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温故知新

オンライン見本市・燕三条ものづくりメッセ2020

(有)つるがや代表取締役
商業部会2号議員

柄沢 幸一
　お盆になると先祖（初代から六代）の遺影軸等を飾り
ます。先祖は中央との繋がりが強くまた芸術文化の造詣
が深く、高橋泥舟・小林二郎等の幕臣との親交や文壇芸
術家・実業家等との交流を楽しんだようですが、各代毎
に大地震、明治維新、飢饉や疫病、大恐慌、戦争、敗戦等
考えもつかない荒波と対峙していたはずです。今私達に
もコロナ禍（早くコビット19という呼び名になって欲し
いものです）という大嵐が吹き、生き方の変化を余儀な
くされています。この逆境を乗り越え、相撲の「三年先の
稽古」の言葉のごとく、未来への一手を打たなければな
らないでしょう。

　コロナというワードを検索すると、弊社の「コロナと三
条」という菓子が出てきます。明治時代に三条で日本最
初の公式日食観測が成功したことを知ってほしく、今か
ら35年以上前に創った（小麦粉を一切使用せず、渋皮付
き栗と栗の裏ごし・アーモンドプードルを使った）菓子で
す。コロナ禍で売り上げが落ちましたが、最近は三条に
こんな菓子があったかと話題に上り、話の種にこれを食
べてみんなで頑張ろうとご購入頂いております。
　この原稿が皆さんの目を汚すのは秋彼岸の頃。仏壇
に菓子でもお供えして、みんなでいろいろなことを話す
良い機会かと思います。

　平成19年11月から平
成25年10月まで当所監
事、その後、参与をお務め
いただきました、渡辺一
郎氏（元トップ工業㈱社
長）が、8月4日に逝去され
ました。ここに、謹んで冥
福をお祈りいたします。

　これまで6回開催し、昨年来場者数12,000人超を集めた“日
本海側最大級の見本市”「燕三条ものづくりメッセ」がオンライ
ン見本市として、10月22日（木）、23日（金）に開催される。特設
サイトに170以上の出展者・団体が加工技術や製品、会社概
要、PR動画などを公開。両日とも10時～17時にはオンライン
商談を行い、パネルディスカッション、出展者プレゼンテーショ
ンのウェビナー（ウェブセミナー）も開催する予定。
　オンライン商談では図面や加工場面の共有など「リアル展
示会以上の効果」も期待され、主催の燕三条地場産業振興セ
ンターは「新しい展示会の仕組みづくりへ挑戦したい」と大勢
の閲覧を呼びかけている。サイトは半年から1年間継続して公
開する。

訃 報

【調査期間】	 令和2年7月13日(月)～22日(水)
【回答/調査数】	 回答520社／調査2,109社（回答率24.6％）
【調査方法】	 当所会員事業所へFAX・郵送にて依頼。FAX・郵送にて回答。

① 調査概要

② 調査結果

問１,２ 企業活動への影響

問３ 事業継続への影響

問４ 支援制度の利用状況

問５ 相談先

問６ 今後期待する支援策

⇒72.3％の事業所が売上減少。
・前年比50％以上減少見込みが22.3％。
・最も多いのは前年比30%未満減の38％。
・小売業、サービス業(宿泊・飲食・生活関連・娯楽含む。以下同
じ）で減少幅が大きい

⇒一方、7.1％の事業所でプラスの影響もあり。
・卸・小売業を中心に、巣ごもり需要(ＨＣ・ネット好調)、衛生除菌
需要、リモートによる経費節減など。

⇒実質無利子融資34.6％、持続化給付金29.4％、雇調金21.7％が利用。
・持続化給付金(前年同月比売上50%以上減が対象)の利用は、
建設業・小売業・サービス業で多い。
・持続化給付金対象になりづらい製造業・卸売業は融資の利用
が多い。
・雇用調整助成金は、製造業・サービス業の利用が多い。
⇒一方で、県・市の支援制度は利用度・認知度とも低い傾向。

