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今 月 の ピ ッ ク ア ッ プ

懇親会の会場準備中（㈲割烹 竹屋）

今年もお疲れ様でした。
忘新年会は
いかがですか？

▪商工従業員表彰 受賞者名簿    (P4.5)
▪うまいもの市会場アンケート 結果発表 
                                                (P2)

▪商工従業員表彰 受賞者名簿    (P4.5)
▪うまいもの市会場アンケート 結果発表 
                                                (P2)

「第2弾おぢや食べ得チケット」販売中（P8）
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　2023年10月１日より施行されるインボイス制度は、
ほとんどの事業所に影響を与える制度です。しかし、そ
の難解さから事業所の皆様が敬遠され、制度について浸
透していないのが現状です。皆様にとって他人事ではな
い制度になりますので、今一度インボイス制度について
ご確認ください。
　また、インボイス制度に登録するか否か、ご自身
で意思決定しなければなりません。会議所や税理士な
どが代わりに決定することはできません。

　情報収集と相談のタイミングはまさに今しかありません。
年末から登録締め切りである３月
末までは年末調整、決算、確定申
告が目白押しで小千谷商工会議所
も含め、関係各所ではインボイス
相談にすぐ応じられるとは限りま
せんので、今のうちにご相談くだ
さい。

インボイス制度や登録の意思決定について
相談するタイミングは〈今〉です!

問合せ先　小千谷商工会議所　☎81－1300

　おぢやまちゼミ実行委員会では11月１日～11月30
日に第15回おぢやまちゼミを開催し、24店舗よりご
参加いただきました。
　前回に引き続き、感染症対策を行った上での講座
開催となりましたが、初参加店舗が増え、各店舗で
対策・工夫を実施し、たのしい雰囲気でまちゼミを
開催することができました。参加した方からは「い
ろいろなアクセサリーがあって楽しかった」「子ど
もが楽しくプログラミング体験をしていて良い経験
ができました」「子どもと一緒にバレエの体験がで
きて楽しかった」などの声が寄せらせました。
　第15回まちゼミの講座
の様子はまちゼミのイン
スタグラムより発信して
おります。気になる方は
ぜひ下記QRコードより
アクセスしてください。
　たくさんのご参加あり
がとうございました。

第15回おぢやまちゼミ終了!!

まちゼミインスタグラム
初心者向けの簡単なおいしい
コーヒーの入れ方(㈲田中園)

チョークアート体験講座(studio N)

まちゼミフェイスブック

今回のアンケート結果の感想を教えてください。
　数ある参加店の中から選んでいただき、ありがと
うございます。うまいもの市へは長年参加させても
らっているので、その中で培われた経験や工夫が、
お客様にちゃんと届いていると思うと、とても嬉し
いです。

具体的にはどういった工夫なのでしょうか。
　当日にならないと分からない要素（天候や商品の
売れ行きなど）も多くあるので、何が起こっても対
処できるように準備９割の心構えでいます。
　商品は持ち帰り用だけでなく、その場食べられる
商品もご用意し、様々なお客様のニーズに対応でき
るように準備を進めておきます。また当日はいつで
も商品の補充ができるよう、仕込み係と運搬係それ
から売り子を担当分けしています。今回のうまいも
の市も晴天に恵まれていたため、会場と店舗を５往
復しました。

アンケートでは “さつまいもスイーツ”以外の商品も
多く回答がありました。
　せっかくのイベントなので、「ここだけでしか味
わえない」商品を提供しようと毎回考えています。
今回は市内の農家さんとコラボレーションして、ト
ウモロコシを販売させていただきました。少し時期
からずれていますが、それでも多くのお客様に喜ん
でもらえたようでよかったです。
　こういったコラボはイベントならではなので、今
後も市内をはじめ多くの方とコラボしていきたいです。

アンケート結果＆インタビュー
　10月16日(日)に開催した小千谷うまいもの市2022では、来場者に「一番印象に残ったお店」を回答して
もらいしました。アンケートは紙版、デジタル版合わせて約530件の回答があり、今回はその中で最も印象
に残ったお店に選ばれた『さつまいも農カフェきらら』にお話を伺ってきました。

◀代表取締役の新谷梨恵子
さん。
　うまいもの市でも好評
だった『イモぽんソフト』
と一緒に
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　国の７省庁が後援する「令和４年度リデュース・
リユース・リサイクル推進功労者等表彰」に、㈱フ
ーゲツが「リデュース・リユース・リサイクル推進
協議会会長賞」を受賞しました。
　㈱フーゲツは段ボールや梱包材などを製造・販売
する会社で、20年以上にわたり廃棄物削減とリサイ
クル等に取り組み、廃棄物を実質ゼロにする「ゼロ
エミッション」を達成。その功績から今回の受賞と
なりました。
　担当の専務執行役員、西山氏は「『社員が誇れる
会社を目指したい』と始めた取り組みでした。達成
まで、困難な場面もありましたが、自社努力を重ね
達成に至りました。今後もこの受賞を誇りに、３Ｒ
に取り組んでいきた
いと思います」と語
りました。
　この度は受賞おめ
でとうございます。
心からお慶び申し上
げます。

