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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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人とのつながり
三条サッシ工業㈱代表取締役

建設部会1号議員

船越 良則
　20代の頃に働いていた会社のお客様からお聞きした忘れら
れない言葉があります。その方は当時50代半ばだったと思い
ますが、「船越君、人生で一番大切な年代は40代なのだ」とい
われました。どうしてか尋ねると「40代は、20代から80代の方
まで対等な目線で話ができる」、「20代からはお兄さん的な存
在、80代の方からでも40歳を過ぎれば大人として見て頂ける。
その時にたくさんの人とつながりを持った人が成長し成功で
きる」と答えてくださいました。
　現在45歳になり、三条商工会議所、商工会議所青年部、三条
国際交流協会、三条ロータリークラブに所属させてもらい、い
ろいろな方と懇親の場をもたせて頂いています。青年部では年
下の経営者から新しい発想を学び、国際交流協会では異業種
の先輩経営者から業種で凝り固まった考え方になっていると
気付かせてもらい、三条ロータリークラブでは、父親以上の年
齢の先輩から経営者として、人間としての考えをお聞きする。

　事業承継を経験した（予定する）3人の若手経営
者から体験談を語ってもらう「後継者向け事業承
継セミナー」が9月26日、当所で開かれた。㈱古寺
製作所の古寺健太郎社長（親族内承継）、㈲石﨑剣
山製作所の佐藤大輔社長（第三者承継）、吉田織物
㈱の齋藤久太専務（承継中）が経営者、後継者とし
ての心がけや意識を披露した。

目に見えない経営資源こそ重要
　セミナーの前段では、㈱にいがた事業承継サ
ポート室の土田克則取締役が「株式や事業資産な
ど目に見える経営資源以上に、業界の歴史、信用な
ど目に見えない経営資源が重要。現経営者は当り
前にように思っているが、後継者からすると目に見
えにくい。後継者が決まったら、これらを計画的に
引き継ぐことだ」と自らの事業承継の経験則として
話した。
　婿養子として会社に入った古寺社長、異業種の
営業マンから転身した佐藤社長、家業を承継する
齋藤専務、状況はそれぞれだが、会計士や税理士、
金融機関の来社に同席するなど「会社の数字と現
場をつなげて見ること」や「自社を徹底的に知るこ
と」に努めたと異口同音に語った。
　「先代が亡くなってからの承継で相談相手がい
なかった」と古寺社長が語れば、佐藤社長は「短い
期間の引継ぎで何が分からないのか分からないこ
とが課題。従業員がこれまで通り仕事をこなしてく
れることがありがたい」、齋藤専務は「現社長の父
親は目の上のたんこぶだが、二馬力でやっていける

本当にいいお付き合いをさせて頂いております。
　「40代で人とのつながりをたくさん持った人が成功する」と
いう言葉は仕事や会社経営のことと思っていましたが、最近は
「人とのつながり」こそが大切で、たくさんの人とのつながりを
持つことが人として成功なのだと思うようになりました。6年前
に亡くなった父の通夜式で喪主として挨拶した時、弔問のお客
様でいっぱいになった会場を見て、感謝と感動で涙が溢れたこ
とを思い出します。父の人生が成功だったかどうかはわかりま
せんが、たくさんの方とつながりを持ち充実した人生だったの
ではないかと思います。
　私は今、いろいろな方と真剣に経営や仕事の話をしたり、時
にはくだらない冗談を話したり、その時間が本当に楽しいで
す。いろいろな世代と話せる40代を満喫し、人として成功でき
るようにもっとたくさんの方とつながりを作り続けたいと思い
ます。

のは会社にとってゴールデンタイム」と、それぞれ
の課題や悩みを披露。コーディネーター役の㈱に
いがた事業承継サポート室土田正憲代表取締役は
「会社の強みの源泉は何か、会社の歴史を知るこ
とが必要だ。そして会社の未来像を描くことだ」と
呼びかけた。

