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今 月 の ピ ッ ク ア ッ プ

春を呼ぶ
風船一揆

▪青年部・女性会　交流会開催　　 （P2）
▪商工会館　事務所貸し出しについて（P4）
▪青年部・女性会　交流会開催　　 （P2）
▪商工会館　事務所貸し出しについて（P4）
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　２月22日に当所青年部（中村大会長）では、当所女性
会（高野千佳子会長）との交流会を開催しました。本事
業は新型コロナウイルスのまん延もあり、秋口から延期
となっていましたが、今回念願の開催となり、多忙な時
期にもかかわらず多くの会員の参加がありました。
　当日は両団体の設立から現在までの活動の歩みについ
て、記録映像を交えながらこれまで実施してきた事業を
説明しました。
　女性会はおぢやまつりをはじめとしたイベントへの参
加などを通じ、会員間の交流、地域活性化に努めてお
り、今年の秋に新潟で開催される全国大会への準備を進
めているところ
です。また昨年
設立10周年を迎
えた青年部は、
会員の資質向上
のためのセミナ
ー開催やおぢや
まつり出発式を
行ってきました｡

　事業報告でお互いの理解を深めるきっかけとな
りました。
　また来賓として当所会頭である髙野史郎氏をお
招きし、「青年部、女性会が持つエネルギーを小
千谷市の活性化に繋げていけるよう今後の活動を
期待しています」という熱い激励のお言葉をいた
だきました。
　今回の交流会の開催を機に青年部、女性会にて
交流をさらに深め、より活気ある小千谷となるよ
うに取り組んでいきます。
　青年部、女性会への入会に興味のある方は、各
事務局（ 0258‒81‒1300）までお問合せください。

所青年 （ 会 ） 所女 事 解

小千谷商工会議所青年部・女性会交流会

交流会にて挨拶を行う高野千佳子女性会会長
(写真左)、中村大青年部会長(写真右) ※撮影時のみマスクを外しております

詳細・申込用紙は
会議所だより２月号折込チラシ､

もしくは商工会議所HPを
ご確認ください▶

協賛広告募集のご案内
令和5年度商工会議所女性会新潟全国大会

　令和５年10月５日(木)、６日(金)に全
国商工会議所女性会連合会の主催による全
国大会が、新潟県にて開催されます。それ
にあたり、大会で発行するパンフレットに
掲載される広告協賛を募集しています。

　全国大会は、日本中の商工会議所女性会
会員が一堂に集まる大規模なイベントとな
ります。参加する全会員に広告入りのパン
フレットが配布されるため、高い宣伝効果
が見込まれます。
　女性会会員以外の事業所も掲載申込可能
です。ぜひ広告掲載のお申込みや、関係企
業・団体の方へご紹介ください。

ひな祭りランチ交流会
女 性 会

　３月３日(金)女性会でひな祭りランチ交流会を開
催しました。コロナ禍の影響で開催は４年ぶりとな
り、当日は万全な感染症対策のもと、当女性会会員
事業所の㈲まるいちにて、へぎそばや季節の料理を
楽しみました。
　参加した会員は、それぞれの会社の近況報告に始
まり、家族の話題、デザートの柿シャーベットから
柿にまつわる話など、様々な情報交換と料理を楽し
み、芽吹きの春に向けて英気を養いました。
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　令和５年１月５日に会頭から市長に提出していた「小千谷市政に対する要望書」に
ついて、市から回答がありました。概要は以下の通りです。

要望書に対する回答
₁　事業所が行う教育訓練に対する新たな支援について

　事業所が行う教育訓練に対しては、独立行政法人中小企業基盤整備機構中小企業大学校又は公益財団
法人にいがた産業創造機構（NICO）が実施する研修を受講した場合、受講料の一部を補助しておりま
す。今後、国の支援策などについての情報を得る中で、重複しないよう、そして、不足すべき点があれ
ば、対応してまいります。
　
₂　市内就職者に対する家賃補助などの優遇策について

