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よりよいおもてなしへの変革

新規高校卒業予定者採用枠の拡大  早期求人申込を！！

(有)ピュアシャイニング 代表取締役
観光・サービス業部会 1号議員

石山 早苗
　この半年で中心市街地のにぎわいも以前に増して寂しく
様変わりしています。サービス業である当社もその影響を
大きく受け、終息も伺えず流れてくる情報に心配を募らせ耳
を傾ける毎日です。そんな中、経済循環、地域貢献、お客様
や社員を守るという意義を改めて考える良い機会にもなっ
ております。
　当社でもリモートワークなど新しい働き方を取り入れて
おり、その中で見えてくるものも少なくありません。『人と
の非対面の関わりが増える事は、ノンバーバル（非言語的
※表情やジェスチャー等）な情報が減り更にコミュニケー
ションにおいて補足的な時間が減少する為、これからは共
感性のハードルが高くなり、対面交流の価値観も変わって
きそうですよね。』それを補うリモート機能の進化が早いこ
とにもまた驚かされます。
　そうはいっても社交の場は人間力を高め養う大切な場の
一つですし、何よりも対面でのおもてなし精神という素晴ら

しい文化の根本は、変わっていく事はないと思います。With
コロナでより良いおもてなしができるのか、Afterコロナでよ
り高いコミュニケーション能力を発揮できるのかを、社員と
共に考え成長する事が今を乗り切る励みになっています。
　街の灯りを守る為、地域活性の為にも様々な方々と手を
取り合って連携する仕組みづくりを更に強化していく事も
必要とされています。「本寺小路元気プロジェクト」もそのひ
とつであり、街の活性化の為に何ができるのか常に模索し
ています。
　現在、三条市が行う「つなぐプロジェクト」に飲食店応援
プロジェクトとして参加させて頂いております。「1口5,000
円の応援に対し、登録店舗どこでも使える元気チケット
（3,000円分）を進呈し、残額の2,000円分を登録店舗様に
均等に寄付する」という形をとっております。
　賛同いただく登録店舗様が増えていく事、ご支援頂ける
方が増えていく事を願っております。

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
「スマートミールとは？～認証店紹介～」

スマートミールってなあに？
★外食部門★

トマトソースパスタ（週替わり）

三条市神明町9-1パルム３ 106
café toujours

三条市大谷地94-1
山 河

三条市南四日町4-4-7

（株）原信
［四日町店］

旬菜天ざる温玉とろろ付 野菜たっぷり生姜焼き弁当

★中食部門★

　1食に主食・主菜・副菜が揃い、野菜たっぷりで食塩のとり過ぎ
にも配慮した食事で、複数の学協会からなる団体が審査・認証を
行っています。エネルギー量は450～650kcal未満の「ちゃんと」
と650～850kcalの「しっかり」の２段階あります。
　三条市内には９店舗のスマートミール認証店があり、今回はそ
のうちの３店舗を紹介します。他認証店舗については、三条市
ホームページでも紹介していますので、ぜひご覧ください。

第123回

三条市福祉保健部 健康づくり課 食育推進室
TEL.0256-34-5448（直通）

「ちゃんと」は女性や中高年の
方に、「しっかり」は男性や活動
量の多い女性におすすめ！
ぜひ認証店に足を運んでみてください！

ちゃんと ちゃんとしっかり

このマークが
目印です！

やまかトゥジュールカフェ

三条市の
ホームページへ

　新潟県事業承継ネットワークでは、県内各地にブロックコーディネーターを配置
し、円滑な事業承継に向けて、商工団体や公的支援機関、士業団体等と連携して
事業承継に関する様々なお悩みを解消するために活動しています。（経済産業省の

「プッシュ型事業承継支援高度化事業」です。）
　また、経営者保証を理由に事業承継でお困りの事業者に対しては、令和2年4月よ
り事業承継時の経営者保証解除について、経営者保証コーディネーターによる新し
い支援制度がスタートしました。
　まずはお近くの商工団体、または新潟県事業承継ネットワーク事務局にご相談く
ださい。県内に配置したブロックコーディネーターあるいは経営者保証コーディネー
ターがご相談に応じます。業種、規模を問いません。もちろん相談は無料です。

