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商工会議所の動 き

〈福田会頭要旨〉
　皆様、あけましておめでとうございます。
　地域経済の業況は回復基調にありますが、燃料費や食料品をはじめとする原材料価格の高騰、半導体や
木材等の品薄の影響が各方面に及んでおり、幅広い業種において、経営環境の先行きは不透明な状況です。
　昨今、「SDGs」の取組に対する社会的要請が急速に高まってきています。今後、中小企業・小規模事業
者の皆様でも簡単に取り組める事例の情報提供等を積極的に行ってまいります。是非、新しいことに挑戦
をしていただきたいと思います。
　デジタル化の動きにも対応し、本日の新年祝賀会にご出席できない会員の皆様からも賀詞交換をおこなっ
ていただけるようにと、新しい試みとして、全会員を対象に、当所のホームページ上に希望者の「新年
WEB上名刺交換」を１月末まで掲載しておりますので、ご覧いただければ幸いです。
　観光面につきましては、「佐渡島の金山」の世界遺産本登録に向けた機運醸成を図りつつ、当面、国内か
らの誘客促進を優先して観光振興に努めてまいります。今年夏にはトキエアの就航が予定されています。
新潟空港の利便性向上に寄与することはもとより、新しい航空路を活用して交流人口の拡大に結び付くよう、
積極的な支援活動を展開してまいります。その際、新潟市の貴重な観光資源である古町芸妓や料亭をは
じめとする「みなとまち文化」の魅力発信に力を入れていきます。
　最後に、会員増強については、コロナ禍に対応する様々な相談業
務を通じて商工会議所の存在意義が改めて見直され、全国的に会員
数は増加傾向となっております。当所の会員数も4,630社を超えて順
調に推移しております。皆様には引き続きご支援を賜りますようよろし
くお願い申し上げます。
　結びに、本日ご出席の皆様のご健勝と各事業所の更なるご繁栄を
お祈り申し上げまして、年頭のご挨拶といたします。本年もどうぞよろ
しくお願い申し上げます。

　当所新年祝賀会を１月５日、ANAクラウンプラ
ザホテル新潟において２年ぶりに全会員を対象と
して「飲食を伴う形」で開催しました。当日は、感
染防止対策としてワクチン接種済証の確認や未接
種の方には当日の抗原検査を実施しました。福
田勝之会頭が新年の挨拶を述べ、来賓として花
角県知事、中原市長の祝辞の後、古町芸妓連に
よる「正月踊り」が披露されました。

　お取引先、関連会社などでご入会
いただいていない事業所がございま
したら、是非、ご紹介くださいます
ようお願いいたします。

会員の皆様と共に地域経済の発展を！

ご紹介ください！
おひとり一社

会員紹介の
ご連絡は
こちらから

新年の挨拶をする福田会頭

令和４年新年祝賀会を開催
～新型コロナウイルス感染防止対策を徹底～

１月５日（参加者400名）

パワーアップ5000委員会の皆様
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　はじめに、「新潟県の脱炭素化の取組方針等」につ
いて新潟県 環境企画課 地球環境対策室 政策企画員 
石山 央存 氏、創業イノベーション・推進課 資源エ
ネルギー資源開発室長 覚張 昌一 氏、地域産業振興
課 課長補佐 神保 賢太郎 氏が説明。続いて、「新潟県
の経済動向」について（一財）新潟経済社会リサーチ
センター 主管研究員 近 由夏 氏が説明しました。
　県は、改正地球温暖化対策推進法及び地球温暖化
対策計画を踏まえ、県全体で2050年ゼロカーボン
を目指すとして、事業活動における再生可能エネル
ギーの利用と脱炭素化の取組の推進をお願いしたい
と強調しました。

新潟県の脱炭素化の取組方針等と経済動向について
～企業経営委員会（木山光委員長）～

12月20日（参加者10名）

ITを活用した販促開拓の方法を学ぶ
～IT活用塾～

10月26日～12月23日（参加者47名）

　㈱エイチ・エーエル　中小企業診断士・ITストラテ
ジストの富田 良治 氏を講師に招き、４回のセミナー（テー
マ：「①SNS」「②地図、ホームページ、ブログ」「③動画」

