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　当所常議員会が11月26日、三条市旭町2、ジオ・ワールドビップで開かれ、新型コロナウイルス感染症の影響により
延期・中止となった事業などを加味した2020（令和2）年度補正予算、2021（令和3）年度運営方針、事業計画・収支
予算策定スケジュールなど8議案を審議、すべて原案通り承認した。
　2020年度補正予算は、商工会議所会計が当初より1,247万6千円減の9,980万9
千円に、保険共済、会館事業などの収益事業会計は942万5千円減の1億3,654万1
千円となった。
　この日承認された2021年度運営方針、事業計画・収支予算策定スケジュールに
より、各部会・委員会、常議員会での審議を経て来年3月29日（月）の通常議員総会
に新年度予算・事業計画が上程される。
　兼古会頭は「準非常事態とでも言える
ような状況」と、新型コロナウイルス感染
症第3波が会員事業所に与える影響を懸
念しつつ、「青年部では次年度会長が選
出されたニュースもあり、確実に次年度に
むかって前に進んでいる」と感染症禍の
終息、次年度を前向きに見据えていた。

感染対策 ㈱三条ロイヤルホテル 代表取締役社長
常議員

石川 友意　2月末の予約キャンセルの嵐で始まったCOVID-19
の影響は、私ども宿泊・飲食業に大きな打撃をもたらし、
当初の「暖かくなれば終息する」との予想に反して収ま
る兆しが見えぬまま数カ月が過ぎました。政府の経済を
まわす為のGoToキャンペーンも相まって人の移動が多
くなるに比例して感染が全国的に拡大しております。
　そうした中での我社は現在、全国生活衛生営業指導
センターによる宿泊施設感染防止ガイドラインを順守し
つつさらに、チェックアウト後の清掃ベットメイキングは
清掃スタッフの感染予防も兼ね、室内の空間除菌を施し
た上で清掃活動を行っております。また、宴会場及び調
理場内も定期的な空間除菌を徹底しております。ご来館
のお客様には手指の消毒、マスク着用、検温のご協力の
お願いはもちろんの事、ご宴会では広めの会場設営で密

　当所青年部は11月20日、三条市中央公民館で臨時総会
を開催、令和３年度会長に、畠
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氏（藍庭）を選出し
た。畠氏は1980年生まれの40歳、青年部では燕三条セール
ス委員会副委員長、委員長を歴任。今年度も燕三条セー
ルス委員会委員長を務めており、入会当初から青年部の海
外事業を推し進めてきた。

を避け、お酌に回らず手酌をおすすめしております。
　感染予防に有効な手洗いですが、例え「正しい手洗
い」をしたとしても手指に付着したウイルスは20～30％
は残っていると思われますので、必ずアルコール消毒も
セットで行っていただくと有効かと思われます。なお、昨
年食品衛生法の改定があり我々食品営業者は国際基準
HACCP対応の衛生管理が義務付けられ、来年の6月に
は正式に施行されます。これは今までの衛生管理から一
歩踏み込んだ内容で、お客様に、より安全な食品を提供
するためのものです。現在その施行に向けて講習会が行
われ準備を進めているところです。
　今後も、より安心と安全を心がけ、COVID-19をはじ
めとする感染防止の努力を続けていきたいと思います。

常 議員会

確実に前へ 令和3年度方針承認

青年部次年度会長に畠 弥真人氏（藍庭 代表）

2021年「会員新春の集い」について

はたらく女性のプレミアム女子会  part８
地方産業を活性化させる女性の力 ～楽しくなければ、仕事じゃない～

　企業の成長にとって女性が輝いて仕事ができることは必須条件―。
　女性のワークライフバランスについて、当事者である「はたらく女
性」自ら考え、交流も深めてもらおうという「はたらく女性のプレミアム
女子会part8」が11月16日、当所及び燕三条イタリアンBitで開かれた。
　講師に、従業員の女性割合7割、いきいきと女性が働く職場として
知られる㈲栄工業の山村則子社長を迎え、育児、介護中でも働きや
すい職場環境づくり、女性の特性を活用した同社の事業活動につい
て講演してもらった。
　同社では有害鳥獣捕獲器や園芸用品を企画、製造する。「命に係
わることもある製品だからこそ、女性の厳しい目が必要」といい、2020
年の年間休日数127日、有給休暇取得率90％以上、「毎日がノー残
業デー」の体制で、仕事と育児や介護の両立、女性従業員の定着を
強く意識している。山村社長は「育児、介護を理由に能力ある女性が