　市は平成20年度から令和元年度まで、45歳未満のＵ・Ｉ・Ｊターン就職・就農者に対して家賃の一部
を補助してきましたが、定住対策としてあまり効果がなかったことから、事業を終了しました。今後に
つきましては、Ｕ・Ｉターン就労支援対策として、貴所と連携して、市外に在住する市内出身者の学生
に「ふるさと小千谷」へ愛着を持っていただき、Ｕ・Ｉターン就職につながる取組を検討してまいります。 
　
₃　生産性向上のためのDXとSDGsへの啓蒙及び取組み支援について

　貴所が立ち上げられたDX協議会に、当市の産学官連携推進員が引き続き参画することで支援いたし
たいと考えております。また、SDGsにつきましては、推進に向けて貴所と連携してまいりたいと考え
ております。
　
₄　地域資源を活用した新商品・新サービスの開発から販路開拓・地域ブランド化まで、人材面や
資金面での支援について

　 「経営相談窓口（個別相談会）」「ブラッシュアップ相談会」の開催、産学官連携推進員を配置した共
同技術研究を支援しております。また、「地場産品開発支援事業補助金」、「国内・海外販路開拓支援事
業補助金」などの各種補助金により、資金面での支援を実施しております。周知に努めるとともに、貴
所との情報交換を密にして事業者の支援に対するニーズを把握し、よりよい支援制度を構築したいと考
えております。
　
₅　ガソリン代や軽油代、電気･ガス料金等の高騰の影響を受ける事業者の支援について

　今年度、市内自動車運送事業者に対して車両１台あたり２万円の補助を実施したところです。また、
国は、令和４年１月から「燃料油価格激変緩和事業」、今年１月から「電気・ガス価格激変緩和対策事
業」を実施しております。今後の当市単独での支援策については、国の支援策の効果などを慎重に見極
めながら、不足すべき点があれば、対応したいと考えております。
　
₆　コロナ後を見据えた経済対策予算の確保及び需要喚起について

　新型コロナウイルス感染症の拡大や物価高騰等の影響により落ち込んだ市内経済の回復を図るため、
市内の事業者等で構成する団体による消費喚起や需要 拡大に資する取り組みを支援する予算を令和５
年度予算に計上する予定です。

回答書の全文はこちらから

▲

（小千谷商工会議所　HP）
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貸事務室 入居者募集中!
小千谷商工福祉会館

お問合せ先　小千谷商工会議所　担当：小川
　　　　　　電話：0258－81－1300

　商工会議所の３階事務室で、徒歩３分の距離に
郵便局や３つの金融機関があり、利便性の高い物
件です。入居・見学ご希望の方は、お気軽にご連
絡ください。

入居日：令和5年4月1日より入居可能
賃　料：月額　66,000円
　　　　　　　　 (税込み・電気料金込み)

階　数：3階
面　積：区画部分21.4㎡
設　備：照明・冷暖房・Wi-Fi完備
駐車場：あり※利用料金…月額1台2,200円(税込み)
備　考：•事務室賃貸契約書に基づく
　　　　•トイレ・湯沸室等、共用部分あり

新潟県こころの相談ダイヤル

☎0570-783-025
(24時間365日対応)

中越地域 いのちとこころの支援センター

☎0258-88-0070
（8:30～17:15　土日祝除く)

気分が落ち込む、不安やつらい気持ちが続く等の
こころの健康に関する相談窓口です。

相談は無料。もちろん秘密は守られます。
※通話料は別途かかります。

ひとりで悩まずご相談ください

お問合せ
新潟県長岡地域振興局健康福祉環境部　TEL：0258-33-4931
－3月は「新潟県自殺対策強化月間」です。
    ～たった一人のあなたです　たった一つの命です～－

