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◆就業規則・諸規則の作成・改正
◆社会保険・労働保険等の手続
◆コンプライアンス・個人情報保護・マイナンバー対応
◆労災保険特別加入（事業主・役員・一人親方）

〒950-0982 新潟市中央区堀之内南2-19-14 和合ビル2F（駐車場多数完備）

労働保険事務組合　企業経営支援研究会
一人親方団体　新潟建設建築技能者組合

西山経営労務事務所
社会保険労務士法人

ご相談ください！

TEL025-256-8373  FAX025-256-8374 西山経営労務 検 索

エヌガイア株式会社

海外ビジネスを考えていませんか？
新しい船出のお手伝いを致します！
海外ビジネス/マーケティング/国際法務（顧問
弁護士）国際税務（顧問税理士）/翻訳のプロ　

が、御社の“ナビゲーター”です。

http://www.n-gaea.jp

今すぐお電話を！025-282-7698 025-278-8331 http://www.aruba-g.jp 

集客と求人の「悩み！」

アルバ株式会社アルバ株式会社

解決に自信アリ

まずは無料相談

新潟市東区江南 6 丁目 8-4 3F

建設業等を営む皆様！
専門家に経営相談してみませんか

　当所では建設業の様々な経営課題解決に向け専門家
派遣を実施中です。例えば、
①�自社の健康状態を確認するための財務診断、及び分
析による経営改善策

②資金繰り対策と経営計画作成
③改良工法に関する特許取得について
④�既存ＣＡＤシステム運用によるリードタイム短縮等
生産性向上

⑤新分野への進出に際しての留意点、計画の検討等。
　相談は３回まで無料です。是非、ご利用ください。
【�対象者】新潟県内に主たる営業所を有する、中小建
設及び設計、測量などの土木建築サービス業者。

　お問合せ・申込みは広域経営支援センター
　☎290-4411
※�新潟商工会議所では、11月17日（木）午後１時30分～
３時30分の予定で、人材定着を図るための、「建設
業人材育成セミナー」を開催いたします。セミナー
内容等は開催１ヶ月前に、会員向けメール、ＦＡＸ
通信で送付し、当所ホームページに掲載いたします。
多くの皆様のご参加をお待ちしております。

販売促進、自社ＰＲに補助金の活用を！！
小規模事業者持続化補助金の
公募が予定されています！

　昨年度から４回実施されている、小規模事業持続化
補助金が、政府の補正予算案で閣議決定され、今国会
で成立した後、公募が開始されます。
　この補助金は小規模事業者が、新潟商工会議所と連
携して計画書を作成し、新規サービス、販路開拓に取
り組むための費用助成を受ける制度です。
　従業者の処遇改善（賃上げ）を実施する事業者につ
いては補助上限額を増額するとともに、ホームページ
改善、携帯端末サイト作成、生産性向上等ＩＴを活用
した取組を実施する事業者を重点的に支援いたしま
す。

＜小規模事業者持続化補助金＞

・補　助　率：補助対象経費の2/3

・補助上限額：50万円

　　　◇100万円（賃上げ、雇用対策、海外展開、買物弱者対策）

　　　◇500万円（複数の事業者が連携した共同事業）

［今まで採択された取組例］

・現在の購買動向に合わせ、ＨＰの他に携帯電話専用
のサイトを作成し、販路拡大に繋げた。
・新たなサービス開始したことをＰＲするチラシの作
成、配布を実施し、認知度を高め受注が増加した。
・商品の梱包・パッケージを刷新し、ブランド力を向
上させ、併せて情報発信力を強化、固定客のリピー
ト回数の増加、新規顧客が増加した。

※�公募開始については、決定次第、当所ホームページ

に掲載いたします。

※�対象は小規模事業者（従業員が20人以下、商業、サー
ビス業は５人以下の事業所）

お問合せ：中小企業振興部　TEL�290-4411

【一日融資相談会】共催：㈱日本政策金融公庫新潟支店

　年末資金の準備や機械・車両等の設備導入資金など
をお考えの方は、お気軽にご相談ください。
【日　時】平成28年11月16日（水）午前10時～
　　　　　�午後４時（事前予約制、相談時間はお申込

み時に調整させていただきます。）
【会　場】新潟商工会議所　大会議室
　　　　　（中央区万代島5-1　万代島ビル７F）
【相談員】�㈱日本政策金融公庫新潟支店（国民生活事

業担当者）及び当所担当者
●普通貸付　●マル経貸付（無担保・無保証人）
※マル経貸付は小規模事業者のみ融資対象です。
　お申込みは経営相談課まで　☎290-4411



早期景気
観測調査
新潟商工会議所管内
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工場・事務所・倉庫・店舗の建築は
おまかせください！