会社の未来像描け
　古寺社長は「創業社長の先代にパワーは及ばな
いが、それを補う知識を身に付け、会社を少しでも
良くしていく。その繰り返しで、事業承継の苦労を
乗り越えた経験も糧になる。次の承継者のため早
いうちから意思を示しておきたい」、佐藤社長は「ま
だ、従業員に“社長”と呼んでもらえないが、現場を
理解し認められた時には社長と呼んでもらえるの
だろう。信頼関係を築き、市場の変化にマッチする
剣山を作ることで日本文化に貢献したい」、齋藤専
務は「新たな販路に率先して取組み、そのノウハウ
を既存のお客様に還元する。父の代との相乗効果
を生み出したい」と将来像を描いていた。

~私はこうして会社を継ぎました~

後継者向け事業承継セミナー

経済復興と感染予防両立を
日本商工会議所 通常会員総会

ハイブリッド開催

　当所常議員会が9月23日、三条市横町二、餞心亭おゝ 乃で開かれ、2021燕三条産業カレ
ンダー作成計画、欠員となっている建設部会1号議員補欠選挙の実施計画など12議案を
審議し、すべて原案通り承認した。
　兼古耕一会頭はオンライン出席した日本商工会議所通常会員総会を踏まえ「経済と感
染対策の両立を図りながら地域経済、日本の基幹産業の復旧復興に努めたいと考えてい
る。当地域でも全国との付き合いがあり、商工会議所として対応できるところは引き続き皆
さんと一緒に取組んで参りたい」と述べ、商工会議所として経済復興と新しい生活様式な
どの感染症対策の両立を目指す考えを示した。
　2021燕三条産業カレンダーは今年度と同様に休日日数107日、東京オリンピック開催延
期による祝日の移動をあらかじめ考慮し2020年9月23日現在の予定と明記の上、例年より
も1カ月遅い11月25日に配布予定。データ版は当所ホームページで公開している。
　新型コロナウイルス感染症で打撃を受けた地域経済の復興に寄与するため、三条商工会
議所からあえて会場を移しての開催で次回11月26日（木）はジオ・ワールドビップで開かれる。

　日本商工会議所、通常会員総会が9月17
日、都内の会場と、全国各地の商工会議所か
らのオンライン出席を併せたハイブリッドで開
催された。総会には全国339商工会議所の正
副会頭、専務理事ら約700人が出席し2019年
度事業報告、同収支決算を審議し、原案通り
承認した。
　当所からは、兼古耕一会頭、西潟精一副会
頭、岡田久德副会頭、野崎正明副会頭、長谷川
正実専務理事がオンライン出席し、兼古会頭は
通常会員総会で議事録署名人に指名された。
　三村明夫日本商工会議所会頭は「感染症
拡大防止と社会経済活動を両立できる環境
を整備することが最優先の課題」だとして、政
府へ検査体制や医療供給体制の安定化を要
望するとともに、商工会議所には「これまで以
上にきめ細やかな経営支援が求められている」と
述べ、全国の商工会議所に対して中小企業の
活力強化、新たな付加価値の創出、地方自治
体と連携した「地方分散型社会に向けた地方
創生へのリーダーシップ」に期待を寄せていた。

No. 事業所名 代表者 所在地 事業内容 所属部会名

1 居酒屋万太郎 小川茂秋 三条市桜木町 居酒屋 観光・サービス

2 川口商事（株) 川口廣志 三条市東三条1丁目 不動産業 建設

3 （株）クラウン電装 法人営業部
ソフトバンク県央 斉藤麻衣 三条市須頃2丁目 通信事業、自動車電装品の販売修理 諸業

4 (株)IMAI企画 今井芳久 三条市大島 環境浄化商品販売、各種講演会、研修会
セミナー等の企画、制作 一般卸

5 (株)TOMOMI RESERCH 佐藤友美 神奈川県藤沢市大庭 計測システムの設計、開発、製造 諸業

6 (有)オーピーアイ三条営業所 長谷川稔 三条市西本成寺2丁目 警備 諸業

7 (株)共栄スポーツ 布施純也 三条市荒町2丁目 スポーツ用品全般、武道用品、ウインター
用品製造・企画・販売 商業

8 シン・クリティブ 石井達 新潟市西区青山1 映像制作、写真撮影、デザインディレクション 諸業

〈新入会員〉 会員数2,114（9/23現在）

古寺社長 佐藤社長 齋藤専務



未 来を創る、若 手 仕 事 人 図 鑑
INTERVIEW
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日々進化する店づくり
　㈱関哲（関本秀次郎代表取締役）が9月15日に開
店した新業態「定食専門　まるか食堂」の店長を任
された。調理未経験で業界に飛び込んで丸3年、関
本社長の指導の下、キッチンカーの屋台ラーメン、物
産展などのイベント出展、同社が運営する各店舗の
仕込みと幅広く、密度の濃い経験を積んできた。同
社が運営していた「らーめん関哲」、まるか食堂の前身

