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今 月 の ピ ッ ク ア ッ プ

▪商店街等連絡会議開催 （P2）
▪小規模事業持続化補助金（P4）

会員事業所訪問（P5）・高の井酒造㈱

小千谷ささえる、若葉たち
４月７日・８日　新入社員セミナー開催（P２）
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　新入社員セミナーに参加し、社会人

としての心構えや基本的なビジネスマ

ナーについて学ぶことができました。

「名刺交換」や「電話対応」、「他社訪間」などの仕事を

していく上で当たり前にできなければならないことをグ

ループワークを通して実践することで、より理解が深ま

りました。グループで一つの課題を仲間と協力して解決

することの重要性やコミュニケーションの大切さも実感

しました。

　２日間のセミナーを通して、職種の違う新入社員と関

わりながら実践形式で学ぶことができ、貴重な経験とな

りました。今回学んだこと、気付いたことを今後の業務

に活かし、成長していけるよう努力していきたいです。

　４月７日（木）、８日（金）の二日間、サ
ンラックおぢや３階大ホールにてミワア
シスタンス近藤美和氏を講師にお迎えし
て新入社員セミナーを開催し、38名のご
参加をいただきました。
　セミナーでは社会人に必要とされる
「社会人基礎力」とは何かを学ぶことか
ら始まり、挨拶や対話などのコミュニケ
ーションスキルアップ、ビジネスマナー、
メンタルヘルスケア対策、職場での報連
相や電話対応など、これから社会人とし
て活躍していくための基礎能力について、
新入社員同士で話し合い、実践しながら
学んでいただきました。
　セミナーの締めくくりでは、本セミナ
ーで学んだ内容を職場で実際に活かせる
よう、社会人としての自身のビジョンと
具体的な行動計画を策定してもらいまし
た。新入社員の皆様の職場でのご活躍を
期待しております。

新 を開催入 社 員 セ ミ ナ ー

～新入社員セミナーに参加して～

税理士法人 小宮山会計事務所

徳　西　千　花

　４月26日(火)、当所において常議員会が開催され、
⑴12件の新規会員加入、⑵給与規則の一部改正、⑶
会頭選考委員会の委嘱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２号議員の職務を行う者の
変更について事務局より説明を行いました。
　小宮山会頭からは１ドル＝128円になるなどいわ
ゆる「悪い円安」が進んでおり、輸入コストの増加
やインフレが懸念されている。こうした中で①付加
価値の向上②全社的な業務効率の改善③DX化の推
進などに予算を割いて取り組んでいかなければなら
ないとの話がありました。
　なお、このたび異動のあった２号議員は次のとお
りです。
　２号議員（新）新潟県厚生農業協同組合連合会
　　　　　　　　小千谷総合病院
　　　　　　　　事務長　長谷川　拓史
　　　　　（旧）新潟県厚生農業協同組合連合会　
　　　　　　　　小千谷総合病院
　　　　　　　　事務長　高橋　茂
　　　　　　　　（敬称略、いずれも４月１日付）

4月常議員会を開催

　去る４月27日(水)、当所において第１回商店街等
連絡会議が開催されました。
　会議では、各商店街・商工振興会より本年度の活
動予定及び組織の現状と課題等について報告があっ
た後、市商工振興課より商業振興に関する過年度の
補助金活用実績や本年度の市や県の補助事業メニュ
ーについて説明がありました。また、商工会議所か
らは、新潟県の「新事業チャレンジ補助金」「消費
喚起・需要拡大プロジェクト応援事業」についての
内容の説明及び対策セミナーの開催、会議所支援事
業について説明しました。
　各団体による報告の後には、今後の商店街等の活
性化に向けた意見交換及び情報交換を行いました。

第１回商店街等連絡会議
令和4年度
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女性会　通常総会開催

青年部　通常総会開催

　４月19日（火）、当所において小千谷商工会議所女性会（髙野
千佳子会長、会員49名）が令和４年度通常総会を開催しました。
　会長挨拶の後、⑴令和３年度事業報告並びに収支決算承認に
関する件、⑵令和４年度度事業計画（案）並びに収支予算
（案）承認に関する件、⑶任期満了に伴う役員改選について審
議を行い、すべて原案通り可決承認されました。
　選任された役員は右記のとおりです。