㈱フーゲツ
3Rに関する全国表彰を受賞

た
語

め

上

　12月５日(月)、当所においてフラワーアレンジメ
ント講習会を開催しました。
　講習は女性会会員のB・Blanc　大川碧氏を講師に
迎え、ウッドプレートをドライフラワーや木の実、
リボンなどで飾り付けたナチュラルな雰囲気のクリ
スマスリースを作成しました。
　参加した会員同士で情報交
換をしながら、それぞれで選
んだ花や木の実で自由に飾り
つけ、出来上がったリースを
比べて現れる個性を楽しみ、
和やかな雰囲気のもと講習会
は行われました。

女 性 会

月 (月) 当所

フラワーアレンジメント講習会

撮影時のみマスクを外しております

　11月２日(水)より、小千谷市・日本政策金融公庫
の協力を得て、市内で新規創業または第二創業を目
指す方々を対象にした「創業塾」（全４回）を開催
しました。
　講師には中小企業診断士の小松俊樹氏をお迎えし、
創業に対する心構えや、事業計画、事業アイデアの
重要性などについてご講義いただきました。
　新潟県の創業（開業）率は全国でも最下位を争う
ほどですが、当市においても創業相談や実質開業数
が少ないのが現状です。
　今回の創業塾には６名の方が参加され、皆さんか
ら創業への強い意気込みを感じました。
　当所も市内の活性化に繋がる、より質の高い創業
をしていただくために、これからも創業支援に力を
入れて参ります。

小千谷で創業応援します!!小千谷で創業応援しま小千谷で創業応援しま小千谷で創業応援しますすす!!!!!!小千谷で創業応援します!!

「創業塾」開催

　11月16日(水)、当所青年部（中村大会長）では、
阿賀野・新発田への視察研修を行いました。視察研
修は、地元新潟の資源や歴史、文化などの魅力を再
認識することで、小千谷の地域活性化に生かすこと
を目的としています。コロナ禍もあり、実に３年ぶ
りとなる視察となりました。
　視察先は、阿賀野市の新潟東部太陽光発電所、ヤ
スダヨーグルト、新発田市の王紋酒造で、特に新潟
東部太陽光発電所は、新潟県推進の「新潟版グリー
ンニューディール政策」の取り組みの一環として、
自治体が設置した全国初の発電事業用メガソーラー
があり、何千枚というソーラーパネルが、広大な敷
地に整然と並ぶ光景は壮観でした。ソーラーパネル
は落雪に適した傾斜角度で、積雪にも対応できる架
台の高さとなっており、雪国でも効率よく発電でき
るとのことでした。
　ヤスダヨーグルト、王紋酒造は歴史のある会社で
あり、地元の食材にこだわり、
地域密着を軸に発展していま
す。良きものは引継ぎ、また
新しいことにもチャレンジし
ている姿勢は、多くの気づき
を得る機会となりました。

