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飲食店等支援クラウドファンディング事業 

「WE’REガタ店
てん

サポータープロジェクト」開始  

参加飲食店等、募集中！ 

 

 

 

 

１．「WE’RE ガタ店サポータープロジェクト」とは 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、影響を受けている飲食店等を支援するため、商工会議

所、新潟日報社、新潟県および新潟市が中心となって始めた飲食店等支援クラウドファンディング事業の

ことです。この事業は、クラウドファンディングサービス「にいがた いっぽ」（新潟日報社）を使い、飲

食店等事業者は支援金を受け取り、支援者は支援金を払ってコロナ収束後の来店時に利用券を受け取りま

す。現在、参加飲食店等募集中です。 
 

２．当クラウドファンディングの仕組み 

  支援の方法は 2種類あり、購入された参加店舗のチケット分すべてが支払われる「チケット購入型支

援」と、支援者がプロジェクト全体に寄付し、参加者全てに均等に分配される「寄付型支援」がありま

す。参加店舗は両方の支援金について 6月末を目処に受け取ることができますが、各店舗で支援への謝礼

として支援額の 10％程度のサービスを考える必要があります。 
 

３．参加店舗募集期間 

令和 2年 5月 1 日（金）から 5 月 20 日（水） 

※クラウドファンディング実施期間は、令和 2 年 5 月 27日（水）から 6月 19 日（金）。 
 

４．申込方法 

 下記 URLまたは右の QR コードから入力フォームへ進みます。  

https://www.niigata-nippo.co.jp/enquete/?n=892 
 

５．問い合わせ先 

WE’RE ガタ店サポータープロジェクト実行委員会事務局（新潟日報社 地域連携推進室内） 

電話 ：025－385－7473（土日祝除く 10:00-17:00） 
 

６．プロジェクトについてもっと詳しく知りたい方へ 

⚫ 新潟県「新型コロナ対策結（むすぶ）プロジェクト～第 1 弾～」

https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/seisaku/musubu.html 

⚫ 新潟市「WE’RE ガタ店サポータープロジェクトを実施します」

https://www.city.niigata.lg.jp/business/shoko/jigyousha_covid19/weregatamise.html 

⚫ にいがた いっぽマガジン「新潟県内飲食店を支えよう！参加店募集」 

https://n-ippo.jp/magazine/5 

⚫ 新潟商工会議所「飲食店を支援する『WE’RE ガタ店サポータープロジェクト（クラウドファンディ

ング）』実施中」http://www.niigata-cci.or.jp/archives/7233 
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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《 社員を採用したときに行うこと 》☆★ 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

労働条件通知書（雇用条件通知書）の交付、または、雇用契約書（労働契約書）を取り交わして、会社と従

業員の労働契約を結びます。 

契約書や通知書に明示しなければならないのは、以下の通りです 

労働契約(雇用契約)の期間 

期間の定めがある契約は、更新の有無、更新の判断基準 

就業の場所と従事する仕事の内容 

始業時刻、終業時刻、時間外労働の有無、休憩時間、休日、休日労働の有無、休暇の事など 

賃金の計算方法、締切日、支払日、昇給の事など 

退職の手続きについて、解雇の事など 

退職金の事や、賞与、臨時の手当に関する事、安全衛生、職業訓練、災害補償、表彰、制裁、休職の事など

も採用時に伝えた方が良いでしょう。 

また、契約内容に変更がある場合（賃金の計算方法が変わる等）は、改めて契約を結ぶ必要があります。 
 

 

1 週間の所定労働時間が 20 時間以上で、31日以上の雇用期間で採用した場合は、その社員の雇用保険

の被保険者資格の取得手続きをしなければいけません。 

手続き先は、管轄のハローワーク、または、労働保険事務組合で手続きします。 

手続きの期限は、入社した日の属する月の翌月 10 日までになります。 
 

 

健康保険・厚生年金保険の適用事業所で、1 週間の労働時間および 1 か月の所定労働日数が、通常の労働

者の 3/4 以上の条件で採用した場合は、健康保険・厚生年金保険（いわゆる社会保険）被保険者の資格取得

の手続きをしなければいけません。 

扶養家族がいる場合は、同時に健康保険の被扶養者異動届の手続きが必要ですし、配偶者を扶養している

場合は、国民年金の３号被保険者の手続きも同時に行わなくてはいけません。 

こちらの手続きの期限は、入社後 5日以内です。 

※従業員が５０１人以上の事業所は、週所定労働時間２０時間以上、雇用期間１年以上、賃金が月８．８万円

以上で社会保険の手続きが必要になります。 
 

 

