種とも「不
変」が多く、前回調査に比べてマイナス幅は1.7P拡大し
た。大きな変動が無い結果となったが、建設業の業種
では「減少」回答も多い。各業種とも人材不足の声が続
いている。

従業員の変動(前年同期比)

　全業種の平均DI値は▲36.6%となった。来期の見通し
は、今期比較で5.7ポイント改善した。製造業以外でマイ
ナス幅を縮小させたが、「不変」「悪化」の回答が多く、見
通しは不透明である。

業況の見通し(前年同期比)

業　種 業　　種　　概　　況

卸　売　業

◆間接的な「まん延防止措置」影響、届かぬ部品に小売価格上昇
　飲料等卸売業界では、１月から３月に行われたまん延防止措置により多くの飲食店が休業したことで、飲食店の
発注が激減し、行政のより踏み込んだ支援策を求める声があった。建材卸売業界からは、商品・部品の納期延長
が改善されない見込みである他、原材料の高騰により各メーカーで小売価格が上昇しているとの声がある。

小　売　業

◆強い「まん延防止措置」影響、「不安」「怖い」の声が
　共通してまん延防止措置の影響による厳しい状況が多く上がった。まん延防止措置の明けた後でも客足は戻らず、
以前に遠く及ばないとの声もあった。食料品販売店からは、ネット販売参入の必要性を感じているとの声もあった。
日用雑貨販売業界や被服飾小売業界からも強い不景気感、メーカーや産地の規模縮小や買い控えなど厳しい声が
多い。自粛ムードの継続が怖い、との声もあった。

製　造　業

◆発注するも届かぬ部品。不安は多いが前向きな声も
　鉄工電子業界からは、部品の供給が悪い状態が続き、納品まで半年かかる場合もあるとの声が上がった。また
人材不足から、自動化、省人化の必要性を感じるという声も上がった。印刷業界からは、不透明ながら少しずつ
動きが出てきたと感じているとの声があった。被服飾製造業界からは、厳しいながらも再開されはじめている展示
会への参加など、少しずつ積極的に行動していきたいと前向きな意見もあった。

建　設　業

◆襲い来る各種ショック、続く悩みの種に見えぬ「好転」
　ウッドショック、メタルショック、断熱材ショックに半導体ショックと各種ショック、価格の高騰や納期遅れの対
応などに追われ本来の業務が手薄になり、働き方が非効率的になってしまっているとの声があった。設備関係業界
からは資材や製品の値上がり幅が大きく、見積から施工までの間に利幅が大きく変わってしまう事への懸念の声も
あった。半導体需要に関連した設備投資は増えているが、人材不足から大型物件の受注競争に参加できないとの
声もあった。

サービス業

◆続くコロナ禍とウクライナ情勢、厳しい見通しが続く
　各業界から、新型コロナウイルス感染症の影響が挙げられた。旅館・ホテル業界からは諸物価の値上がりの影
響が強く、コロナ禍の他ウクライナ情勢からも目が離せず、海外客の利用はまだ望めそうにないとの声があった。
自動車業界からはコロナ禍の他に、降雪状況や半導体不足にウクライナ情勢も加わり、新車の売れ行きは悪化し
たとの声があった。クリーニング業界からは、コロナ以前の顧客宅を周る「御用聞き」ができなくなり、大幅な受
注減が続いているとの声も上がった。

業　種　別　概　況

72022.4  No.544



小千谷商工会議所　職員人事
3月31日付 ■退　職　岩淵一憲

4月1日付

■就  任

事務局長
小川隆照

相談所長
小林加代子

総務課長
吉澤健一

指導課
主事  喜多村研吾

新入職員紹介 新体制で
会員事業所を
支援させて
いただきます!

会 員 情 報会 員 情 報会 員 情 報 3月末会員数
960

■新規会員
りらっくす Salon fu~
品田純子　　桜町　　　整体
クルーカレアン イオン小千谷店
石丸まゆみ　平沢新田　婦人服小売
瀬下組
瀬下桂介　　船岡　　　建設業

■事業所名・所在地変更
(新）セブンイレブン 旭町店（資）山松酒店
      小千谷市旭町11－11（２月24日付）
(旧)セブンイレブン 小千谷東 (資)山松酒店
　　小千谷市旭町５－２

＋－＋－＋－

3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
３月の業況 (前年同月比) ▲32.7 ▲23.6 ▲25.0 ▲33.3 ▲40.9 ▲39.0

