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第6回ながおかビジネスマッチング個別商談会（P4）

ビジネスチャンス
拡大

県内外の会員同士で
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収益を大きく
圧迫している
28.4％

収益をやや圧迫している
52.8％

収益への影響は少ない
13.7％

収益への影響は
ほとんどない
3.0％

わからない 2.0％

小千谷商工会議所会員 原材料等仕入価格高騰の影響調査結果（抜粋）
　令和４年８月22日(月)～８月31日(水)の間、当所会員744社にアンケートを実施。
有効回答企業数197社（回収率：26.5％）。

今般の原材料等の価格高騰による仕入価格の上昇が、現在どの程度収益に影響を及ぼしていますか？
　多くの企業において「収益をやや圧迫している」（52.8％）との回答が多く、次いで 「収益を大きく圧迫し
ている」（28.4％）となり、約８割の事業所で原材料等の価格高騰により収益を圧迫されている。

選択肢 回答数 構成比

収益を大きく圧迫している 56 28.4%

収益をやや圧迫している 104 52.8%

収益への影響は少ない 27 13.7%

収益への影響はほとんどない 6 3.0%

わからない 4 2.0%

合　計 197 100.0%

仕入価格の上昇を販売価格に転嫁できましたか。
　仕入価格の上昇分を販売価格に転嫁できた事業所は全体の56.3％、全て価格転嫁出来た事業所は10.7％で、収
益の圧迫を余儀なくされているにもかかわらず、充分に価格転嫁できていない事業所が多い。

選択肢 回答数 構成比

上昇分は全て転嫁した 21 10.7%

上昇分は８割程度転嫁した 32 16.2%

上昇分は５割程度転嫁した 29 14.7%

上昇分は２割程度転嫁した 29 14.7%

転嫁しなかった 43 21.8%

交渉中又は検討中 43 21.8%

合　計 197 100.0%

収益を大きく
圧迫する
33.5％

収益をやや圧迫する
51.8％

収益への影響は少ない
9.1％

収益への影響は
ほとんどない  2.0％

わからない 3.6％

この先の原材料等の価格変動による仕入価格の変動が、今後の収益に及ぼす影響をどの程度見込んでいますか？
　今後の収益の影響については、「収益をやや圧迫する」（51.8％）が一番多い回答となったが、次いで「収益
を大きく圧迫する」（33.5％）となり、今後の状況によっては収益に大きな影響が出る。

選択肢 回答数 構成比

収益を大きく圧迫する 66 33.5%

収益をやや圧迫する 102 51.8%

収益への影響は少ない 18 9.1%

収益への影響はほとんどない 4 2.0%

わからない 7 3.6%

合　計 197 100.0%

上昇分は
8割程度転嫁した
16.2％

上昇分は
5割程度転嫁した
14.7％

上昇分は
2割程度転嫁した
14.7％

転嫁しなかった
21.8％

交渉中又は検討中
21.8％

上昇分は全て転嫁した 10.7％
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上昇分は
全て転嫁する
18.8％

上昇分は
8割程度転嫁する
16.2％

上昇分は5割
程度転嫁する
8.6％

上昇分は2割
程度転嫁する
10.7％

転嫁しない
12.7％

交渉中又は検討中
33.0％

今後の価格転嫁の見込みはどの様ですか？
　今後についても、54.3％の方が販売価格に転嫁すると回答したが、その内全額転嫁出来ると回答した事業
所は18.8％に留まった。

現在の資金繰りの状況を教えてください。
　資金繰りに関しては、50.8％の事業所で問題はないとの回答だが、厳しい、やや厳しい事業所も48.3％ある。
今後の状況によっては逆転する可能性も考えられる。

※本紙には、結果の一部しか掲載していませんが、当所ホームページにて報告書を掲載しており
ますので、詳しくはそちらをご覧ください。

　URL：https://www.ojiyacci.org/genzairyo202209/

選択肢 回答数 構成比

厳しい 35 17.8%

やや厳しい 60 30.5%

問題はない 100 50.8%

未回答 2 1.0%

合　計 197 100.0%

原材料、燃料費等の節約
30.0％

固定費削減
24.1％

仕入先・
方法の変更
17.9％

生産プロセス
の見直し
7.6％

省エネ設備への切替 5.0％
使用原材料の変更 6.7％

リニューアル、新商品投入
6.2％

その他 2.5％

仕入価格上昇などに対応するため、価格転嫁以外にどの様な対処をしていますか？（複数回答可） 
　半分以上が経費の削減を考えており、収益を上げるために無駄を省くとの回答が多い。一方で省エネ設備の
導入や原材料や新商品を投入して、利益幅の増加を図る事業所もある。

厳しい
17.8％

やや厳しい
30.5％

問題はない
50.8％

未回答
1.0％

選択肢 回答数 構成比

上昇分は全て転嫁する 37 18.8%

上昇分は８割程度転嫁する 32 16.2%

上昇分は５割程度転嫁する 17 8.6%

上昇分は２割程度転嫁する 21 10.7%

転嫁しない 25 12.7%

交渉中又は検討中 65 33.0%

合　計 197 100.0%

選択肢 回答数 構成比
原材料、燃料費等の節約 107 30.0%
固定費削減 86 24.1%
仕入先・方法の変更 64 17.9%
生産プロセスの見直し 27 7.6%
省エネ設備への切替 18 5.0%
使用原材料の変更 24 6.7%
リニューアル、新商品投入 22 6.2%
その他 9 2.5%