　総会後にはらくらくパソコン教室（桜町）佐藤順子氏を講師
に「スマホカメラでプチレッスン」の記念講演会を行いまし
た。普段使いのスマホで綺麗な写真を撮るコツや機能の説明な
ど、会員同士で写真を撮り合いながら学びました。その後、㈲
割烹旅館 船山閣みや（船岡）にて懇親会を行いました。万全な
感染症対策のもと、
会員同士の交流を楽
しみました。

　４月23日（土）に当所青年部（会員59名）令和４年度４月通
常総会が開催されました。総会では役員改選を含めた全提出議
案が可決承認されました（令和４年度役員名簿については右記
の通り）。また新たに４名の会員を加え、本年度のスタートを
迎えることができました。
　中村会長からは「今年は創立10周年の節目の年。会員一丸と
なり、様々な事業を展開していきたい。」と挨拶がありました。
　青年部では新規会員を随時募集しています。商工会議所会員
の経営者（もしくは後継者・幹部候補者）の内、51歳までの方
であればどなたでも加入いただけます。興味のある方は右記役
員や青年部メンバーもしくは事務局（ 81－1300）までご連絡
ください。

撮影時のみマスクを外しております。

撮影時のみマスクを外しております。

役職 氏　名 事業所名 備考
会　長 髙野千佳子 (同)髙留商店 留任

副会長 本田真紀子 ㈲片貝煙火工業 留任

副会長 石上　康子 いいこって 留任

副会長 関根　芳美 社会保険労務士法人
せきね事務所 留任

理　事 新谷梨恵子
㈱農プロデュースリッツ
さつまいも
農カフェきらら

留任

理　事 佐藤　順子 らくらくパソコン
教室 留任

監　事 大橋　純子 オーハシカンバン 留任

監　事 高橋智保子 ㈲高由家具店 留任

令和４年度 女性会役員名簿　
（任期：令和4年5月1日～令和6年4月30日）

※敬称略

※前任期間は新型コロナウイルス感染症の影
響で行事の中止等が続いたため、現役員が
全員留任する形となりました。

役職 氏　名 事業所名

会　長 中村　　大 米忠商店

直前会長 鈴木　秀信 ㈱鈴木建築

副会長 山口　　寛 ㈱ロータス片貝

〃 位下　史弥 ひばり認定こども園

〃 久保田陽一 川岸屋旅館

〃 大川　考幸 ㈱ホームセンター大川

理　事 黒﨑慎一郎 ㈱しん設備

〃 髙橋　重尚 ㈱高橋電気

〃 長谷川有理 (福)ほのぼの小千谷福祉会

〃 高橋　達也 ㈱高五組

〃 玉木　優子 川上屋酒店㈾

〃 伴　　雅史 秀和建設㈱

監　事 新谷梨恵子 ㈱農プロデュースリッツ

〃 小林　重晴 ㈲陽光

令和４年度 青年部役員名簿　
※敬称略
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【お問合せ先】
商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金事務局　☏03−6632−1502
受付時間 9：00～12:00､ 13:00～17:00（土日祝日、年末年始除く）
https://r3.jizokukahojokin.info/index.html

小千谷商工会議所　☏0258−81−1300
「新潟県新事業チャレンジ補助金」についてもご相談ください。 詳しい情報はHPで！

小規模事業者持続化補助金　第8回受付が始まりました

小規模事業者(＊)が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成
した上で行う販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度です。

＊常時使用する従業員が「商業・サービス業（宿泊業、娯楽業を除く）」の場合５人以下、それ以外の業種の場合20
人以下である事業者

申請受付等スケジュール（予定）

※第11回受付締切分が本補助金の最終受付回の予定です。

通常枠
特別枠（新設）

賃金引上げ枠 卒業枠 後継者支援枠 創業枠 インボイス枠

補 助 率 ２／３ ２／３
＊赤字事業者は3/4 ２／３

補助上限 50万円 200万円 100万円

追　　加
申請要件

―

事業場内最低
賃金が地域別
最低賃金より
プラス30円
以上

雇用を増やし
小規模事業者
の従業員数を
超えて事業規
模を拡大

「アトツギ甲
子園」におい
てファイナリ
ストに選ばれ
た

産業競争力強
化法に基づく
「特定創業支
援等事業の支
援」を受け創
業した

免税事業者が
新たにインボ
イス発行事業
者として登録

補助対象
販路開拓に必要な経費の一部
製造装置の購入、チラシ作成、ウェブサイト構築、展示会・商談会への出展、店舗改装　など
※内容によって対象とならない場合がありますので、事前に必ず公募要項をご確認ください。

