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事業承継M&Aの情報発信・交流拠点
2020年度つばさ事業承継パートナー研究
会を今年も更に内容を拡充して実施します。

2018最優秀MVP賞受賞！
新たな取組み、M&Aノウハウパッケージ
（ナレッジマネジメント）の提供を開始します
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「三条祭りに向けて」 三条祭り若衆会第38代会長 
浅野 大喜

浅野金属工業株式会社 

　三条祭り若衆会は、毎年5月14日・15日に三条八幡宮で
開催される三条祭りのうち、15日に行われる「大名行列」、
「舞込」に向けて人員の確保・大名行列の組立・運行管理、
舞込の統括を行っている組織です。三条商工会議所会員の
皆様をはじめとする地域の皆様にはご理解、ご協力を賜り
まして、誠にありがとうございます。
　三条祭りは「静の大名行列」と「動の舞込」のコントラスト
が魅力で、毎年多くの方からご参加いただき盛大に執り行
われることで、地域の元気・活力となっております。今年度
は新型コロナウイルスの影響で中止になってしまい大変残
念ではありますが、来年には必ず地域に元気・活力をお届
けできると信じております。

　ところで、地域の方々も大名行列にご参加いただけると
いうことはご存じでしょうか。成人男性であれば、祭りの衣
装を身にまとって行列に参加することが出来ます。ご興味の
ある方は、ぜひ三条祭り若衆会のホームページ、お問い合
わせフォームよりご連絡いただければと思います。また、舞
込は当日の飛込参加となっており、白足袋さえ履いてきて
いただければご参加いただけます。
　先にも述べた通り、今年度の大名行列は中止となってし
まいましたが、来年こそは三条祭りにぜひお越し下さい。

「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」を開設しています

新型コロナウイルスに負けないぞ！ 兼古会頭、市内業者利用呼びかけ
新型コロナウイルス感染症によるイベント、会合の
自粛要請により、市内産業、特に飲食・サービス業
への影響が著しい中、兼古耕一会頭は3月26日付
けで「新型コロナウイルスの影響に関する市民の皆
様へのメッセージ」と題して、元気に営業する三条
市内の商業、サービス業の利用を呼びかけました。

燕三条地域はもとより全国で「＃新型コロナウイ
ルス感染症に負けないぞ！」などと銘打ったキャン
ペーンが展開されています。

メッセージ全文は
http://www.sanjo-cci.or.jp/corona-message　

新型コロナウイルス感染症に関する事業所向け支援メニュー

当所及び全国の商工会議所では、今般の新型コロナ
ウイルスによる事業への影響など、経営に関するご相
談窓口を設置しております。

・資金繰りのご相談
・休業による従業員への休業手当・賃金等のご相談
・どこへ聞けば良いかわからない、といった方
お困りごとがありましたら、まずご連絡ください。

◆資金繰り支援

・新型コロナウイルス感染症特別貸付
 （一部無利子・無担保、日本政策金融公庫）
・商工中金による危機対応融資（一部無利子・無担保）
・マル経融資の拡充（融資限度額別枠設定、金利引下げ）など

新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した
事業者に対し、通常の融資枠とは別枠の融資制度が創設さ
れています。

◆設備投資・販路開拓支援
新型コロナウイルス感染症による影響を受けた事業者が行う
販路開拓、サプライチェーンの毀損等に対応するための設備
投資、テレワークツールの導入について、各種補助金の採択
審査において加点等の優遇措置を受けられます。

・ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
・小規模事業者持続化補助金
・IT導入補助金

◆経営環境の整備 労働者を一時的に休業させたい
国税・地方税の納付が困難
在宅勤務体制を整備したい

→
→
→

雇用調整助成金
納付の猶予制度
テレワーク導入支援（ツール導入、専門家派遣など）

その他の支援策や、各メニューの具体的な内容、対象要件等は下記サイトからご確認いただけます。
経済産業省 新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ（パンフレット）
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