地元新潟をよく知ろう
（ 村大会長）

阿賀野・
新発田編
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エヌ・エス・エス㈱

　　南　雲　克　義　50年
加賀工業㈱小千谷工場

　　和　田　　　功　50〃
　　五十嵐　秀　夫　50〃

㈱魚沼電子

　　猪　俣　哲　也　40年
オヂヤセイキ㈱

　　堀　澤　貞　一　40〃
　　目　崎　美奈子　40〃
㈱片貝製作所

　　安　達　武　夫　40〃
　　山　口　宏　之　40〃
�税小宮山会計事務所

　　金　箱　貴代美　40〃
新デンシ㈱

　　田　中　順　子　40〃
㈱第一測範製作所

　　和　田　芳　夫　40〃
　　阿　部　信　弘　40〃
　　中　山　秀　樹　40〃
新潟銘醸㈱

　　長　壁　和　行　40〃
　　佐　藤　　　努　40〃
　　堀　澤　康　子　40〃
ヒムエレクトロ㈱

　　佐　藤　優　子　40〃
㈱広川工務店

　　木　島　　　保　40〃

㈱北越トラスト

　　片　桐　久　夫　40年
山﨑醸造㈱

　　中　林　昭　久　40〃
理研精機㈱

　　鈴　木　順　子　40〃
　　金　子　達　也　40〃
渡辺建設㈱

　　田　中　富　男　40〃

㈱位下印刷

　　佐　藤　　　一　30年
㈱魚沼電子

　　中　村　眞　一　30〃
大川印刷㈱

　　高　橋　由　美　30〃
　　堀　　　正　道　30〃
小片鉄工㈱

　　関　　　博　史　30〃
(一財)小千谷市産業開発センター

　　佐　藤　道　子　30〃
㈱片貝製作所

　　堀　澤　直　樹　30〃
㈱キムラ

　　金　子　一　恵　30〃
㈲米又商店

　　金　子　宏　史　30〃
㈱住吉屋

　　阿　部　慶　子　30〃
㈱第一測範製作所

　　小　山　健　二　30〃
　　平　澤　和　正　30〃
　　槇　　　孝　昭　30〃
　　高　橋　直　樹　30〃

㈱たかの

　　笹　岡　秀　樹　30年
　　櫻　井　信　之　30〃
　　風　間　美奈子　30〃
　　栗　原　美　幸　30〃
㈱タカハシキカイ

　　大　花　義　幸　30〃
　　大　渕　東　子　30〃
新潟銘醸㈱

　　舘　山　直　啓　30〃
　　岡　　　貴　光　30〃
　　小　泉　純　司　30〃
㈱西巻ソーゴウ自動車工業

　　渡　部　豊　和　32〃
ヒムエレクトロ㈱

　　相　沢　　　豊　30〃
㈱フーゲツ

　　南　雲　智　子　30〃
㈱北越トラスト

　　山　本　　　強　30〃
　　佐　藤　千　春　30〃
㈱丸山工務店

　　須　藤　清　一　30〃
ユキワ精工㈱

　　綱　　　勝　則　30〃
　　渡　辺　和　成　30〃
　　小　林　啓　介　30〃
　　小　川　貴　広　30〃
　　小　見　正　登　30〃
　　丸　山　英　男　30〃
　　田　村　真智子　30〃
㈱ヨシザワ