申請受付締切日 事業支援計画書交付の
受付締切日

第 8 回 2022年6月3日(金) 2022年5月27日(金)

第 9 回 2022年9月中旬 2022年9月上旬

第10回 2022年12月上旬 2022年12月上旬

第11回 2023年2月下旬 2023年2月中旬

　 ご注意
本事業は、小規模事業者が商工会・商工会議所の支援を直接受けながら取り組む事業です。

「経営計画書」および「補助事業計画書」など申請に必要な書類等を地域の商工会・商工会議所窓
口に提出の上、「事業支援計画書」の作成・交付を受けてください。
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会員事業所訪問
vol.14

REAL

リアル サイドSIDE

県チャレンジ補助金等を利用して直売所を
新設した酒造会社へお伺いしました。

　小千谷駅前の線路沿いの道を進むと、「清酒　初梅」を看板に掲げた酒蔵が見える。地元の風土に寄り添いな
がら「小千谷の酒」にこだわり続ける、高の井酒造株式会社の代表取締役、山﨑亮太郎さんにお話を伺った。

　高の井酒造の始まりは江戸後期までさかのぼる。現在の小千谷市高梨町五辺に
「山﨑酒造場」として創業し「越の響」などの酒を造っていた。しかし昭和12年に
起きた「五辺大火」により一帯が全焼、山﨑酒造場も蔵や台帳など全てが焼失した。
その後現在の駅前へ蔵を移転し酒造を再開しようとしたところ、太平洋戦争の影響
で国から米の供給が統制され、酒造りで自由に米が扱えなくなった。酒が造れない
ならば、と「山崎醸造㈱」を創業。味噌や醤油の醸造を始めた。
　戦争が終わり、15年の歳月を経て酒造が再開される。初めの蔵があった高梨町五
辺の「高」を社名につけたのが、現在まで続く「高の井酒造」である。

　酒の仕上がりは水や米、醸造時の環境に左右されることから、高の井酒造では
「小千谷での醸造」に強いこだわりを持つ。昭和62年に全国初の「雪中貯蔵」の酒
を発売。またＪＡと協力して新潟県の高級酒米「越淡麗」を小千谷で栽培し、平成
19年に小千谷の酒米、水、蔵で作られた小千谷の酒「田友」を発売。今では小千谷
の地酒として広く親しまれている。

　今年３月には新潟県新事業チャレンジ補助金制度などを利用して直売場「ゆ
きみず庵」を新設した。自社商品の直売の他、食や酒に関するセミナーやイベ
ント開催を予定している。また酒の他にも酒粕スイーツや手ぬぐいでラッピン
グしたプチギフトなど、地元企業とのコラボ商品も並ぶ。地元企業と繋がるこ
とで自社だけではできない商品開発が可能となった。それぞれの商品を通じて
小千谷という土地を知り好きになる方が増えれば、と山﨑さんは語った。
　事前の予約で高の井酒造の酒蔵見学も可能。小千谷のお土産に、自分の楽し
みに、一度立ち寄ってみてはいかがだろうか。

　山﨑さんは「小千谷の風景が浮かぶような酒を造っていきたい」と語った。「県
外や海外の方が小千谷の酒を口にした瞬間に、小千谷の棚田や雪景色などの豊か
な自然の情景が浮かんで『ここに行ってみたい』と思ってもらえるような、そし
て地元の人から愛され、他に誇っていただける酒造りを目指しています」
　酒は造られた環境により味を変える。新設されたゆきみず庵の名前は、高の井
酒造の酒造りの要となる「雪」と「水」から名付けられた。小千谷の風土に寄り
添いながら、江戸から現在に至り「小千谷を写す酒」を造り続けている。

「酒で小千谷を表現したい」

米・水・雪と「ゆきみず庵」

大火、戦争…、困難あれど江戸から続けた“醸造”