その他、最新の支援策等は特設サイトにて随時ご確認いただ
けます。
http://www.sanjo-cci.or.jp/kansensho

三条商工会議所 経営支援課
新型コロナウイルスに関する経営相談窓口
三条市須頃1-20
TEL.32-1311  FAX.32-1310　

3商店街結束、新型ウイルス終息を 新型コロナウイルス感染症に伴う
企業支援制度等説明会

説明会の様子（動画）
https://www.youtube.com/user/kenohcom/live

　三条市商店街連合会（星野健司会長）主催のＳＮＳ活用勉強
会・会員交流会が3月17日、ゑびせで開かれました。連合会の構
成が5商店街から、一ノ木戸、東三条、昭栄通りの3商店街となっ
たこともあり、さらに結束を強めるようと例年のレクリエーション
から勉強会に変更したものです。新型コロナウイルスによる会合
の自粛が会員にも影響を及ぼしている中、予定通り開催すること
で少しでも影響を和らげ、終息を祈念する意味合いも込めました。
　勉強会では、一ノ木戸商店街の中心市街地拠点施設TREEの
マネージャー、中川裕稀さんがツイッター、フェイスブック、インス
タグラムの3大SNSの使い分け方を解説しました。

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けた企業への公的支援
メニューを、一括して紹介する企業支援制度等説明会（三条市主
催）が3月25日、三条商工会議所チェンバーズホールで開かれ約
60人が集まりました。感染拡大を防ぐためマスク着用、アルコー
ル消毒の徹底、1テーブルに1人の席配置、さらに会場に訪れなく
とも傍聴できるよう動画配信も行われました。
　無担保、一部無利子の「新型コロナウイルス感染症特別貸付
（日本政策金融公庫）」、「セーフティネット保証（4号、5号）、危機
関連保証（新潟県信用保証協会）」をはじめ、三条市の信用保証
料補助、国の「ものづくり補助金」、「持続化補助金」、「雇用調整助
成金」、「小学校休業等助成
金・支援金」の制度概要が
主な内容で、説明会資料、
説明会の様子は、三条市の
ホームページにもアップさ
れています。　

三条市商店街連合会SNS勉強会

特設サイト

パンフレット
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　研磨機、研削機、集塵機など、フル
オーダーの機械製造が主力事業。標準
機と呼ばれる既製品も製造するが、加
工・製造する部品、製品の仕上がり、製
造現場に合わせた機械製作が真骨頂
であり、「お客様に合わせて、ノウハウ、
技術、知識を結集し、システムとして提
案する」ことが強み。「持ち込まれた案
件には何でもチャレンジする」ことで業
種、業界を問わない実績と技術を積み
上げてきた。顧客からの要望を受けて
挑戦を続けるうち、樹脂、コンクリ、塗装
面など金属以外の研磨や、鉄道車両の
化粧直しに使う大型研磨装置の開発も

手掛けてきた。
　今年3月16日、常務取締
役に就任した清野恵介氏は

「社員一人ひとりの意識を変えれば、
会社の事業効率が変わる。社員の意識
を変え、会社に希望を持ってもらうた
め、他の取締役や社員とも相談しなが
ら生産効率を見直していく。まずは、基
本的なことから。あいさつ1つで会社の
活気が変わる。社員の質を高め、会社の
価値を上げて利益を出していきたい」と
社内の意識改革に取り組む。

大正の創業から高度経済成長期へ
　大正14年（1925年）、野水吉治氏が
小型機械の製造販売で創業。同社以外
に複数の事業の立ち上げにも携わった
「面倒見の良い人」で、戦時下には軍
需工場の指定を受けて、約500人が同