「中華そば哲ちゃん」でも店長経験があるが、新業態
での船出を「ゼロからのスタート、今日より明日、日ご
とに進化できるよう、お客様の声を聞きながら営業し
ていきたい」と意気込んでいる。

ごはんおかわり自由! 定食で活気を
　「たらふく昼飯喰って 午後の仕事も頑張って!」、

「ごはんおかわり自由」が、まるか食堂のキャッチフ
レーズ。独自の「甘辛ダレ」をからませた唐揚げや、カ
ンテツコロッケ（ライスコロッケ）、とんかつ、生姜焼
き、ハンバーグなどのおかずと、熱々の白ごはんの定
食を提供している。
　髙橋店長は「日本人の元気はごはんから、厳しい
時代だからこそお腹いっぱい食べて、戦後復興や高

度経済成長期のような活気を取り戻してもらいたい」
と話す。店内には、STC（三条タミヤファン倶楽部）の
協力で自動車、飛行機などのプラモデルや、三条市
名誉市民・ジャイアント馬場さんのサイン色紙も展示
している。

　唐揚げ、とんかつ、生姜焼き、ハンバーグを一度に
食べられる「ジャイアント」も馬場さんにあやかった
メニュー。毎朝作る手打ち麺の「ラーメン」は限定20
食、手打ち麺に合わせたスープの味わいなど店舗同
様にいちから再構築したという。
　新型コロナウイルス感染症が飲食業界に与えた打
撃は大きいが、「アフターコロナの復興期を食で支え
ていきたい」と髙橋店長。ライブコミュニケーションア
プリのライバー「ひでぽん」としても活動し、「燕三条」
を取り上げた「地域PRシリーズ」で視聴者（リスナー）
の支持を集めて2位入賞を果たしたこともある。

あえてのスロースタート ～関本社長～

　関本社長は「髙橋店長は、人あたりもよく接客向き
で、折れない心と根性は相当なもの。『プライドも何も
かなぐり捨てて学ぶ姿勢でなければ技術や知識を吸
収できず、分かったつもりでも本質が分かっていない』
というのが私の信念。厳しい指導だったと思うが、よく
ついてきてくれた。まるか食堂には、地元で愛されてい
る大衆焼肉やもつ焼き屋のように長く愛される店に
育ってもらいたいと考えている」と話していた。
　開店直後の飲食店は必ずと言っていいほど混雑す
る土地柄、関本社長はあらゆる広報媒体を使ってこれ
を「大爆発」させる手法を得意としてきたが、あえて宣
伝を抑えての開店で、長く愛される店づくりを目指す。
　お惣菜を通信販売する『おかず カンテツ』のプロ
ジェクトにも取り組んでおり、「定食」に可能性を見出
している。

〈所在地〉
〒959-1156 
三条市福島新田丁617-1
TEL.0256-47-1355
営業時間 10:45~14:00 毎週月曜定休

定食専門まるか食堂
店長

髙橋 秀明氏

68

チャーシューエッグ定食



　新型コロナウイルス感染症により甚大な影響を受け
た新潟県内の飲食店を応援するため、県内の飲食店で
利用できる食事券を発行し、需要を喚起する事業です。
　一冊10,000円（500円券25枚つづり）で販売し、合
計12,500円の食事券として利用できます。購入は1人
1回あたり2冊まで、購入回数に制限はありません。
　キャンペーンはすでに始まっていま
すが12月20日（日）まで食事券取扱店
を募集しています。食事券の有効期間
は来年3月31日（水）までです。
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　労働者（パート、アルバイト等を含む）を1人でも雇って
いる事業主は労働保険（労災保険・雇用保険）に加入し
なければなりません。
　労働保険は、労災保険・雇用保険の各種給付金のほ
か、雇用の安定のために事業主に支給される助成金な
どの各種支援制度も設けられており、労働者はもとより
事業主のためにも欠くこともできない制度です。
　また、人手不足の折、事業主にはコンプライアンスが
求められており、より良い人材を確保する意味でも、労働