不採用となることが多いが、そういった女性たちにこそ一生懸命仕事
をしてもらうことで、会社も、地域も輝くはず」、「会社が必要とし仕事
をしたいという意思があれば、1年、2年待っても損ではない。そういっ
た社員を育てることこそが会社の責任」などと述べた。
　いつでも有給休暇を気持ちよく取得でき補い合える組織、「節度
のある上下関係」が保たれた風通しの良い職場であることを重視し、
社内では「姓ではなく名で呼び合うこともコミュニケーションのひと
つ」として取り入れられている。
　山村社長は結びに「仕事×楽しい=笑顔が㈲栄工業の方程式。地
域の活性化というと大
きすぎる部分もあるが、
笑顔の力で活性化して
いきたい、それが女性
の力じゃないかと思い
ます」と述べて講演を
閉じ、燕三条イタリアン
Bitで交流会に移った。

No. 事業所名 代表者 所在地 事業内容 所属部会名

1 丸信商会 小柳重信 三条市東本成寺 園芸用具、盆栽鋏、華
道用具 金物卸

2 ㈱ひまわり食品 髙野と志子 見附市新幸町 惣菜製造 食品関連

3 社会保険労務士法
人いけだ事務所 池田亜津子 三条市東裏館1丁目 社会保険労務士業務 諸業

4 松谷紀昭 松谷紀昭 三条市東三条1丁目 家電、玩具、日用品（イ
ンターネット小売） 一般卸

5 木造建築水野 水野盛仁 三条市林町1丁目 大工 建設

6 ㈱協栄 岡 貞則 見附市新幸町 食品の配送等 交通・運輸

【新入会員】 会員数2,110　（11/26現在）

　例年多くの会員の皆様よりご参加いただいております「会員新春
の集い」につきまして、新型ウイルス感染症の感染拡大防止の観点か
ら、今年度は対象を役員・議員に限定して開催させていただくことと
いたしました。
　新型ウイルス感染症の影響により、当所でも多くの事業を中止せざ
るを得ない状況ではございましたが、「会員新春の集い」は中止するこ
となく、初めての試みとして、参加者を限定し、開催時間を短縮するほ

か、様々な感染症予防策も講じながら、開催いたします。
　会員各位におかれましては、こうした趣旨をご理解いただきますとと
もに、このような取組も参考にしていただきながら社会・経済活動を
進めていただければと存じます。
　2022年の「会員新春の集い」は、例年にもまして盛大に開催できま
すことを念じつつ、引き続き商工会議所活動にご理解・ご協力をお願
い申し上げます。

参加者を限定して開催します

問い合わせ：三条商工会議所総務課 TEL.0256-32-1311／FAX.0256-32-1310



未 来を創る、若 手 仕 事 人 図 鑑
INTERVIEW
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車╳アウトドア
　自動車販売、整備、板金塗装などを手掛ける、え
ちごホールディングス㈱の関連会社で、キャンピング
カーの製作、「ELVAN（エレバン）」のブランド名でワン
ボックスカー・ハイエース専門のインテリアパーツの
製造・販売を手掛けている。一級自動車整備士とし
て輸入車ディーラーで整備、営業を経て32歳で代表
取締役となった。
　えちごホールディングスの木工部として設立された
同社は、燕三条地域の金属加工技術、木工技術を
背景に、短納期でキャンピングカーやワンオフパーツ

（特注部品）が製作できることが強みのひとつ。「キャ
ンピングカーは快適に休め、自然と触れ合えるアイテ
ム。例えば、お気に入りの絶景スポットで車中泊し、
朝陽を見ながらコーヒー楽しむ。お客様から『生活の
楽しみ方が変わった』とうれしいお言葉をいただくこ
ともしばしばです」と桐生氏。
　E-pecが得意とするキャンピングカーは、もとの自
動車の外装はそのままに、キャンプや車中泊に適し
た内装を設置する「バンコン」と呼ばれるタイプ。日常
の足として不便なく使え、「キャブコン」と呼ばれる比
較的大型なタイプと比べて費用を抑えられることが
メリット。同社では中古のハイエースをベースに車体

を含めて300万円以下で製作した事例もある。アウト
ドアグッズ、ペット、趣味の道具の積載など用途に合
わせたパーツを自社で設計・製作できること、木材や
金具などトータルコーディネートできることが強みで、
キッチンカーやスチールサインの製作事例もある。

もっと身近に、敷居さげるキットを発売
　新型コロナウイルス感染症禍によって自動車
ディーラーでの展示や、関連展示会への出展機会が
減少しているものの、密を避けて楽しめるアウトドア
ツールとしてキャンピングカーが注目されていること
から、ハイエースの純正リアシートを生かせる2段ベッ
ドキットを開発、50万円を切る価格で発売する予定。
自動車整備工場ならば簡単に取り付けられる設計
で、インターネットや専門誌などでPRし、自動車工場