　　井　口　雅　晃　30〃
理研精機㈱

　　根　津　俊　也　30〃
　　佐　治　季　洋　30〃

㈲旭カッター工業

　　田　村　広　和　20年
㈱位下印刷

　　喜多村　　　茜　20〃
越後札紙㈱

　　青　木　　　真　20〃
㈱オーシーエス

　　田　中　智　樹　20〃
オヂヤセイキ㈱

　　佐　藤　和　孝　20〃
㈲小千谷清掃社

　　田　村　雅　博　21〃
小千谷タクシー㈱

　　竹　内　一　彦　20〃
加賀工業㈱小千谷工場

　　田　中　敦　子　20〃
　　櫻　井　金　次　20〃
㈱郷建築事務所

　　篠　田　　　守　25〃
�税小宮山会計事務所

　　星　野　美　樹　20〃
　　新　保　美和子　20〃
㈱さくら印刷

　　中　村　美恵子　21〃
　　金　子　大　樹　20〃
　　吉　井　春　恵　20〃
　　小　西　広　孝　20〃
　　覚　張　祐　樹　20〃
秀和建設㈱

　　小　林　勝　央　20〃
㈱第一測範製作所

　　和　田　　　浩　20〃
　　小　森　英　典　20〃
　　齋　藤　枝里子　20〃
㈱たかの

　　江　部　嘉　則　20〃
　　伊　佐　友理子　20〃
　　村　山　慶　子　20〃
　　田　中　智枝美　20〃

(敬称略)
第65回商工従業員表彰受賞者名簿

＂おめでとうございます＂
令和４年度

50 年勤続

日本商工会議所会頭
小千谷商工会議所会頭 表彰

新潟県商工会議所連合会会頭 表彰小千谷商工会議所会頭

40 年勤続 30 年勤続

20 年勤続
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㈱浅田精機

　　山　崎　美保子　12年
　　関　　　　　愛　10〃
　　渡　辺　優　太　10〃
㈲阿部ボーリング

　　岩　崎　正　幸　14〃
　　鈴　木　千　秋　10〃
㈱位下印刷

　　山　口　美紗季　10〃
越後札紙㈱

　　田　中　友　矩　10〃
　　目　﨑　慎　平　10〃
　　河　井　辰　也　10〃
　　丸　山　一　裕　10〃
エヌ・エス・エス㈱

　　水　落　　　亮　10〃
　　樋　口　和　将　10〃
　　吉　川　隆　一　10〃
　　坂　口　　　健　10〃
小片鉄工㈱

　　石　田　　　涼　10〃
オヂヤセイキ㈱

　　須　田　　　肇　10〃
　　星　野　和　孝　10〃
　　原　　　茂　樹　10〃
㈱小千谷精工

　　真　島　早　苗　10〃
小千谷タクシー㈱

　　亀　山　奈緒美　10〃
　　高　野　秀　明　10〃
　　高　橋　仁　胤　10〃
加賀工業㈱小千谷工場

　　涌　井　　　望　10〃
㈱片貝製作所

　　坂　井　和　幸　10〃
㈱共栄農工社

　　山　賀　浩　之　10〃
ケーエスエス㈱小千谷工場

　　古田島　裕　樹　10〃
　　瀬　戸　　　晃　10〃

㈱タカハシキカイ

　　間　野　正　男　20年
　　森　山　芳　宣　20〃
　　植　木　仁　美　20〃
中央タクシー㈱

　　田　村　喜　一　20〃
　　中　野　明　雄　20〃
㈱トラスト

　　堀　口　忠　司　20〃
㈱新潟セイキ

　　大　山　亜　樹　20〃
　　森　山　聡　子　20〃
新潟銘醸㈱

　　羽　鳥　和　仁　20〃
　　福　原　慎太郎　20〃
㈱西巻ソーゴウ自動車工業

　　平　澤　友　紀　20〃
㈲ネック

　　山　田　幸　生　20〃
　　小宮山　雄　介　20〃
㈱北越トラスト

　　馬　場　真　介　20〃
㈱丸山工務店

　　渡　邉　美佐子　20〃
山﨑醸造㈱

　　櫻　井　　　肇　20〃
ユキワ精工㈱

　　戸　田　進　也　20〃
　　岡　村　拓　也　20〃
㈱ヨシケン

　　和　田　研　三　20〃
㈱ヨシザワ

　　目　黒　和　之　20〃
理研精機㈱

　　井　浦　　　晃　20〃
　　佐　藤　浩　平　20〃
　　越　塚　　　賢　20〃
㈱わたや

　　西　脇　愛　子　20〃
　　星　野　美枝子　20〃

㈱広川工務店
　　中　嶋　　　守　10年
　　阿　部　洋　志　10〃
㈱フーゲツ
　　布　川　貴　文　10〃
㈱北越トラスト
　　新　保　拓　哉　10〃
　　乾　　　美　紀　10〃
　　桑　原　　　徹　10〃
丸山建設㈱
　　小　林　　　稔　10〃
　　小　嶋　敏　生　10〃
　　諏訪部　記　透　10〃
　　庭　野　竜　也　10〃
㈱柳田工業
　　長谷川　　　力　10〃
山﨑醸造㈱
　　栁　田　真　也　10〃
　　三　瓶　尚　一　10〃
㈱ユーワ
　　南　雲　翔　太　10〃
ユキワ精工㈱
　　山　口　裕　之　10〃
　　菊　地　勇　気　10〃
　　猪　股　祐　作　10〃
　　廣　井　大　介　10〃
　　関　　　和　貴　10〃
　　横　山　亮　太　10〃
ユニオンフーズ㈱
　　上　林　功　一　11〃
　　田　中　正　二　10〃
㈱ヨシケン
　　星　野　裕　也　10〃
㈱ヨシザワ
　　橋　本　梨　奈　10〃
㈲吉田商店
　　杵　渕　久美子　10〃
理研精機㈱
　　平　澤　広　起　10〃
　　伊　佐　将　吾　10〃
　　小　林　　　誠　10〃
　　川　上　和　宏　10〃
㈲渡辺重機
　　和　田　智　幸　10〃
㈱わたや
　　友　野　菜穂子　10〃

�税小宮山会計事務所
　　伴　　　美　幸　10年
　　内　山　みゆき　10〃
　　若　林　理　沙　10〃
㈲米又商店
　　佐　藤　裕　子　10〃
㈲近藤商店
　　星　野　亜　矢　10〃
　　佐　藤　民　子　10〃
新デンシ㈱
　　髙　橋　美　里　10〃
㈱第一測範製作所
　　渡　部　岳　宏　10〃
　　和　田　直　人　10〃
　　星　野　克　幸　10〃
　　下　野　　　学　10〃
　　山　下　宜　紀　10〃
　　中　山　大　輔　10〃
㈱たかの
　　桜　井　俊　博　10〃
　　山　崎　　　駿　10〃
　　鳥　生　昌　代　10〃
　　田　村　美　穂　10〃
　　堀　　　　　敦　10〃
　　佐　藤　桂　子　10〃
高の井酒造㈱
　　関　　　勇　人　10〃
　　大　矢　ゆかり　10〃
中央タクシー㈱
　　山　岸　　　忠　10〃
㈱トラスト
　　品　田　勝　成　10〃
　　藤　井　勇　哉　10〃
㈱新潟セイキ
　　桜　井　彰　人　10〃
　　土　田　隆　志　10〃
　　櫻　井　悦　夫　10〃
新潟銘醸㈱
　　鍋　谷　新　一　10〃
㈱西巻ソーゴウ自動車工業
　　佐　藤　みどり　10〃
㈱林屋紙器
　　池　田　正　樹　10〃
ヒムエレクトロ㈱
　　小　川　　　司　10〃

小千谷商工会議所会頭 表彰

10 年勤続
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会員事業所訪問
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REAL

リアル サイドSIDE
伝統を守りながら、時代に合わせた改革にも積極的
に取り組む製菓会社にお伺いしました。

　本町から旭橋を渡り、川沿いの道を進むと赤に白丸の看板が目に入り、香ばしい匂いがふわりと漂う。令和３
年に創業75周年を迎え、歴史を守りながら積極的に改革を続ける竹内製菓㈱で、４月に代表取締役となった竹内
義朗さんにお話を伺った。