　三条市は、県外で営業活動を行う市内企業が従業
員に受けさせるPCR検査費用の一部助成や、市内事
業所が感染予防を目的に導入する設備の一部助成、
事業継続等支援補助金の補助対象期間延長など新型
コロナウイルス感染症関連の企業向け支援制度を拡
充した。
　PCR検査費用助成は当所の要望を受けて実現した
もので、一検体あたり8,000円、従業員数によって上限
数が定められている。今回の企業支援拡充には市議会
9月定例会で成立した補正予算により、「新型コロナウ
イルス感染症対応企業支援事業費」として3億4,318
万円が投入される。

保険に必ず加入している必要があります。
　まだ、労働保険の加入手続きを行っていない事業主
におかれましては、管轄の労働基準監督署または公共
職業安定所（ハロワーク）で加入手続きをとられるよう
お願いします。
　ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

　兼古会頭は9月23日の当所常議員会で「全国区でヒ
ト、モノ、カネを動かすビジネスを行っている企業が多
い地域で、県外に出るなということがあっても人が来
たり、出かけていかないと商売にならない。人が動か
ないということは基本的にはありえないくらいだ。三
条市のＰＣＲ検査補助や感染症防止対策支援を、せめ
て他市町村並みにとお願いした。社員の皆様と社員の
ご家族の安心、安全のために補助金を活用していただ
きたい」と、要望の経緯を説明し、制度の
利活用を呼び掛けた。

　新型コロナウイルス感染症の影響により在宅勤務が広く行
われ、Web会議サービスの利用が急速に拡大している。Web
会議サービスの活用は大変有益である一方、盗聴、情報漏え
い、サイバー攻撃などのセキュリティーリスクに十分注意する
必要がある。
　独立行政法人情報処理推進機構（IPA）では、Web会
議サービスを使用する場合に注意すべきセキュリティー上
のポイントをまとめてWebサイト（https://www.ipa.go.jp/
files/000083955.pdf）で公開したので参考にしてほしい。

Web会議サービスのデータセンター配置イメージ

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。

新潟労働局総務部 労働保険徴収課（℡025-288-3502）
または、労働基準監督署・ハローワーク

　Web会議サービス選定時に考慮すべきポイントとしては、
次の点が挙げられる。
①会議データの所在
　Web会議サービスは、音声、映像、共有資料、チャット、録
画・録音データなど、多種のデータを扱う。これらのデータが
どこに格納されるかは、情報漏えいリスクに大きく影響する。
　クラウドサービスの場合、負荷分散のため海外のデータセ
ンターが利用されることがある。データセンターが置かれた国
によっては、政府が法に基づきデータを強制収容するリスク
がある。どの国のデータセンターを使用するかは通常契約で
決められるが、無料サービスでは契約プロセスを通さないた
め、特に注意が必要である。
　また、クラウド上に録画・録音データを保存する場合には、
復元不可能な形で完全削除ができるかの確認も重要である。
②暗号化
　通信路が安全でない場合、重要な会議データの盗聴、改ざ
んの脅威が発生する。
　Web会議サービスがエンドツーエンド暗号化の場合は、会
議参加者の音声・映像
データが参加者端末で
暗号化され、他の参加
者端末で復号される。暗
号鍵は参加者のみが保
有するため、サービス提

供者は復号できない。一方、サービス提供者が暗号鍵を持つ
場合、サービス提供者が信頼できるとしても、海外には政府に
よるサーバのデータの強制収容リスクがあることに注意する。
③会議参加者の確認・認証方式
　意図しない者が会議に参加することにより、会議進行の妨
害、機密情報の漏えいが発生する。
　意図しない者の会議への参加を防ぐためには、会議案内
メールの安全な経路での配付と共に、会議パスワード設定機
能、待機室（ロビー）での参加者確認機能、参加者の事前登
録機能、参加者名の設定機能、二要素認証など、会議参加
者の確認・認証方式の選定が重要である。
　また、主催者が、誰が参加しているかを容易に確認でき、万
が一の場合には参加者を強制退室できる機能も重要である。
④プライバシーポリシー
　Web会議サービスでは音声・映像、参加者のメールアドレ
スの属性など、さまざまな個人情報を扱う。これら個人情報が
会議目的以外で第三者提供を含め使用されないこと、個
人情報保護法などの法律、規制に準拠していることを確認す
る必要がある。
⑤脆弱性と企業姿勢
　サービス提供者のウェブサイト、JVN iPedia、ニュースなど
の脆弱（ぜいじゃく）性情報をウオッチし、Web会議サービス
の脆弱性の発生状況、対策状況を把握する。
また、サービス提供者のセキュリティーに対する取り組み姿勢
と情報公開姿勢も重要である。サービス提供各社のウェブサ
イトなどで最新のセキュリティー対策状況を確認することを
お勧めする。
　取引先などの指定もあるかと思うが従業員任せにせず、企
業としてどのWeb会議サービスを利用するか選定し、従業員
に対して利用の可否を指示することが重要である。

