
LED 等省エネ設備
導入促進支援補助金

▶対象…市内に事業所を有する法
人または個人事業主で、市税を滞
納していない方
▶対象事業…次のうち市内事業所
で導入するもの
①LED照明の入れ替え工事
②空調設備の入れ替え工事
③県の中小企業等原油・原材料価
格高騰等対応設備導入緊急支援事
業補助金を活用した設備導入
▶補助額…対象事業により異なる
※市ECO2プロジェクト登録者お
よび設置工事を市内事業者に依頼
した場合、補助額を上乗せします。
※詳細は、市ホームページをご覧
ください。

▶申し込み…令和 5（2023）年 2
月 28日㈫までに、申請書類一式
を市役所3階ものづくり振興課へ。
問ものづくり振興課
　℡21-2326　℻22-5904
問環境課（ECO2プロジェクト）
　℡23-5170　℻24-4196

燃料費等高騰
緊急対策助成金

▶対象…次の全てに当てはまる方
①市内に事業所を有する法人また
は個人事業主
②助成金申請日以前に１年以上の
事業を営み、今後も事業を継続す
る意思がある
③市ECO2プロジェクトに登録

している、もしくは申請と同時に
登録をする
④市税を滞納していない
▶助成額…1 事業者５万円
▶申し込み…10 月 31 日㈪までに
郵送で、申請書類一式を（公財）かし
わざき振興財団（〒945-0055 駅前
2-2-45）へ。
※直接持参も可。　　　
※詳細は、市ホームページをご覧
ください。
問（公財）かしわざき振興財団
　℡24-7643　℻22-7725
問環境課（ECO2プロジェクト）
　℡23-5170　℻24-4196

市内中小企業者を支援します
エネルギーをキーワードに、省

かしわざき健康サポートカンパニー

▶内容…積極的に従業員の健康づくりに取り組
む事業所を応援する制度です。登録事業所の取
り組み内容を広報かしわざきや市ホームページ
などで紹介します。

有限会社　山田工業
代表取締役社長　川上元明
従業員数　45人
（正社員 40人　パート 5人）
〒945-0011 松波 4-1-27
℡24-7114　℻24-7116

鋳物仕上げ加工は、昔から 3K（きつい・汚い・危険）
な職場の典型と言われてきました。そのイメージを
払拭するために、自動化・省人化・職場環境の改善
を進め、生産性が10年前の約2.5倍に改善しました。

会社自慢

健康への取り組み

リフレッシュ体操
毎日 15：00に実施

従業員からの相談に社長と常務が対応
困りごと相談

有志で海岸沿いを
ウオーキング

社内ウオーキング大会

問スポーツ振興課
　℡20-7010　℻23-0881

▶登録要件…「企業対抗歩数大会」「からだスッキ
リ講座」など市の事業を実施・活用しているか、独
自の健康づくりに取り組んでいる。
▶登録方法…直接または電話で、スポーツ振興課へ。

ふっしょく

始まりました！
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広報かしわざき　2022.9　8



LED 等省エネ設備
導入促進支援補助金

▶対象…市内に事業所を有する法
人または個人事業主で、市税を滞
納していない方
▶対象事業…次のうち市内事業所
で導入するもの
①LED照明の入れ替え工事
②空調設備の入れ替え工事
③県の中小企業等原油・原材料価
格高騰等対応設備導入緊急支援事
業補助金を活用した設備導入
▶補助額…対象事業により異なる
※市ECO2プロジェクト登録者お
よび設置工事を市内事業者に依頼
した場合、補助額を上乗せします。
※詳細は、市ホームページをご覧
ください。

▶申し込み…令和 5（2023）年 2
月 28日㈫までに、申請書類一式
を市役所3階ものづくり振興課へ。
問ものづくり振興課
　℡21-2326　℻22-5904
問環境課（ECO2プロジェクト）
　℡23-5170　℻24-4196

燃料費等高騰
緊急対策助成金

▶対象…次の全てに当てはまる方
①市内に事業所を有する法人また
は個人事業主
②助成金申請日以前に１年以上の
事業を営み、今後も事業を継続す
る意思がある
③市ECO2プロジェクトに登録

している、もしくは申請と同時に
登録をする
④市税を滞納していない
▶助成額…1 事業者５万円
▶申し込み…10 月 31 日㈪までに
郵送で、申請書類一式を（公財）かし
わざき振興財団（〒945-0055 駅前
2-2-45）へ。
※直接持参も可。　　　
※詳細は、市ホームページをご覧
ください。
問（公財）かしわざき振興財団
　℡24-7643　℻22-7725
問環境課（ECO2プロジェクト）
　℡23-5170　℻24-4196

