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三条商工会議所

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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　当所常議員会（正副部会長・正副委員長拡大会議）が1月28
日、餞心亭おゝ乃で開かれ、各部会、委員会から提案のあった
2021（令和3）年度事業・予算、辞任に伴う２号議員・金融部会
副部会長の補欠選任、2月25日（木）・3月1日（月）開催予定の納
税相談、3月17日（水）に予定する寺島実郎氏の特別講演会、当
所ホームページリニューアル実施計画など10の議案を審議、すべ
て原案通り承認した。
　感染症対策のため会議前の昼食は取り止め、弁当を持ち帰っ
てもらったほか、協議事項説明も最小限とした。
　兼古会頭は冒頭、新春の集いの中止をはじめとした新型コロナウイルス感染症の影響に触れ、「地域経済は非
常に大変な状況であり、引き続き力を緩めず地域の皆様の代弁者として行政などにアピールをして参ります。今年の
NHK大河ドラマ『青天を衝け』の主人公で日本商工会議所の創成期を担った1人である渋沢栄一翁は『逆境の時こ
そ力を尽くす』という言葉を残しています。この言葉は関東大震災で日本が大変な時期に、渋沢翁が商工会議所会
頭として言われたとされています。現在は国難であり、戦時とも言われる状況、こういった大変な時こそ、各企業にお
いても地域経済のために力を尽くしていただきたい」と呼びかけた。
　部会・委員会からの提案事業数は新規事業を含め33で、前年度に比べて1事業減少、予算額は2,083万円で、前
年度よりも23万円の減少。2号議員・金融部会副部会長の補欠選任は、㈱第四銀行と㈱北越銀行の合併に伴い㈱
北越銀行三条中央支店から辞任届が提出されたことを受けてのもので、後任の２号議員は桑原優氏（新潟縣信用
組合三条支店）、金融部会副部会長には長谷川幸夫氏（㈱大光銀行三条支店）が選任された。

「共存」 新潟県信用保証協会 県央支店長
 三条商工会議所　参与

三林 浩和　先日、NHKの番組で人工知能（AI）を搭載した
将棋ソフトの開発ドキュメンタリーを視聴した。開
発当初は「人に勝利することはない」と言われてい
たが、2013年にはプロ棋士に勝利、2017年には最
高位の名人に勝利するまでに至った。名人がAI搭
載ロボットに対し負けを認め、頭を下げる姿は衝撃
的であった。
　AIは、AI同士の対局が８千億回を超えると人が
知らない戦法を獲得し始めた。その定跡にとらわれ
ない指し手は、名人をも翻弄した。まさに人知を超
えた瞬間であり、人はもはやAIに勝利できず、プロ
棋士は消滅するのではないかとまで言われた。

　現実はどうか。AIから学ぶ棋士も増え、かつ将棋
が単なる盤上のゲームではなく、棋士の心の葛藤
をも含んだ物語であるが故に、さらに多くの人を魅
了し、将棋界はむしろ興隆している。まさに共存だ。
　実社会にも様々なセオリーが存在するが、いつの
時代もそれらを打ち破って新しいセオリーが生ま
れてくる。昨今、急速に半ば強制的なデジタル化の
波がきており、私自身対応できるのかという不安も
あるが、AIと共存してきた棋士のように、AIの力を
借りて人にしかできないことの探索を続け、新しい
時代へ挑戦していきたい。

常議員会（正副部会長・正副委員長拡大会議）

逆境の時こそ地域経済に力尽くす

青年部・三条商業高校産学連携
車麩、背脂ラーメンの「燕三条ご当地中華まん」

　当所青年部・燕三条セールス委員会は、県立三条商業高校総合
ビジネス科3年生の協力を得て、「燕三条ご当地中華まん 【車麩まん】 

【燕三条ラーメンまん】」を開発。三条市内の飲食店で販売している。
　新型コロナウイルス禍によって打撃を受けている飲食業界・地域
を、高校生の瑞 し々いアイデアで盛り立てようと企画されたもの。高
校生が事業活動の一旦に触れ、地域の魅力を考えてもらうことも目

的に、授業の一環として高校生がア
イデアを発案し、青年部メンバー、市
内飲食業者が選定して商品化した。
　「車麩まん」は、三条名産の車麩
をかつお出汁で煮込み、米粉入り
の生地で包み込んだ。