「④音声SNS、最新IT動向」）と個別相談会を開催しま
した。
　富田氏は、自ら６社以上の多種多様な業種の経営を
行っており、自身の豊富な実践事例をもとに、効果的
なIT活用方法について説明しました。
　受講者からは「目的やターゲットに応じて使い分ける
と良いことがわかった」「とても実用的なセミナーだった
ので早速実践してみようと思う」等の声が寄せられました。

DX推進のための第一歩！
～Web広告・人材活用アプリセミナー＆相談会　新潟県共催～

１月19日（参加者15名）

インボイス制度と電子帳簿保存法改正講習会
１月13日（参加者46名）

　「Web広告・人材活用アプリセミナー＆相談会」と題
して㈱ユニークワン 代表取締役社長 立川 和行 氏と㈱
MatchboxTechnologies 代表取締役 佐藤 洋彰 氏を
講師に招き新潟県と共催でセミナーを開催しました。
　参加者は、立川講師からWeb広告を行う時はHPと
LP（ランディングページ）をセットで作成することの重要
性を、佐藤講師からは業種別の人財バンクの活用事例
などについて学び理解を深め
ました。
　また講義のあとは個別相談
会が行われ参加者から「大変
為になる機会だった」との感想
が寄せられました。

　令和５年10月から導入される消費税に付随するイン
ボイス制度と、今年１月に改正された電子帳簿保存法に
関する講習会を開催しました。講師は㈲マスエージェン
ト代表取締役の林 忠史 氏。
　消費税の仕組みといった基礎的な内容のほか、これ
までの請求書とインボイス（適格請求書）の違い等を示し、
経理業務の中で今後必要になる作業について具体的な
説明がなされました。
　また電子帳簿保存法の改正
については、「電子取引の保存」
は全ての事業者が対象となる
ことから、システムを導入しな
くても事務規定の整備等で対
応できることが紹介されました。

松之山のバイナリーを見学！環境エネルギー視察見学会
12月３日（参加者19名）

　にいがた市民環境会議環境配慮推進活動部会との共
催により、十日町市の地熱バイナリー発電所「コミュ
ニティ発電 ザ・松之山温泉」への視察見学会を実施
しました。バイナリー発電とは、150℃以下の蒸気や
熱水を熱源として、アンモニアなど、低沸点の媒体を
加熱・蒸発させて、その蒸気でタービンを回す発電方
法です。同発電所は、東京のGPSSグループと松之山
温泉合同会社まんまが共同出資で設立した「地EARTH

（ジアス）」によって運営されており、発電には松之山
温泉の源泉が活用されています。当日は路面凍結のた
め離れた場所からの発電所見学となりましたが、合同
会社まんまの柳 一成 代表から、発電所の仕組みや建

設時の地域における合意形成の重要性等について説明
を受けました。参加者からは「事業化の体制づくりの
難しさが分かった」、「世界中で大きな問題になってい
るエネルギーについて考えるきっかけとなった」といっ
た声が寄せられ、環境問題を考えるうえでも有意義な
視察見学会となり
ました。

地熱バイナリー発電所「コミュニティ発電 ザ・松之山温泉」
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　マスコミ関係者に向けて新商品や新サービスをPRす
る合同記者発表会を開催しました。
　今回発表した８事業者は、昨秋開催した広報戦略塾「プ
レスリリースセミナー」の参加者の中から、発表会への
意欲があり、商品開発に取り組む事業者を選定。広報
戦略塾の講師（㈱マジックマイスター・コーポレーショ
ン 代表取締役 大谷 芳弘 氏）から事前対策セミナーや
個別相談を通して指導を受けてきました。
　当日の発表会では、YouTubeライブ配信も実施。
今回の発表会の様子は、下記の『新潟商工会議所
YouTubeチャンネル』からご覧いただけます。チャン
ネル登録もよろしくお願いいたします！!