３ヶ月先見通し(4月～6月) ▲28.8 ▲26.7 ▲24.4 ▲37.3 ▲36.2 ▲24.7

北陸
信越

３月の業況 (前年同月比) ▲37.0 ▲25.8 ▲20.5 ▲60.0 ▲37.1 ▲49.0

３ヶ月先見通し(4月～6月) ▲27.1 ▲29.0 ▲25.0 ▲50.0 ▲34.3 ▲13.7

小千谷 ３ヶ月先見通し(4月～6月) ▲36.6 ▲28.6 ▲16.7 ▲6.7 ▲57.1 ▲73.3

全国商工会議所早期景気観測
2022年3月期

１日(金) 事業復活支援金相談窓口
４日(月) 事業復活支援金相談窓口
５日(火) 正副会頭会議
６日(水) 事業復活支援金相談窓口
７日(木) 新入社員セミナー ( ～ 8日)
12日(火) 事業復活支援金相談窓口
14日(木) 事業復活支援金相談窓口、青年部　役員会
15日(金) 女性会　役員会、
19日(火) 女性会通常総会
20日(水) 日商委員会、事業復活支援金相談窓口
22日(金) 県連第１回運営委員会、事業復活支援金相談窓口
23日(土) 青年部　通常総会
25日(月) 事業復活支援金相談窓口
26日(火) 常議員会
28日(木) 事業復活支援金相談窓口

９日(月) 事業復活支援金相談窓口
10日(火) 正副会頭会議
12日(木) 事業復活支援金相談窓口
16日(月) 青年部　役員会
17日(火) 事業復活支援金相談窓口
20日(金) 事業復活支援金相談窓口
24日(火) 事業復活支援金相談窓口
25日(水) 県連総会・会頭会議
26日(木) 事業復活支援金相談窓口

4 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

5 月

全産業合計の業況DIは、▲32.7（前月比+1.2ポイント）
　感染拡大による巣ごもり需要から小売業や、飲食料
品関連の卸売業の業況感が改善。一方、まん延防止等
重点措置が延長されサービス業を中心に売上が低迷。
製造業では慢性化する部品供給制約の影響を受けた自
動車関連が押し下げ要因となっている。業種を問わず、
原材料費の高騰等が足かせとなり、中小企業の景況感
は、持ち直しの動きがみられるものの、力強さを欠く。
先行き見通しDIは、▲28.8（今月比+3.9ポイント）
　まん延防止等重点措置の全面解除に伴う消費の回復、

国・自治体による需要喚起策への期待感が伺える。一
方、部品の供給制約や世界情勢悪化に伴い、円安やコ
スト増がさらに加速するとの懸念から警戒感が強まり、
中小企業の先行きは慎重な見方が続く。
北陸信越の全産業の業況ＤＩは、改善
　製造業では、金属加工や電気機械などを中心に引き
合いが増加したものの、生産調整や、原材料・資材価
格の高騰の影響により採算は横ばい。小売業では、春
の行楽シーズンを控えた堅調な需要に支えられ、売上
が改善。今後の価格高騰による消費の減退を懸念する
声も聞かれた。

※矢印は2月または前年同期の業況との比較。市内景況動向についてはＰ6.7の会員景況調査をご覧ください。（ 　）は　５未満、　（ 　　）は　５以上、（ 　　）は　15以上会報本誌に掲載

おぢや会議所だより8



小千谷商工会議所
8部会所属事業所紹介

交通部会

Part9 交通部会はバスやタクシーといった公共交

通機関をはじめ、運輸、自動車整備、ガソリ

ンスタンドなど小千谷の暮らしにはなくては

ならない「くるま」のエキスパートが揃ってい

ます。

　60年以上に渡って小千谷
の人々を目的地へ乗せてき
た。外出が困難な高齢者や
妊婦、車イス利用者でも利
用しやすいユニバーサルデ
ザインタクシーを導入して
おり、様々なニーズに対応
した接客が地域の人々に親
しまれる理由であることが
うかがえる。近年では宅配
弁当「ちぢみ弁当」をスタ
ート。一食分から注文でき
る手軽さ（「おかずのみ」

