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古町芸妓派遣事業を実施しています 

 

   

  
古町芸妓育成支援協議会（事務局：当所まちづくり支援課）では、新潟市新しい観光スタイル

推進協議会の補助を受け、一定の条件を満たす宴席に古町芸妓を派遣する事業を実施します。 

 ご家族、お知り合いと一緒に、ぜひご利用ください。 
 
１.事業内容                                                                           

 
【市民、消費者の方向け】 

―特別な時を演出する「お座敷体験」プレゼント― 
 

結婚・創立・卒業記念など、『特別な

時』を新潟市中央区の料亭等でお祝いする

宴席に対し、古町芸妓を既定の範囲内にお

いて無料で派遣します。 

・制度の詳細はこちらをご覧ください。 

・予約やお問い合わせは新潟三業組合加盟料理店へ直接お問い合わせください。 

※組合加盟店以外の派遣可能店については新潟三業協同組合までお問い合わせください。 
 
【新潟市内の料亭・割烹の方向け】 

―新潟市内 8 区料亭への芸妓派遣― 
 
所定の要件を満たす新潟市内の料亭等が開催する一

定規模以上の宴席に対し、古町芸妓を規定の範囲内で

派遣します。 

・制度の詳細についてはこちらをご覧ください。 

・本制度の利用に当たっては、利用意向調査期間 

（令和 2 年 9 月 28 日～令和 2 年 10 月 20 日）に 

利用意向調査票を提出していただく必要があります。  

・詳しくはこちらをご覧ください。

２. 事業期間                                                                             

令和 2 年 10 月 1 日（木）～令和 3 年 2 月 28 日（日）（事業内容によって異なります） 
 

３.問合せ先                                                                                         

○古町芸妓育成支援協議会 

（事務局 新潟商工会議所まちづくり支援課） 

電話 025-223-6272  

※月～金（祝・休日除く）9：00～17：30 

新潟商工会議所 E-mail 通信     Vol.192 

発行日：令和 2 年 10 月 8 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 

○新潟三業協同組合 

電話 025-222-2237  

※月～金（祝・休日除く）10：00～16：00 

 

http://www.niigata-cci.or.jp/wp/wp-content/uploads/2020/10/1dfef898d6fdaf59745a4706f4bec818.pdf
https://furumachi-sangyou.jp/ryoutei/
http://www.niigata-cci.or.jp/wp/wp-content/uploads/2020/10/a4ff45ed937cde0b3bb21642b65b316e.pdf
http://www.niigata-cci.or.jp/archives/9133
http://www.niigata-cci.or.jp/
mailto:office@niigata-cci.or.jp
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はじめよう！ 健康経営  

新潟市健康経営チャレンジ支援事業 
  

健康経営の取組を支援するために職場改善コース、

健康づくりコースの２つのコースで事業所に専門家を

派遣します。費用は無料です。まずはご相談ください。

事業所の現状やお悩みに応じた支援メニューをご提案

します。 

詳細は、下記ホームページからご確認ください。 

http://www.city.niigata.lg.jp/iryo/kenko/hokenke

nko/challengekenko-keiei.html 

【相談・申込】 

一般社団法人ライフサポートマネジメント研究所

（TEL 025-225-1555） 
 

【お問合せ】 

・職場改善コース……新潟市保健衛生総務課 

（TEL 025-212-8154） 

・健康づくりコース…新潟市保健所健康増進課 

（TEL 025-212-8166） 

 

募集中です！ 

令和２年度 新潟市健康経営認定制度の応募について 
  

新潟市は、健康経営に取り組む事業所を「新潟市健康

経営認定事業所」として認定し、その取組を支援しま

す。各事業所の健康経営の取組状況に応じて、ブロン

ズ・シルバー・ゴールドクラスの区分で認定します。 

 現在、令和２年度の応募を受け付けています。締め

切りは令和２年 10 月 16 日（金）です。 

ぜひご応募ください。 

詳細は下記ホームページからご確認ください。 

http://www.city.niigata.lg.jp/iryo/kenko/hokenke

nko/ninnteiseido.html 

＊「健康経営Ⓡ」は NPO 法人健康経営研究会の登録商

標です。 
 

【お問合せ】 

・新潟市保健衛生総務課（TEL 025-212-8154） 

 