高の井酒造
株式会社

▲ゆきみず庵では販売の他に、定番
や季節の酒などの計6種が500円
で試飲できる。

▲代表の山﨑亮太郎さん。
　社屋入口にかけられたのれんも
小千谷のメーカーによるもの。

▲田友ラベルの
特徴的な滲み
は、水の張ら
れた水田を表
したもの。

▲大火の際に何とか持ち出され
た当時の金庫。嚙み合わせが
ずれてしまい、今は開かない。
ゆきみず庵にて展示中。

小千谷駅

東小千谷
中学校

山崎醸造

高の井酒造
ゆきみず庵

◦住所：小千谷市東栄3-7-67
◦電話番号：0258-83-3450
◦直売所営業時間：
   10：30～16：00
　（日曜・祝日休み）
※酒蔵見学は要予約
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　今回は、ＩＴ化に積極的に取り組み、可能となった「柔
軟な働き方」でコロナ禍による緊急事態宣言時にも迅速に
対応した福岡県のグランド印刷㈱です。

　福岡県北九州市に本社を構えるグランド印刷は、シルク
スクリーン印刷をはじめ、不動産業の販促支援、看板・装
飾、デジタル壁紙など次々と新規事業を軌道に乗せてきた。
　2020年春、新型コロナウイルス感染症にかかわる緊急事
態宣言が出され、出勤者数抑制が求められると、同社は現
場の半数を交代出社、東京支店の社員や営業・受注業務担
当者をテレワークに移行するなど、迅速な対応を行った。
　社会の要請に応え、社員の安全・安心も確保できたので
ある。
　ではなぜ、素早く移行できたのか。
　グランド印刷では、10年ほど前に、支店や顧客先にいる
担当者も基幹システムを活用できるよう、クラウド化を
行った。
　「クラウド」とは、インターネット上の専門会社の設備
内にデータやシステムを置き、ネット経由で利用する仕組
みを指す。ネットがつながる場所なら、場所を問わず業務
を進めることができるのである（もちろん、本人認証をは
じめ、セキュリティ対策は必要）。
　「東京支店ではノートＰＣを使っていましたので、自宅
に持ち帰って受注作業などを行ってもらいました」

　小泊勇志社長は当時の様子をこのように説明する。
　遠隔での情報共有には、文字で会話や連絡、意見交換を
行える、クラウド型のチャットシステムを利用している。
　また、「当社にはすでにハンコがなかったことも奏功し
たと思います。例えば営業の見積もりにおいてはあらかじ
め基準を設け、異なるときだけチャットシステム上で稟議
（りんぎ）を上げる仕組みとしています。承認を得るため
の出社は不要なのです」とのことだ。
　どこにいても支障なく業務が進められるようクラウド型
を選んだことが、コロナ禍でも生きたのである。
＊注　クラウド以外にもテレワークを実施する方法はある。
　同社は、つねにＩＴ投資を行い、基幹システムを改良し
続けている。
　例えば現在は、Ｗｅｂから注文が入った場合、ボタンを
押すだけでシステムに顧客情報や売上情報が反映され、想
定粗利も自動計算される。システムを導入した７年前に
500社程度だった顧客リストは今や7,000社レベルに増加し
たが、同じ人数で対応できているという。
　「ＩＴの活用で大事なのは売り上げを高めていかに儲け
るか。必死になって業務をするのではなく、できることは
コンピュータに任せ、どんな商品企画を立てたらお客さん
が喜ぶかなどを考えて働くほうが楽しいでしょう。働き方
改革の時代ですから」と小泊社長は力説する。自身も子育
て中であり、時間の使い方の大切さが身に染みているそうだ。

