運用についてどうか︒
○清塚議員
﹁おもてなしライナー﹂については︑
市が進める観光再生プロジェクト事業
の一環で行われ︑春と夏は︑浦佐︑越
後ワイナリー︑魚沼の里︑六日町の市
内︑六日町駅を結ぶという形で運行︒
秋の３回目は︑魚沼市と湯沢駅まで広
域的な取り組みを予定しています︒
今後の検証は︑秋の実証実験が終わ
ってから行う予定です︒魚沼の観光事
業のあり方についての議論は︑幅広い
考え︑データの分析︑仕掛けの目的や
目標がしっかりできる人など人選が第
一だと思っています︒
○佐藤議員
駅構内に案内所を開設するだけでな
く︑それを起点としながら広域観光に
結び付けられるよう魚沼市との調整も
行っています︒

大和商工会行政懇談会

三年ぶりに開催された行政懇談会︒
今回は地元選出市議会議員の方々との
懇談会でした︒

◎大和地域に健康・運動施設の新設に
ついて
■石田理事より質問
健康・運動施設として︑六日町には
ディスポート︑塩沢には石打トレーニ
ングセンター︑大原運動公園があり︑
大和地域には今後新設するような話が
ないか︒
○小澤議長
仕事帰りにちょっと寄って︑個人で
も一人でも動けるような施設︒検討は
市もしていますが︑何年後にというの
は市の総合計画の中には入っていない
状況です︒まずは資金が一番大変だと
いう部分になります︒担当課と相談し
ながら前に出れればと思っています︒
○関議員
﹁気楽に立ち寄れる施設を﹂という視
点からも大和地域には少ない訳ですの
で︑健康・福祉そういう面からも大事
な施設なのでしっかりやっていかなく
てはいけないと思っています︒

開催

◎多聞橋上流の河川敷の利用について
■内田理事より質問
多聞橋上流の河川敷を市民の憩いの
場として︑河川敷公園として整備でき
ないか︒
○関議員
河川整備の計画については︑当初平
成 年に市と県の地域整備部で浦佐大
橋と多聞橋の間に将来構想として提案
されています︒平成 年には︑市長と
信濃川の事務所長への要望書を提出︒

27

題字
外山和雄（浦佐）

商工やまとの表紙は、第１１５号より、販路開拓支援の為に創設された小規模事業者持続化補助金活用事業所を
シリーズで紹介しています。活用インタビューは５ページをご覧ください。同補助金の活用を希望される方は経営
指導員へ問い合わせください。補助金申請のお手伝いをさせていただきます。

令和元年10月
大和商工会
TEL.777-3500
＜小規模事業者持続化補助金活用事業所：らーめん専門店みつや＞

8月28日
（水）

◎上越新幹線浦佐駅を基軸とした魚沼
の観光について
■小島理事より質問
春の南魚沼おもてなしライナーの実
証実験の分析結果の報告と今後の事業

16

と
ま
や
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商
（1）

小規模事業者持続化
補助金活用事業

第124号

平成 年 月には具体的な進め方につ
いて国と県と市と地元の議員で話し合
いを持ち今日に至っています︒今後事
業内容をどのような手法で整備してい
くか︑誰が管理していくのか︑今後詰
めていかなければならないと考えてい
ます︒
○大平議員
一つの心配として︑増水した際の対
策︑トイレの配置の問題等︑地域の皆
様と話し合う場を作って進めていけれ
ばと考えています︒
30

10

◎大崎地区 学童クラブの保育時間拡
大について
■目崎理事より質問
人材不足の折︑長期休みの期間中︑
子供を学童クラブに預けられなくて︑
仕事を休まなくてもよいように︑学童
の保育時間の拡大や子供の長期休みの
間の受入れ拡大の見込みを伺いたい︒
○田中議員
全国的な傾向ですが︑核家族・共働
き家庭等の増加により︑働きやすい環
境づくりのため︑国が放課後学童クラ
ブに取り組んでいます︒平成 年に国
が対象を小学校３年から小学校６年に
拡大し︑学年拡大により平成 年に待
機が出ました︒平成 年度から入所申
込基準が見直され︑保育の必要性の高
い児童を最優先にして公平的に利用で
きるようにしました︒長期の休暇の時
だけとなると︑場所によっては待機と
なってしまいます︒
市の対策については︑人材の確保の
ため︑長期休暇の時期は︑午前中は学
校事務の補助︑午後は学童の放課後支
30