市内中小企業者を支援します
エネルギーをキーワードに、省

かしわざき健康サポートカンパニー

▶内容…積極的に従業員の健康づくりに取り組
む事業所を応援する制度です。登録事業所の取
り組み内容を広報かしわざきや市ホームページ
などで紹介します。

有限会社　山田工業
代表取締役社長　川上元明
従業員数　45人
（正社員 40人　パート 5人）
〒945-0011 松波 4-1-27
℡24-7114　℻24-7116

鋳物仕上げ加工は、昔から 3K（きつい・汚い・危険）
な職場の典型と言われてきました。そのイメージを
払拭するために、自動化・省人化・職場環境の改善
を進め、生産性が10年前の約2.5倍に改善しました。

会社自慢

健康への取り組み

リフレッシュ体操
毎日 15：00に実施

従業員からの相談に社長と常務が対応
困りごと相談

有志で海岸沿いを
ウオーキング

社内ウオーキング大会

問スポーツ振興課
　℡20-7010　℻23-0881

▶登録要件…「企業対抗歩数大会」「からだスッキ
リ講座」など市の事業を実施・活用しているか、独
自の健康づくりに取り組んでいる。
▶登録方法…直接または電話で、スポーツ振興課へ。

ふっしょく

始まりました！

01

ECO2 プロジェクト
についてはこちら▶

健康

環境

公共交通P　  ublic 
transportation

E nvironment

H ealth

Ｈ.Ｅ.Ｐチャレンジは、マイカーを使わず移動する
取り組みです。ガソリン代を節約するだけでなく、
健康な体づくりや、皆さんが使うバスや電車の確
保につながる他、異常気象の原因となる地球温暖
化への影響を抑えることができます。
あなたも徒歩、自転車、公共交通など新たな移動
スタイルに挑戦してみませんか。

▶内容…新潟県健康アプリ「にい
がたヘルス＆スポーツマイレージ」
を活用して、市内企業・団体が平
均歩数を競います。
▶期間…10 月 3 日㈪～ 23 日㈰
▶対象…5 人以上が参加できる市
内企業
▶申し込み…アプリをダウンロー
ドし、9 月 22 日㈭までに企業名・
担当者名・参加人数をスポーツ振

興課へお知ら
せください。

▶内容…1 週間の「取り組み強化
ウイーク」を設定し、自家用車の
利用を控えるノーマイカーと低燃
費運転（エコドライブ）にチャレ
ンジします。
▶期間…H.E.P チャレンジ期間の
内、各参加団体が設定する 1 週間
▶対象…市内で自家用車を利用す
る方
▶申し込み…9 月 30 日㈮までに、
参加申込書を直接または郵送・ファ

クス・E メールで環境課
（〒945-0011 松波 4-13-13 クリー
ンセンター内）へ。
▶取り組み報告…11 月 14 日㈪ま
でに、取組報告書を直接または郵
送・ファクス・E メールで環境課へ。
※参加申込書と取組報告書は、環
境課にある他、市ホー
ムページからダウン
ロード可。

▶内容…越後交通㈱発行のバス回
数券を 1 つづりにつき、300 円引
きで購入できます。
▶対象…通学に路線バスを利用す
る高校生など

▶期間…10 月 1 日㈯～令和 5（2023）年
2 月 28 日㈫
▶販売数…800 つづり
▶販売所…越後交通㈱柏崎営業所、
越後交通㈱駅前案内所
▶注意
●購入は利用する本人のみ
●購入時に生徒手帳の掲示が必要
●1 回の購入につき 2 つづりまで

ノーマイカー＆
エコドライブ月間
問環境課
　℡23-5170　℻24-4196
kankyo@city.kashiwazaki.lg.jp

路線バス通学
割引キャンペーン
問越後交通㈱柏崎営業所
　℡23-5250　℻24-9839
問企画政策課
　℡21-2321　℻24-7714

特急しらゆきプレゼン
トキャンペーン
問企画政策課
　℡21-2321　℻24-7714

▶内容…「しらゆき W きっぷ」を
購入し、応募していただいた方の
中から抽選で 60 人に、旅行券な

アプリ 市 HP

どをプレゼント！
▶対象…市内在住の方
▶期間…10月1日㈯～令和5（2023）
年 2 月 28 日㈫
▶応募期限…令和 5（2023）年 3 月
10 日㈮（必着）
▶応募方法
①期間中に「しらゆき W きっぷ」
を購入
②柏崎駅・コミセン・公共施設など
にあるチラシのハガキ部分に「表紙
券」を貼り付け、必要事項を記入
③柏崎駅みどりの窓口の専用ポスト

（7：30 ～ 17：30）に投函、または
切手を貼って郵便ポストに投函
※キャンペーンの詳細
は、市ホームページを
ご覧ください。

H . E . P
チャレンジ
10.1 土  ～ 31 月

めざせ！
かしわざきウォー王
問スポーツ振興課
　℡20-7010　℻23-0881
sports@city.kashiwazaki.lg.jp

キング

市内企業対抗　歩数ランキング
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