　２月25日（土）、26日（日）に「第47回おぢや風船一揆」が開催されました。
　両日とも天候が安定せず、残念ながら熱気球試乗体験は一部の時間帯しか実施出来ませんでした
が、小千谷縮雪晒しや子どもにも大人にも人気のスノートレインなどは実施され、特にうまいもの
広場では小千谷のうまいものが集結し、買い求める人で大変な賑わいをみせていました。
　イベント開催にあたり、皆様方よりご協力頂き誠にありがとうございました。

▲25日の熱気球試乗体験。雪原に子ども達の歓声が上がった。

第47回おぢや風船一揆　開催

▲夜にはグローバルーンフェスティバルが行われた。

▲賑わううまいもの広場。
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会員事業所訪問
vol. 24

REAL

リアル サイドSIDE
若者や企業が将来の可能性を広げるお手伝いをする、
本町のテレワークステーションにお伺いしました。

　2022年７月、本町通りの旧「わんパーク」施設が「テレワークステーションおぢや」としてリニューアルオー
プンした。赤白黒の「錦鯉カラー」がおしゃれなこの施設は、様々な職業や立場の人たちが「コワーキングスペ
ース」として誰でも利用できる。今回は市と提携して施設を運営する㈱あわえ取締役の吉田和史さんと、小千谷
オフィス コミュニティマネージャー・谷口諒さんにお話を伺った。

　代表取締役の吉田基晴さんはもともと東京で別のＩＴ関係の会社を経営していたが、エンジニアの採用に苦労
していた。「都会での採用が難しいなら、地方で採用してみよう」と、2012年に故郷の徳島県美波町にサテライ
トオフィスを設立。自然豊かな地方での生活を楽しみながら、高速インターネットで仕事をしてもらおうと求人
を出したところ、応募が急増し社員数も３倍に増え採用に成功した。美波町からも「過疎が進み、人を呼び込む
のも困難だった。外から人が来てくれて嬉しい」と大変感謝された。「この町でこんな悩みがあるなら、日本中
で同じ悩みを抱える地方は多いのではないか？」と考え、地域課題解決をビジネスにするパブリックベンチャー
として、㈱あわえを設立した。
　小千谷でもシェアオフィス・コワーキングスペースの設置を計画していた市と提携し、テレワークステーショ
ンおぢやの設立に協力した。施設内に小千谷オフィスを設置し、テレワークステーションおぢやの運営をしている。

　テレワークステーションおぢやは高校生がクリエイティブやＩＴに触れる機会を創出
するため、開設から様々な学生向けのセミナーや体験会を開催してきた。ＨＰ作成講
座やＶＲなどの最新テクノロジー体験会のほか、12月には市内高校生たちと「Holiday 
Popup Shop」を開催。HP作成講座に参加した高校生が告知ＨＰを作成し、市内の様々
な企業と協力して商店街の空き店舗などで１日限りのショップ企画を実施した。学生
向けの企画に商店街の活性化も絡めて、様々な体験や挑戦の場を提供している。
　「学びの機会に触れた若者が将来『ＩＴ人材』となり、町のＤＸを実現させていく
景色をつくっていきたいです」と（取締役の）吉田さんは語った

 
　小千谷オフィスでは、学生向けセミナーの他、企業のマッチングも行ってい
る。「こんな事をしてみたいけれどうちの会社だけでは…」という事でも、日
本中のあわえのネットワークから解決・達成の糸口を見つけられる企業や人材
を探し出して紹介している。
　先日も市内の花火製造会社から「花火のＶＲアトラクションを作りたい」と
相談を受け、その数日後には大阪のＶＲ会社とのオンラインでの打ち合わせと
なった。あわえの関係企業は地方の仕事のノウハウを持った積極的な会社が多
く、親身になり話を進めていけるそうだ。
　「半分夢みたいな事でも、実現できると思いますよ。僕らが実現できなくて
も、できる企業を見つけてきますからね！」と吉田さんと谷口さんは語った。