27
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援員として働けるような形での人材確
保が総合計画の実施計画に採用され予
算がつく方向です︒
○岡村議員
法律で３年生までから６年生までと
なり︑希望者があれば受け入れなけれ
ばならないというのが大前提となる為︑
市がきちんとやるべきだと思っていま
す︒
◎外国人労働者の受け入れ︑浦佐駅周
辺の開発︑少子化対策について
■千喜良理事より質問
外国人労働者受け入れ︑浦佐駅周辺
の開発︑少子化対策について︑それぞ
れの現状と今後の対策等︑現在市が進
めている方策等を伺いたい︒
○岡村議員
茨城県常総市では︑外国人労働者に
夜間中学という形で日本語を教えたり
しています︒このような取り組みの動
きは全国的な動きとなっています︒当
市として
の直接の
取り組み
は︑窓口
受付がス
ムーズに
いくよう
に取り組
んでいま
す︒
浦佐駅
周辺の開
発につい
ては︑空
地は私有

地なので︑
市としては
取り組みが
できないと
いう状況に
あり︑今の
ところは進
出する企業
がほとんど
いないとい
う状況です︒
少子化対
策について︑
妊産婦の問
題は︑﹁ラ
イフイン﹂
という定住
促進ライフスタイル誌が発行され︑子
育ての問題が色々細かく書かれていま
す︒妊産婦については︑今全額医療費
を助成しています︒これは県内では一
番進んでいると言われています︒
○清塚議員
外国人労働者の件については︑補助
金や優遇処置についてはまだ一切進ん
でいないというのが現状です︒
浦佐駅周辺の開発については︑行政
では草刈り程度の依頼指示はできます
が︑その他の指示は難しいところです︒
子育てについては︑雇用の場を作る
ことが一番よいと感じています︒

◎空き地の雑草の草刈り︑街路樹の草
刈りの徹底について
■須佐理事︵女性部長︶より質問
空き地の雑草については︑地主が責
任をもって草刈りをしてほしい︒また︑

街路樹の草刈りを徹底し︑景観のよい
綺麗な街づくりに行政からの指導協力
はできないものか︒
○大平議員
空き地の草刈りについては︑連絡を
いただいた場合︑担当課が現地を確認
し︑必要があれば書面で持ち主の方に
連絡して草刈りをお願いしています︒
持ち主の高齢化︑地元にいない︑相続
などで複数人が受け継いだ場合には誰
がやるのかという問題や少子高齢化の
影響等があり︑一概に対応できなくな
っているのが現状です︒
街路樹の件については︑道路管理者
に責任がある訳です︒実際のところは︑
ボランティアや有志の方の協力で何と
か綺麗にしていただいているというの
が現状です︒

◎南魚沼市中小企業者等振興基本条例
制定後︑地域経済の活性化への現在そ
して今後必要な施策と支援について
■門山監事より質問
中小企業者等振興基本条例制定後︑
市が行った地域経済の活性化に向けた
施策と支援及び今後地域経済の活性化
に必要な施策と支援について伺いたい︒
○佐藤議員
この条例は︑市と業者と市民が一体
となって地域の中小企業を盛り上げて
いこうという条例です︒
市の責務としては︑中小企業等の振
興に関する施策を策定し︑実現に向け︑
財政上の措置や中小企業への支援に努
めるようにということですが︑国の事
業の﹁地域未来投資促進法﹂を市民が
利用できるように計画を策定して国か

と
ま
や
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ら承認を得ました︒承認を得た基本計
画は︑地域の中小企業者が設備投資の
ために土地や建物を買ったり建て替え
たりということを対象に︑国の支援を
受けるという内容です︒
もう一つ︑生産性向上特別措置法と
いう似たような事業ですが︑こちらは
償却資産の入れ替えを対象としていま
す︒これも市が導入促進基本計画を
早々に立てて︑市内業者が受けられる
ように体制を整えています︒条例の中
の︑工事の発注・物品及び役務の調達
に関して市内産品の利活用と受注機会
の促進に留意し の
…部分については︑
市内業者では対応できない部分が現実
問題としてありますので︑検討してい
く必要があります︒
技術向上ですが︑安定的な雇用確保
のために事業が継続発展に資する支援
を市も行いなさいという条文について
は︑人材育成のための中小企業研修受
講料支援事業の補助を行っています︒
今後の施策支援については︑この条
例趣旨に沿って引き続き進めていくと
いうことです︒地元の資源を利活用し
て︑地元の経済が回っていくしくみを
これからも考えていかなくてはならな
いということです︒
事前に出された質問のほかに︑山田
理事から﹁命のボトル﹂︑笠原理事か
ら﹁魚沼基幹病院の現状と課題﹂につ
いて質問があり︑議員の皆さんから答
えていただきました︒内容については
紙面の関係で省略させていただきまし
た︒