常時働いてくれる従業員を採用したときは、医師による健康診断の実施が義務づけられています。ただし、

採用前３か月以内に本人が健康診断を受けて、その結果を書面で提出した場合は、その項目については省略で

きます。 
 

 

臨時の従業員も含め、雇入れ時に安全や衛生に関する教育を行わなければいけません。 
 

 

新しい従業員にしっかり働いてもらうためには、採用時の手続き等を遅滞なく行うことが必要ですね。また、

従業員の会社への帰属意識が高まると思います。 
  

☆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☆ 

  

５月号 

この春、新しい社員を迎えた事業所も多いと思います。今月は、新しい社員を採用したときに行う

ことついて解説致します。 

http://www.sr-niigata.jp/
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「過疎地域の生活者を守り続ける総合スーパー『マキオ』」 
 

  

鹿児島空港から車で約１時間半、九州新幹線川

内駅から車で 40 分ほど走った鹿児島市の北西部

に、阿久根市という名の小さなまちがある。 

 今から 65年前、１９５５年のピーク時の人口

は４万人を数えていたが、その後、年々減少を続

け、今や当時の半分の２万人である。深刻なこと

は、地域に住む人々の高齢化の進行で、現在の高

齢化率は約 39％と、全国平均の 28％はもとよ

り、鹿児島県の 31％も大きく上回っている。40

年後（２０６０年）に国平均で 40%に達すると

いわれている高齢化率とほぼ同率で、超高齢社会

の縮図のようなまちである。 

 こうした過疎化・高齢化が著しく進行する小さ

なまちにあって、「地域住民の命と生活を守らね

ば……」と、中堅規模の小売店に成長してもな

お、この地に本社本店を構え、頑張っている注目

すべきスーパーがある。運営会社の名は株式会社

マキオといい、本店舗名は「Ａ-Ｚあくね店」、

現在は、このほかに、「Ａ-Ｚかわなべ店」（南

九州市）、そして「Ａ-Ｚはやと店」（霧島市）

の計３店舗を展開している。３店舗合計の社員数

は約８００人、年間来店者数は延べ６５０万人、

そして売上高は２８０億円である。 

 １９９７年に１号店である「Ａ-Ｚあくね店」

を開店して以来、全国チェーン店の衰退をよそ

に、広告宣伝はほとんどしていないが、その業績

は右肩上がりである。 

 同社の成長発展の要因は多々あるが、その最大

の要因は、実質創業者である現社長、牧尾英二氏

の進めた経営・店づくりが、地域住民はもとより

地域外に住む人々からも、高く評価され、この

間、変わらぬ支持を受けてきたからである。 

 牧尾社長の掲げたモットーは、「店は地域住民

の生活インフラ。損得や勝ち負け、さらには、効

果・効率などよりも、地域住民の命と生活を最優

先する……」である。このため、もうけではなく

生活者の利便性のため、営業もあえて 24 時間、

平屋建ての巨大な店舗内で扱う商品も、食料品は

もとより家電・衣料品・ＤＩＹ商品・仏具・住設

部品・ドラッグ、さらにはカー用品から軽自動車

まで、日常生活に必要な商品はほとんどそろって

いる。 

 聞くと、取扱品目はなんと 40 万アイテム。ち

なみに、地域住民が必要とあれば、たとえ 1 個

でも、たとえ１年に１人の顧客の要望であっても

扱っている（これがＡ-Ｚの由来）。 

 より驚くことは、地域住民の多くは、交通弱者

であるということもあり、マイクロバスを４台購

入し、自宅から店までの送迎どころか、病院や市

役所への送迎も担っている。 

 ちなみに、気になる値段はというと、ディスカ

ウントストア並みの低価格である。 

  

 

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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タケノコ、フキ、ウドと春の味覚いっぱいの 

地元で愛されて 22 年の居酒屋  

 