ブロックコーディネーター
（中小企業診断士）

土田 克則
〒950-0078 新潟市中央区万代島5番1号 万代島ビル19F
新潟県事業承継ネットワーク事務局
TEL. 025-250-6034  E-mail shokei@nico.or.jp

経営者保証コーディネーター
大森 幹夫

　新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、求人数が大幅に減少している中、来春の高校卒業予定者の採用枠
拡大と早期求人申込をと7月27日、兼古耕一会頭に対して三条市長、三条・燕・加茂地区高等学校長会長、三条公
共職業安定所長が連名の要請書を提出した。就職希望者の多くが地元志向で、就職による人口流出や雇用のミス
マッチによる早期退職の防止に加えて、慢性的な人手不足が課題だった事業所にとっては「将来を担う優秀な人材
を確保する好機」だとして、当所会員事業所に対して採用枠拡大、早期求人申込を求めた。これを受けて兼古会頭は

「年末から来春にかけてどのように推移するか、経営者としても不安視しているが、企業も世代交代が進んでおり、新
しい経営者の下に若い社員を集めるチャンスでもある」と述べた。
　7月から、来春高校を卒業する人たちに向けた企業の学校訪問、求
人申し込みがはじまり、7月9日、三条公共職業安定所・三条市雇用対
策協議会、7月28日には当所の主催で「新規高等学校卒業予定者企業
説明会」も開催された。就職希望者の割合は例年よりも少なく、求人数
など数字の上では充足しているようにも見えるが、職種別にみると求人
数が不足しているという。
　今年は感染拡大の影響から生徒の応募書類提出開始は10月5日

（月）、企業による選考・採用内定開始が10月16日（金）と例年より1カ
月後ろ倒しとなっている。

事業承継のお悩みは「新潟県事業承継ネットワーク」におまかせください

2020年度 第2回 常議員会

　当所常議員会が7月28日に開かれ、新入会員の承認、顧問・参与の委嘱のほか事
業継続力強化計画（BCP）策定支援ワークショップ、後継者塾（新潟県地域振興推
進事業費補助金活用事業）、建設部会 新築・リフォーム工事関連企業紹介チラシ
作成事業、それぞれの実施計画をいずれも原案通り承認した。会議では内閣府・中
小企業庁、日本商工会議所が推し進める「大企業と中小企業による新たな共存共栄
の構築を目指す『パートナーシップ構築宣言』」の作成・公表も呼びかけた。
　パートナーシップ構築宣言は、規模の大小を問わず「企業は何らかの商品・製品、
サービスを提供するサプライヤーであると同時に、商品や資材の購買者である」との
考えの下、取引先と共存共栄の取組、「取引条件のしわ寄せ」の防止を企業の代表
者名で宣言する。「宣言」した企業はポータ
ルサイトで公表され、ロゴマークの使用、補
助金の優先採択などが検討されている。

「パートナーシップ構築宣言」の詳細は
（公財）全国中小企業振興機関協会
https://www.biz-partnership.jp

No. 事業所名 代表者 所在地 事業内容 所属部会名

1 （有）ガレージロクジュウナナ 馬場　亨 三条市鶴田3丁目 自動車販売・修理 交通・運輸

2 コデラカプロン（株） 古寺保治 三条市鶴田1丁目 殺菌銅素材製造、除菌鋼繊
維製品製造販売他 一般卸

3 スナック オージェ 神田多賀子 三条市本町2丁目 スナック 観光・サービス業

4 （株）八幸 島尻幸太郎 三条市三貫地新田 業務用空調機器製造販売 工業

5 佐藤義宏税理士事務所 佐藤義宏 三条市北四日町 税理士 諸業

6 （株）トミタ 冨田雅俊 燕市大曲 精密板金加工、バフ研磨加工 工業

〈新入会員〉

会員数2,114　（7/28現在）



未 来を創る、若 手 仕 事 人 図 鑑
INTERVIEW

新潟県火災共済協同組合
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三条の皆さんのねむりをサポートしたい
　大手寝具メーカーの営業担当者として全国各地
を飛び回っていたが、結婚を機に2017年、（有）すみや
に入社。販売、展示会、広告などの企画、顧客管理な
ど現場を切り盛りしている。　
　営業担当先ですみやの娘「瞳さん」が修業で働い
ていたことが結婚のきっかけ、「営業担当としてすみや
に出入りしていたこともあって、結婚を意識すると同
時に、店を継がない訳にはいかないなと、すみやのこ
とが頭に浮かびましたね」と、吉岡さんは振り返る。
　（有）すみやとしても、寝具を試すことができる体験
型の店への改装、50年勤めたベテラン社員の退社と
契機になる出来事が続いた中、吉岡さんの入社によ
り、アフターケアの徹底や情報発信の強化と、創業
1882年の老舗を次世代に受け継ぐ新しい店づくりが
進んでいる。