「ごはん＋おかず」より選択可能）と豊富なメニューから
徐々にファンを増やしているとのこと。
　代表取締役西巻一男氏は「ちぢみ弁当を利用している方
の中には『お弁当を届ける時に、一人暮らしの親の安否確
認もしてもらえて助かる』といった方もいます。ただ弁当
を宅配するだけでなく、安心も同時にお届けしています。」
と語る。
　今後はタクシーに乗って市内を観光する「キャブ旅」を
企画中とのこと。小千谷の魅力発信の新たな柱として注目
していきたい。

※掲載している事業所の詳細につきましては令和４年３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。

事業所名 電話番号 営業内容

越後交通㈱小千谷営業所 83-2442 一般乗合旅客自動車運送・一般貸切旅客自動車運送
旅行代理店

小千谷タクシー㈱ 82-4332 タクシー・介護タクシー
観光バス・訪問介護

中央タクシー㈱ 82-4345 タクシー・運転代行

ONE代行 090-2635-0449 自動車運転代行業

㈱野村興業 94-5668 一般貨物自動車運送事業

小船井総業 82-2153 運送業

㈱日乃出輸送 82-8739 運送業、倉庫業（食品）

小千谷観光バス㈱ 82-0244 一般貸切旅客運送

㈱小千谷運輸商事 83-4030 貨物運送

笹崎運送 090-5758-7101 運送業

ヤマト運輸㈱小千谷支店 0120-01-9625 一般貨物運送

旅客運輸分科会　11事業所所属

※タクシー、バス、代行業、運送業が所属しています。
自動車関連分科会　30事業所所属

※自動車整備・販売を行う事業所やガソリンスタンドが所属しています。

事業所名 電話番号 営業内容

㈱内山自動車 82-1212 自動車販売、整備・損保代理店

㈲渡辺自動車整備工場 83-2119 自動車整備

㈲廣井自動車整備工場 83-3355 自動車整備、車販売、損保代理店

㈱小千谷モータース 82-2970 自動車販売・自動車整備・鈑金塗装

関モータース 82-3523 自動車整備・自動車

㈱西巻ソーゴウ自動車工業 82-2893 自動車整備・自動車販売

㈱クラサワ 82-2008 ガソリンスタンド

米岡石油㈱ 83-2246 ガソリンスタンド

㈲米又商店 83-1101 ガソリンスタンド

ネッツトヨタ越後㈱
小千谷店 81-6370 自動車販売・自動車整備

原田屋商店 86-3005 ガソリンスタンド

㈲山理自動車商会 84-2131 自動車整備・自動車販売

㈲日乃出石油
越後片貝給油所 84-2171 ガソリンスタンド

㈱ロータス片貝 84-2405 自動車

㈱Garage　Thanx 81-6015 カーディティーリング

丸建商事開発㈱ 89-2929 ガソリンスタンド

南部車体 83-3502 自動車鈑金塗装

㈲旭オートサービス 83-3195 自動車整備・自動車

米太輪店 82-2483 バイク・自転車・除雪機

小千谷車検センター
協業組合 82-2237 自動車車検・整備

㈱岡村商店自動車整備工場 82-4513 自動車整備・販売

㈱山岸商会 82-2930 自動車整備・販売

㈱魚沼自工 82-4174 自動車整備・販売・リース・保険

ボディショップ タカノ 84-2816 自動車鈑金塗装

㈱金子自動車 82-6436 自動車整備

横山オートサービス 84-2079 自動車修理・販売

㈲ユーザーサービス
システム内山 82-3543 自動車整備、自動車販売、保険代理店

黒崎輪店 84-3015 自転車・バイク・自動車販売修理

石坂自動車鈑金 82-6604 自動車鈑金塗装

山賀車体 82-4778 自動車鈑金・修理・塗装

▼毎日仕入先から届く弁
当を注文・地域ごとに
分けていく。

▲ ｢ちぢみ弁当｣
はボリューム満
点で栄養バラン
スも考慮され、
お昼340円（税
込。おかずのみ。
写真手前）、夕
食580円（税込。
おかずのみ。写
真奥）とリーズ
ナブル。

おぢやタクシー㈱
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｢事業復活支援金相談窓口｣ 開設中!
　小千谷商工会議所・新潟県行政書士会が連携した相談窓口を開設しています。「申請方法を知りたい」「事前確認について相談
したい」「自分では申請ができない」など、事業復活支援金制度について常駐する行政書士がご質問・ご相談を受け付けます。

　　　　　個人事業者等
　　　　　最大50万円　中小法人等最大250万円
　　　　　2022年5月31日(火)