⇒税理士37.3％、金融機関36.2％。
・顧問税理士・取引先金融機関への相談が多い。
・商工会議所は8.1％。また、33.7％は特に相談していない。

⇒「持続化給付金対象とならない事業所への独自給付金」
「雇用確保・維持の取り組みに対する支援」
「新しい生活様式に対応するための支援」に期待する声が多い。

⇒48.7％は影響なし。一方で3.8％は廃業・Ｍ＆Ａを検討。

詳細版は、当所ホームページで
公開しています。

　新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている事業所に対して、三条市が事業物件の賃
料、固定資産税、上下水道料、光熱費等の固定費を補助する「三条市事業継続等支援補助金」
の対象要件となる売上高減少率が「前年同月比50％以上の減少をしている月がある」に加え、同じ
く「前年同月比30％以上50％未満の減少をしている月がある」に拡充され、対象期間も「令和2年
4月～9月」に延長されました。
　三条市ではさらに、雇用調整助成金の上乗せ補助、前倒し貸付、行政書士等への申請代行手
数料補助、税金・保険料の減免等の申請を11月30日（月）まで受付ています。
　新型コロナウイルス感染症対策に関する各種支援制度や、申請代行については当
所1階チェンバーズホール第３ホールの「よろず相談窓口」で平日9時から17時まで受
付ています（予約不要）。

三条市事業継続等支援補助金拡大

新型コロナウイルス感染症が
企業に及ぼす影響に関するアンケート報告書（概要版）
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ブランド和牛に匹敵の価値
“釣り魚”  会席料理

　和牛のしゃぶしゃぶ・すき焼きのイ
メージが定着しているが、根本代表は
築地、浅草、六本木の日本料理店で修
業を積んだ料理人で、あづみ家は日本
料理の調理師で組織する古萌会（こほ
うかい）の賛助店で、ミュシュランガイ
ド掲載店、全国区の有名店とともに名
を連ねている。
　関東での修業後、しゃぶしゃぶ割烹
で腕を振るい、平成14年に三条市本町
2で独立創業。平成21年、店舗拡大の
ため同市荒町2に移転した。根本代表は
「しゃぶしゃぶ、すき焼きの肉に関して
種類、品質は三条で誰も真似できない」
と自負しているが、しゃぶしゃぶ・すき焼
きを前面に押し出し始めたのは創業か

ら10年後、平成24年頃のこと。居

酒屋的な営業形態のかたわら、会席料
理やスッポン鍋（要予約）も味わえる懐
の深さで常連客をつかんできた。
　村上牛、松阪牛などのブランド和牛
以上あづみ家の強みと言えるのが、釣
りたての魚や地物野菜、山菜を使った
旬の料理。独自のルートで仕入れる釣
り魚は、市場流通ではめったにお目に
かかれない高級魚が鮮度抜群の状態
で入荷する。「秋のこの時期ならば地
のアオリイカやブリ、珍しいところでは
マゾイ（タヌキメバル）、伊豆の本カン
パチ、生きたアカイカ（ケンサキイカ）が
入ったことがありました。市場から仕入
れるものも含めて、お刺身ならその日お
いしいものを数種類だけという感覚で
お出ししています」。
　釣りたてのカサゴを「半身は刺身、半
身は煮つけ、お頭はカリカリに塩焼きし
て骨酒にして」一匹味わい尽くすような
食べ方ができるのも、あづみ家ならでは。

三条の名産を惣菜に
　隠れた三条の名産品を市内外に売り込もうと、
昨年から惣菜販売にも力を入れている。市内の製
麩店が手巻きで焼き上げる上白麩を揚げ出しにし
て出汁を吸わせた「ｇorgeou麩（ごーじゃふ）」、揚
げた麩をソースでいただく「さんじょう川瀬年輪（カ
ワセバーム）」を柱に、県内産牛で作る牛丼の具、煮
魚などを市内の道の駅や直売所で販売。さらに市
外へ打って出ようという矢先の感染症禍で市外進
出は保留となっているが、終息・次の段階に備えて
いる。惣菜販売で得た原材料・栄養表示等のノウハ
ウは、しゃぶしゃぶ・すき焼きセット、一品料理のテ
イクアウトにも活かされている。　　