新潟商工会議所 YouTube
https：//www.youtube.com/user/umaimononiigata

コロナ禍で商機を掴め!! オンラインでライブ配信
～広報戦略塾「新商品・新サービス合同記者発表会」～

１月14日

第57回年忘れ商工クラブまつりを開催！
～商工クラブ（理事長：南波秀憲副会頭）～

12月13日（参加者54名）
　新潟商工会議所会員の親睦団体である商工クラブは、
万代シルバーホテルにおいて新型コロナウイルス感染
防止対策に配慮した設営及びワクチン接種済確認等を
実施した上で、年忘れ商工クラブまつりを開催しました。
　乾杯後、アトラクションとしてヴァイオリンとピア
ノの二重奏により、クラシックの名曲から歌謡曲まで
生演奏の音色を楽しみました。また、恒例の抽選大会
で盛り上がり、参加者は飲食を楽しみながら相互の交
流を深めました。商工クラブでは例年、納涼大会やゴ
ルフ大会、秋の旅行を開催しております。ご入会につ
いては当所総務課までお問合せください。

発表者一覧
№ 企業名 新商品・新サービスの内容

１
有限会社

グランブーケ

新潟ソウルフード『ポッポ焼き』の進化形！
新潟祭菓「ももポッポ」１月14日（金）新発売
保存料無添加の手作り甘酒「福福糀」がたっぷり入って“ふっくらもっちり”

２ 和
ワ

美
ビ

縁
エン

世界初！「犬猫専門の呉服店」和美縁の良品質オーダーメイドきもの
「わんころも＆にゃんごろも」2022年１月14日／新作発表！
「わんころも」は改良・新発売、「にゃんごろも」は正式に新発売！

３ H
ハ 　 ナ 　 モ 　 リ

anamori
県内初・軽やかに・華道の世界で私を磨く（８回のレッスン）
「池坊ビギナーズレッスンHanamori教室」２月５日スタート
華道を通じて“引き算の美学”（本質を見抜く力）を学ぶ！

４ 株式会社r
リアルト

ialto
日本初！光触媒を“入口で自動噴霧”する装置を新たに開発！
世界最小酸化チタン使用　「ナノニア」　１月20日新発売
微弱な光でウィルス・菌類を99％死滅・不活性化１日１回で効果継続

５ ハレリー
あたりめのハレリーWEBサイト公開記念！（２／１～２／15まで予約受付）
いか店長ハレリーが推す「○○○菓子お試しセット」先着300名様プレゼント
①カレーピーナッツ、②そふとあたりめ、③タコわさかまぼこ　人気BEST３の商品

６
クッキングライフ

n
ヌ ク ヌ ク

ukunuku

忙しい女性のための“やさやさ食事シリーズ”第１弾！
「新潟やさいたっぷり体にやさしいすーぷ」１月14日（金）新発売
①にんじん②じゃがいも③ポトフ④コンソメ⑤シーフードの５種類のスープ

７ 株式会社エイト
SDGs×プログラミング的思考＝８つの目標（エイトマインド）
「エイトマインド∞オンラインストア」１月14日（金）オープン
エイトマインド＝（自分サイズの目標）に沿ったライフスタイルの提案

８ Plant （プラント）
千分の一ミリの微細な泡が、毛穴の中の汚れもスッキリ
マイクロバブルヘッドスパ「サブスクコース」１月15日スタート
店休日以外は毎日来て頂くことが可能！新潟県内初導入！



〒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：快活倶楽部さまのあるビルの2F かつやさまのある駐車場です）

TEL０２５-２５６-８３７３ FAX０２５-２５６-８３７４ hk3330@sky.plala.or.jp

社会保険労務士法人

西山経営労務事務所
賃金を診る 経営を診る そして

コンプライアンスを診る～中小企業の実在賃金の
水準・役所のモデル賃金は参考にできず・中途入
社給与水準の決定・ご相談は当所まで
御社の内容に見合う「賃金表」/賃金規程/就業規則

新潟市中央区学校町通2番町598番地32
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インターネットセミナー・オンデマンド

インターネットでセミナー映像（一般経営、労務、経理、人材育成、パソコン研修）
がインターネット環境があれば何時でも何処でも好きなだけ視聴することができる
サービスです。

新潟商工会議所
ホームページへ
アクセス

バナーをクリック
ID・パスワードを
入力してログイン

会員
限定

ID・パスワードが
ご 不明の場 合は
こちらから再発行
できます▶

650タイトル以上のセミナーが無料でご覧いただけます。

今月のおすすめ 【お問合せ】　中小企業振興部　TEL 025-290-4212（直通）

\ 従業員の方々も!! /