合　計 357 100.0%

QRコード検索はこちら 

▲

今回の結果をふまえ、小千谷商工会議所では影響を受ける事業者への支援策を国や自治体に求めてまいります。
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 去る９月20日(火)に当所において常議員会を

開催し、⑴新規会員加入承認に関する件、⑵副

会頭選任(案)の同意に関する件、⑶専務理事選

任(案)の同意に関する件、⑷監事選任(案)の同

意に関する件、⑸給与規則の一部改正(案)承認

に関する件、日商会頭表彰の推薦(案)承認に関

する件、⑹臨時議員総会日程(案)承認に関する

件について審議が行われ、原案どおり満場一致

で可決承認されました。

　選任を同意された次期役員は、10月25日の臨

時議員総会で承認された後に就任が決定します。

　11月号にて、次期役員・議員ならびに、各部

会の正副部会長、日商会頭表彰受賞者を掲載い

たします。

9月常議員会を開催

　９月15日(木)、ハイブ長岡にて長岡・柏崎・小千
谷・十日町商工会議所主催による商工会議所会員限
定の「第６回ながおかビジネスマッチング個別商談
会」を開催しました。
　本年度は長岡近隣エリアや近県も含めて全体で
174社のエントリーがあり、当日は121社198件の商
談が実施されました。小千谷からは20社のエントリ
ーがあり、14社37件の商談が行われました。
　参加した企業からは「インターネット販売や広告
関係の企業とも話ができ、非常に有意義だった」、
「サンプルを送ってほしいと言われ、次につながる
商談となった。会議所の事業をこれからも活用して
いきたい」等の声をいただきました。

第6回ながおかビジネスマッチング
個 別 商 談 会

小千谷商工会議所会員企業14社37件の商談を実施

　９月28日(水)に食品関連事業者を対象とした「サ
ステナブル商品開発セミナー」をハイブリッド方式
で開催しました。
　講師の田中良介氏は、オランダのイノーバ マー
ケット インサイツ社の日本カントリーマネージャ
ーとして世界の食品トレンドの情報を日本企業に提
供しており、本セミナーでも世界トレンドの重要ポ
イントである「クリーンラベル」や「サステナブ
ル」に日本の小規模事業者が取組む意義について、
様々な事例を示しながら分かりやすく解説していた
だきました。消費者のSDGsへの意識の高まりにより

選ばれる商品とは？参加者
はうなずきながら興味深く
聴いており、非常に有意義
なセミナーとなりました。

　選ばれた県内の優れた商品を新潟伊勢丹で２週間
販売する「NIIGATA越品」は、来年１月25日～２
月７日に「小千谷と長岡ウイーク」が開催されるこ
とになり、出店を目指す小規模事業者が２回の採用
アプローチセミナーを受講しました。
　１回目は、９月１日(木)にフードメッセinにいが
たディレクターの白井憲一氏より「越品バイヤーに
ささる！FCPシートの書き方」を、２回目は９月16
日(金)にNIIGATA越品バイヤーの小籏大祐氏より
「百貨店バイヤーが教える！採用したくなる商品」
をそれぞれ説明いただき、参加者は熱心にメモを取
りながら聴講していました。
　今後は実際の売り場を見学し、バイ
ヤーとの商談会（出店者選考）を経て
越品採用が決定します。百貨店ブラン
ドへの採用までのプロセスを経験する
ことで商品開発力・販売力をつけてい
ただく絶好の機会となっております。

令和４年度「伴走型小規模事業者支援推進事業」スタート！

｢NIIGATA越品｣
採用アプローチセミナー❶ サステナブル

　　商品開発セミナー❷

◀９月１日　NIIGATA越品　採用
　アプローチセミナー（ハイブリッド開催）
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会員事業所訪問
vol.19

REAL

リアル サイドSIDE

小千谷商工会議所の１階にオープンした、串焼き居
酒屋へお伺いしました。

　令和４年６月、小千谷商工会議所の１階に串焼きの店がオープンした。厳選した肉や季節の野菜を串で焼き、
明るい笑顔と一緒に提供している「串焼き 花美」の店長、岡元美樹さんにお話を伺った。

　岡元さんはもともと新潟市で飲食業とは全く関係のない、英語に携わる仕事
をしていた。自分の料理で人に喜んでもらうのが好きで、休日は日がな一日キ
ッチンにこもることもしばしばあった。学生時代に飲食店でアルバイトをして
いた経験から、いずれは料理と酒で人と接する自分の店を持ちたいと思っていた。
　家族の理解と協力が得られ、自分の店を持つことを決意した岡元さんは、地
元小千谷で物件を探し、小千谷商工会議所の１階にあった居酒屋の居抜き物件
を借りて「串焼き 花美」をオープンした。