　竹内製菓の創業は昭和21年。竹内さんの祖父が東京のあられ屋の老舗で修行し、戦争の疎開先であった小千谷
で製菓会社を設立。始めはさまざまな種類のお菓子を作っていたが、米どころという「地の利」を活かし、米菓
を軸にした製造を始めた。
　人気商品の「極上柿の種」は50年以上前に販売を開始、昔と変わらぬ製法を守り続けている。また他社とのコ
ラボ商品にも多く取組み、日産とコラボした車の形の「新型カキノタネ」は話題の人気商品となった。「変わら
ぬおいしさ」を守りながら、「新しい感動」への挑戦も続けている。

　竹内さんが代表取締役になる数年前から、世代交代の準備を進めながら「時
代に沿った新しい形」に改革していく計画を進めていた。自社商品の販売店
「皐月堂」のリニューアルや商品パッケージの変更のほか、経営理念を改定。
元よりあった「あられ、おかき、ひとすじに」はそのままに、お客様への誠意
や、商品、従業員に対する思いなど「会社の軸」となる理念を明文化した。
　「これまで『良い米菓を作る』という事にこだわり、どちらかというと保守
的なところもありましたが、伝統的な中にも新たな付加価値を生み出していこ
うと、様々な挑戦に取り組みました」

　業務のＤＸ化にも積極的に取り組み、新事業チャレンジ補助金を利用し
て製造機器の計量機をデジタル化、不良品を減らし、生産量を増加させた。
また現在は「製造工程を見える化」した、スマートファクトリーのテスト
運用中で、稼働率の数値化や、ちょっとした不具合や温度の異常などがす
ぐ把握できるようにするなど、ＡＩやＩＯＴなどのデジタルを活用して製
造効率の向上を目指す。使える技術を駆使して「あられ、おかき、ひとす
じに」、より良い商品づくりに挑み続けている。

　伝統を守りながらも、技術革新や時代の風潮など、企業を取り巻く環境は日々
目まぐるしく変化していく。「だからこれまでのやり方に留まってはいられない」
と竹内さんは語った。「昔からある商品だからこそ、今どう取り扱っていくか、ト
ライ＆エラーが必要だと思います。今の時流には何が必要なのか、社内で、社外で、
同業他社や異業種間とも情報交換しながら協力してがんばっていきたいです」
　赤い四角に大きな丸の会社のロゴは令和３年に一新したもので、江戸時代から
続く伝統的な「餅の家紋」モチーフに、あられやおかきの原材料であるもち米へ
のこだわりを表した。伝統と革新の両輪で米菓「ひとすじに」挑戦を続けていく。
　今年ももうじき終わり、新しい年が来る。家族と楽しむおやつに、新年を祝う
酒の肴に、さまざまな米菓を楽しんではいかがでしょうか。

疎開先の小千谷で。「変わらぬおいしさ」と「新しい感動」

リニューアルにＤＸ化、全ては米菓「ひとすじ」に

「昔」を守るための「今」への挑戦

竹内製菓㈱

◦住所：小千谷市薭生乙1672
◦電話番号：82-2596

竹内製菓セレクトショップ
『皐月堂』（小千谷商工福祉会館1F）
◦販売時間：10：00〜18：00（不定休）

▲リニューアルした皐月堂。
　真っ赤な店内に「ざくっ」「ぽり
ぽり」と美味しい文字が揺れる。

▲パッケージを刷新した竹内製菓の米菓。変
更したことにより売り上げが伸びた商品も。

▲柿の種の製造ライン。「職人の腕を「デジタル
の技」が支え、美味しい米菓を供給している。

おぢや会議所だより6



11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
11月の業況(前年同月比) ▲16.4 ▲22.9 ▲16.2 ▲20.3 ▲23.9 ▲4.5

３ヶ月先見通し（11月～１月) ▲20.3 ▲20.8 ▲19.5 ▲23.4 ▲25.3 ▲15.1

北陸
信越

11月の業況(前年同月比) ▲12.9 ▲37.5 ▲7.5 ▲26.3 ▲33.3 19.6

３ヶ月先見通し（11月～１月) ▲21.8 ▲34.4 ▲12.5 ▲42.1 ▲33.3 4.3

※矢印は10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、▲16.4（前月比＋4.3ポイント）
　製造業では、飲食・宿泊業向けの食料品や企業の、
設備投資需要に牽引され、業況が改善。建設業では民
間工事に下支えされ、改善。また小売業・サービス業
でも客足の回復で改善となった。一方、卸売業では消
費者向け商品の引き合いが増加する中、人件費増等に
よるコスト増が足かせとなり、ほぼ横ばいに留まった。
資源・原材料価格の高騰や人手不足による受注機会の
損失、消費マインドの低下、十分な価格転嫁が行えて
いない等、経営課題は山積するも、経済活動は正常化
に向かっており、中小企業の業況は改善が続いている。

先行き見通しDIは、▲20.3（今月比▲3.9ポイント）
　年末年始商戦を契機とした個人消費拡大や、観光需

要の回復が期待される一方、感染再拡大の兆しから消
費マインドのさらなる低下を懸念する声が小売業・サ
ービス業から聞かれた。加えて、資源・原材料価格の
高騰や人件費増加等の継続も見込まれている。厳しい
経営環境が続く中、為替の乱高下や世界経済の鈍化等
も危惧され、先行きは厳しい見方となっている。