テーブルに現れたのは、店オリジナルの合わせみそ

を使った優しくてまろやかな味のタケノコのみそ田

楽、口の中でエビの風味がフワッと広がるエビしんじ

ょう揚げ、食べやすくて甘みがあるタケノコの木の芽

あえの３品。フキやウドの天ぷらも添えた、見た目も

春らしい今日のおすすめ料理です。 

旬の食材を使ったおすすめ料理は週替わり。刺身な

どのほかに、お客さまの予算に合わせた夜のコース料

理(3,000 円～)もあり、アルコールと共に楽しむ方が

多くいらっしゃいます。ランチは魚料理をメインにし

た日替わり定食(770 円)。今日はカレイの西京漬け、

茶わん蒸し、ゼンマイの煮物、漬物、みそ汁、ご飯。

毎日メインの魚が替わるので常連客にはうれしいメニ

ューです。 

店主の渡辺武司さんと妻のマユミさんの二人三脚で営む居酒屋 

タケノコのみそ田楽(680円)、エビしんじょう揚げとフキと

ウドの天ぷら(630円)、タケノコの木の芽あえ(500円)は、

今日のおすすめ料理の中の３品。 
 

 創業 22 年のこの店は、店主の渡辺武司さんと妻の

マユミさんが二人三脚で営んできました。店主の渡辺

さんは料亭などで約 50 年板前修業後に店をオープ

ン。「私は職人の発想でメニューを考えますが、妻が

お客さま目線でアドバイスしてくれるので、メニュー

に幅が出てきます」。それが女性一人でふらっと来店

しても、同僚や友人と立ち寄っても、家族で訪れても

喜ばれるゆえんです。地元で愛され続けているこの居

酒屋は、新新バイパス・竹尾インターを下りた赤道沿

いにありますが、入り口が奥待ったところにあるので

初めての人は見つけにくいかも。でも何度も訪れたく

なる居酒屋です。 

居酒屋
い ざ か や

 わたや 

住所： 新潟市東区牡丹山 4-3-18 

TEL :  025-272-3833 

営業： 11：30～14：00(lo13：30)／ 

17：00～23：00(lo22：30) 

休日： 日曜(日・月曜が休日の場合、 

日曜営業で月曜休日) 

※上記は通常時の営業時間です。 

収容： 20 席 

Ｐ ： ８台 
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▶▶商工会議所からのお知らせ 

 
デリバリー・テイクアウトサービス会員事業所紹介ページを開設（掲載中） 
 
外出自粛の要請を受け、デリバリーやケータリング、テイクアウト、出張販売・出張サービ

ス等の需要が高まってきていることから、これらのサービスで頑張っている会員事業所を当初

ホームページに掲載して紹介しています。掲載事業所は５月 11 日現在で 51 社となっていま

す。是非、ご利用ください。なお、掲載事業所を随時受け付けておりますので、掲載を希望さ

れる事業所は当所ホームページからお申し込みください。 

 
 

■会員事業所のテイクアウト・出張サービスをご利用ください！ 

 

http://www.niigata-cci.or.jp/archives/6408 

 

 

■テイクアウト・出張サービス参加店詳細 PDF 

 

https://bit.ly/2xRnTVz 

 
 

 

 

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 2020 年 4 月結果  
 

 

業況 DI は、2 カ月連続で大幅悪化 

先行きも新型コロナウイルスにより厳しい見通し 
  
・全産業合計の業況 DI は、▲60.4（前月比▲11.4 ポイント） 
 
・新型コロナウイルスの流行拡大に伴う緊急事態宣言の発令以降、外出自粛や消費マインドの低下、イ

ベント等の中止などによる一段の売上減少。営業時間の短縮や休業を実施する企業もみられたサービ

ス業や小売業で景況感が大幅に悪化。また、新型コロナウイルスの収束が見通せない中、生産・設備

投資などの計画見直しやサプライチェーンの停滞による部材等の調達難など、生産活動への影響が拡

大していることなどが下押しし、中小企業の景況感は、リーマンショックの影響が残る 2010 年 1

月（▲62.3）以来、10 年 3 カ月ぶりの▲60 台となった。 
  
・先行き見通し DI は、▲71.1（今月比▲10.7 ポイント） 
 
・新型コロナウイルスの世界的な流行の影響によって、ゴールデンウィークにおける観光需要の急減

や、サプライチェーンの停滞、生産活動への影響の長期化を懸念する声に加え、企業や消費者のマイ

ンドの低迷、資金繰りの急激な悪化などにより、中小企業の業況感は、調査開始以来最悪となったリ

ーマンショック後の 2009 年 2 月（▲73.4）に迫る厳しい見通し。 

 

 

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

http://www.niigata-cci.or.jp/archives/6408
https://bit.ly/2xRnTVz
https://www.jcci.or.jp/lobo/lobo.html
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▶▶ 日商の動き 

 
 

 

 