　串焼きをメインに提供する花美では、厳選した肉と小千谷産の旬の野菜を使用し
ており、試食に試食を重ねたこだわりのメニューを提供している。一頭ものの豚レ
バーは、「これを食べてほしくて！」と家族を連れて来たが満席で、数時間ごとに
店に顔をのぞかせてくれた客もいたそう（３回目の来店で無事入店できたそうだ）。
　女性にも人気の野菜を肉で巻いた串は客の声から生まれたメニューで、様々なア
イデアを取り入れながら新メニュー開発に取り組んでいる。

　店内は落ち着きの中にも親しみを感じさせ
る一方、オリエンタルな照明やインテリアな
どで独特の雰囲気を演出している。「お客様
からは『居心地がいい』とよく言っていただ
けますね。女性１人でも立ち寄りやすいお店
を目指しています。気軽に料理やお酒を楽し
んだり、お喋りしに来てください！」と岡元
さんは語った。

　知り合いから「このコロナ禍に？なんで今オープンするの？」と聞
かれることもあったが、岡元さんは「この『どん底』のような今なら、
これから上がっていくばかりの状況だ！」と前向きにオープンを決意
した。オープン前には「うまくやっていけるだろうか…？」と不安で眠
れない日もあったが、知り合いの飲食店などに相談しながらその日を
迎え、数カ月経った今では毎日楽しそうな客の声が店内に響いている。

　店名の「花美」は、人が集まりみんな笑顔で上を向く打ち上げ花火
に由来する。仕事帰りなどに気軽に立ち寄り、季節の串を味わいなが
ら、心地の良い非日常を楽しんでみてはいかがだろうか。

▲最高の状態で提供される串焼き。
店は岡元さんと母のトモ子さん
で営業している。 ▲カウンターと小上がりの店内。

　壁や畳の色にもこだわってリフォームした。

▲小上がりの一角に飾られたインテリアは岡元
さんが選んだものの他、客や友人からもらった
開店祝いやおみやげなどの思い出の品が並ぶ。

▼

▲
こだわりの
串焼き。
季節により
メニューは
代わる。

夢を形に。別業種からのチャレンジ

メニューに店内に、「こだわり」を駆使して提供される楽しいひと時

◦住所：小千谷市本町2-1-5　小千谷商工福祉会館1F
◦電話番号：86-0074
◦営業時間：18時～23時
◦定休日：日・祝 詳細な営業カレンダーは

インスタグラムにて

笑顔で見上げる花火のように

は な び

花美
串焼き
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

《今期状況》

卸売業

小売業

製造業

建設業

サービス業

合　計

増加 不変 減少

33.3

28.6 35.7 35.7

35.3 41.2 23.5

33.6 36.1 30.3

29.0 41.929.1

14.353.632.1

53.3 13.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

《来期見通し》

卸売業

小売業

製造業

建設業

サービス業

合　計

好転 不変 悪化

33.3

3.6 57.1 39.3

5.9 52.9 41.2

9.2 51.3 39.5

3.2 58.138.7

21.457.221.4

13.3 53.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

卸売業

小売業

製造業

建設業

サービス業

合　計

好転 不変 悪化

13.3

89.3 10.7

70.6 29.4

4.2 71.4 24.4

3.2 45.251.6

17.971.410.7

6.7 80.0

会 員 景 況 調 査 結 果会 員 景 況 調 査 結 果
令和4年7月～9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７月～９月期の実績及び令和４年７月～９月期の見通しについて調査した。
◇ 回 収 状 況　　132企業中、119企業より回答を得た。 （回答率90.2％）

売上高の動向(前年同期比)

資金繰り見通し(前年同期比)経常利益の見通し(前年同期比)

　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33.6%、「不変」の企業
割合は36.1%、「減少」の企業割合は30.3%となった。
前期より「増加」の割合が増え、「不変」「減少」の回
答割合が減少した。原材料価格上昇など厳しい状況は
続くが、コロナ禍の落ち着きからか回復の傾向が見ら
れる結果となった。

　全業種平均DI値は3.3%となった。卸売業のDI値は
20.0%、製造業のDI値は17.8%となったが、小売業で
は▲12.9%のマイナスとなった。前回調査と比べマイ
ナス幅は19.7P縮小し、中でも建設業、サービス業に
大きな回復が見られた。業種によって明暗がはっきり
出た結果となった。

　来期見通しは「不変」、「悪化」の回答割合が高く、
製造業を除く全業種でDI値はマイナスとなってい
る。全業種平均DI値は▲30.3%となり、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。

　全業種でDI値がマイナスとなり、建設業のDI値が
▲42.0%、サービス業では▲29.4%となった。全業
種で「好転」回答割合は低く、厳しい状況が続く。
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業　種 業　　種　　概　　況

卸　売　業

◆猛暑の影響と仕入れ値の上昇、厳しい状態が続く
　卸売業界から猛暑の影響に関する声が多く上がった。青果卸業から入荷数量が10％ほど減少したが、スイカ
やメロンなどの夏果実の売上がよかったという声があった。また段ボールなどの包材やガソリンなどの値上がり
の影響が強いが、価格転嫁が難しいとの声も上がった。緊急事態宣言のさ中だった前年同時期と比べれば好
転しているが、７月中旬の感染症急拡大により再び厳しい状況になっているという声もあった。建設資材卸業
からは仕入れ値の上昇や原材料不足に加え、工事の発注が公共・民間ともに減少しているという声もあった。