5 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

９日(月) 事業復活支援金相談窓口、新潟県新事業チャレンジ補助金説明会

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

７日(火) 正副会頭会議

11日(土) 第29回会員ゴルフ大会

12日(日) 簿記検定

14日(火) 常議員会

15日(水) 日商委員会

16日(木) 青年部役員会

24日(金) 通常議員総会

26日(日) 珠算検定

6 月

｢コロナ禍の在宅勤務に、素早く対応できた理由とは」
ＩＴ経営マガジン
｢COMPASS」編集長 石原　由美子

会 員 情 報会 員 情 報会 員 情 報
4月末会員数　964

■新規会員
小千谷防水工業
佐藤良則　　薭生　　　防水工事
行政書士　やまが法務事務所
山賀　悟　　片貝町　　行政書士
EMU THREE
間野達哉　　薭生　　　美容業
高栄クリーニング店
高橋弘充　　平成　　　クリーニング
特定非営利活動法人　想
望月博之　　東栄　　　パン製造・販売
Angel & Co.
阿部翔太郎　日吉　　　サービス業
魚のいこい
小林　三郎　本町　　　居酒屋
■代表者変更
(株)竹内製菓
(有)皐月堂（４月１５日付）
(新)竹内義朗　　(旧)竹内和孝
一品香（４月20日付）
(新)若井一良　　(旧)若井哲夫

エンジェル   アンド カンパニー

【事例からヨミトル】
・業務で使うＩＴツールは、インターネットから利用
する「クラウド」も増えてきました。
・クラウドの活用により、場所を問わず実施できる業
務が増え、働き方に柔軟性が生まれます。

会報本誌に掲載
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『商工会議所福祉制度キャンペーン』

　ベストウイズクラブでは､｢福祉制度キャンペーン」
を5/2～6/30に実施いたします。
　本キャンペーンは『商工会議所福祉制度』を会
員の皆様にご理解いただき、会員事業所の福祉向
上にお役立ていただくことを主な目的としています。
　『商工会議所福祉制度』は、経営者・役員の皆
様の保障や退職金準備他、入院・介護・老後に備
えた様々な保障ニーズにお応えするものです。
　商工会議所職員とアクサ生命保険株式会社の担
当社員がお伺いした際には、是非ご協力いただき
ますようお願い申しあげます。

※「ベストウイズクラブ」は、商工会議所共済制度・
福祉制度の普及・推進を目的とし全国各地の商工会
議所およびアクサ生命保険株式会社により運営され
ている組織です。

実施のお知らせ

小千谷商工会議所　担当：水内
－連絡先－ ＴＥＬ　８１－１３００

4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
４月の業況(前年同月比) ▲25.7 ▲27.0 ▲17.0 ▲28.3 ▲39.5 ▲21.1

３ヶ月先見通し（4月～ 6月) ▲28.0 ▲26.1 ▲26.3 ▲29.5 ▲38.1 ▲22.1

北陸
信越

４月の業況(前年同月比) ▲21.3 ▲27.3 ▲6.7 ▲38.1 ▲42.4 ▲9.8

３ヶ月先見通し（4月～ 6月) ▲25.1 ▲24.2 ▲33.3 ▲28.6 ▲36.4 ▲9.8

※矢印は3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、▲25.7（前月比＋7.0ポイント）　
　日常生活の回復が進み、外食・宿泊関連のサービス
業や、製造業で業況が改善。一方、資材の供給不足等
で工期が長期化する建設業で業況が悪化した。また業
種を問わず、対露制裁や円安により資源や原材料価格
等の高騰が加速化し、収益の圧迫要因となっている。
加えて価格転嫁の遅れなどから、景況は２ヵ月連続で
改善しているものの、まん延防止等重点措置が出てい
た昨年４月と同水準の回復に止まっている。
先行き見通しDIは、▲28.0（今月比▲2.3ポイント）
　コロナの沈静化による活動回復に加え、大型連休の

消費拡大に期待感が高まる一方、感染再拡大を恐れ観
光などを懸念する声が寄せられている。またウクライ
ナ危機の長期化、原材料価格等の高騰や円安の進行へ
の不安感は拭えず、警戒感は強く、厳しい見方が続く。
北陸信越の全産業の業況DIは、改善。
　製造業では底堅い設備投資需要により、金属製品や
電気機械を中心に売上・採算が改善も、急激な円安の
影響や原材料価格の高騰に伴う採算の悪化を懸念する
声も聞かれた。また卸売業では、好調な生産用機械の
需要により、機械器具関係等の製造業関連で売上が増
加した。

2022年4月期

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

◆定　員　120名
　　　　　定員になり次第締め切り。
　　　　　5月20日(金)までに
　　　　　　　　お申し込ください。

※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４月号の折込チラシもしくは
会議所ＨＰをご覧ください。