社で働いたこともあったという。
　戦後間もない昭和24年（1949年）、研磨作業と
同時に作業で生じる粉塵を排出する「吸塵機付バ
フレース」を発売すると、1台のモーターで研磨機
の回転と排気を行う効率的な設計、作業環境の改
善を狙ったことで全国的にヒット。「何かあった時
には、ノミズに」と言われるまでになった。この時に
築かれた販売網は現在に続く財産となっている。
　昭和46年（1971年）にはバグフィルター集塵機
の生産を開始し、さらに作業環境の改善に踏み込
んでいった。集塵機は溶接作業などにも対応する
湿式や取扱いに注意が必要なマグネシウム粉塵対
応に発展、進化を続けている。
　バグフィルター集塵機生産開始と同年の昭和46
年には、それまで研磨・研削機と双璧をなしていた
農業用機械の生産・販売から撤退。今井道郎社長
は「エンジン付き稲わら処理機を生産し、販売面で
は大手メーカーの県内総代理店にもなっていたよ
うだが、稲刈りと結束を同時に行うバインダーの登
場を背景に、自社の開発力、資本力を鑑みた野水哲
郎社長（当時）の判断だったのだろう」と話した。

NC化 ワンチャッキングへの挑戦
　フルオーダー機械の製造は、引き合いを受けてか
ら、提案する工程の検討、サンプルのテスト加工、仕
様書や構想図の提案と受注契約までに入念な準備
が必要。受注後も設計、製作、試運転、現場への設
置、調整と顧客の意向を確かめながら進められて
いく。1台、1台がオリジナルのシステムで付加価値
も高い半面、技術の裏付けがなければ信頼を得て
選ばれることは難しい、厳しい世界。研磨・研削は
部品、製品の仕上がりを左右するだけに、高い精度
も求められる。同社では、緻密な数値管理ができる
ＮＣ機器との親和性が高いとして、ＮＣ装置付機械
の提案を行い、多くの実績がある。

　「ワンチャッキング（一度取り付けた部材、製品を
機械から外さずに）で精度が出せる上、数字を管理
するだけで思ったものが出せる。インターネットを
介して稼働率を管理することもできる。今までの研
磨、研削はできて当たり前で、研磨性能のその先、
ワンチャッキングでどこまでやれるかというシステ
ムに取り組んでいる」。熟練の職人が手作業で行っ
ていたような工程を解析、プログラム化すること
で、仕上がりの均一化や人手不足にも対応する。

会社の中核育った
　平成15年から積極的に新卒採用を行い、66人の
（3月現在）社員のうち約50人が、令和2年まで17
年間で採用された人材。今井社長は「新卒で採用し
た社員たちが会社の中核に育ち、自信をつけてき
た。先行投資が実り、ようやく準備ができてきた。清
野常務には会社の顔になってもらっている」と話し
た。
　会社全体を見通した施策について、清野常務は
「製造の起点である設計を強くしたい。当社は、社
内一貫生産のため設計が会社全体の回転に関わっ
てくる。お客様の意図を汲んで効率よく設計図が描
けるよう、設計者が積極的に外に出ていく体制づく
りを進める」とする。
準備万端の状態で、2025年には創業100周年を迎
える。

株式会社 野水機械製作所
〒955-0004  三条市須戸新田1196番地1
TEL.0256-38-5211  FAX.0256-38-5215  URL http://www.nomizu.jp
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　「造園は将来の見込みが無い業態じゃないか」と
言われたこともあったが、実は需要が眠っていたこと
が分かった。造園業はもっと求められる業態、『廃れ
ていく』という思い込みを振り払い、がんばった分だけ
稼げる、独立も夢じゃないというロールモデルになれ
たら」。
　2016年（平成28年）1月の創業から４年、2020年

（令和2年）2月に法人化し、4月から法人として本格
始動した「株式会社 帝樹園 庭正」、長橋正宇代表
取締役に話を聞いた。　

庭づくり需要の掘り起こし
　「住宅の余白」とも言われる庭に主体性を持たせ、
施主の求める豊かな暮らしを実現することを重視し
てきた。経験則や感性に科学的考察も加えて造園
技術を磨き、2018年（平成30年）にはガーデニング用
品大手の㈱タカショーが主催した「第26回庭空間施
工例コンテスト『リフォーム・ガーデンエクステリア部
門』」で銅賞を受賞。注目を集めた。
　切っても切り離せない身近な存在でありながら、
一般的に見て「家づくり」と「庭づくり」には乖離（かい
り）があるのが現状。長橋氏は「造園業者からの発信
が圧倒的に足りないからこそ、庭をつくりたいという