小　売　業

◆値上げとコロナ禍。不安が続くも、今後の期待も
　原材料費の値上げの影響を強く受けているという声が多く上がった。各業界から、相次ぐ値上げに自社商品
も値上げしたが、なお原材料費が上がり続ける状況に今後の不安を感じるという声があった。従業員がコロナ
感染症にかかり休養せざるを得ない状況となり、大きな負担となったという声も上げられた。一方、おぢやまつ
りの再開やプレミアム商品券の開始など今後の活気に期待する声もあった。

製　造　業

◆価格高騰のさ中でも好調な「半導体」、好転の兆しとコロナ禍対応
　機械製造業界より、半導体関連の受注が好調でEV車や電気部品などの発注が多く入っているという声が
あった。一方、原材料価格の高騰に加え、電力などエネルギーの価格高騰を懸念する声も上がった。またコロ
ナ感染症の影響で従業員が出勤できなくなることが多くあり、医療体制の改善に期待する声が上がった。印刷
業界からは、祭りやイベント開催が復活しつつあり、少し安心したという声があった。コロナ禍対応商品や、ウ
ィズコロナ対応が重要という声も上がった。

建　設　業

◆続く資材の不足と高騰、価格転嫁は難しく
　ウッドショックを始めとした資材不足の影響は相変わらず続き、発注から納期まで時間がかかる状況は改善さ
れていないという声があった。資材や燃料の価格は高騰するものの、価格転嫁は難しく、利益を圧迫している
という声も上がった。前年に比べ建築住宅戸数は1.3倍ほど増えており、建売分譲住宅や市外業者の参入が要
因にあるという声があった。様々な要因から契約までに時間がかかる中、リフォーム補助金が顧客の購買意欲
を支えているため、次年度も継続してほしいという声が上がった。

サービス業

◆兆しはあれど、懸念が大きく。厳しい現状が続く
　自動車業界からは、以前よりあった新車の納期遅れが今も続いており、いつ納車されるのかすらわからない
状況という声があった。一方、中古車が高く販売でき、それで何とかカバーしているという声があった。宿泊業
界からは、回復の兆しはあるものの、仕入れ値の上昇に伴い今後の採算がどうなるか見通しがたたず、また人
件費の上昇もあり、現状はかなり厳しいという声が上がった。理美容業界からは、旅行やイベントの前に髪を整
える客が激減しているという声があった。

業　種　別　概　況
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《来期見通し》
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3.2 19.477.4

14.371.414.3
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従業員の変動(前年同期比)業況の見通し(前年同期比)

　全業種の平均DI値は▲24.4%となり、来期の見通
しは、今期比較で▲10.1Pとなった。小売業の「悪
化」回答が半数を占めたほか、建設業の「好転」回
答がゼロとなり、全体的に「不変」の回答が大半を
占め、見通しは不透明である。

　全業種平均DI値は▲6.7%となった。全業種とも
「不変」が多く、全体の73.1%を占めた。「増加」が
「減少」より多くなったのは建設業のみで、各業界
での人手不足が現れた結果となった。
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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10/3～11/30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

　９月５日より当所にて、恒例の初級簿記講習会が
スタートしました。
　新型コロナウイルス感染症対策を行った下、11月
20日(日)の日商簿記検定試験までに全17回の講習を
実施します。今年は11名の方からご参加いただき、
日商簿記３級合格を目指していきます。
　なお、講師として前半８回は小杉税理士事務所
（城内）の小杉淳也先生に、後半９回は和田智美税
理士事務所（三仏生）の和田智美先生に担当してい
ただきます。

～日商簿記3級取得を目指して～

初級簿記講習会実施初級簿記講習会実施中中!!初級簿記講習会実施中!

　昨年に引き続き新潟県が実施した「新事業チャレンジ
支援事業補助金」は、新型コロナウイルスの影響を受けた
県内中小企業等の前向きなチャレンジを応援するもので、
商工会議所又は商工会による相談・助言等の支援を受け
ながら取組むことが要件となっています。
　当所では、小松俊樹中小企業診断士と連携し、４月から
９月の間に24事業者の補助金申請をお手伝いしました。
様 な々業種において前向きに新しいビジネスに挑戦されて
おり、今後の事業展開が期待されます。
　また、本補助金の採択者に対し、補助対象経費の６分
の１を助成する「小千谷商工会議所チャレンジサポート事
業」を実施しています。

・e-Taxによる登録申請
登録申請手続等は、「e-Taxソフト」のほか、パソコンを
利用して申請する「e-Taxソフト（WEB版）」及びスマー
トフォンやタブレットを利用して申請する「e-Taxソフト
（SP版）」により行うことができます。
・書面郵送による登録申請
申請書等を郵送により提出される場合は、管轄地域の
「インボイス登録センター」へ送付ください。

