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新潟清酒 with 古町芸妓 第２弾発売のご案内 

冬季期間限定 健康増進サポートのご案内 

 

 

 本年３月に発売を開始しておりました、当所の企画によります古町芸妓をイメージした新潟清

酒のオリジナルパッケージ商品「新潟清酒 with 古町芸妓」第２弾を以下の通り販売開始いたし

ました。 

 

販売開始：令和元年 12 月 11 日（水） 

内  容：純米酒 500ml/クリアケース入 

種  類：４種類（麒麟山酒造・今世司酒造・ 

青木酒造・尾畑酒造） 

※各蔵 1,000 本限定 

価  格：1 本 1,650 円（税込） 

販売箇所：新潟市内観光施設の売店、酒販店等 

お問合せ：新潟商工会議所 まちづくり支援課 

TEL 025-223-6272 
 

 
 

 
「新潟清酒 with 古町芸妓」第２弾 パッケージ 

 
 
 

 
 

 

 

 

 会員の皆様方の健康管理と健康増進活動を支援するため、「会員様限定健康増進サポート」

として基本人間ドック及び各種オプション検査を会員特別料金でご案内いたします。この機会

にぜひご利用ください。 

健診機関及び基本人間ドック会員特別割引料金（税込） 

・（一社）新潟県労働衛生医学協会（川岸町・プラーカ）・・・通常￥41,800 → ￥36,300 

・（一社）新潟縣健康管理協会・・・・・・・・・・・・通常￥41,040 → ￥35,200 

・（公財）新潟県保健衛生センター・・・・・・・・・・通常￥41,250 → ￥36,300 

・（一財）健康医学予防協会（新潟健診プラザ）・・・・通常￥41,030 → ￥35,200 

 ※ 生命共済「チューリップ共済」ご加入者は、会員特別割引料金から、さらにお一人

2,000円の割引となります。 

実施期間：令和2年１月上旬～３月上旬 ※各健診機関により実施日は異なります。 

申込期間：２月14日（金） 締切 

 ※ ご希望日の２週間前までに、健診機関に直接お申し込みください。 

 ※ ご希望の場合は、専用の申込書を郵送します。 

【お問合せ】会員サービス課 TEL 025-290-4411 

新潟商工会議所 E-mail 通信     Vol.183 

発行日：令和元年 12 月 25 日        担当：会員サービス課  service@niigata-cci.or.jp 

〒950-8711 新潟市中央区万代島５番１号 万代島ビル７階 

URL https://www.niigata-cci.or.jp   E-mail office@niigata-cci.or.jp 

http://www.niigata-cci.or.jp/
mailto:office@niigata-cci.or.jp
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よしとみ社会保険労務士事務所  
社会保険労務士 吉田 明弘 
 
★☆今月のテーマ《 傷病手当金 》☆★ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次の４つの要件をすべて満たした場合に支給されます 

①業務外の事由による病気やケガのための休業であること 

※業務上の事由、または、通勤途上の事由による病気やケガは、労災保険から保障が受けられます。 

②仕事に就くことができないこと 

③連続する３日間を含み４日以上仕事に就けなかったこと 

※連続する３日間は、公休日や有給休暇も含みます。４日目からが支給の対象になります 

④休業した期間に給与の支払いがないこと 

 ※支払われていたとしても、傷病手当金の額より小さい場合は、その差額が支払われます。 
 

 

傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から１年６か月です。これは１年６か月分という事

ではなく。支給開始から１年６か月経過するまでが支給される期間ということであって、途中で復帰し

た時期があった場合、その時期も１年６か月の期間に含まれます。 
   

 

(支給開始日以前の継続した１２か月間の各月の標準報酬月額を平均した金額)÷３０日×３分の２が

１日当たりの支給金額です。標準報酬月額は、年金事務所や健保組合に届けている報酬額です。支給開

始日以前の期間が１２か月に満たない場合は別の計算方法によります。 
 

 

退職などで被保険者の資格を喪失した場合、資格喪失日の前日(退職日など)までの被保険者期間が１年

以上あり、現に傷病手当金を受けているか、または、受けられる状態になっているときは、資格喪失後も

継続して傷病手当金を受給できます。ただし、一旦仕事ができる状態になったら、その時点で傷病手当金

の支給は打ち切られます。 
 

 