第 回
グルメマラソン報告

女性部 視察研修

女性部花いっぱい運動

今年も女性部では花いっぱい運
動として︑浦佐駅西口駅前ロータ
リーにプランターを設置しました︒
浦佐駅長山崎さんからもお手伝い
いただきピンク色のペチュニア
鉢を設置︒翌日より全部員による
当番制にて水やりを実施していま
す︒ 月初め頃まできれいな花々
が駅前を彩ります︒

15

（火）

名の部員の参加により東京方
面への視察研修旅行に行ってきま
した︒築地の﹁すしざんまい﹂で
昼食を堪能した後に︑お台場で
﹁水陸両用バス﹂に乗船し︑素晴
らしい景色の東京湾クルージング
を楽しみました︒次に今回のメイ
ンである国宝﹁迎賓館赤坂離宮﹂
で説明を聞きながらゆっくりと見
学︒防犯対策が厳しく︑入り口で
は空港並みの手荷物検査があり︑
館内は撮影禁止でしたが︑各国の
国賓をもてなす豪華な仕様が施さ
れた様々な部屋や︑きれいに整備
された庭園に皆うっとり見入って
いた様子でした︒研修を通じて会
員の親睦を深める良い機会ともな
りました︒

10

6/18

31

6/9

今年度で開催第 回目となった
グルメマラソン︒歴代最多となる
５︐７００名を超えるランナーの
方々が出場し︑盛大に大会を盛り
上げました︒
記念すべき 回大会で﹁金のゼ
ッケン﹂や﹁特性大盛り茶碗配
布﹂など特別な試みを実施した大
会となりました︒
〜義援金報告〜
皆様から頂いた義援金︑チャリテ
ィーオークション落札額及びグッ
ズ売上げの一部をあわせた１７０︐
３３９円を︑北海道胆振東部地震
で大きな被害に見舞われた北海道
商工会青年部連合会宛にお送りし
ました︒
10

10

10

（日）

30

事業承継支援事業の
ご案内

中小企業経営者の高齢化が進み︑
数十万社の中小企業が事業承継の
タイミングを迎えようとしていま
す︒
後継者の育成も考えると︑事業
承継の準備には５年〜 年ほどか
かります︒ 歳頃には準備に着手
したいところです︒会社の大きな
転機となる事業承継は︑早めの準
備︑計画的な取組が肝要です︒
経営実態に即した事業承継に向
けた準備の必要性の認識を高め︑
経営状態・経営課題等の把握︵見
える化︶︑事業承継計画の策定支
援︑事業引継ぎセンターの紹介︑
M＆Aなど …
事業承継についての
ご相談は︑商工会へお気軽にご相
談ください︒
10

https://yamato-shokokai.com/
検索 大和商工会

大和商工会では︑﹁会員情報﹂
ページにおいて︑会員様のホーム
ページへのリンクを随時募集して
います︒情報発信の手段のひとつ
として︑是非ご活用ください！お
申込は商工会へご連絡ください︒

商工会HP・
無料リンクの募集

60

﹁創業支援セミナー﹂
の
ご案内

10

平成 年度
第２回理事会開催

15

8月28日
（水）

31

１．会員の加入承認と脱退報告
２．職務の代理及び順位の選任同
意について
３．令和元年度一般会計第１次収
支更正予算の承認について
４．職員服務規程の一部改正につ
いて
５．令和元年度商工貯蓄共済推進
要領について
６．大和商工会改善効率化計画進
捗状況報告と令和元年度以降の
改善効率化計画について
７．第 回八色の森市民まつりの
開催内容について
の案件が提出され︑それぞれ可決
承認されました︒
その他︑第６回南魚沼グルメラ
イドへの協力︑にいがた産業創造
機構︵ＮＩＣＯ︶の事業案内︑会
員加入の推進について︑説明と協
力要請がありました︒