　広く知らしめたいという車麩への思いを根本代
表は「京料理で生麩を使うことはあったが車麩は
皆無だった。しかし、上白麩と呼ばれる車麩を食べ
た時の衝撃を今でも忘れられない。『麩は苦手』と
いう人にも自信をもって勧められるおいしさ。知名
度はまだまだだが、県内の都市圏、県外へと売り込
みたい」と話していた。
　移転から11年、A５ランクの村上牛を仕入れて周
年祭を開催中（12/30まで）、「三条の味を広めるこ
とと併せて、ブランド和牛など三条にはない味を紹
介し続けたい。満足度、安全性に責任を持ち、本当
においしいものをお出ししていく。このご時世だか
らこそ、今まで以上のおもてなし。そんな店づくりを
したい」、料理人として円熟期を迎えても食材や生
産者の姿勢に感動し、地場への感謝の思いは強く
なるばかりだという。

あづみ家
〒955-0083  荒町2丁目22-31
TEL.0256-33-8867 
URL https://www.adumiya.mobi/

鮮度抜群の釣りマダイ

お刺身は旬のおいしいものを厳選

直売所等で定着しつつある惣菜
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　地震、風水害などの大規模災害に遭っても中小企業が事業を継続していくための事前対策をまとめる「事業継続力強化計
画」策定のためのワークショップが8月3日、同27日の２回、当所で開かれた。講師に東京海上日動火災保険㈱長岡支社の髙橋
智子主任を迎え、初動対応シミュレーション、机上訓練に加え、「計画策定シート」に自社を取り巻く状況や取り組みを記入して
もらい計画策定を支援する内容。
　事業継続力強化計画は、厳密には「事業継続計画（BCP）」と意味合いが異なるが、
中小企業が自然災害のリスクを認識し、防災と事業継続のための事前対策、初動対応
や行動プロセスを明確化して文字通り事業を継続する力を強くすることが目的。計画認
定により税制や補助金、低利融資などの公的支援を受けられるほか、取引先からの信
頼度も高まる。
　髙橋主任は「計画策定企業と未策定企業では、有事の際の復旧のスピードが違うと言われている」と計画の必要性を強調していた。

　事業承継を単なる経営権の譲渡ではなく、「企業の転換期であり、新たな成長や事業拡大のチャンス」
と捉えられるようなマインド、経営知識、判断力を身に付けることができる「後継者塾」が10月17日から
来年1月30日まで全8回、三条商工会議所で開かれる。
　開催時間はいずれも16時から18時まで、経営者としての思考力や知恵を養い、経営者として切磋琢
磨できる仲間づくりもできる。参加費は登録料として24,000円、テキスト代が14,300円。

　独立行政法人情報処理推進（IPA）は6月15日、「中小企業
向けサイバーセキュリティ事後対応支援実証事業（サイバー
セキュリティお助け隊）」の成果報告書を公表した。
　本事業は、19府県8地域（①岩手、宮城、福島、②新潟、③
長野、群馬、栃木、茨城、埼玉、④神奈川、⑤富山、石川、福
井、⑥愛知、⑦大阪、京都、兵庫、⑧広島、山口）の中小企業
を対象に、サイバー攻撃被害の実態などを把握するとともに、
サイバーインシデントが発生した際の支援体制の構築に向
けた実証事業である。1,064社の中小企業が参加し、そのうち
727社に対してUTM（統合脅威管理）などのセキュリティー機
器を設置し、サイバー攻撃の実態把握を行った。
　本実証を通じ、中小企業においても規模や業種を問わず
例外なくサイバー攻撃を受けている状況が確認されるととも
に、検知および防御のための対策や社内体制の構築ができ
ていない企業が多いことが確認された。また、全国8地域合計
で128件の電話およびリモートによるインシデント対応を行
い、そのうち18件の駆け付け対応を行った。駆け付け対応を
行った事例を紹介する。