　テレワークステーションおぢやには様々な人が訪れる。テレワークをする人はもちろん、相談や打ち合わせに
来る人、個人スペースでリモート会議をする人、学校帰りの学生、本を読む人、書き物をする人、趣味の裁縫を
する人など、家でも会社でもない「第３のスペース」で思い思いに過ごしている。
　普段の「日常」とは違った「第３のスペース」は、新たなアイデアの糸口をつかむきっかけになるかもしれな
い。作業に、気分転換に、叶えてみたい会社の「夢」の相談に、気軽に立ち寄ってみてほしい。

実は相性のいい「地方とＩＴ」

未来の可能性に触れる機会を

｢あなたの会社の『夢』を教えてください」

▲VRを体験する学生。テレワークス
テーションでは、楽しみながら学べ
る様々なセミナーを開催している

▲WI-FI完備で、飲食や会話もＯＫ。一日じっく
り作業に没頭できる。
　会員登録が必要なので、ＨＰから事前に登録
していくと入館がスムーズ。

◦住所：小千谷市本町1-11-1
　（旧わんパーク/駐車場あり）
◦営業日：平日・土曜 9：00～20：00
◦入館料：500円(高校生以下無料/要会員登録)

メール問合せ・
相談フォーム▶

テレワーク　　
ステーション
おぢやＨＰ▶

㈱あわえ 小千谷オフィス
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2月末会員数　960

会 員 情 報会 員 情 報会 員 情 報

■代表者変更
㈱小千谷モータース（１月５日付）
(新)中村　喜博　(旧)中村　喜克

㈱大光銀行小千谷支店（2月20日付）
(新)横田　　薫　(旧)洲﨑　秀晃

■所在地変更
(株)小千谷モータース
(新)土川711
(旧)東栄 2－5－21

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。

　コロナ禍のように不測の事態が発生した際、新しい取り
組みを実現する手段として、選択肢の一つとなるのがＩＴ
活用です。前例がないことだからこそ、実行して分かったこ
とに基づき、さらに変えていく力がよりよい結果を生みま
す。2020年春からの一定期間、観光客の減少に見舞われた
沖縄県の合同会社石垣焼窯元の対応について、紹介します。

　2022年１月、沖縄県の石垣島に観光客の姿はまばらだっ
た。年明けすぐ、県内に「新型コロナウイルス感染症まん
延防止等重点措置」が適用され、休業する飲食店や棟の半
分は営業を止めるホテルも……。
　海外からも高い評価を得ている、鉱石とガラスの融合で
石垣島の海の色「石垣ブルー」を表現した焼物「石垣焼」
を製造・販売する石垣焼窯元も、コロナ禍の２年間、個人
客の来店はあったものの、ツアーでの訪問が減る事態に。
　「お客さまがいらっしゃらないから……と、何もしない
でいたら経営が難しくなります。これまで実施していな
かったネットショップや、購入型クラウドファンディング
サイト『Makuake（マクアケ）』に挑戦しました」
　石垣焼窯元の工藤晴美氏は、自社の対応をこのように話す。
　20年11月に実施した「Makuake」の第一弾では、初日
２日間で全体の７割を占める数字を出し、１週間で目標額
を達成。400人を超えたサポーターからは、感想やメッセ
ージが多数寄せられた。
　１品ずつ色の出方や模様が異なるので、本来なら手に

ＩＴ経営マガジン
｢COMPASS」編集長 石原　由美子

取って選んでほしい商品である。これまでの自社Webサ
イトは情報提供を主眼とし、ネットショップの開設は控え
ていたという。コロナ禍での初挑戦だった。リアルに感じ
てもらえるよう、撮影角度やライティングに工夫をしたり、
使用イメージが分かるよう料理を盛りつけた写真を撮った
りして工夫をした。動画も勉強したという。
　ところがオープンしたネットショップを22年２月にリ
ニューアル。なんとも早い改良である。理由は、ネット購
入者の７割がスマートフォンからだったため、最新のＥＣ
サイトを調べ、スマートフォンで使いやすい「Shopify