　一口食べると車麩に染み込んだ出
汁が口中に溢れ出るため「小籠包」の
ようでもあり、「角煮まん」のような満
足感もありながら、肉を使っていない
ため菜食主義者や宗教上の理由で
肉を食べない人にも勧められそう。
　「燕三条ラーメンまん」は、燕三条のこってりラーメンの具材を
包み、ラーメンの味わいを中華まんで再現した。スープの味わいは
生地に、麺、チャーシュー、背脂、玉ネギも入り、中華まんというよ
りも片手で食べられるラーメン。
　青年部では「ご当地グルメとして広く愛され、定着していくこと」
を目指している。

新様式で感染症終息も祈願
本成寺「地場産業振興祈願会」
　法華宗総本山本成寺
の節分大祈願会（地場
産業振興祈願会）が2
月2日に執り行われた。
祈願会では門谷日悠管
長が読経の後、当所会
員企業23社の事業所名
や製品・ブランド名を読み上げ、地場産業の振興、市内
各事業所の繁栄を祈願した。新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため呼び物の「鬼踊り」は中止となり、法要
も本堂外陣に来賓、参拝者のための椅子を設置するなど例

年とは違った様式だった。
　法要後には、本堂から
外の回廊に向かって豆ま
きを行い、参拝者は地場
産業振興に加えて、新型
コロナウイルス感染症拡
大の終息を祈願。門谷管
長は「社会に貢献したい
と努力することが精進で
あり、仕事を通じて社会
のお役に立ちたいという
心がけを失うことなく、精
進を続けることが大切と
思います」と話していた。



未来を創る、若手仕事人図鑑
INTERVIEW
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売り場までトータルプロデュース
　商品開発、ブランディング、デザイン、販路構築な
ど、売り場づくりまで一貫して請け負う「ブランド戦略
のトータルプロデュース」が事業の柱。代表取締役・
プロデューサーの遠藤智弥氏はマーチャンダイジング

（商品化計画）に精通しており、ブランディング、デザ
インした商品の売り場づくりまでを見据えたトータル
プロデュースを強みとする。
　米を原料にしていることをキーワードにした米菓と
味噌醤油の業界団体のプロモーション、百貨店のバ
レンタインフェアを皮切りとして発売する阿賀野市の
酪農業とフレンチシェフ、カカオ豆を取扱う商社によ
るジェラートのプロデュースを手掛け、「単一のブラン
ドを作るより、企業体（チーム）をつくることで産業を
広く知ってもらうことができるし、お客様の生活を中
心にして考えると異業種連携は行いやすい」と遠藤
氏。農林水産省事業の６次産業化中央サポートセン
ター、新潟県6次産業化サポートセンターの6次産業
化プランナーも務め、地域ブランディングなど自治体
の事業にも参画する。

新潟県の産業で心豊かに
　遠藤氏は1973年生まれ、新潟市中央区出身。古
代米の農商工連携事業「HIENプロジェクト」のプロ
デュースを通じて燕三条地域と深く関わり、2020年4
月にネルニードを創業した。「日本全国の商品、ブラン
ド作りに携わってきた中で、外に出ていくほど新潟県
の産業に魅力を感じるようになっていった。新潟県に
根差した産業が常に人の心を豊かにするよう働き続
けることが展望であり、事業に終わりはない」という。
　新型コロナウイルス禍の影響が大きい食品産業関
連の事業を数多く手掛けているが、金属製品に代表さ
れる燕三条地域の地場産業に関連する事業も手掛け
る。遠藤氏は「燕三条地域の産業にはホスピタリティ
の精神があり、お客様を想う、やさしい商品やサービス
づくりには、今まで以上に女性の目線が大切になって
いくと考えている。弊社としても様 な々分野のプロフェッ
ショナルな女性が活躍できる場を作っていきたい」とし
て、農業福祉連携、発酵ディレクター、ワインソムリエな
どの女性を中心とした専門家チームを形成している。
　社名の「ネルニード」はイタリア語で「巣の中にい

る」を意味し、「巣の中で行われる、ていねいでやさし
さにあふれた営み」を同社の目指す姿としている。

Connect to the future
「新潟県の産業が選ばれ、人の心を豊かにし、求め続
けられるよう、これらを時代に合わせて再編集する。
そのために地域や産業のチームをつくって魅力を発
信していく。１社で行動するよりも共通の目的、夢を通
じて、ともに動くことが必要となってくる」遠藤氏は地
域の、新潟県の産業を未来に繋げようとしている。

〈所在地〉
三条市善久寺3007-1
TEL.0256-64-82980　FAX.0256-64-8256
https://www.nelnido-web.com/