【当所主催以外の講演会・セミナー】 

①「地球温暖化と異常気象 2100 年の日本」 

開催日：令和 2 年 11 月 11 日（水）13 時 30 分～15 時 

会場：新潟グランドホテル 3 階 悠久の間 主催：東北エネルギー懇談会  

  詳細はこちら→http://www.niigata-cci.or.jp/archives/9186 

②「令和 2 年度産業廃棄物適正処理推進セミナー」 

開催日：令和 2 年 11 月 13 日（金） 13 時 30 分～16 時 30 分 

新潟会場：新潟県建設会館 大会議室 主催：（一社）新潟産業資源循環協会  

詳細はこちら→http://www.niigata-cci.or.jp/archives/9195 

③「ドローンとマルチユース 海洋レーダによる産業振興シンポジウム」（オンライン講演会） 

開催日：令和 2 年 11 月 20 日（金）13 時～15 時 30 分 主催：一般財団法人総合研究奨励会  

詳細はこちら→http://www.niigata-cci.or.jp/archives/9080 

 

【表彰者の募集について】 

・「ノウフクアワード 2020」 

地域において、農業（林業や水産業等も含む）と多様な人の連携を推進し、地域活性化への貢献や、新たな価値の創出をし

ている団体・企業・事業所、個人を表彰する取組です。 

応募期間：令和 2 年 9 月 16 日（水）から 2020 年 11 月 17 日（火）まで 

詳細はこちら→http://www.niigata-cci.or.jp/archives/9202 

 

http://www.city.niigata.lg.jp/iryo/kenko/hokenkenko/challengekenko-keiei.html
http://www.city.niigata.lg.jp/iryo/kenko/hokenkenko/challengekenko-keiei.html
http://www.city.niigata.lg.jp/iryo/kenko/hokenkenko/ninnteiseido.html
http://www.city.niigata.lg.jp/iryo/kenko/hokenkenko/ninnteiseido.html
http://www.niigata-cci.or.jp/archives/9186
http://www.niigata-cci.or.jp/archives/9195
http://www.niigata-cci.or.jp/archives/9080
http://www.niigata-cci.or.jp/archives/9202
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社会保険労務士 吉田 明弘 

★☆今月のテーマ《 労災保険給付 》☆★ 
 
 
 
 
 
 

業務災害とは労働者が業務を原因として被った負傷、疾病または死亡のことです。通勤災害とは通勤

によって被った負傷、疾病または死亡のことです。 

※名称の中に（補償）の文言が入るものは業務災害の給付、入らないものは通勤災害の給付です。 

 （例）療養（補償）給付の場合：療養補償給付→業務災害、療養給付→通勤災害

 

療養（補償）給付 

業務災害または通勤災害による傷病により療養

するとき、または労災病院や労災指定医療機関等

で療養を受けるときは、必要な療養の給付が支給

されます。それ以外の医療機関等で療養を受ける

ときは、必要な費用が支給されます。 

 

休業（補償）給付 

業務災害または通勤災害による傷病のため労働す

ることができず、賃金を受けられないときに休業４

日目から、休業１日につき、給付基礎日額（労働基準

法上の平均賃金）の 60%相当額が支給されます。さ

らに、休業特別支給金として休業１日につき、給付基

礎日額の 20%相当額も支給されます。 

 

障害（補償）給付 

業務災害または通勤災害による傷病が治癒（症状

固定）した後に、一定程度以上の障害が残った際に支

給されます。障害等級が第１級から第７級までは障

害年金で、第 8 級から第 14 級までは一時金で支給

されます。さらに状態に応じて障害特別支給金も支

給されます。 

 

傷病（補償）年金 

業務災害または通勤災害による傷病が療養開始後

１年６ヶ月を経過した日に、傷病が治癒しておらず、

傷病等級が第１級から第 3 級の状態にあるときに支

給されます。さらに、状態に応じて傷病特別支給金

なども支給されます。 

 

介護（補償）給付 

障害（補償）年金または傷病（補償）年金の受給者

のうち、第１級または第２級の精神・神経の障害およ

び胸腹部臓器の障害の者で、現に介護を受けている

ときに支給されます。 

 

遺族（補償）給付 

業務災害または通勤災害により死亡した者の遺族

に支給されます。被災労働者によって生計を維持さ

れていた一定条件の遺族がいるときは、遺族に対し

て遺族（補償）年金として支給されます。一方、遺族

（補償）年金を受け取る遺族がいないときは、遺族

（補償）一時金として支給されます。また、遺族特別

支給金なども支給されます。 

 