（ショッピファイ）」に切り替えることにしたからだ。
　「やってみて分かることも多いので、少しずつ動かしな
がら変えるようにしています。全部出来ているわけではあ
りませんが、『こうしたいな』『これをやってみたいな』と
常に考えるよう心掛けています」と工藤氏。変化を前提と
した取り組み姿勢や、PDCAの大切さが伝わってくる。
　クラウドファンディングやネット販売において、リピー
ターのありがたさを強く感じたという。手厚い対応の基盤
となり、メール配信も行える顧客管理システムがすでに導
入されていたことは、大きな力になった。
　「会社を維持してこられたのは、お客さまのおかげです。
多数の励ましもいただきました。リピーターの方にもずっ
と愛していただけるように、ワクワクする新しい作品もつ
くっていきます」
　工藤氏は心からの感謝をこう表現した。

考えて実行し改良する力がＩＴを活かす

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(金) 派遣税理士

７日(火) 正副会頭会議

10日(金) 派遣税理士

14日(火) 常議員会

15日(水) 日商委員会

16日(木) 日商議員総会・通常会員総会

17日(金) 県連総会・会頭会議、経営相談会

22日(水) 県連中小企業相談所運営連絡会議

24日(金) 臨時議員総会

４日(火) 正副会頭会議

６日(木) 新入社員セミナー

19日(水) 日商委員会

25日(火) 常議員会

4 月

3

　【事例からヨミトル】
◦急激な環境変化が起き新しい取り組みを考える際、Ｉ

Ｔを活用できる場面が多くあります。
◦新しい取り組みを実行した後は、顧客の反応やデータ

を見て、次の策を考えましょう。
◦「一度つくったものだから……」とかたくなにならず、
「よりよく変えていく」姿勢を持ちましょう。

おぢや会議所だより6



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) ▲19.4 ▲31.9 ▲18.4 ▲16.4 ▲25.9 ▲8.6

３ヶ月先見通し（2月～4月) ▲19.2 ▲23.7 ▲18.8 ▲16.8 ▲27.2 ▲11.2

北陸
信越

２月の業況 (前年同月比) ▲17.9 ▲38.7 ▲7.3 ▲16.7 ▲30.3 ▲4.4

３ヶ月先見通し（2月～4月) ▲22.6 ▲32.3 ▲26.8 ▲27.8 ▲30.3 ▲4.4

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

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

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
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

2023年
6月11日(日)

1級～3級
4/24(月)～
■■5/12(金)

小
千
谷
商
工
会
議
所

2023年
11月19日(日)

1級～3級
10/2(月)～
■ 10/20(金)

2024年
2月25日(日)

2級～3級
2024/1/9(火)～
  2024/1/26(金)

珠
算
検
定
・ 
暗
算
検
定

2023年
6月25日(日) 珠算検定: 

段位～6級 
 

暗算検定: 
1～6級

5/8(月)～■
■■5/24(水)

小
千
谷
商
工
会
議
所

2023年
10月22日(日)

9/4(月)～■
■■9/20(水)

2024年
2月11日(日)

12/18(月)～■
2024/1/10(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　

※矢印は1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、▲19.4（前月比▲1.0ポイント）
　小売業ではインバウンド需要の増加により改善。建
設業では、公共工事の受注減少に加え、資材等の高騰
の影響で悪化。製造業では外需の減退から電子部品関
連を中心に悪化。また卸売業では、製造業関連の引き
合いが減少し力強さを欠いている。サービス業では、
飲食・宿泊業を中心に需要は増加するも、人材確保等
のコスト負担増の影響でほぼ横ばい。業種を問わずコ
スト増が続いている。価格転嫁が追いつかず、中小企
業の業況は悪化となった。

先行き見通しDIは、▲19.2（今月比＋0.2ポイント）
　新型コロナウイルスの５類への移行に伴う活動正常
化で、売上増加を期待する声が小売業・サービス業か

ら聞かれた。一方活動回復に伴うさらなる人手不足が
懸念される。エネルギー価格高騰に対する緩和措置は
あるものの、企業のコスト負担増は続いている。米中
関係の緊迫化や世界経済の鈍化で外需の減退も懸念さ
れる中、先行きは慎重な見方となっている。