会社から支払われる給与が停止されていても、本人負担分、会社負担分の保険料は支払わなくてはい

けません。 
 

 

出産手当金、老齢(退職)年金、障害年金、厚生年金から支給される障害手当金、労災保険の休業補償な

どの支給期間と傷病手当金の支給期間が重なっているときは、傷病手当金の支給が停止されるか、また

は、差額が支給されます。 
 

 

健康管理を充分に行っていても、病気やケガで仕事を休まざるを得ないときがありますよね。そんな

時は無理をせず、しっかり治して仕事に復帰したいものです。そういう時に頼りになるのが傷病手当金

だと思います。 
 

☆詳しい内容については、労務管理の専門家にお聞き下さい！新潟県社会保険労務士会ホームページ http://www.sr-niigata.jp☆          

１月号 

病気やケガで長く会社を休まなければならなくなり、そのために充分な報酬を得られなくなると不

安ですよね。そんな時、協会けんぽまたは組合健保の被保険者であれば、傷病手当金が支給されます。

今月は傷病手当金の解説をします。 

http://www.sr-niigata.jp/
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「誠実に五方よし経営を続ける『療食サービス』」 
  

宇都宮市郊外の産業団地の一角に、モダン

な社屋の中小企業がある。ここが株式会社療

食サービスの本社と物流センターである。 

 同社の主事業は、社名の通り、病院や福祉

施設で提供される治療用特殊食品や、近年は

やりの施設内でのおやつ菓子などの卸・小売

業である。 

設立は１９８１年。現社長の野村武夫氏が、  

３人のスタッフと共にスタートした企業であ

る。創業のきっかけは、同氏が前職で会社員

をしていた当時、たまたま担当していた取引

先のトップに仕事から撤退することを告げら

れたことで、ならばと、その仕事を引き継ぐ

形で独立創業した。 

 資本金１００万円、スタート時の社員数は

わずか３人であったが、苦労と努力が実り、

１年目から着実に業容を拡大し、初年度には

数千万円にすぎなかった売上高が、現在では

約 40 億円、社員数も 70 人にまで増加して

いる。驚くのは、売上高が、この間一貫して

右肩上がりで、かつ黒字経営を続けている点

である。 

 設立当初、その商圏は栃木県の一部地域の

みであったが、年々拡大し、今や栃木県内全

域はもとより、群馬県、茨城県、埼玉県、そ

して千葉県にまで拡大している。ちなみに、

現在、同社の商品が直接・間接提供されてい

る病院や老人ホーム、さらにデイサービス事

業所などは、関東５県を合わせて４０００カ

所以上に上る。 

 また顧客の性格上、一人一人の健康状態に

合わせた配慮と工夫が求められていることも

あり、創業当初１００にも満たなかった取り

扱い商品アイテムは、仕入れや同社の企画提

案商品などを含め３０００種類以上となって

いる。今や全国有数の療食（治療用特殊食

品）のワンストップ企業として関係者の評価

は高い。 

 同社の成長発展の要因は多々あるが、あえ

て１点を挙げるならば、同氏の考えた経営の

在り方・進め方が、社員はもとより仕入れ

先、さらには販売先・顧客、そして社会の支

持を得てきたからといえる。 

 その経営の在り方とは、前職時代の経験

や、多くの書物などから得た知見を踏まえ

「会社は個人のものではなく社会的公器」と

評価・位置付けし、その決断の方法も「損得

・勝ち負けではなく善・悪、つまり、どうす

ることが正しいのか、正しくないのか」をベ

ースとしたものである。 

 また、進めた経営スタイルは、「株主第一

経営」ではなく「社員と顧客第一経営」、

「ワンマン経営・トップダウン経営」ではな

く「全員参加経営」、「閉鎖的経営」ではな

く「超ガラス張り経営」、「命令経営・ノル

マ経営」ではなく「自主経営・相談経営」、

さらには「急成長・急拡大経営」ではなく

「年輪経営」の実践であった。 

 こうした企業の存在を見ると、企業の盛衰

の最大要因は、リーダーそのものにあるとい

えよう。 

 