お客様、職人を目指す働き手の両方から入口が見え
づらく、分からないこと、不安なことが多い」と分析。
施工事例や標準的な価格帯を示すパンフレットの作
成など試行錯誤を繰り返して情報発信、メディア戦
略も駆使して潜在需要の掘り起こしを行い、「需要は
眠っていた」と確信を得た。
　生活スタイル、住宅の条件に合わせた実用性や、
癒し、楽しみを実現する空間づくりで庭の魅力を広く
伝える。「正解は一つではありませんが、プロ同士が
褒め合う庭より、一般の人が見て素敵と思っていた
だける庭。癒しや楽しみ、生活スタイルのデザインとい
うコトを提案したい」。敷居の高さや相談しづらいイ
メージの払しょくと合わせて、広く共感を呼んでいる。

職人こそ、働き方改革
　1月、3月と相次いで従業員を雇い入れた。「需要が
あることは分かったのに、仕事をこなそうと求人して
も最初はかすりもしなかった。職人こそ働き方改革
で、代休、有休、資格取得のための休日設定、『現場
への移動は業務時間外』という慣習も見直しました。
もちろん給与面も、ボーナスの出づらい業界ですが、
できることなら支給したい。そのために安さを売りに
せず、サービスの質で勝負する」。メディアへの露出に
積極的な一因に、業界の働き方改革のモデルにとい
う思いもある。

もっと分かりやすく！ 体験型の展示場
　法人化の次に、展示場を兼ねたオフィスの設置を
目標とする。庭のある暮らしをイメージできるよう複
数の展示場を設置する構想で、「外回りもデザインし
ないと住宅が売れなくなってきていると言われてい
る。現在は、新築後に自己資金で庭づくりを行うケー
スが9割とされていますが、家づくりと庭づくりを同時
に行えば、価格であきらめず満足度の高い家、庭をつ
くることができる。こうしたことを仕掛けていきたいで
すね」と、家、庭トータルでの提案をハウスメーカーに
も働きかけたい考え。
　「暮らしをデザインする会社」として、近い将来には
従業員数10人、年間売上2億円超を目指す。

〈所在地〉
〒955-0032 三条市東大崎1-20-3
TEL.080-9374-1711
FAX.0256-55-1055
https://teijuen-niwamasa.com

株式会社 帝樹園 庭正株式会社 帝樹園 庭正
代表取締役

長橋 正宇氏
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全業種 建　設 製　造 卸　売 小　売 サービス

全
国

3月の業況（前年同月比）
▲49.0 ▲18.6 ▲51.7 ▲53.1 ▲58.9 ▲55.8

先行見通し（3ケ月先の見通し） ▲56.5 ▲33.0 ▲55.7 ▲62.2 ▲65.5 ▲62.1

北陸
信越

3月の業況（前年同月比）
▲58.2 ▲27.3 ▲72.9 ▲52.6 ▲57.1 ▲66.7

先行見通し（3ケ月先の見通し） ▲62.4 ▲45.5 ▲66.7 ▲47.4 ▲54.3 ▲79.6

発行所：三条商工会議所（三条市須頃1-20）
TEL.（0256）32-1311 / FAX.（0256）32-1310 / E-mail info@sanjo-cci.or.jp / http://www.sanjo-cci.or.jp / 定価 1部84円（購読料は会費に含まれております）

今 月 の 写 真 須頃 獅子舞 
田中日登志（写友わらじ） 働くあなたを元気にしたい！！

三条市健康づくり課から 健康サポート通信
「毎年、健（検）診を受けましょう」

健（検）診は自分の健康状態を
知る絶好のチャンス！
全健（検）診合わせて100日以上、市内15会場
（令和２年度集団健（検）診）で実施します。年間約４
万人（平成30年度全健（検）診受診者合計）の方が
受診しています。
自分の健康を守るのはあなた自身です!!
あなたは「どの」健（検）診を「いつ」受けますか？