北陸信越の全産業の業況DIは、改善。
　建設業では民間工事を中心に受注が増加しており、
売上・採算が改善。サービス業ではインバウンド需要
の増加や全国旅行支援による客足の回復に伴い、飲食
業や宿泊業を中心に売上・採算が改善。一方、経済活
動回復に伴う人手不足の影響は深刻であり、今後の需
要増への対応ができなくなることを懸念する声が聞か
れた。

2022年11月期

12 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(土） 青年部12月総会

５日(月） 正副会頭会議

９日(金） ＥＣサイト活用セミナー

12日(月） ＥＣサイト活用個別相談会

13日(火） 事業承継個別相談会

14日(水)～15日(木） 日商委員会

19日(月） 青年部役員会、
ＥＣサイト活用個別相談会

23日(金） 常議員会

４日(水） 新春セミナー・賀詞交歓会

10日(火） 正副会頭会議

13日(金） 経営相談会

18日(水)～19日(木） 日商委員会・議員総会

1 月

年末年始の会議所休業日

１２月２9日（木）～　 １月３日（火）令和
４年

令和
５年

　当所は、12月28日(水)をもちまして年内業

務を終了させていただきます。通常業務の開

始は、１月４日(水)からとなります。

　また、これに伴い12月28日(水)～１月３日(火)

は、貸館業務を行いませんのでご了承ください。

■代表者変更
(税)小宮山会計事務所（10月31日付）
(新)小宮山　武志　　(旧)小宮山　佳秀

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。

11月末会員数　965

会 員 情 報会 員 情 報会 員 情 報

会報本誌に掲載
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　小千谷商工会議所では、市より委託を受け、原油価
格・物価高騰対策として｢第２弾おぢや食べ得チケット｣
業務を行っており、12月１日（木）より販売が開始され
ています。
　この商品券は、6,500円分を5,000円で購入できるお得
な地域商品券で、本券に登録している飲食店での店内
飲食だけでなく、タクシー業、運転代行業にもご利用
いただけます。　　　
　これからの忘新年会シーズンにぜひご利用ください。
購入には、広報おぢや11月25日号や新聞折込チラシに
付いていました「購入申込書」が必要となります。
※「購入申込書」は各販売所もしくは、小千谷商工会
議所・小千谷市ホームページからもダウンロードで
きます。

食べ得チケットお ぢ や第2弾

←最新の
　取扱店舗
　一覧は
　コチラ！

小千谷商工会議所
『おぢや食べ得チケット』事務局
            0258-81-1300

　会議所だより９月号に同封しました、「会議所
だより　紙面アンケート」を実施しました。頂い
たご意見は、今後の誌面作りの参考にさせていた
だきます。
　小千谷商工会議所では今後も各種アンケート調
査を実施させていただきますので、その際には是
非ともご協力のほどよろしく
お願いいたします。

おぢや会議所だより
紙面アンケートへのご協力
ありがとうございました

▲当所ＨＰ
　アンケート
　結果公開

よろしく

　ＩｏＴやＡＩ、ドローンなど最新の技術は、一見「中小
企業には関係なさそう」な気がするかもしれませんが、新
しいＩＴ技術を適用できる場面は多くあります。
　宮城県の建設業・丸本組は、県内のＩＴ企業・トライポ
ッドワークス社と共創し、土木工事現場の作業報告業務を
革新しました。

　建設工事現場で重機が土を掘削（掘って土を処理する）。
その様子をカメラ（一部ドローン）が捉える。これはただ
の「撮影」ではない。
　建設会社側のパソコンやタブレットでは、重機の稼働時
間、掘削した土の量、日／週ごとの変化、目標との乖離
（かいり）など、工事の判断に必要な情報が見やすく表示
される。進捗状況がすぐに把握でき、データを工事の作業
改善に生かしている。
　これは、宮城県石巻市に本社を置く丸本組（まるほんぐ
み）と同県のトライポッドワークス社の共創にて開発した、
ＡＩを利用した工事進捗（しんちょく）の見える化ソリュ
ーション、および活用の様子である。
　「工事の進捗確認は現場を見て手書きで行うのが一般的
でしたが、建設業ではカメラなどを使って遠隔で把握でき
る仕組みが求められるようになりました。取引のあったト
ライポッドワークス社が基盤となる映像解析サービスを