スリープマスターの居る
体験型の店づくり
　寝具、睡眠環境に精通した「眠りのプロ」・スリープマ
スター、「まくらのプロ」・ピローアドバイザー、「羽毛ふと
んのプロ」・羽毛ふとん診断士と複数の専門資格を有

する従業員のアドバイスを受けながら、ねむった状態
に近いかたちで寝具を試し購入できることが強み。
　吉岡さんは「手で触るだけでなく、体験していただ
くことでお客様の満足度を高めています。寝具は人
生の3分の1を占める睡眠に使う上、一度購入すると
長期間使う道具。1日でも長くよい状態で使い続けて
いただくため、買って終わりではなく、お買い上げいた
だいてからがお付き合いの始まりです」と顧客とのコ
ミュニケーションを重要視している。

「ふとんのすみや」から
「ねむりのすみや」へ
　近年になって、10代、20代の若い客層が目立つよう
になってきたと言い、吉岡さんは「まくら1つで『翌日の
パフォーマンスが違う』とおっしゃる人もいるほどで、
実は睡眠に関する悩みを抱えた人は大勢いらっしゃ
る。その悩みを解消することはもちろん、例えば職場
の休憩時間に昼寝を導入してパフォーマンスアップ
につなげることや、子どもたちに適切な睡眠を教える

『眠育』、寝具と密接な関係にある介護施設など、三
条の皆さんの良いねむりをサポートするねむりの相
談所を事業化し、企業や施設にもPRしていきたい」と
展望している。寝具だけでなく、光、音、空調など睡眠
環境を総合的に提案する体制を目指す。

　この第一歩として、今月中には新たにホームページ
を開設する予定で、情報発信に加えて来店予約も受
け付ける予定。さらに睡眠の状態を解析する機器の導
入など、よいねむりの探求は尽きることがなさそうだ。

〈所在地〉
〒955-0071 三条市本町2-9-18
TEL.0256-33-1451
FAX.0256-35-2117
営業時間 9：30～18：00 水曜定休

（有）すみや有限会社 すみや
店長代理

吉岡 秀司氏

67

オーダーメードまくらの測定

寝具で翌日のパフォーマンスが変わる



新型コロナウイルス感染症対策

新型コロナウイルス感染症対策で活用できる税制措置
（最終回）消費税の課税選択の変更に係る特例、設備投資減税の拡充、その他様々な特例措置など

ポイント1． 消費税の課税選択の変更に係る特例などが活用できます

　本特集では、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」における「税制措置」（注）の
重要なポイントを3回にわたり、ご紹介します。最終回である今回は消費税の課税選
択の変更に係る特例などを取り上げます。

（注）「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」など

売上が著しく減少した事業者において、課税期間中であっても、課税選択をやめる（免税事業者に戻る）ことなどが可能となる特例
ができました。なお、免税事業者に戻れるのは、その課税期間の基準期間（法人は前々事業年度、個人事業者は前々年）における課
税売上が1,000万円以下の事業者などです。

当初、2020年9月期について課税事業者を選択していたが、
新型コロナウイルス感染症の影響により、20年3月1日から
31日の1カ月間において、事業としての収入が著しく減少し
たため、20年9月期から課税事業者の選択をやめて免税事業
者となる場合（9月末決算法人の場合）

●消費税の簡易課税制度の適用に関しては、消費税法第37条の2において、「災害等があった場合の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除
の特例の届出に関する特例」が設けられています。
●新型コロナウイルス感染症の影響による被害を受けたことで簡易課税制度の適用を受ける（またはやめる）必要が生じた場合、税務署長の承認