▽あいおいニッセイ同和損害保険	▽共栄火災	▽損保ジャパン
▽大同火災	▽東京海上日動	▽三井住友海上

※商工会議所会員向けの保険制度「情報漏えい賠償責任保険制度～
サイバーリスク補償型」では、サイバー攻撃による情報漏えいの発生ま
たは情報漏えいのおそれも補償対象となります。詳しくは下記の損害
保険会社へお問合せください。

独立行政法人情報処理推進機構（IPA）では、サイ
バーセキュリティに関する重要な情報を発信していま
す。日常的に最新情報を確かめましょう。

　過去に複数のウイルスの通信先として使われたＩＰアドレス
宛ての通信をUTMが検知した。当該企業に確認したところ、ウ
イルス対策ソフト未導入のWindowsXPパソコンにて通信をした
ことが判明し、ウイルス駆除のため駆け付け対応を実施した。
　ウイルス感染端末は、WindowsXPでしか動作しないソフト

ウエアを利用するためのもので、インターネット
に常時接続していない認識であったことから、
ウイルス対策ソフトが導入されていなかった。今
回、プリンターを使用するために社内LANに接続
したことで、意図せずインターネットに接続され
ていたことが判明した。当該端末に対しウイルス
スキャンを実施したところ、ワームやトロイの木
馬、迷惑ソフトなど計25ファイルの不正プログラ
ムを発見したため駆除を実施した。

　UTMが２カ月間で100件のウイルス付きメールを検知・ブ
ロックしている状況を確認した。検知数が多いため追加調査
が必要と判断し、駆け付け対応を実施した。
　取引先企業のメールサーバーが不正アクセスを受けたこ
とで当該企業のメールアドレスが漏えいし、それが悪用されて
「賞与支払い」、「請求書支払い」などを装うなりすましメール
で標的型攻撃を受けていたことが判明した。当該企業に標的
型攻撃の対象になっていることを通知し、ウイルス付きメール
はUTMでブロックしている状況ではあるが、被害が拡大しな
いよう従業員へ注意喚起した。
　成果報告書ではこれ以外のインシデント駆け付け対応事
例のほか、組織的なセキュリティー対策の実態や人的リソー
スの状況などのアンケート結果が掲載されている。自社のセ
キュリティー対策実施の参考にしてほしい。また、本事業は今
年度も地域を選定して実施予定である。対象地域の事業者
は対策強化に向けてぜひ活用してほしい。

（独立行政法人情報処理推進機構・江島将和）

サイバー攻撃に備える（賠償補償）

◎常に最新情報を！

中小企業のセキリュティー対策
「サイバー攻撃 中小企業も標的に」

事例①

事例②

情報漏えい賠償責任保険制度～サイバーリスク補償型

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
「気づいてください心のサイン～私たちにできること～」

勇気を出してまず「声かけ」を

もし、あなたが悩みを抱えたときは…

三条市では、毎年20人前後の人が自殺により亡くなっています。自殺の背景には、健康問題、過労、生活困窮、育児・介護疲れ、いじめ、孤立など
様々な要因が複雑に関係し、心理的に追い詰められていきます。これを防ぐためには、周りの人の気付きと支えが大切です。

悩みや不安を抱えた人は何らかのサインを発しています。

こんな態度は
禁物！

安易な激励…「頑張れば大丈夫」「元気を出していこう」「何とかなるよ」
批判・否定…「考えすぎ」「あなたにも原因がある」「辛いのはみんな一緒」 悩みを抱えた時、話を聞いてもらうことで気持ちが楽になったり、解決策が見つけられる