南魚沼市地域産業支援連絡協議
会 ︵ ICLOVE
︶では創業者を対象
に﹁創業支援セミナー﹂を実施し
ています︒
講師に長岡大学経済経営学部教
授・中小企業診断士・︵有︶
MCA代表取締役の小松俊樹先生
を迎え︑経営・財務・人材育成・
販路開拓などの創業に関する基礎
知識と︑事業計画書の作成につい
て全５回︑２期に分けて開催して
います︒
第１期が終了し︑第２期が 月
９日︵水︶︑ 月 日︵水︶大和
商工会で開催︑ 月 日︵水︶︑
月 日︵水︶︑ 月６日︵水︶
六日町商工会で 時 分〜 時の
時間帯で開催されます︒
具体的な事例を交え理論的でわ
かりやすく︑内容も実務的で事業
にそのまま活かせる講義内容とな
っています︒
創業者だけでなく︑後継者や経
営者自身も事業を見直す上で︑非
常に役立つ内容のセミナーとなっ
ておりますので︑ご興味がある方
は商工会へお問い合わせください︒
詳細は南魚沼市HPにも掲載して
います︒
10
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家内労働︵内職︶
の
求人情報募集案内

市では︑市ウエブサイト内に
﹁家内労働︵内職︶の求人情報﹂
を掲載する予定です︒情報掲載を
希望する事業者は商工観光課商工
振興班までご連絡ください︒
なお︑市では︑求人情報掲載の
み︑相談やあっせんは行いません︒
対象 家内労働法に基づき労働基
準監督署に委託状況届を提出して
いる市内事業者︒
連絡先 商工観光課商工振興班
︵担当 梅澤︶０２５ ７
‐７３ ‐
６６６５

（5）

商

工

や

と

会員事業所紹介

star ﬁeld
MOTOR GALLERY

（スターフィールドモーターギャラリー）
事業主：岡村俊英
南魚沼市九日町2843-5

ま

025ー777ー3055

薮神地区の国道１
７号線沿いに店舗が
あり、ここ１０年位
は無人の中古車展示
場としていましたが元号改正、私も地元に戻ってき
て１０年という節目に合わせて本格創業しました。
以前は国産車ディーラー、輸入車ディーラー、タ
イヤ・カスタムショップに勤めていました。地元に
帰ってきてからは実家である「大和ホンダ

星野自

動車整備工場」で二輪車等の整備に従事してきまし
た。その経験を活かし、地域の皆様のカーライフを
支えていきたいと考えております。
この度、新会員として商工会に加入し２０１９年
７月７日にオープン致しました「star ﬁeld MOTOR
GALLERY」（スターフィールドモーターギャラリ
ー）の岡村と申します。