新型コロナウイルス感染症の影響により
2021年11月～2022年３月のいずれかの売
上高が2018年11月～2021年３月の間の任
意の同じ月の売上高と比較して50％以上ま
たは30％以上50％未満減少した事業者

給 付 額 　　　　　13：00～17：00
　　　　　※事前予約制　予約状況によっては、当日受付も致します。

　　　　　小千谷商工会議所 3Fホール（小千谷市本町2-1-5）

　　　　　小千谷市内の中小・小規模事業者

　　　　　無料※行政書士の申請代行等には別途料金が発生します。

4月20日㈬、22日㈮、25日㈪、28日㈭
5月9日㈪、12日㈭、17日㈫、20日㈮、24日㈫、26日㈭

開設時間

会　　場

対　　象

相 談 料

窓口開設日

申請期限

給付対象

事業復活支援金概略 窓口概要

※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】
緊急事態措置及び

まん延防止等重点措置に
係る雇用調整助成金の

特例について

緊急事態宣言の実施区域、又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）において都道府
県知事による営業時間の短縮等の要請等に協力した企業
について、雇用調整助成金の助成率を最大10 ／ 10に引
き上げる特例が適用されます。新潟県全域において特例
の対象となる期間は、令和４年１月21日～４月30日で
す。

【厚生労働省】
雇用調整助成金ホームページ：
https://www.mhlw.go.jp/stf/
seisakunitsuite/bunya/koy
ou_roudou/koyou/kyufukin
/pageL07.html
リーフレット：
https://www.mhlw.go.jp/conte
nt/11600000/000783159.pdf

【消費者庁】
｢通信販売の申込み段階に
おける表示についての
ガイドライン｣策定に

ついて

消費者庁は、６月１日の改正特商法施行に向け「通信
販売の申込み段階における表示についてのガイドライ
ン」を策定しました。
ガイドラインでは、ECサイトの最終確認画面等にお
いて、①分量②販売価格・対価③支払いの時期・方法
④引渡・提供時期⑤申込みの撤回・解除に関すること
⑥申込期間 を表示する必要があることなどを例を挙
げながら示しています。
改正特商法では、消費者を誤認させるような表示が禁
止され、事業者が上記事項について消費者に誤認を与
える表示を行う、または上記事項を表示しなかった場
合、消費者は取消権を行使できることになります。

【消費者庁】
貴社カートシステムでの改正法へ
の対応について（チラシ）：
https://www.jcci.or.jp/consu
mer_transaction_cms202_2
20209_11.pdf
通信販売の申込み段階における
表示についてのガイドライン：
https://www.jcci.or.jp/consu
mer_transaction_cms202_2
20209_07.pdf

【農林水産省】
食品事業者の表示適正化
の取り組みに係る支援に

ついて

～農林水産省Webサイト
にて、テキストおよび

紹介動画が
公開されました～

令和４年４月より国内で作られるすべての加工食品に
原料原産地表示を行うことが義務付けられています。
農林水産省では、この原料原産地表示をはじめとする
原材料等に関する表示を適切に行う取組みを支援する
ため、中小の食品事業者を対象に、製造工程の各段階
において管理するポイントや、ヒューマンエラーによ
る表示ミスを自らチェックする際のポイントを解説し
たテキストおよび動画を作成しました。

【農林水産省】
食品表示に関する取組：
https://www.maff.go.jp/j/syo
uan/hyoji/index2.html
表示ミスをなくす取組（テキスト
および紹介動画）：
https://www.maff.go.jp/j/syo
uan/hyoji/kansa/kansa_ken
shu.html#network1

【厚生労働省】
2022年３月22日から
ハローワーク

インターネットサービスの
機能がより便利になります

ハローワークインターネットサービスのマイページの
機能が更に充実しました。
①求人者マイページから求職情報検索を行い、自社求
人に応募してほしい求職者に、マイページを通じてメ
ッセージと応募を検討してほしい求人の情報を直接送
付できます。②求職情報検索の対象に、新たにハロー
ワークインターネットサービスを介して求職申込みを
行った方（オンライン登録者）も加わります。　

【厚生労働省】
ハローワークインターネットサービ
スの機能がより便利になります！：
https://www.mhlw.go.jp/stf/
newpage_24029.html
リーフレット：
https://www.mhlw.go.jp/conte
nt/11600000/000901324.pdf

おぢや会議所だより10