葬祭料、葬祭給付 

業務災害または通勤災害により死亡した人の葬祭

を行うときに支給されます。 

 

二次健康診断給付 

事業主が行った直近の定期健康診断等（一次健康

診断）において、一定の所見が認められた場合の二次

健康診断および特定健康指導のうち一定のものにつ

いては、労災保険からの給付で受けられます。 

 

 

 

 

 

 
上記以外にも様々な給付があります。業務災害、通勤災害が発生したときは、必ず手続きをしましょう。  

 
☆詳しい内容については、労務管理の専門家にお聞きください！下記、新潟県社会保険労務士会ホームページへ☆  

 http://www.sr-niigata.jp

          
 

 

 

 

 

 

労働者を一人でも雇っている事業所は、原則として労災保険の適用事業所になります。
この労災保険の給付の種類について、代表的なものを説明します。 

 
 

10 月号 

http://www.sr-niigata.jp/
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食欲の秋にぴったりな野菜 たっぷりの  

ヘルシー薬膳火鍋 で体ぽかぽか、肌 つやつや  

 

新潟駅から東大通を歩いて、流作場五差路を右折す

ると、すぐの場所にあるのが「チャイニーズバル光

輝」です。この店のおすすめはヘルシー薬膳火鍋（１

人前 2,145 円、前日までに要予約）で、２人前から

注文できる夜のメニューです。火鍋にはコラーゲンス

ープとマーラースープの２種類が入っています。 

コラーゲンスープは豚足などで取ったコラーゲンが

たっぷりで肌がつやつやに。マーラースープは鶏のス 

 

  
「秋の夜長の楽しい集まりにぴ

ったりな店です。免疫力アップ

などにも役に立つメニューを召

し上がってください」と店主の

津野一樹さん 

ープなどに自家製マーラ

ージャンや中国産の山椒

などでピリッと辛くて体

が温まります。それらの

スープにエノキやシメ

ジ、ハクサイやカボチャ

など季節の野菜をしゃぶ

しゃぶのように入れて食

べれば、野菜のうま味と

スープのコクが増し、絶

妙な美味しさに！食欲

の秋の大きな味方です。  

 

 

  
コクがたっぷりのコラーゲンス

ープ(左)とピリッと辛いマーラ

ースープ(右)が入ったヘルシー

薬膳火鍋(１人前 2,145円、 

２人前～、前日までに要予約、

写真は２人前)。季節の野菜が

２人前で 12～16種類ついてい

ます 

ランチメニューは、光

輝の中華そば(726 円)な

どの麺類が中心ですが、

ヘルシー薬膳火鍋ランチ

もあります。火鍋に点心

２品、デザート、ワンド

リンク、ご飯あるいは麺

が付いて１人前 2,780 円

（２人前～、要予約）。

コース料理も 4,000 円

(２時間飲み放

題)から設定されています。  

店主の津野一樹さんが

ホテルシェフなどを務め

た後、ここに店を持った 

のは 2015 年 11 月。もうすぐ丸５年になります。

「お客さまが食を楽しみながら歓談する場所になれた

らうれしいです」と笑顔の津野さんです。 

※商品の表示価格は全て税込みです。 
 

チャイニーズバル光輝
コウキ

 

住所：新潟市中央区東大通 2-4-22 田中ビル１階 

TEL : 025-290-7729 

営業：日～木 11：30～14：00(LO13:30) 

／17：30～21：30(LO21：00)   

金・土・祝前日 11：30～14：00(LO13:30) 

           ／17：30～22：00(LO21：30) 

休日：火曜 第 3 月曜日 

収容：39 席 Ｐ：無 

ＨＰ：https://www.chinesebaru-ko-ki.com/ 

 

 