（独立行政法人情報処理推進機構・江島将和）

※会議所ニュース8月21日号（日本商工会議所発行）より転載

◎常に最新情報を!

中小企業のセキリュティー対策
「Web会議の注意事項」

サービス選定時には

在宅勤務で急速に拡大

一人でも雇ったら、労働保険に必ず加入を

~労働保険に入っていない会社に、人が集まるでしょうか。~

三条商工会議所要望が実現

PCR検査費用一部助成

問い合わせ先

詳しくはこちら



　10月1日から新潟県の最低賃金は従来の時間額
830円から1円増額の831円となりました。新潟県内
の事業場で働くすべての労働者に適用されます。雇
用形態（パート、アルバイト、臨時など）に関わらず、
最低賃金法によって、最低賃金額以上の賃金を支
払わなくてはなりません。※特定の産業には、産業別
最低賃金が決められています。
　雇う上でも、働く上でも、最低限のルールです。
必ず確認しましょう。

時間額831円
パートも！ 学生アルバイトも！

全業種 建　設 製　造 卸　売 小　売 サービス

全
国

9月の業況（前年同月比）
▲56.5 ▲30.7 ▲68.3 ▲51.2 ▲52.5 ▲67.8

先行見通し（3ケ月先の見通し） ▲44.0 ▲28.1 ▲43.7 ▲39.0 ▲49.8 ▲52.5

北陸
信越

9月の業況（前年同月比）
▲61.7 ▲28.6 ▲86.0 ▲47.6 ▲45.7 ▲78.7

先行見通し（3ケ月先の見通し） ▲60.1 ▲40.0 ▲72.0 ▲42.9 ▲62.9 ▲68.1

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 収穫の秋 八木ヶ鼻 はざ掛け 
岡田昭彦（写友わらじ）

業況DIは、持ち直しの動きあるも、力強さ欠く
先行きは慎重な見方続くも、回復に期待感
全産業合計の業況DIは、▲56.5（前月比+2.5ポイント）

先行き見通しDIは、▲44.0（今月比+12.5ポイント）

9 月 全 産 業 D I の 推 移

新型コロナウイルスの影響により、巣ごもり消費が拡大する中、ネット通販やデリバリーを活用する消費者の増加も
追い風となり、飲食料品の売れ行きが堅調だった。また、自動車関連で、経済活動をいち早く再開した中国向けの生
産が持ち直しつつあるほか、建設業では台風などの災害復旧を含む公共工事の下支えが続く。一方、消費者のマイ
ンド低下や観光需要の低迷から、飲食・宿泊をはじめ関連産業の経営は依然厳しく、コロナ対策のコスト増を指摘す
る声も聞かれる。中小企業の景況感は持ち直しに向けた動きがみられるものの、力強さに欠く状況が続いている。

コロナ禍の影響長期化により、売上回復の見通しが立たない中、助成金等の政策効果が剥落したあと
の急激な業績悪化を懸念する経営者も多く、先行きの不透明感から、慎重な見方が続く。一方、政府に
よる旅行喚起策の東京追加や、順次開始される飲食業支援策による需要喚起への強い期待感がうか
がえるほか、欧米向けを含む自動車関連、5G向けなど半導体関連の持ち直しを期待する声も聞かれた。

※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9月11日~17日　
調査対象:全国の336商工会議所が2,748企業にヒアリング

※　  は8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（　　　）

9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

9（月） 18（水） 12（木） 27（金）と

11（水）
18（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

11月