ＩＴ経営マガジン
｢COMPASS」編集長 石原　由美子

持っていると聞き、掘削工事でどう使えるか挑戦すること
にしました」
　丸本組の技術支援部部長・山岸邦亘氏は背景をこう説明
する。
　映像を元に重機の動きをトラッキング（データとして追
跡）して、ＡＩが稼働・非稼働を判断したり、ドローンが
撮影した画像から掘削した土の量をはじき出したり、デー
タを整理して表示する。
　ＩｏＴ／ＡＩ技術でデータ取得は容易になりつつあるが、
「生かし方」はさまざまだ。トライポッドワークス社は現
場に足を運び、どんなデータが分かると業務改善に役立
つか、どのような分析画面であれば使いやすいかを理解し、
構築に至った。
　丸本組では、データを見て気になったことがあれば映像
に戻って確認できるので、感覚的にも分かりやすく、ノウ
ハウを蓄積できる。映像を利用する同システムでは重機に
装置を装着する必要がないため、センサー付きの重機に変
えるなどの対応も不要。現場に影響を与えず、スタートし
やすいのも特徴だ。
　山岸氏は、「工事を行う側からすれば、監視されている
感じもあるかもしれません。しかし、状況が見えれば動き
方を変えたり、計画を練り直したり、生産性を上げること
ができます。使いながらさらにより良い在り方を考えてい
きたい」と、さらなる活用に意欲を見せた。

建設現場の作業報告・経営の見える化が
　　　各段にスピードアップ－『共創』の事例

　【事例からヨミトル】
◦現場の業務には、最新の技術を使って便利さを高める
チャンスが多々あります。
◦業務上大事なポイントや課題をＩＴベンダーと共有し
ながら最適な仕組みを共に創りあげる「共創」の取り
組みは、今後さらに増えていくでしょう。

おぢや会議所だより8



※掲載している事業所の詳細につきましては令和4年11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。

　1917年に開業。会社名の「寅蔵」は昔からの屋号が由来する。現在の代表取締役の川上剛さんの父が色
の良い「大正三色」の生産を確立し、「寅蔵の鯉はいい色が出るぞ」と『寅蔵三色』の通称で評判となった。
　美しく育った錦鯉はかなり高価になるが、それでも「寅蔵の鯉は良い」と今も国内外から顧客が買い付け
に来る。「『あそこは良い鯉を作る』と思ってもらえる顧客との信頼関係が大切だと思います。その期待に応
え続けられるよう、努力を重ねていきたいと思います」と川上さんは語った。

過去から受け継ぎ、守り繋げる「鯉」と「信頼」　㈱寅蔵浦川養鯉場

小千谷商工会議所
8部会所属事業所紹介

諸業部会②

Part17 報道、士業、医療、農林水産、学校、不動産、その
他事業に関わる事業所が所属する小千谷商工会
議所諸業部会では７つの分科会を設けています。
今回は病院や接骨、整体院などの「医療分科会」
と、農業や養鯉を行う「農林水産分科会」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