＜バスツアーコース＞ 

①オーダーシャツ工場見学と鮭のコース料理満喫 開催日：R2 年 11 月 21 日（土） 

お支払い実額：8,970 円 

②冬だけ！野鴨料理と地酒・旅する養蜂家に 

出会う旅 

開催日：R2 年 12 月 12 日（土） 

お支払い実額：10,920 円 

③冬の味覚満喫！パワースポット弥彦神社と 

寺泊・肉厚椎茸やひこ太郎収穫体験 

開催日：R3 年 1 月 16 日（土） 

お支払い実額：8,320 円 

④合格祈願！天神講菓子と割烹ランチ、 

ニット直営店でお買い物 

開催日：R3 年 2 月 13 日（土） 

旅行代金：13,800 円 

＜タクシーツアーコース＞※予約により催行 

⑤食の迎賓館 旧新潟県知事公舎記念館で選べる

プレミアムランチ（※10回限定） 

実施日：R2 年 10 月・11 月中発着 

お一人様 12,800 円（3 名乗車時） 

⑥白根ポークランチと本場の農家さんで梨狩り 

（※5回限定 土日のみ） 

実施日：R2 年 10 月中発着 

お一人様 11,000 円（3 名乗車時） 

⑦大寒たまごで金運アップ!? 卵かけご飯 

（※5回限定） 

実施日：R3 年 1 月中発着 

お一人様 11,000 円（3 名乗車時） 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

※①～③は GoTo トラベ

ルキャンペーン対象商品 

※⑤⑥の 10 月発着分は

新潟県補助（3,000 円

 

各コースの詳細・申込方法

は下記 URL からご確認く

ださい。

http://www.niigata-

cci.or.jp/archives/87

88 

満員御礼 

https://www.chinesebaru-ko-ki.com/
http://www.niigata-cci.or.jp/archives/8788
http://www.niigata-cci.or.jp/archives/8788
http://www.niigata-cci.or.jp/archives/8788
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▶▶日商の動き 
菅義偉内閣総理大臣ならびに梶山弘志経済産業大臣へ日本商工会議所・三村明夫
会頭から意見・要望書を手交（2020年９月 29日） 
日本商工会議所（三村明夫会頭）は９月 29日、要望書「菅内閣に望む」を取りま

とめ、菅義偉内閣総理大臣ならびに梶山弘志経済産業大臣に手交しました。 

新型コロナウイルスの影響が続く中、中小企業の事業継続・雇用維持への懸命の

努力も限界の状況にあります。再度の緊急事態宣言となれば、雇用や消費、サプラ

イチェーンの担い手として日本および地域経済社会を支える中小企業の倒産・廃業

が懸念されることから、感染拡大防止と社会経済活動の両立に最優先で取り組む必

要があります。この際、東京オリンピック・パラリンピックを両立支援の象徴的な

ターゲットとして開催に戦略的に取り組むことも必要です。また、不確実性が高ま

る環境を生き抜くためには、変化に迅速に対応する柔軟性が不可欠であり、リスク

に備えることで不確実性を吸収できる「戦略的なゆとり」を賢く組み込んだ国家運

営ビジョンの策定が必要です。 

これらの基本的な考え方の下、新内閣に対し、力強い実行力とリーダーシップで

以下の４点の早急かつ集中的な取組みを要請しました。 

１．感染拡大防止と社会経済活動の両立を支える検査・医療提供体制の整備 

２．倒産・廃業防止への支援継続と小規模・中小・中堅企業の付加価値創出 

３．地方分散型社会に向けた地方創生の再起動 

４．少子化対策や社会保障改革など構造的課題の克服 

詳細につきましては下記 URLをご覧ください。https://www.jcci.or.jp/yobo_200929.pdf 

  

 

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 9 月結果  
 

 

業況 DI は、持ち直しの動きあるも、力強さ欠く 

先行きは慎重な見方続くも、回復に期待感 
・全産業合計の業況 DI は、▲56.5（前月比＋2.5 ポイント） 

 
・新型コロナウイルスの影響により、巣ごもり消費が拡大する中、ネット通販やデリバリーを活用する消

費者の増加も追い風となり、飲食料品の売れ行きが堅調だった。また、自動車関連で、経済活動をいち

早く再開した中国向けの生産が持ち直しつつあるほか、建設業では台風などの災害復旧を含む公共工

事の下支えが続く。一方、消費者のマインド低下や観光需要の低迷から、飲食・宿泊をはじめ関連産業

の経営は依然厳しく、コロナ対策のコスト増を指摘する声も聞かれる。中小企業の景況感は持ち直しに

向けた動きがみられるものの、力強さに欠く状況が続いている。 

・先行き見通し DI は、▲44.0（今月比＋12.5 ポイント） 
 

・コロナ禍の影響長期化により、売上回復の見通しが立たない中、助成金等の政策効果が剥落したあと

の急激な業績悪化を懸念する経営者も多く、先行きの不透明感から、慎重な見方が続く。一方、政府

による旅行喚起策の東京追加や、順次開始される飲食業支援策による需要喚起への強い期待感がうか

がえるほか、欧米向けを含む自動車関連、５G 向けなど半導体関連の持ち直しを期待する声も聞かれた。 

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

新潟県 Go To Eat キャンペーンお食事券 取扱店募集について 
 

新型コロナウイルス感染症により影響を受けた新潟県内の飲食店を応援するために、新潟県 Go To Eat キャン

ペーン「食べにい Go て!食事券」が発行されます。1 冊 10,000 円で、額面 12,500 円のお得な商品券です。 

取扱店登録や商品券購入の詳細は、こちらのホームページをご覧ください→https://niigata-gte.com/ 

 