　当所では市内事業所のDX活用促進を目指し、NPO法
人埼玉ITコーディネータで副理事長を務める長戸美樹氏
を講師にお招きした「効果を実感できるDXへの取り組み
方セミナー」を９月７日(水)に開催しました。当日はオンライ
ン受講を含む16名の方からご参加いただき、各業種のDX
活用事例から導入に利用できる補助金制度などを解説い
ただき、参加者も熱心に耳を傾けていました。
　また９月８日(木)、13(火)には個別相談会も実施し、自社
が抱える経営課題の克服やより効果的に販売促進をして
いくにはどのようにデジタルを活用すれば良いのかを講師
とともに相談しました。相談の結果、新しいデジタル活用を
決めた企業もありました。
　今回はIT・DX入門編でしたが、11月にはBtoCに特化し
た内容のセミナーを実施予定です。詳細は今月の折込チラ
シをご覧ください。

昨年に引き続き新潟県が実施した「新事業チ レンジ

「新潟県新事業チャレンジ補助金」
当所で２４件の申請を支援

適格請求書発行（インボイス）事業所登録についてご案内

名　称：関東信越国税局インボイス登録センター
郵送先：〒344-8680　埼玉県春日部市大沼２丁目12番地1
　　　　　　　TEL：048-876-8565

新潟県管轄登録センター

おぢや会議所だより8



　新潟県最低賃金額は、従来の時間額859円から31円引
き上げられ、本年10月１日から890円になりました。
　新潟県最低賃金は、県内で事業を営む全ての使用者及
びその事業場で働く全ての労働者（臨時、パート、アル
バイト等を含む。）に適用されます。
　この機会に、最低賃金額を今一度確認しましょう。

　事業場の最も低い時間給を一定程度引上げ、生産性向
上に取り組んだ場合「業務改善助成金」が利用できます。
　詳しくは、業務改善助成金コールセンターまで、お問
い合わせください。

最低賃金引上げのための支援策｢業務改善助成金｣
をご活用下さい。

◦業務改善助成金に関するご相談は、
　・業務改善助成金コールセンター　電話：0120－366－440
◦最低賃金に関するお問い合わせは、
　・新潟労働局労働基準部賃金室　　電話：025－288－3504

パートも！学生アルバイトも！

時間額 円になりました

新潟県最低賃金は

890

〒950-8625
新潟市中央区美咲町1丁目2番1号　新潟美咲合同庁舎2号館3階
新潟労働局　労働基準部　賃金室
電話025-288-3504、FAX025-288-3515

⎡
｜
｜
｜
｜
⎣

⎤
｜
｜
｜
｜
⎦

2022年10月16日(日)
●時間：10時～15時
●会場：小千谷総合体育館前コミュニティ広場

アンケートに答えて抽選で
豪華景品を当てよう！

来場者限定

抽選付きアンケート

　取引先からのニーズが高い多品種少量生産。しっかり
儲けるには「頑張る」だけなく、仕組みづくりが欠かせ
ません。今回はＩＴツールを活用して煩雑になる現場の
負荷を減らしている、プラスエンジニアリング株式会社
【仙台事業所】です。

　「価格を上げ過ぎない多品種少量生産は、皆が嫌がる
ゾーン。見方を変えるとブルーオーシャン（競合性が低
い）です。この世界で“儲かる”方法を追求してきました」
　こう語るのは、機械部品加工を手掛けるプラスエンジ
ニアリングにて、取締役・仙台事業所長を務める浅野謙
一郎氏である。本社は東京だが、多くの社員が勤務する
工場は宮城県柴田郡村田町にある。
　１個、２個の受注が全体の半数以上を占め、単価も
5000～１万円が中心だ。
　同社は、2009年から、５Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔・
しつけ）を基盤に改革を続け、納期の遵守、利益率上昇
を実現してきた。
　その柱が、⑴社員の能力を高め、多能工を増やす人材
育成、⑵時間のかかる生産計画や正確な見積もり作成に
寄与するＩＴ活用である。
　「不良品を減らすには、技能の基礎を磨くことが第一
です。当社では３カ月単位で個人目標を設定し、クリア

すると賞与時に賞金が加算されます。また、技能検定レ
ベルに応じて、基本給に技能給が加わります」と浅野氏
は説明する。
　ＩＴ活用においては、生産計画の省力化と正確な見積
もり作成に、自動生産スケジューラ「Asprova」を導入
した。ただ、こうしたシステムを使うには、元となるデ
ータが必要になる。
　同社はモノづくりの工程を分解して手順と内容・技能
レベルを見える化。同時に社員一人ひとりの技能段階
（どのレベルの作業までできるか）を明らかにした。シ
ステムでは、受注した仕事を工程・必要なスキルに分解
し、該当するスキルを持つ社員とマッチングして、作業
スケジュールを自動作成する。高い技能を要する工程に
は、該当する社員が優先的に配置されることになる。
　その結果、生産計画作成に要する時間が削減され、配
置が最適化された。見積もり額の基準に関しては、加工
実績を人や機械の作業時間に落とし込み、予測原価を参
照できるシステムを構築し、適正利益を確保する体制を
整えた。
　浅野氏は、「製造業のデジタル化は、経営の源である利
益をどう確保するかのアプローチが大切です」と指摘する。
　現在は、営業支援の分野におけるＡＩ活用にも取り組
んでいるとのことである。