コスモ建設㈱

システム建築により自由設計、
ローコスト・短工期を実現！

〒950-0983　　　
新潟県新潟市中央区神道寺2-2-25

TEL025-245-7111　FAX025-245-7119
メールアドレス：info@cosmo-k-co.com

で検索
※㈱住金システム建築
　の施工会員です。

平成27年
9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月

平成28年
9月

 売　上 ▲ 6.5 ▲ 2.9 ▲14.0 ▲ 6.7 ▲ 8.7 ▲11.8 ▲ 2.9 2.0 ▲19.4 ▲18.8 ▲21.0 ▲20.0 ▲ 9.3
 採　算 ▲12.0 ▲ 3.9 ▲ 8.6 ▲ 9.6 ▲14.1 ▲16.1 ▲11.8 ▲ 7.1 ▲24.7 ▲18.8 ▲24.8 ▲19.0 ▲17.5
 業　況 ▲10.9 ▲13.5 ▲19.4 ▲14.4 ▲22.8 ▲15.1 ▲14.7 ▲ 8.1 ▲18.3 ▲22.8 ▲17.1 ▲28.4 ▲19.6
 仕入単価 ▲23.9 ▲34.6 ▲19.4 ▲16.4 ▲12.0 ▲14.0 ▲19.6 ▲15.2 ▲18.3 ▲24.8 ▲15.2 ▲16.8 ▲12.4
 従業員 18.5 23.1 15.1 21.2 19.6 19.4 16.7 17.2 10.8 18.8 9.5 16.8 12.4

【９月の概要】
　８月に比べると、従業員ＤＩはプラス幅が減少したものの、売上ＤＩ、採算ＤＩ、業況ＤＩ、仕入単価
ＤＩとも、マイナス幅が減少した。全般的に前月比較でＤＩのマイナス幅は減少を示したが、製造業では
需要の減少、サービス業でも売り上げは依然厳しい状況との声が聞かれ、景況の低迷は続いている。
　先行きについては、８月に比べ、仕入単価ＤＩはマイナス幅がやや増加し、従業員ＤＩもプラス幅が減
少したものの、売上ＤＩはマイナスからプラスに転じ、採算ＤＩ、業況ＤＩともマイナス幅が減少するなど、
先行きは不透明ながらも改善の期待感がうかがえる。

【全産業平均DI】　※DI（景況判断指数）＝（良い割合）－（悪い割合）
　全産業の前年同月比では、８月に比べ従業員ＤＩが、4.4ポイントプラス幅が減少したものの、売上ＤＩは10.7ポイント、採
算ＤＩは1.5ポイント、業況ＤＩは8.8ポイント、仕入単価ＤＩは4.4ポイントとそれぞれマイナス幅が減少した。
全産業平均DI－向こう３か月間の先行き見通し

売上（受注・出荷） 採　　算 仕入単価 従業員 業　　況
8月 ▲ 2.1 ▲12.6 ▲11.6 20.0 ▲14.7
9月 　 7.2 　 0.0 ▲13.4 18.6 ▲ 6.2

建
設
業

総合建設 受注の総量は多くないが人手不足で多忙が続く見通し。

総合建設 公共工事は緩やかに減少気味と思われる。全国大都市圏の民間工事については、少しではあるが業者間の競争が増えて
きていると思われる。官民共に先行き不透明である。

製
造
業

包装資材 人員不足・運送費の上昇などにより、価格見直しも視野に入れたいが、食品包装資材の市場は、価格の値引き要請が散
見される。

食品 菓子製造業界は厳しい。冠婚葬祭関係が簡略化したり、コンビニスイーツが台頭したりで、需要の減少傾向に歯止めが
かからず。

卸
売
業

日用品 業況は良くないが、比較的単価の高い品が貢献している。

機械部品 一般企業の設備投資はあるが、公共工事が減少している分、売り上げが減少している。

小
売
業

貴金属 仕入れ単価の上昇（値上り）が一段落していて、これがこのまま続きそう。

家具 売上高および粗利高が低調で、営業経費が高止まりの結果、採算は悪化している。
サ
ー
ビ
ス

ホテル 売り上げは依然厳しい状況が続いているが、大都市ではオリンピックに向けての戦略を練りつつある。

貸駐車場 東京資本による同業他社の進出はスピードを緩めたものの、依然として続いている。

【業界から寄せられた主なコメント】

景気動向（前年同月比）全産業DI値
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（平成27年９月～平成28年９月）

　先行きは、売上ＤＩがマイナスからプラス7.2ポイントに転じ、採算ＤＩもマイナスから０となり、業況ＤＩは8.5ポイント
マイナス幅が減少した。仕入単価ＤＩは1.8ポイントマイナス幅が増加し、従業員ＤＩは1.4ポイントプラス幅が減少した。

景気の き動