�医 坦誠会 根元整形外科医院 82-4530 整形外科医院

�医 池田内科医院 82-6568 内科・小児科医院

かつみ医院 81-0011 心療内科・内科・精神科

横山整骨院 82-2149 整骨

リラクゼーションＳＡＴ 82-4905 リラクゼーション

ソフト整体と足つぼのいいあんべ 080-9647-7095 リラクゼーション

桜整体院 070-2658-0123 整体

エスポワール接骨院 84-7960 接骨院

�医 藤巻医院 86-3006 内科

ウッディ動物病院 86-6186 動物病院

カイロプラクティックセンター おぢや 82-0272 整体

助産師 細川 090-3331-1030 助産師

Ｌｉｌａｓ 090-2625-5392 リフレクソロジー（反射療法）

健身晏あさひ 090-4546-8334 整体

ほぐしの名人 小千谷店 090-4161-6570 リラクゼーション

まごころ整体院 080-1110-3139 整体

医療分科会　31事業所所属 ※病院、医院、整体など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

りらっくすSalon fu～ 090-4017-0502 整体

小千谷健心館整体療術 080-5510-4657 整体

平和歯科医院 81-1050 歯科医院

�医 紅鶴会 片貝医院 81-2624 内科・小児科・皮膚科

さわなか医院 81-0058 内科

にたはらこどもクリニック 81-6811 小児科・皮膚科

�医 中村内科消化器科医院 81-1730 内科・消化器科

�医 慶祥会 小林整形外科医院 83-1154 整形外科医院

㈲松井動物病院 83-2001 小動物診療

新潟県厚生農業協同組合連合会小千谷総合病院 81-1600 総合病院

木村歯科医院 77-9764 歯科医院

イマイデンタル 83-5585 歯科技工

医療法人社団 都城会 83-0111 内科、外科、消化器科、肛門科

�医 恵誠会 なおえ歯科クリニック 83-4848 歯科医院

(一社)小千谷市魚沼市医師会 82-7511 市医師会業務

事業所名 電話番号 営業内容

大日養鯉場㈱ 82-1128 養鯉業

�農 うちがまき絆 81-5222 農業

㈲都屋商店 83-2239 資材器具類・観賞魚等店舗小売販売

新保 雄太 83-3830 ジュース製造

㈱イチカラ畑 86-6966 農業

須田養蜂園 84-2423 ミツバチ花粉交配・ハチミツ製造

㈱須田養魚場 84-3524 錦鯉・メダカ等の水産生物養殖

㈲丸誠養鯉場 89-3900 養鯉業

ｈａｔａｋｅｙａ ｓｕｎ 82-8041 農業

倉兵エ養鯉場 59-3772 養鯉業

農家 松兵衛 090-4396-7789 農業・パン屋

中野 英明 090-4023-1326 農業

鯉のかんすけ 82-0889 養鯉業

㈲農園ビギン 89-6662 農産物・農作業委託

伊佐養鯉場㈱ 82-6470 養鯉業

農林水産分科会　30事業所所属 ※農林、養鯉など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

㈱廣井養鯉場 59-2286 養鯉業

㈱寅蔵浦川養鯉場 82-4178 養鯉業

㈲ファームランドえちご 83-3044 農産物製造

㈲タニカゼ 82-9268 えのきだけ栽培

㈲谷口総合農場 82-4730 農作業受託・請負

細海養鯉場 83-4353 養鯉業

間野養殖場 83-2754 養鯉業

㈱アグリたかの 82-6500 農業

㈱アスカ冬井 86-2332 農産物生産販売

川上養鯉場 82-7110 養鯉業

㈱篠田養鯉場 59-2190 養鯉業

坂詰養鯉場 59-2864 養鯉業

㈱和泉屋養鯉場 59-2677 養鯉業

㈲星金養鯉場 82-0510 養鯉業

丸坂養鯉場 59-3322 養鯉業

▲寅蔵浦川養鯉場の養鯉池と鯉。数百万の稚魚の中から美しい色が出るのはほんの数十匹で、
　その稚魚を立派に育て上げるため多くの手間暇をかける。
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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

【日本商工会議所】
中小企業の節電・省エネ・
カーボンニュートラル

取組支援
｢CO2チェックシート｣
｢地球温暖化対策行動宣言｣

近年、サプライチェーン全体でのカーボンニュートラ
ルや温室効果ガス排出量削減を目指す企業が増加した
り、金融機関による融資先の温室効果ガス排出量を把
握する動きが高まったりするなど、中小企業にとって
もカーボンニュートラル対応は決して他人事ではあり
ません。

日本商工会議所では、＜知る・測る・減らす＞の３つ
のステップで中小企業の「節電・省エネ・カーボンニ
ュートラル」の取組支援を進めており、中小企業が手
軽に脱炭素経営を始められるよう、『CO2チェック
シート』および『地球温暖化対策行動宣言』を無料で
提供しています。

まずは、自社のCO2排出量を算定し「見える化」す
ることから始めてみませんか？

【日本商工会議所】
〈CO2チェックシート〉
自社のエネルギー使用量やCO2排出量
を簡単に“見える化”できる無料ツール

CO2チェックシート：
https://eco.jcci.or.jp/checksheet

〈地球温暖化対策行動宣言〉
自社の低炭素経営の実践内容を
手軽にＰＲできるツール

地球温暖化対策行動宣言フォーム：
https://eco.jcci.or.jp/aboutd
eclaration

【総務省】
マイナンバーカードで
マイナポイント第２弾

【小千谷市】
マイナンバーカードとっ得

キャンペーン

政府は現在、マイナンバーカードが令和４年度末まで
にほぼ全国民へ行き渡ることを目指し、マイナポイン
ト事業（第２弾）を行っています。マイナポイントを
取得する場合のカード交付申請期限は、令和４年12
月末までとなっております。

また、小千谷市ではこれに合わせて「マイナンバーカ
ードとっ得キャンペーン」を実施しております。
【対象者】
令和４年12月28日（水)までにマイナンバーカードを
取得した方または申請した方
【応募期間】
令和４年11月１日（火)から令和４年12月28日（水)まで
【プレゼントの内容】
JTBトラベルギフト５万円分５本、イオンギフトカー
ド１万円分100本、おぢや食べ得チケット１冊100本
【抽選時期】
令和５年１月４日（水)

【総務省】
総務省HP：
マイナポイント第２弾
https://mynumbercard.
point.soumu.go.jp/

【小千谷市】
小千谷市HP：
マイナンバーカードとっ得キャンペーン
https://www.city.ojiya.niigat
a.jp/soshiki/somu/mnc-cam
paign.html

【デジタル庁】
｢デジタル推進委員｣

｢デジタル推進よびかけ員｣
の募集について

デジタル庁は、「誰一人取り残されない、人に優しいデ
ジタル社会」を実現するため、デジタル機器・サービス
に不慣れな方（個人）を支援する「デジタル推進委員」
および「デジタル推進よびかけ員」を募集しています。

応募要件の一つとして、指定された団体のいずれかに
所属することが規定されており、今般、「各地の商工会
議所」が当該団体に位置付けられたことから、各地商
工会議所会員に所属する方の応募が可能となりました。

【デジタル庁】
デジタル庁HP：
デジタル推進委員の取組
https://www.digital.go.jp/poli
cies/digital_promotion_staff/

おぢや会議所だより10