市のがん検診のメリット
★料金が安い！（市の助成があるため）
★対象年齢であればどなたでも受診可能！

三条市福祉保健部 健康づくり課健診係
TEL.0256-34-5443（直通）

早期発見が早期治療につながります！
がんは三条市民の死亡原因第１位です。検診を受け
て、早期発見！早期治療！が大切です!!
現在、がんは早期発見をして適切な治療を行うことで、
完治できる可能性が非常に高くなりましたので、対象
の年齢になったら毎年がん検診を受診しましょう。

がん検診は、「令和２年度健康診査等の受診意向調
査書（申込書）」を提出して受診できます。
是非、市のがん検診を受けましょう。
日程・会場につきましては、広報さんじょう５月１日号同
時配布の「三条市健康だより」を御覧ください。

第121回 がん検診も健診とともにお忘れなく!!
検診で早期発見・早期治療すると、
時間も節約できます！

今年はいつ検診を受けようかな…？

※「法律相談」「特許相談」「事業承継相談」「Ｍ＆Ａ相談」は開催日７日前迄に予約が無い場合は中止となります。
　（予約締切日が燕三条産業カレンダー休日の場合は、その前日迄にご予約ください。）

三条商工会議所専門家相談日
秘密を厳守しておりますのでお気軽にご相談ください!

まずはお電話にてお申し込みください。
TEL 0256-32-1311

7（木） 20（水） 12（火） 27（水）と

13（水）
20（水）

随時お受けしております 随時お受けしております随時お受けしております

ご相談
無料

税理士による
税務・消費税
対策相談

弁護士による
法律相談

M＆A相談
社労士による労務相談

行政書士による行政書士相談

特許相談

貿易相談 日本政策金融公庫による
資金繰り相談

事業承継
相談

相談時間:10:00～12:00
会　　場：三条商工会議所３Ｆ相談室
（資金繰り相談のみ2F日本政策金融公庫三条支店）

2020年

5月

業況DIは、過去最大の悪化幅を記録
先行きは、新型コロナウイルス流行で不安広がる
全産業合計の業況DIは、▲49.0（前月比▲16.4ポイント）

先行き見通しDIは、▲56.5（今月比▲7.5ポイント）

3 月 全 産 業 D I の 推 移

新型コロナウイルス流行の影響により、インバウンドを含む観光需要の減少に加え、外出の自粛や消費マインドの低下、イベントの中止等に伴う相
次ぐキャンセルにより、客足が激減した宿泊業や飲食業、観光関連業を中心とするサービス業や小売業の業況感が大幅に悪化した。また、サプライ
チェーンの混乱や部品、資材等の調達難による生産活動への影響も続いており、新型コロナウイルスの世界的な流行による世界経済の先行き不
透明感が広く業況の押し下げ要因となっており、中小企業の景況感は1989年4月調査開始以来、過去最大の悪化幅（※）を記録した（※これまで
は、2011年4月時の▲11.8ポイント）

世界的な新型コロナウイルスの流行拡大に伴うインバウンドを含む観光需要の減少やサプライチェーン・生産活動への影響に加え、消費マインドの
低迷、消費税率引上げ、人手不足による人件費の上昇、原材料費の上昇、コスト増加分の価格転嫁の遅れ、世界経済の動向など不透明感が増す
中、中小企業の業況感は2011年6月以来のマイナス50台が見込まれる厳しい状況。

DI＝（増加・好転などの回答割合）
－（減少・悪化などの回答割合）
業況・採算：（好転）－（悪化）　　
売　　上：（増加）－（減少）

調査期間：2020年3月13日～19日　
調査対象：全国の335商工会議所が2,630企業にヒアリング

※　  は2月の業況DIとの比較。　±5未満は横ばい（　　）、±5以上15未満（　　　）、±15以上（　　　）

3月LOBO調査（商工会議所早期景気観測）