経由の業販で全国販売する計画だ。キットながら、同
社が製作するキャンピングカー施工価格（車体含ま
ず）の半額以下に抑えたキットで、入門から中級者層
の取り込みを狙う。
　桐生氏は「知名度アップが課題。実物を触ってもら
うのが一番だが、ECサイトやSNSなどのオンラインを
駆使しなければならない。３D映像など見せ方も工夫
し、キャンピングカーのある新しいライフスタイルを
提案したい」とニューノーマルを念頭に事業を展開し
ている。

〈所在地〉
〒959-1121 三条市善久寺3007-1
TEL.0256-64-8258　FAX.0256-64-8256
営業時間 9：00～17：00　
定休日 日曜・祝日（土曜日は産業カレンダーに準ずる）
https://www.elvan.jp

株式会社 E-pec
代表取締役

桐生 拓氏

69

二段ベッドの製作例

二段ベッド使用例

ベンチスタイルの製作例

アウトドア用品に合わせることもできる



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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　「自社製品のブランディング、ハイエンド製品の製造は
社員の誇り、やりがい、達成感を生み出し、モチベーショ
ンを上げるために必要だ」。11月18日に開かれた「製品開
発プロデューサー育成講座」で、㈱アベキンの阿部隆樹
社長はこのように述べた。
　㈱アベキンは設計、プレス、板金、溶接、塗装、組立と一
貫生産体制が強みで、海外高級ブランドやオフィス向け
家具、店舗什器などの製造を手がけている。3代目の阿
部現社長が農機やカゴ台車などから家具や店舗什器に
転換を図り、㈿三条工業会のLOVE SANJO委員会事業

　社会、経済、環境の３分野で「持続可能な開発目標」を定
めるSDGs。大企業だけでなく「すべての企業に対してSDGsの

『登録・認証』を行う制度が予定されている」とも言われ、地
場の企業にとっても他人事ではなくなっている。このSDGsの
説明会が11月26日に開かれ、当初の定員を上回る50人以上
が参加するなど関心の高さを示していた。
　説明会は、当所、㈿三条工業会、新潟大学の共催で、講師
を務めた新潟大学地域創生推進機構の深谷清之特任教授
は「SDGsは2015年の国連サミットで全会一致で採択された。
国連の宣言では、企業・個人も実施主体となることが明記さ
れており、今後企業の取引、製品の輸出、補助金申請、金融
機関の貸付・出資等の条件にも関係してくる。SDGsの年限で
ある2030年までの10年、この間に遅かれ早かれSDGsに取り
組むことになる。今のうちに各企業で考えておくべきだ」などと
述べた。
  SDGsには、「貧困」、「飢餓」、「保健」など17のゴール（目標）
があるが、必ずしも17のゴールすべてに取り組む必要はなく、

指標を理解し自社の事業に合わせて取り組みを
決める必要がある。また、「製品・製造にSDGsが
求められる場合、今後具体的な指針等が示され
る可能性が高いので、自社独自の取組を開始す
る場合は注意が必要」と深谷教授。具体的な数
値目標を要求される可能性もあり、これらを示せ
るもの、国や自治体レベルに求められるものでは
なく小さな指標から取り組むことが企業のSDGs
のポイントと説明があった。

　理想の求職者に自社で働く魅力をいかに伝えるかをマーケ
ティング視点で考えるセミナー、「マーケティング視点での採
用力強化」が11月9日、当所でリアル受講とオンラインのハイ
ブリッド形式で開かれた。講師を務めた中小企業診断士でグ
ローカルマーケティング㈱代表取締役の今井進太郎氏は「自
社で働く魅力を、理想の求職者に伝えるのが採用マーケティン
グ。理想の求職者を深掘りするには、社内の理想の求職者（社
員）にどうやって自社を知り、応募したのか聞いてみることも一
つの方法だ」などと話した。社員に求職者を紹介してもらう「リ

として取組む「燕三条医工連携コン
ソーシアム」に参画し、検体採取用
簡易トイレを開発したことをきっか
けに自社ブランド製品の企画・開発
にも着手した。デザイン画から「一週
間でかたちにできる」という機動力で

「自分たちの言い値でお付き合い
できる業界とお付き合いしてきた」といい、「自分たちで考
え、自分たちで作る。価値づくりは自社生産だからこそで
きる」などと阿部社長は言い、価格決定力のあるものづく
りを標榜する。
　近年は精密金型の㈱阿部製作所、ステンレス加工の
㈱矢部工業、溶接・研磨の㈱本間技工とM&Aを締結し、
生産・加工分野の幅を広げてきた。Ｍ＆Ａの相乗効果は
人材採用、品質管理など多岐にわたり、社員の平均年齢
が10歳以上若返った関連会社もあるという。阿部社長は
次のビジネスチャンスを見据え、「非接触型ビジネスにお
いて技術提案できれば将来の柱となる」として足踏み式
消毒液スタンド、セルフレジなどの試作や、来年早々の発
表に向け、自社製家具ブランドの構築に取り組んでいる。