第124回

三条市福祉保健部 健康づくり課 保健指導係
TEL.0256-34-5445（直通）

いつもと違う様子の人がいたら声をかけましょう。

□以前と比べて表情が暗く、
元気がない
□趣味や運動、外出をしなくなる
□仕事や家事の能率が低下、
ミスが増える
□周囲との交流をさけるよう
になる
□口数が少なくなる
□飲酒量が増える

こんな“サイン”に注意

話を聴くときのポイント
相手の抱える不安やつらさにじっくり耳を傾けましょう。

元気がないけど、どうしたの？

疲れているようだけど、眠れている？

何かあったの？ 無理していない？

復旧スピードに大きな差 事業継続力強化計画策定支援ワークショップ

事業承継へ一歩踏み出そう 後継者塾



　三条商工会議所青年部はこのほど、下田地域の里山に自生する木の

実「こくわジャム」をパイに入れた「燕三条地域アテンド型お土産 

＃燕三条旅のしおり」を発表した。

　地場企業の営業マンらが市外の営業先への手土産にできるような商

品が少ないことから、2019年度に道の駅漢学の里しただと共同開発し

たもの。新型ウイルス感染症禍によって発表・発売を一旦延期した

が、感染症の収束後再び客足、注目を取

り戻せるようにと発表に踏み切った。

　価格は8個入り1,800円（税別）。道の駅漢

学の里しただ、道の駅 庭園の郷保内、燕

三条地場産業振興センター、燕三条wing、

燕三条イタリアンBitで販売している。

青年部お土産事業

＃燕三条旅のし
おり

全業種 建　設 製　造 卸　売 小　売 サービス

全
国

8月の業況（前年同月比）
▲59.0 ▲34.9 ▲69.6 ▲56.7 ▲53.2 ▲70.2

先行見通し（3ケ月先の見通し） ▲52.9 ▲34.1 ▲54.8 ▲52.0 ▲56.6 ▲60.5

北陸
信越

8月の業況（前年同月比）
▲67.2 ▲36.1 ▲86.7 ▲63.6 ▲59.0 ▲78.6

先行見通し（3ケ月先の見通し） ▲62.6 ▲36.1 ▲68.9 ▲54.5 ▲66.7 ▲75.0

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 こくわ酒出荷作業 
弥田正蔵（写友わらじ）

業況DIは、感染拡大の影響から足踏み
先行きも強い警戒感から、慎重な見方続く
全産業合計の業況DIは、▲59.0（前月比+0.3ポイント）

先行き見通しDIは、▲52.9（今月比+6.1ポイント）

8 月 全 産 業 D I の 推 移

新型コロナウイルスの影響による在宅時間の増加に伴い、飲食料品のほか、家具・家電などの需要も伸びている小
売業や、公共工事に下支えされた建設業が堅調に推移した。一方、主に都市部を中心に感染が拡大する中、消費
者のマインド低下や帰省・旅行の自粛、一部の自治体における飲食店への営業時間短縮の要請などが下押し要因
となり、観光関連の業況は厳しい状況が続く。これまで経済活動の再開に伴い、持ち直しの動きがみられたものの、
足元では感染拡大の影響から足踏みとなった。中小企業の景況感は依然として厳しく、回復に力強さを欠く。

自動車関連をはじめとする中国向けの輸出持ち直しへの期待感がうかがえるほか、ネット販売の強化や
IT活用など新たな生活様式への対応を進める企業から前向きな声も聞かれる。一方、主に都市部を中
心とする新型コロナウイルスの感染拡大への懸念から、消費者のマインド低下や資金繰りの悪化など、
影響の長期化に対する警戒感が強まっており、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。
前月の業況・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8月14日～20日　
調査対象：全国の333商工会議所が2,727企業にヒアリング

※　  は7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（　　　）

8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（水） 21（水） 12（月）27（火）と

14（水）
21（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

10月