https://www.jcci.or.jp/yobo_200929.pdf
https://www.jcci.or.jp/lobo/lobo.html
https://niigata-gte.com/
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ハイテク技術で他社の追随を許さない『中央電機計器製作所』」 

 
大阪の地下鉄谷町線の野江内代駅から徒歩で５

分ほど行ったオフィス街に、一見してハイテクも

のづくり企業の中核拠点とは思えないような、狭

い間口の会社がある。ここが、社員数約 50 人の

中小企業ながら、世界的技術を持ってこれまで

数々の賞を総なめにしている、株式会社中央電機

計器製作所の本社兼研究所兼工場なのだ。 

中に入ると、継ぎ足し・継ぎ足しした小さな部

屋が多数あり、まるで大学の研究室のような雰囲

気である。規模は小さいながらも、今やものづく

り企業では知る人ぞ知る企業だ。とりわけ同社が

得意とし高評価を得ているのは、画像による高精

度な計測技術を駆使した装置やシステムの研究開

発と商品化である。 

同社がこれまで研究開発し世に提案してきた最

先端の製品やシステムは数多くあるが、とりわけ

評価が高いのは、スマートフォン用などの光学フ

ィルムの切断面の状況や、自動車部品などの寸法

を高精度で測る「寸法自動測定装置」である。 

この装置を活用すると、これまで 100 カ所測

定するのに 1 時間以上要していたものがわずか

１分程度ででき、この分野では大手企業を含め他

社の追随を許さない。 

このほか、電荷結合素子（CCD）カメラによ

るパターン照合検査をする「微細欠陥検査装置」

や、国家プロジェクトである X 線自由量電子レ

ーザー施設「SACLA」に設置された、Ⅹ線レー

ザー用の特殊な検出器（センサー）もつくってい

る。日本を代表する著名なものづくり企業や大

学、さらには国の研究機関などの研究や基盤技

術を底辺で支えているハイテク中小企業なのである。  

こうした研究開発分野を絞り込んだ「一寸法師

の戦略」や、国内外で開催される大規模展示会へ

の出展、そして国籍を問わないインターンシップ

生の積極的な受け入れなどにより、わずか 50 人

の社員の中には著名な大学や大学院を修了した優

秀な人が多く存在する。 

とはいえ創業時は、典型的な下請け的なモノづ

くり企業だった。２代目社長となった現会長が、

今日を夢見て市場調査と人財確保・育成に努力し

続けてきた結果なのである。 

わが国では、30 年来ものづくり中小企業の激

減が続いているが、こうしたタイプの企業になる

ことこそ、ものづくり中小企業のあるべき姿である。

 

 

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。 

特別講演会 参加者募集中！ 

「新型ウイルス襲来の『現実』と未来への『教訓』」 

作家・ジャーナリスト 門田 隆将 氏 
 

【日 時】令和 2 年 11 月 9 日（月）14：00～15：30 

【会 場】ANA クラウンプラザホテル新潟 3 階 飛翔 

【受講料】会員無料 

【定 員】２００名 

検温、手指消毒など、コロナウイルス感染症対策を行っ

た会場で開催します。 
 

お申込みなど詳細はこちら→https://bit.ly/2G9k8Px 

 

にいがた BIZ EXPO2020 講演会 

「良い人材が辞めない会社のつくり方」セミナー 
 

【日 時】令和 2 年 10 月 15 日（木）14：00～16：00 

【会 場】新潟市産業振興センター 2 階 講演会会場 

【講 師】感情経営コンサルタント中小企業診断士  

㈱みやいマネジメントサポート 

代表取締役 宮井 英行 氏 

【内 容】採用した人材をやめさせない会社の仕組み、

コロナ禍での人材活用のポイント 等 

【参加費】無料  

【定 員】80 名 
 

お申込みなど詳細はこちら→https://bit.ly/3jpU6Wp 

https://bit.ly/2G9k8Px
https://bit.ly/3jpU6Wp