北陸信越の全産業の業況DIは、改善。
　小売業では、電気代や人件費の高騰の影響で採算に
悪化傾向が見られるものの、客足の回復により売上が
改善。サービス業では旅行支援やインバウンド需要の
回復によりに売上・採算が改善した。また、国内需要
が減少する中、スキーシーズンでの訪日観光客の需要
獲得を継続していきたいという声が聞かれた。

2023年2月期

資格にチャレンジ
《ネット試験施行日程》

〈ネット試験申込について〉   
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

《2023年度 各種検定試験施行日程》

� �
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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】
令和５年４月から県の
労働相談所の受付場所が

変わります

令和５年４月から県の労働相談所を一拠点化し、相談体
制を強化します。
新潟、長岡、上越労働相談所は令和３月末で閉所して、
県庁１階に「新潟県労働相談所」が新しく開所します。
また、今後は準備が整い次第、オンラインでの相談にも
対応します。事業主、労働者のどちらでも労働全般に関
する相談をお受けします。相談は無料、秘密厳守となっ
ておりますので、是非ご活用ください。弁護士、社会保
険労務士など専門家による相談（予約制）も受け付けま
す。

【新潟県】
新潟県ホームページ
「労働相談所のご案内」
https://www.pref.niigata.lg.jp/
sec/shigototeijyu/roudou.html

新潟県労働相談所
TEL 025-280-5260
　　　　（令和５年３月末まで）
TEL025-281-6110
　　　　　（令和５年４月以降）

【厚生労働省】
「中途採用等支援助成金
（中途採用拡大コース）」
をご活用ください

「中途採用等支援助成金」は、中途採用者の雇用管理制
度を整備した上で中途採用の拡大を図る事業主に対して
助成するものです。
助成対象となる「中途採用の拡大」とそれぞれの助成額
は以下の通りです。
①中途採用率の拡大　
　助成額：50万円
　中途採用率を20ポイント以上上昇
②45歳以上の中途採用率の拡大
　助成額：100万円

①の要件を満たした上で45歳以上の労働者で10ポイ
ント以上上昇など

※ポイントなど詳細はホームページにて

【厚生労働省】
厚生労働省ホームページ
「中途採用等支援助成金（中途
採用拡大コース）」
https://www.mhlw.go.jp/stf/
seisakunitsuite/bunya/0000
160737_00001.html

【資源エネルギー庁】
省エネ補助金・

省エネ診断事業について

資源エネルギー庁は、中小企業の省エネ設備の更新を支
援する補助事業および中小企業向けの専門家診断事業を
実施します。
⑴省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業（先進事業）
外部審査委員会において、以下の先進性が認められた設
備・システムを支援。
①導入ポテンシャル　②技術の先進性（非化石転換等）　
③省エネ効果
◦補助対象経費：設備費、設計費、工事費
◦補助率（中小企業）：２／３以内
◦補助金限度額（年度）：上限15億円、下限100万円
⑵省エネルギー投資促進支援事業（指定設備導入事業）
予め定めたエネルギー消費効率等の基準を満たし、補助
対象設備として登録・公表した指定設備を導入する事業。
◦補助対象経費：設備費
◦補助率：１／３以内
◦補助金限度額（年度）：上限１億円、下限30万円
⑶中小企業向けに、専門家がエネルギー使用量の実態や
運用改善について省エネ診断を行い、アドバイスを実施。

【資源エネルギー庁】
一般社団法人環境共創イニシア
チブホームページ
「省エネルギー投資促進・需要
構造転換支援事業（先進事業）」
https://sii.or.jp/senshin04r

「省エネルギー投資促進支援事
業（指定設備導入事業）」
https://sii.or.jp/shitei04r/

「中小企業等に向けた省エネル
ギー診断拡充事業費補助金（省
エネ診断）」
https://shoeneshindan.jp/
guide/about/
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