　当所では５月１日～10月末
までの期間クールビズを実施
しています。
　上記期間中に開催される当
所主催の会議等へのご出席の
際には、ノーネクタイ・ノー
ジャケット等の軽装でお越し
ください。

夏季の軽装

 クールビズ実施中

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

建設工業部会

Part10 建設業には多くの業種が存在し、それぞれが高
い専門性と特色を持っています。小千谷商工会
議所建設工業部会は建設工事の種類ごとに４
つの分科会を設けています。今回は土木やコン
クリート、解体を行う「土木建設工事分科会」
に所属している事業所を紹介します。

※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。

　創業は現在の代表取締役の諏訪部栄一氏の祖父によるもので、鉄骨等を扱う会社から
始まった。現在は水道関係の設備工事の施工が主力となり、幅広く生活の水回りを支え
ている。「家でも店でも、どこでも行きます。何でもご相談ください」と語ってくれた。
　近年では工事で出た端材を利用したオーダー家具の製作も開始。パ
イプやナットなど、設備資材の機能美を活かした一点もののインテリ
アに興味のある方は、一度問い合わせてはいかがだろうか。

▲代表の
　諏訪部栄一さん（右）と
　甥の大渕良輔さん（左）。

小さな蛇口から消雪パイプまで　㈲諏訪部鉄工所

▲㈲諏訪部
　鉄工所
　HP

▲端材利用の
　ウッドラック。

事業所名 電話番号 営業内容

㈱北越トラスト 82-2634 舗装工事、土木構造物の設計及び施工

小杉土建工業㈱ 83-2511 土木・建築請負施工を主体とする総合建設業

㈱伴清工業 82-2250 土木・建築工事

㈱ヨシケン 82-2240 土木・建築工事

㈱キムラ 82-7311 土木・建築工事・宅地建物取引

丸山建設㈱ 89-2525 総合建設業、砂利採取販売

㈱岡惣 82-4155 砂利・砂・砕石・玉石採取販売・生コンクリート

小千谷生コン㈱ 82-4515 生コン製造・販売

㈱丸山工務店 82-3242 建設業(主に建築工事)

㈱吉村組 82-5330 総合建設業

渡辺建設㈱ 82-2187 土木・建築請負

㈱広川工務店 83-3019 土木・建築工事請負

㈱藤塚組 84-2334 土木工事・建築工事

㈲ケーエス商事 83-3560 解体工事、建設機械リース

㈱柳田工業 82-1027 一般土木工事、土木建築型枠工事、鉄筋工事、鉄筋ＰＣ加工・解体工事

㈲池田産業 83-2352 土木建築工事一式、一般貨物運送事業

瀬下建設㈱ 2206-9557 建設基礎工事

秀和建設㈱ 82-0535 建築・土木工事一式請負

㈱田代屋工業 86-5777 建設業

㈱城川道路 83-2226 道路舗装工事・東北電力のメンテナンス

㈱和光造園緑地建設 82-1676 生花販売、造園設計施工管理、観葉植物レンタル

㈱須田ボーリング 82-8101 さく井

菅原 祥光 83-1633 土木建築業

石政石材工業㈱ 82-2944 墓碑

㈲トーザイ 83-3160 解体工事、一般貨物自動車運送、不動産取引業

㈱大渕重機建設 86-2162 土木工事・除雪

㈲羽鳥建機 86-2264 土木工事

㈲栄鉄工 84-2404 鋼構造物工事

高野工業 84-3494 基礎工事

諸我石材店 84-2317 墓石・石材加工

㈲東山重機 59-3524 一般土木工事

山平重機 59-3483 土木土工業

㈱長岡コンストラクション 94-5421 貨物自動車運送事業、土木工事

㈲保科産業 82-6721 鳶、土工工事、解体、一般ゴミ・産業廃棄物収集運搬

土木建設工事分科会　68事業所所属 ※土木、コンクリート建設、解体を行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