「多品種少量生産で利益を上げる知恵」
ＩＴ経営マガジン
｢COMPASS」編集長 石原　由美子

　【事例からヨミトル】
・業務が煩雑になりやすい多品種少量生産への対応こそ、
ＩＴの活用でバックヤードを効率化したいものです。

・「儲かっているか終わってみないと分からない見積も
り」を出していませんか。見積もりの根拠となるデー
タをそろえ、適正な利益を確保しましょう。
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小千谷商工会議所
8部会所属事業所紹介
観光サービス部会③

Part15 旅行、宿泊、飲食、娯楽、理美容、環境衛生に関わる
事業所が所属する小千谷商工会議所観光サービス部
会では６つの分科会を設けています。今回は写真や
旅行斡旋、観光施設を扱う「写真観光分科会」、清掃
やクリーニング、廃棄物処理を行う「環境衛生分科
会」、理容や美容、貸衣装を扱う「理美容分科会」に
所属している事業所を紹介します。

事業所名 電話番号 営業内容

小千谷綜合開発㈱ 82-5111 ゴルフ場

㈲サクライ写真館 83-2705 写真撮影・画像処理・現像

(一財)小千谷市産業開発
センター・サンプラザ 83-4800 施設の運営管理・地場産業の振興

㈾阿部商店 83-2533 プリント作成・撮影・カメラ関連
商品・化粧品

湯どころ ちぢみの里 81-1717 道の駅・日帰り温泉

写真観光分科会　10事業所所属 ※写真、観光斡旋、観光施設、娯楽施設等の事業所が所属しています。

事業所名 電話番号 営業内容

佐藤写真館 84-2409 写真撮影・DPE

㈱エム・アイ・ディジャパン
玉三郎 小千谷店

82-2235 パチンコ店

スタジオマーチ 090-7288-1780 写真撮影業

㈲小千谷トラベル 83-4004 旅行業

小千谷観光協会 83-3512 観光事業

事業所名 電話番号 営業内容

㈱白友舎 82-2307 クリーニング・リネンサプライ

ＪｉＭＯ㈱ 89-3600 ハウスクリーニング

㈲中越クリーナー 84-2812 清掃業

ホワイトクリーナーズ 82-6720 一般クリーニング

㈲糸井環境保全サービス 82-2492 一般廃棄物・産業廃棄物処理

国松クリーニング店 82-3383 クリーニング

㈲岩渕産業 82-3856 一般廃棄物収集運搬

㈲小千谷清掃社 82-6181 廃棄物収集運搬

㈲クリーニングハトヤ 82-8619 各種クリーニング

㈱ルーミングリフォーム 82-3083 住宅クリーニング・住宅リフォーム

高栄クリーニング店 82-2814 一般クリーニング

環境衛生分科会　22事業所所属 ※清掃、クリーニング、廃棄物収集処理等を行う事業所が所属しています。

事業所名 電話番号 営業内容

都屋 82-2134 店舗・駐車場賃貸

ハイハイネット㈱ 83-0038 リフォーム・訪問介護・便利屋・
ネットサービス

㈲ネック 82-6257 一般廃棄物処理

㈲中越清掃社 82-2955 産業廃棄物・し尿収集運搬

㈲レンタルサービス
小千谷

82-1445 ダスキンマット・モップ・ウエス
のレンタル

新生ビルテクノ㈱
小千谷支店

83-3011 ビル総合管理・清掃・設備・警備

㈱小千谷コンクリート
リサイクルセンター

89-2525 産業廃棄物処理・コンクリート
リサイクル材

㈱スマイルクリーン 81-6422 内装・ハウスクリーニング

ドリーミングフォックス
おぢや

82-5462 資源リサイクル業

㈲ラッキー・ライフ 82-3535 写真、ネット関係

㈲篠田産業 82-7396 一般廃棄物収集運搬・ドッグサロン

◦住所:東栄1-4-1 石川ビル内　　◦営業時間 9:30～17:30
◦定休日:日、祝　◦電話:83-4004

　平成14年に法人化、今年20周年を迎えた。昨年に店舗を移転し、小千谷駅前の
ビルで営業している。宿泊施設の予約や移動手段の手配はもちろん、目的や要望に
合わせたプランの提案や旅行の添乗など、国内外への旅をサポートしてきた。
　10月から全国への旅行を対象に、旅行代金の割引やクーポン券の発行される観
光支援策「全国旅行割」が開始する。感染症対策の下、プライベートな観光や会社
の出張、社員の慰安旅行など、お得な旅の相談をしてはいかがでしょうか。