を受けることにより、その被害を受けた課税期間から、簡易課税制度の適用を受ける（またはやめる）ことができます。

（注）免税事業者になることができるのは、その課税期間の基準期間における課
税売上が1,000万円以下の事業者などです。

課税事業者選択届出書または課税事業者選択不適
用届出書は、その課税期間の開始前に届出を行う
必要があります。

税務署に申請し承認を受けることで、課税期間の開
始後であっても消費税の課税事業者を選択または
やめることができます。

消費税の課税選択を行った場合には、2年間の継続
適用が必要です（翌課税期間に適用を取り止めるこ
とはできません）。

本特例の適用を受けて課税事業者を選択する場合、
課税事業者を2年間継続する必要はありません。

項　目

課税選択

【現行制度と特例との比較】

継続適用

現行の課税選択の変更制度 特　例

法律施行日（本年4月30日）以後に申告期限が到来する課税期間に適用されます。

新型コロナウイルス感染症の影響により、本年2月1日から2021年1月31日までの期間の内の一定期間（1
カ月以上の任意の期間）の収入が、前年同月比概ね50％以上減少した場合に適用されます。

項　目

課税期間

当該課税期間の申告期限までに、税務署に申請し承認を受ける必要があります。申請書の提出

【特例適用の要件】

【課税事業者の選択をやめる場合の具体的な適用事例】

【簡易課税制度の適用に関する特例】

売上減少割合

要 件 の 内 容

城所 弘明（きどころ・ひろあき）
公認会計士・税理士・行政書士
日本商工会議所「税制専門委員会」学識委員

免税事業者 免税事業者

申告期限2020.9.302019.9.30

免税事業者

税務署長の承認

「課税事業者選択届出書」を
2019.9.30に提出したものとみなす

免税事業者

課税事業者
選択届出書 申請書

収入が著しく減少

新型コロナウイルス感染症対策

現行の「中小企業経営強化税制」において、新たにテレワークなどの導入のための設備投資も新類型（Ｃ類型）として対象範囲が拡
大されました。

（1）チケット代金払戻しの放棄によって、寄附金控除が受けられます
文化芸術・スポーツイベントの中止などに伴い、
観客がチケット代金などの払戻しを求めなかっ
た場合、その金額は寄附とみなされ、寄附金控除
の対象となります。

（2）特別貸付に係る印紙税が非課税となります
公的機関や民間金融機関などが、新型コロナウイルスの
影響を受けた事業者に対して行う特別貸付に係る契約書
については、印紙税が非課税になります。

（3）住宅ローン控除の適用要件が弾力化されます
新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延などにより、本年12月31日までに居住の用に供することができなかった場合な
どについても、一定の要件を満たすときは、期限内に居住の用に供したものと同様の住宅ローン控除が受けられるようになります。

（4）市町村または特別区から給付される一定の給付金が非課税となります
市町村または特別区からの給付金で次に掲げるものについては所得税が課税されません。
1.新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置で、家計への支援の観点から給付される一定の給付金
2.新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置で、児童の属する世帯への経済的な影響の緩和の観点から給付される一定の給付金