ファラル採用」も理想の求職者を得やすいと解説した。
　様々な施策がある中、理想の求職者がどのような手段を使
い、どのような志向を持って就職活動を行っているのか理解し
た上で施策を打つことが肝要と強調。採用担当部署に属さな
い若手社員らを「リクルーター」として会社説明会や採用内定
者のフォローに当たらせる、内定辞退を防ぐ「内定ランチ」など、

「採用担当者だけでなく総動員で理想の求職者との接点を
作っていく」ことで人
材を確保できると自
社の実例も交えて話
していた。

㈱アベキン　阿部隆樹社長

製品開発プロデューサー育成講座
「価値づくりは自社生産だからこそ」

マーケティングの視点で採用力強化  人材採用・定着セミナー
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」って何？ 燕三条医工連携事業説明会

＜SDGｓとの紐付け早⾒表＞　出展：環境省SGDsガイドブック



　コデラカプロン㈱のマスク用除菌フィルター「除菌+
銅布フィルター+クール布ポケットセット」が感染症予防
グッズとして注目されている。銅繊維（Curefine®）の銅
布フィルターと布ポケットのセットで、市販のマスクや手
作りマスクに銅布フィルターを入れたポケットを取り付
けて利用する。銅布フィルターには細菌・ウイルスに対する防菌・除菌効果に加えて、
息に含まれる湿気がマスクの内側につきにくく一日中着用しても楽に呼吸でき、消臭
効果も期待できるという。同社によると、さまざまな検査機関によって効果を実証され
ており、医療・介護、学校関係の利用も多い。古寺保治社長は「呼吸が楽になり集中
力が上がりますので、お子さんにもおすすめしたい」と話していた。
　銅布フィルターは洗って1年から2年、使うことができる。価格は大人用2,420円、子
ども用1,980円。

〒955-0053 三条市北入蔵2-2-46
TEL 0256-39-6898  FAX 0256-39-6885
URL https://www.kappakun.com

除菌＋銅布フィルター＋クール布ポケットセット

コデラカプロン㈱

全業種 建　設 製　造 卸　売 小　売 サービス

全
国

11月の業況（前年同月比）
▲45.8 ▲26.8 ▲54.1 ▲39.0 ▲41.5 ▲56.1

先行見通し（3ケ月先の見通し） ▲38.8 ▲26.5 ▲37.4 ▲34.0 ▲45.7 ▲44.5

北陸
信越

11月の業況（前年同月比）
▲51.7 ▲29.0 ▲64.6 ▲35.0 ▲48.5 ▲62.5

先行見通し（3ケ月先の見通し） ▲42.2 ▲25.8 ▲43.8 ▲35.0 ▲66.7 ▲37.5
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今 月 の 写 真 和釘職人 火造りのうちやま〈内山立哉〉 
猪本 功（写友わらじ）
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業況DIは、持ち直しの動きも力強さ欠く
先行きは感染再拡大への警戒感強まる
全産業合計の業況DIは、▲45.8（前月比+4.4ポイント）

先行き見通しDIは、▲38.8（今月比+7.0ポイント）

1 1 月 全 産 業 D I の 推 移

巣ごもり消費に下支えされた飲食料品関連のほか、秋の行楽シーズン到来に伴い、Go Toトラベルなどの
キャンペーン利用客が増加した観光産業を中心に業況感が改善した。また、デジタル投資の増加により受注
が伸びている電子部品関連や海外向けを中心に生産が持ち直している自動車関連でも売上が増加した。一
方、新型コロナウイルス感染対策のコスト負担増加による収益圧迫に加え、都市部から地方への感染急拡
大に伴い、飲食・宿泊業を中心に業績改善の腰折れを懸念する声も多く、中小企業の業況感は持ち直しの
動きが続くものの、力強さ欠く。

クリスマスや年末年始の個人消費拡大への期待感がうかがえるほか、5G向けなどの半導体関連や自動
車関連の生産増加に期待する声は多い。一方、新型コロナウイルスの感染者数が急増する中、外出自
粛や営業時間短縮要請によるビジネスチャンスの喪失、国・自治体による消費喚起策の一時停止に伴う
業績悪化への警戒感が強まっている。

※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11月12日~18日　
調査対象:全国の335商工会議所が2,745企業にヒアリング

※　  は10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（　　　）

11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（木） 20（水） 12（火） 27（水）と

13（水）
27（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）
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