ここからあの地へ、旅のサポート　㈲小千谷トラベル

▲店舗外観。国内外旅行のパンフレット
が並ぶ。

　「プレミアム商品券も利用可能です。
お得に旅を楽しんでください」

おぢや会議所だより10



※掲載している事業所の詳細につきましては令和4年9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

美容室KiRA 83-0889 美容室

さち理容室 82-3667 理容室・リンパセラピーサロン

ヘアーサロン Cuore 82-7354 美容室

㈲美粧館 82-3961 美容室、貸衣装

㈱雅裳苑 小千谷営業所 82-5124 冠婚葬祭業全般

㈲びんしょう 82-5522 美容室

Private Nail M&School 070-3869-
3633 ネイルサロン

凛楽～riraku～ 090-8254-
6701 リラクゼーション、エステティックサロン

衣裳レンタル LACHIC 090-4070-
5124 衣裳レンタル・ドレス販売

顔剃り処 ヘアサロン結 77-6034 理容室

EMU THREE 94-5712 美容室

スター美容室 82-5147 美容室・着付

㈲レディース美容室 82-2623 美容室・着付

ビューティサロン
セヌマ 82-3339 美容室・着付

羽鳥美容室 83-3053 美容室

ヘアーサロンヨシザワ 82-6351 理容室

美容室 サン・ローゼ 83-3775 美容室

中町理髪店 82-2876 理容室

SPOOL 82-3220 美容室

カプラン 82-6764 美容室

事業所名 電話番号 営業内容

SAfa 81-6299 美容室

美容室おれんじ 83-3325 美容室

HAIR SECTION エコ 82-9011 美容室

理容室 オーハシ 82-4558 理容室

ISA HAIR 82-4172 理容室

髪又 82-3038 理容室

ヘアーサロン たえこ 82-6084 美容室

みつ美容室 82-3700 美容室

れいこ理容室 82-6040 理容室

とみえ美容室 82-4803 美容室・着付

野口理容所 82-3224 理容室

ヘアーワークス カザマ 82-9510 理容室

嵐屋理容所 82-2384 理容室

ヘアーサロン ささき 83-2152 理容室

Barber せき 82-3029 理容室

髪工房 ひで 82-4427 理容室

お紗麗館 くれよん 82-8743 美容室

アロマティックオアシス 
サンダルウッド

81-0280 エステティックサロン

㈱FREEDOM 82-2244 理･美容室、ネイル、エステ
サロン

理美容分科会　39事業所所属 ※理容、美容、貸衣装等を行う事業所が所属しています。

　昭和38年に創業、地元密着型のヘアサロンとして営業を続けてきた。店長の伊
佐利昭さんは、「『人と人とのつながり』を大切にし、来店した人が髪を整えて帰る
だけではなく、施術を受けながらリラックスし、美しくなった髪で自分に自信を持っ
てもらいたい」と語った。
　イサヘアでは縮毛矯正を得意としており、強い癖毛や傷んだ髪も、自然でしっと
り輝くストレートヘアに仕上げる。ヘッドスパや肌ケアを重視した顔剃りなどもオス
スメだそうだ。その人に合ったそれぞれの施術で、自信を持って進んでいけるよう
にとエールを送っている。

人のつながりと、綺麗な髪を　ISA HAIR

予約はＨＰ内公式▶
LINEがオススメ。

ヘアケアのビフォー
アフターも紹介している

▲店長の伊佐利昭さん。「受験や就活前
　の方がいらっしゃるととっても応援し
　ちゃうんですよ！綺麗な髪で勇気を

持って、ワクワク前向きになってほし
いです」

◦東栄3-6-45　　◦営業時間 9:00～19:00
◦定休日:月、火(第3日曜、月曜)　◦電話:82-4172

イ サ ヘ ア
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9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
８月の業況(前年同月比) ▲23.3 ▲23.3 ▲23.3 ▲27.2 ▲31.9 ▲11.4