【寄附金控除の適用までの流れ】

中小企業等経営強化法の認定を受けた「経営力向上計画」に基づく設備投資に対して、即時償却または税額控除10％
（または7％）を選択適用できる制度です。

生産性向上設備
生産性が年平均1％以上向上改善する設備

デジタル化設備（遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかに該当する設備）が対象となります。

◆機械装置（160万円以上）
◆工具（30万円以上）
◆器具備品（30万円以上）

◆建物附属設備（60万円以上）
◆ソフトウェア（70万円以上）

出典：日本商工会議所｢新型コロナウイルス感染症緊急経済対策｣
における税制措置のポイント

出典：日本商工会議所｢新型コロナウイルス感染症緊急経済対策｣
における税制措置のポイント

（注）各都道府県で設定する「感染拡大防止協力金（各都道府県により名称が異なる場合があります）」については、所得税・法人税の計算上、収入金額（益金）になります。

項　目

制度の概要

Ｃ類型

Ａ類型
（現行制度）

収益力強化設備

投資利益率5％以上の投資計画に係る設備
Ｂ類型

（現行制度）

要 件 の 内 容

ポイント2． テレワーク導入支援のため、設備投資減税が拡充されます

ポイント3．様々な特例措置が活用できます

文化庁等 主催者等 観客等 税務署

②指定行事証明書等を交付
　当該イベント名等を公表

③指定行事証明書のコピー
　払戻請求権放棄証明書を交付

④確定申告（指定行事証明書をコピー、
払戻請求権放棄証明書を添付）

①申請

借主 貸主

②契約（契約書類の提出）

③貸付け（資金交付）

①融資の申込み ○公的金融機関
○民間金融機関など消費賃借契約書

契約書
非課税

印紙
通常より有利な条件を設定

（貸出金利・措置期間など）

【特別貸付制度】

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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　三条商工会議所青年部など県央地域の9青年団体は7月21日、
三条商工会議所チェンバーズホールで「第2回 愛の献血大作戦㏌
燕三条」を実施し、64人（受付人数71）が献血に協力した。新型コ
ロナウイルス感染症によって全国的に献血者、献血量が減少して
いるため、一般社団法人燕三条青年会議所の呼びかけで9青年団
体が協力して開催したもの。
　新潟県赤十字血液センターの担
当者によると、一時のようなひっ迫し
た状況は緩和されつつあるものの、A
型、O型の血液が不足傾向にあり（7
月21日現在）、引き続き献血への協
力を呼び掛けている。

全業種 建　設 製　造 卸　売 小　売 サービス

全
国

7月の業況（前年同月比）
▲59.3 ▲34.8 ▲70.6 ▲59.5 ▲53.4 ▲68.4

先行見通し（3ケ月先の見通し） ▲53.2 ▲36.8 ▲57.9 ▲53.2 ▲55.3 ▲57.3

北陸
信越

7月の業況（前年同月比）
▲63.5 ▲46.4 ▲79.5 ▲52.6 ▲48.5 ▲73.9

先行見通し（3ケ月先の見通し） ▲55.9 ▲28.6 ▲68.2 ▲42.1 ▲60.6 ▲63.0

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 須頃の桃農家 
田中日登志（写友わらじ）

業況DIは、持ち直しの動きも、依然厳しい状況
先行きも感染拡大の警戒感強く、慎重な見方続く
全産業合計の業況DIは、▲59.3（前月比+3.5ポイント）

先行き見通しDIは、▲53.2（今月比+6.1ポイント）

7 月 全 産 業 D I の 推 移

経済活動の再開に伴い、客足が戻り始めた小売業や、公共工事の発注が再開した建設業に下支えされ、持ち直
しに向けた動きがみられる。一方、新型コロナウイルスの感染が東京などの都市部を中心に拡大傾向にあること
から、観光関連では依然として低調な動きが続く。製造業でも、一部で生産が再開されつつあるものの、過剰在庫
の状況から脱しておらず、弱さが残る。また、各地で発生した豪雨災害による生産・物流の停滞や、日照不足による
野菜の高騰などの下押し圧力もあって、中小企業の景況感は、厳しい状況に変わりはなく、回復に力強さを欠く。

国・自治体による国内旅行喚起策の政策効果や、過剰在庫の解消による生産回復を期待する声が多く
聞かれる。一方、東京などの都市部を中心に新型コロナウイルスの感染者が増加していることから、新た
な感染拡大や影響の長期化への警戒感が強まっており、新規採用や設備投資を見送る企業もみられる
など、先行きに対して慎重な見方が続く。

※DI値（景況判断指数）について
DI値は、売上・採算・業況などの各項目につい
ての、判断の状況を表す。ゼロを基準として、プ
ラスの値で景気の上向き傾向を表す回答の割
合が多いことを示す。従って、売上高などの実
数値の上昇率を示すものではなく、強気・弱気
などの景気感の相対的な広がりを意味する。
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）

LOBO調査とは…
LOBO調査は、商工会議所のネットワークを活
用して、各地域の「肌で感じる足元の景気感」
を全国ベースで毎月調査しています。
当月の業況・売上・採算・仕入単価・従業員の状
況及び、業界として当面する問題などについて調
査した集計結果をリアルタイムでご覧になれます。

調査期間：2020年7月14日～20日　
調査対象：全国の335商工会議所が2,718企業にヒアリング

※　  は6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（　　　）

7月LOBO調査（商工会議所早期景気観測）

※「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（月） 16（水） 11（金）25（金）と

9（水）
16（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

9月