㈲渡辺重機 83-3583 土木工事

郷建設工業 8031-7335 住宅基礎・コンクリート・土木工事

新保造園㈱ 82-4539 造園工事・庭園等維持管理

㈲小林コンクリート工業 82-1253 土木工事・鳶土工・コンクリート工事

㈲新協商事 82-9972 鉄筋ガス圧接工事

㈲つばさガーデン 86-3062 造園土木工事

㈲ＳＵＮ鋼業 86-6166 鉄筋工事

渡部工営 86-3288 総合解体業

㈱高五組 82-2963 土木建築工事

魚沼道路㈱ 83-3003 各種舗装工事

㈲諏訪部工務店 89-4503 土木建設（電気工事、送電部門の鉄塔基礎工事及び保安・修繕工事）

㈲大平建設 84-2354 建築・大工・鳶・土工工事、鋼構造物

㈱安達工務店 84-3006 総合建設

協和コンクリートポンプ㈱ 83-2171 生コン圧送工事・地盤調査

㈲小林ポンプさく泉工業 82-8065 さく井工事・配管工事

㈲ウェルササオカ 82-9502 鉄筋工事・超音波検査

㈲阿部ボーリング 83-3261 さく井工事

㈲小木建設 83-2628 土木工事・舗装工事

㈲新保重機 82-3854 一般土木・建設機械

㈲杉友建設 82-8257 土木工事・建築工事

宝砂利㈱ 82-9255 建設用骨材、産業廃棄物収集運搬・中間処理・建設業

㈲瀧澤重機 82-0777 一般土木工事

㈲ヒロイ重建 81-0277 一般建設、重機リース

信濃建機（協） 82-6129 特定建設業、一般貨物自動車運送

広井造園 83-1845 造園工事

永野基礎サービス 82-9182 コンクリート基礎工事

㈱安部技研 82-9837 土木工事・鳶

㈱丸栄 83-0040 とび・土木工事

㈱丸山工務所 小千谷営業所 82-2819 土木工事、建築工事

㈲高見石材 小千谷営業所 83-3357 墓石製品製造販売

㈲郷鉄筋工業 83-5990 鉄筋工事

㈱ホクユウ 83-3986 舗装工事・土木工事・とび土行工事

㈱佐藤土建 86-2006 土木・建築工事請負

㈲諏訪部鉄工所 86-2229 鉄骨工事・融雪工事・ガス水道排水他設備工事

おぢや会議所だより8



※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～

｢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。

5月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

※追加で開催することもございますので、会議所HPをご確認
　いただくかお電話でお問い合わせください。

発信者・件名 主な内容 お問合せ先

【新潟県】
新潟県新事業チャレンジ

補助金
（第１回募集）

[一般型] [重点型(新設)]

長期化する新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、
中小企業等が経済社会活動の変化に対応するために行
う商品開発やサービス提供、ポストコロナ社会を見据
えて未来社会を切り拓くＤＸや脱炭素等に関する前向
きなチャレンジ等を支援。
【補助率】
　一般型：１／２以内、重点型２／３以内
【補助額】
　一般型：最大100万円、重点型：最大133万３千円
【補助対象経費】
　機械装置等費、広報費、外注費、展示会等出展費など
【第１回申請受付期間】
　令和４年４月20日（水）～６月３日（金）
　　　　　　　　　　　　　　　　※年２回募集予定
【申請書提出先】
　最寄りの商工会又は商工会議所

小千谷商工会議所では本補助金にかかる申請支援を
行っております。お気軽にお問い合わせください。

【新潟県】
新潟県新事業チャレンジ補助金
ホームページ
https://www.pref.niigata.lg.
jp/sec/chiikishinko/challeng
e202102niigata.html

【小千谷商工会議所】
中小企業相談所
TEL：0258―81―1300

【厚生労働省・文部科学省】
学生等アルバイトの
労働条件の確保について

学生等アルバイトの労働条件の確保のため、多くの新
入生がアルバイトを始める４月から７月までを「アル
バイトの労働条件を確かめよう！」キャンペーンの実
施期間とし、アルバイト問題に関する重点的な周知・
啓発のほか、若者への相談対応の充実等を図っていま
す。

【厚生労働省】
確かめよう労働条件
｢労働条件に関する総合サイト｣
https://www.check-roudou.
mhlw.go.jp/
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アクサ生命保険株式会社　新潟支社　長岡営業所
〒940-0071　長岡市表町 2-3-1　吉原リースビル 3F　TEL0258-35-2440
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