３ヶ月先見通し(9月～11月) ▲23.7 ▲23.7 ▲20.5 ▲25.5 ▲35.1 ▲17.1

北陸
信越

８月の業況(前年同月比) ▲24.2 ▲43.8 ▲17.8 ▲33.3 ▲34.2 ▲6.0

３ヶ月先見通し(9月～11月) ▲21.0 ▲37.5 ▲15.6 ▲23.8 ▲28.9 ▲8.0

小千谷 ３ヶ月先見通し(9月～11月) 0.0 ▲45.1 ▲7.2 ▲32.1 ▲23.5 ▲24.4

9月末会員数　964

会 員 情 報会 員 情 報会 員 情 報

■代表者変更
㈲藤巻時計店（５月23日付）
(新)藤巻　智美
(旧)藤巻　悦子

㈱新井製作所　新潟工場（７月26日付）
(新)新井　直人
(旧)小林　寛明

㈲阿部ボーリング（９月12日付）
(新)井開　正人
(旧)阿部　浩二

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。

10 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日㈪ 簿記講習会

４日㈫
正副会頭会議、
インボイス制度対策セミナー 昼の部、
インボイス制度対策セミナー 夜の部

５日㈬ 青年部10周年記念講演会

６日㈭ 簿記講習会

７日㈮ 日商女性連全国大会

12日㈬ インボイス制度対策個別相談会、
簿記講習会

14日㈮ 常議員会、
市との経済懇談会

16日㈰ 小千谷うまいもの市

17日㈪ 秋季経済講演会

18日㈫ 県知事要望書提出

19日㈬ 日商委員会

20日㈭ 簿記講習会

22日㈯ 青年部10周年記念式典

23日㈰ 珠算検定

24日㈪ 簿記講習会

25日㈫ 臨時議員総会、
新旧議員懇親会

27日㈭ 簿記講習会

28日㈮ インボイス制度対策個別相談会

１日㈫ 正副会頭会議、
簿記講習会

２日㈬ 創業塾

４日㈮ 簿記講習会

７日㈪ 簿記講習会

８日㈫ DXセミナー、
事業承継個別相談会

９日㈬
県連臨時総会、
DXセミナー個別相談会、
創業塾

10日㈭ インボイス制度対策個別
相談会、簿記講習会

14日㈪ DXセミナー個別相談会

16日㈬ 日商委員会、創業塾

17日㈭ 日商議員総会・臨時会員
総会

18日㈮ 事業承継個別相談会

19日㈯ 創業塾

20日㈰ 簿記検定

21日㈪ インボイス制度対策個別
相談会

25日㈮ 経営相談会

11 月

※矢印は8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＋－＋－＋－

全国商工会議所早期景気観測
全産業合計の業況DIは、▲23.3（前月比▲2.3ポイント）
　高騰が続く資源・原材料価格に加えて、電気代のさ
らなる値上がりや円安による輸入品の価格上昇など、
企業のコスト負担は増加し続けており、全業種で業況
が悪化。さらに、サービス業・小売業では消費マイン
ドの低下、建設業では人件費増加が業況を下押し。製
造業では部品の供給不足、卸売業では天候不順による
物流コストの上昇が業況を下押し。感染状況が落ち着
き、人流も回復基調にあるものの、増加し続けるコス
ト負担が重荷となり、中小企業の景況感は２ヵ月連続
の悪化となった。

先行き見通しDIは、▲23.7（今月比▲0.4ポイント）
　全国旅行支援の再開などによる客足回復の期待感が

小売業・サービス業で広がる一方、物価高による収益
圧迫を危惧する声が聞かれた。業種を問わず物価上昇
によるコスト増に対する十分な価格転嫁も行えていな
い。世界経済の鈍化が顕在化する中、円安や物価上昇
に歯止めがかからず、中小企業の先行きは厳しい見方
が続く。

北陸信越の全産業の業況DIは、悪化。
　建設業では、工期延長や建設資材価格の高騰の影響
を受け、売上・採算が悪化。同業界における人手不足
は深刻であり、関連業者の倒産が増加傾向にあるとの
声も聞かれている。サービス業では消費マインドの低
下や、仕入価格の高騰の影響を受けた飲食業を中心に
売上・採算が悪化した。

2022年9月期

会報本誌に掲載
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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

【新潟県】 
 「世界錦鯉サミット」

サポーターの
募集について

11月に開催される世界錦鯉サミットの開催を記念し
たコラボ商品やイベントなど、サミットを盛り上げ
る取組を広く募集します。委員会が承認した取組に対
し、公式ロゴマークの使用や公式SNSでの周知を通じ
て、「世界錦鯉サミットサポーター」として広報します。 
 

【世界錦鯉サミット開催概要】
開 催 日：令和４年11月６日（日）
会　　場：朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター
対　　象：駐日大使、国会議員等
同時開催：クールジャパンEXPOinNIIGATA

【新潟県】 

公式ウェブサイト

https://worldnishikigoisummit.jp/

【新潟県】 
「Made in 新潟 新商品
調達制度」の募集開始

について

　「Made in 新潟 新商品調達制度」は、新規性の高
い優れた新商品を生産・提供する県内事業者を知事が
認定し、事業者の販路開拓を支援する制度です。
　認定事業者及び認定商品は県ホームページ等に掲載
して広くPRするほか、認定商品は県が随意契約によ
り調達することが可能となります。
募集期間：令和４年９月20日～10月31日
募集要件：下記のいずれかに該当

⑴県の経営革新計画に基づいて生産・提供する商品
⑵県、NICOの補助金、融資制度等を活用するなど県

や機構の支援を受けている商品
⑶国や市町村の補助金、融資制度等を活用するなど、

国や市町村の支援を受けている商品
⑷県内企業が取得した特許権等に基づいて開発、事業

化した商品　他

【新潟県】 
新潟県HP案内

https://www.pref.niigata.lg.jp/

sec/sangyoseisaku/1356807

489343.html

【新潟労働局】 
｢人材確保に関する

セミナー｣
オンライン開催の

ご案内

新潟労働局では、にいがた就職氷河期世代活躍支援
PFに係る委託事業により、「人材確保に関するセミナ
ー」を開催します。

テ ー マ：「なんでうちは人手不足なの?! ～企業と
求職者のギャップ教えます～」

開 催 日 時：10月11日㈫　13：30～15：30
開 催 方 法：ZOOMを使用（無料）
参加申込方法：HP、メール、FAX

【新潟労働局】 
にいがた就職氷河期世代支援
ポータルサイト 
https://www.niigata-work.com/ 

オンライン人材確保セミナーの
ご案内 
https://www.niigata-work.
com/jinzaikakuho-seminar/
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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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