小規模事業者
持続化補助金

地域の皆様、商工会の皆様のご指導を頂き微力な
がらお役に立てるよう日々、感謝、努力し精進して
まいります。
これからも宜しくお願い致します。

■活用実績インタビュー■

ラーメン専門店みつや

（代表：青木 充宏）

Q 事業概要・経歴など（簡単に）

平成１３年に創業。昼の１１時〜夜の２０時まで通

しで営業しております。九日町の国道１７号線沿いに
位置し、夫婦２人で経営している「アットホーム」な
ラーメン店です。

Q 補助金を申請した当時の課題

店舗として目立たない外観であり、一見何のお店か

なり、新規のお客様の来店にもつながるようになりま

わからないような状態でした。ラーメンの味やサービ

した。また、SNS等でラーメンだけでなく、店舗外

スからだけでなく、店舗外観からも視覚的に印象付け、

観の投稿もされるようになり、より認知度も高まりま

ラーメン店として認識していただき、記憶してもらえ

した。結果、客数の向上につながっています。

る必要がありました。

Q 補助金を活用しての感想、今後の事業への取組み、

Q 補助金を活用した取組みの内容

PR事項

立ち、看板の役割を果たせるようにしました。ラーメ

となりました。

店舗の外装を大幅にリニューアルし、店舗自体が目

ン店としてわかるロゴ入り小看板も設置しました。

Q 補助金を活用して得た効果

今後もお客様を大切に、今まで以上に愛されるお店
作り・ラーメン作りに加え、ITによる発信などで更にお客

店舗外観が全面的にラーメン店と認識できるように

新 会 員
紹
介

補助金の活用にあたり、当店を見つめ直す良い機会

様へ当店の魅力をお伝えしていければと考えています。

次の方々が新たに会員となりましたのでご紹介いたします。皆様の益々の
ご発展とご活躍を期待いたします。
● ㈱大和環境
● star

ﬁeld MOTOR GALLERY

（黒土新田・産業廃棄物処理業）

（スターフィールドモーターギャラリー） （九日町・自動車販売整備）

商

工

主要経済指標

ご
案内

ま

ご
案内

○有効求人倍率
南魚沼 Ｒ１年７月 １.９３
Ｒ１年６月 １.７１
３０年７月 ２.４７
○新設住宅着工戸数
南魚沼 Ｒ１年６月 ３０
Ｒ１年５月 ３８
３０年６月 ３４
○鉱工業生産指数（H２２年＝１００）
新潟県 Ｒ１年５月 １０３.７
３１年４月
９９.６
３０年５月 １０５.５
○消費者物価指数（H２７年＝１００）
全 国 Ｒ１年６月 １０１.６
Ｒ１年５月 １０１.８
３０年６月 １００.９
新潟市 Ｒ１年６月 １０１.６
Ｒ１年５月 １０１.８
３０年６月 １０１.０
○公共工事請負額
新潟県 Ｒ１年６月 ３５７億円
Ｒ１年５月 ３４５億円
３０年６月 ３２７億円
資料：ハローワーク

や

エキスパートバンクのご案内
( 専門家派遣 )

エキスパートバンクは、小規模事業者及び創業を予定する
方々の経営や技術的なお悩み・ご相談に応じて、登録されて
いる分野のエキスパートを派遣し、具体的・実践的な事項に
関して適切な指導助言を行う制度です。
■エキスパートの謝金・旅費は全額バンクが負担
■県内商工会地域の小規模事業者及び創業を予定する方が対象
※小規模事業とは従業員数が商業・サービス業は５人以下、
製造業・建設業は２０人以下の事業者となります。
■エキスパートが直接事業所へ、原則１テーマに付き１回・
訪問指導（内容は秘密厳守）
■あらゆる分野の経験豊かなエキスパートを登録
☆様々なご相談にご利用いただけます。
たとえば…
・経営ビジョンをつくりたい
・社員の教育訓練を指導してほしい
・就業規則を見直したい
・コストダウンを図りたい
・商品デザインを見直したい
・新事業を考えている
予算に限りもありますのでご相談はお早めに商工会へ

新潟経済社会リサーチセンター

ご
案内

１０月は商工会費の
納入月です。

１０月は商工会費（後期分）が貴社の口座より
振り替えられる月です。前日までに口座残高の確
認をお願いします。

無料法律相談を開設します
−近隣での開催案内−

１０月１７日（木）
１１月１４日（木）
１２月 ５日（木）
１月 ９日（木）

【振替日】
10月15日(火)

六日町商工会
湯沢町商工会
小出商工会
堀之内商工会

025-772-2590
025-784-2522
025-792-2124
025-794-2433

予約制となっておりますので
商工会へ事前にご連絡ください。

編集者より

40

〜あとがきにかえて〜

令和元年最初の夏︒

今年の夏は︑昨年を

上回るほど猛暑日が続

号

10

きました︒

８月中旬に台風

の影響で温かい空気が

流れ込んで︑気温が大

幅に上がり新潟県上越

度に達したのは

40

市で 度に達するほどでした︒全

国の観測地点で

令和になって初めてのことでした︒

南魚沼市も日中は凄まじい暑さ

で︑夜は寝苦しい日々が続きまし

た︒

消防による熱中症の注意喚起も

毎日行われていて︑水分補給は欠

かさず行っていました︒

仕事の休憩時に食べた今年の八

色すいかはとても甘くて︑水々し

く︑渇いたカラダに染み渡るほど

また︑これからの季節は︑冬に

美味しかったです︒

向かい気温の大きな変動もありま

すので︑皆さん体調管理は万全に

︵荻原︶

!!

（6）

と