坂本 光司／さかもと・こうじ 

 人を大切にする経営学会会長。１９４７年生まれ。福井県立大学

教授、静岡文化芸術大学教授、法政大学大学院政策創造研究科（地

域づくり大学院）教授、同静岡サテライトキャンパス長などを歴

任。国や県、市町、商工会議所などの審議会・委員会の委員を多数

兼務している。著書に『日本でいちばん大切にしたい会社』（あさ

出版）、『この会社はなぜ快進撃が続くのか』（かんき出版）など。 
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忘新年会や Xmas パーティーにぴったりな  
コース料理が豊富なビストロ！ 
 

目の前に出されたコース料理はハンバーグとサ

イコロステーキ盛り合わせ、極上ウニのパスタ、

サーモンのカルパッチョ、生ハムと季節のフルー

ツマスカルポーネ、ほか４品。１品１品が食材の

持ち味を大切にして、風味豊かな味わいを作り出

しています。もちろん２時間飲み放題で 5,000

円。飲み放題のアルコール類も、ビール、ワイ

ン、焼酎、カクテルなど豊富です。  

ほかにも、レタしゃぶ＆黒毛牛イチボのサイコ

ロステーキ付き７品２時間飲み放題(4,500 円)、

日曜～木曜限定の 60 分単品飲み放題(980 円)な

どコース料理が多いので、メンバーや曜日や予算

に合わせることができ、忘新年会や Xmas パー

ティーにぴったりです。

 

階段を上がると代表の澁谷真澄さんが出迎えてくれます 

 

 

メイン料理のほかに全８品の２時間飲み放題コース(5,000

円)。メンバーによってコース料理もさまざまあります 

 

ここは新潟駅万代口から徒歩約３分の場所にあ

る「ビストロ漢桜」。ビルの２階にあるので通り

過ぎてしまいがちですが、一度来店すると何度も

足を運びたくなります。「家族や親戚、同級生や

知人などを気軽に呼ぶことができる店を持ちたい

と考えていました」と話すのは代表の澁谷真澄さ

ん。2017 年 12 月にオープンして３年目です。

店名の漢桜は澁谷代表の当て字とか。「漢は男ら

しさ、桜は女らしさと考えて付けました」。 

 カウンター席やテーブル席のほかに、６名用と

８名用の半個室の空間もあるので、ゆっくりと自

宅のリビングにいるようにくつろぎながら料理と

酒を楽しむことができるビストロです。 

※商品の価格表示はすべて税抜きです。 

 

ビストロ漢
オトコ

桜
バナ

 

住所：新潟市中央区東大通 1-6-5 ２階 

TEL：025-385-7866 

営業：17：00～深夜 1：00(lo0:30) 

休日：不定休 

収容：35 席  

Ｐ ：なし 
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▶▶ 日商の動き 

 

 

早期景気観測（日本商工会議所）調査結果のポイント  LOBO 調査 201９年 11 月結果  
 

 

業況 DI は、消費低迷から悪化 先行きは、期待感見られるも、慎重な見方続く 
 

・全産業合計の業況 DI は、▲26.8（前月比▲2.7 ポイント） 
 
・省力化投資を中心とする設備投資や都市部の民間工事などの建設業は堅調に推移したものの、消費税

率引上げに伴う消費者の節約志向の強まりや、高額品を中心とする駆け込み需要の反動減の影響が残

り、小売業やサービス業、卸売業など幅広い業種の売上が落ち込んだ。また、米中貿易摩擦や世界経

済の先行き不透明感、深刻な人手不足や人件費の上昇、仕入コストや光熱費の増加が業種を問わず、

広く業況の押し下げ要因となっており、中小企業の景況感には鈍さが見られる。 
 
・先行き見通し DI は、▲23.5（今月比＋3.3 ポイント） 
 
・クリスマスや年末年始の個人消費拡大やインバウンドを含めた観光需要拡大への期待感がうかがえ

る。一方、消費税率引上げの影響や、人件費の上昇や受注機会の損失など人手不足の深刻化の影響、

原材料費の上昇、コスト増加分の価格転嫁の遅れ、貿易摩擦や世界経済の動向、日韓情勢の行方など 

不透明感が増す中、中小企業の業況感は慎重な姿勢が続く。 

 

詳細は、日商ホームページ（ https://www.jcci.or.jp/lobo/lobo.html ）を参照。 

https://www.jcci.or.jp/lobo/lobo.html