㈱ネルニード
代表取締役

遠藤智弥氏

70

米菓のブランディング事例

売り場づくりも強みの一つ　東京都内小売店 百貨店
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　日本銀行新潟支店の佐久田健司支店長（現・調
査統計局参事役）の講演会が昨年12月25日、当所主
催、三条市共催で開かれた。佐久田支店長は2020年
12月までの全国、新潟県の経済動向を「春先以降の
落ち込みは少し取り戻したが、従来のような状況を取
り戻したかというとそうではない」、「経済をどのような
切り口で見るかによってバラつきがあり、短期的な感
染症、長期的な気候変動やデジタル化など、双方の
影響を受けている」などと、GDPや輸出、鉱工業生産、
位置情報に基づく人出状況など様々なデータを読み

解いた。
　「中小企業の落ち
込みが目立つと言
わざるを得ない。今
回のような突発的な
ショックに対する中
小企業の厳しさが
現れている」が、「感

染症は短期的に
は経済に大きな
マイナスの影響
を与えている。し
かしながら、そ
れによってデジ
タル化が進み、
新たなイノベーションが起これば、長期的には経済に
プラスの影響にもなり得る」と見通した。
　「新型ウイルスに関する変化は、食に関する変化」と
の切り口で、「ライフスタイルの変化により食に関して
大きな変化があり、新型ウイルスによる短期的な変化
と絡み合っている。新潟の食は多様であり、食品工業
そのものだけでなく食に関する金属加工品も多い。社
会の変化を捉えて、新潟の食、農業の新たな可能性を
どのように開いていくかが、新潟県の大きなテーマで
あり、ポテンシャルのある分野と言える」と県全体、三
条地域の産業の方向性にも触れた。

日本銀行新潟支店長ﾊｲブﾘｯド講演会  
「最近の経済情勢」 会場•リモート合わせて80人超

巧妙化するだましのテクニック

　独立行政法人情報処理推進機構（IPA）では、ウイルスや
不正アクセスなどに関する技術的な相談に対してアドバイス
する窓口「情報セキュリティ安心相談窓口」を開設している。
2020年第３四半期（７～９月）の相談員対応件数は3,245件、
前四半期から約83.3％増となった。相談数増加の要因は３つ、

「Emotet関連」「iPhoneに突然表示される不審なカレンダー
通知」、「Facebookのメッセンジャーに届く動画」に関する相
談が急増したためだ。「Emotet」に関する注意喚起は、本連載
vol43（2020年10月21日号）にて既報のため、残り２つの相談
について解説する。
■iPhoneに突然表示される不審なカレンダー通知
　「iPhoneのカレンダーから、ウイルス感染しているという通
知が出る」「iPhoneのカレンダーに、身に覚えのないイベントが
入っている」といった相談が多数寄せられた。これは、iCloud
やiPhoneのカレンダーの機能を悪用して、他人のカレンダー
に不審な書き込みを行う手口である。イベント詳細に記載さ
れているURLをタップして、アクセス先のサイト経由でアプリを
インストールしたり、サイトに個人情報などを入力したりする
と、被害が発生する可能性がある。身に覚えのないイベントの
参加依頼が届いた場合は、不審な参加依頼のスパム報告を
する。また、身に覚えのない共有カレンダーがある場合は、共
有カレンダーを削除することで対処できる。
■Facebookのメッセンジャーに届く動画
　Facebookのメッセンジャーに、友達から「このビデオはいつ
でしたか？」などと書いてある動画を装ったメッセージが届く。
動画を再生しようとメッセージをタップしても、動画は再生さ
れず、FacebookのIDとパスワードを入力させる偽サイトに誘導
される。偽サイトに自分のFacebookのIDとパスワードを入力
すると、攻撃者にその情報が伝わり、Facebookへ不正ログイ
ンされるなどの被害につながる恐れがある。自身が入力したID
とパスワードを使われ、今度は自分自身がFacebookアカウン
トを乗っ取られ、同様の動画を装ったメッセージを勝手に友
達に送信される危険性もある。動画を装った不審なメッセー

ジをタップしない。また、
偽サイトにアクセスして
も情報を入力しないこ
とで対処することができ
る。可能であれば、その
メッセージを送ってきた
友達に、不審なメッセー
ジが送られてきたこと
を教えてあげてほしい。
二つの相談に共通することは、端末やアプリの機能を悪用し
て利用者をだます巧妙な手口にある。知らない危険を避ける
ことは困難である。だが、このような手口があることを知り、今
後、類似の事例が出現した場合にも備えてほしい。

安心相談窓口「よくある質問」を参考に

　今回解説した相談の詳細な手口や対策については、「情報
セキュリティ安心相談窓口」ウェブサイトで確認を。同サイト
では、安心相談窓口に多く寄せられるご相談の一部を「よくあ
る質問」として公開しているので参考にしてほしい。最新の情
報をタイムリーに入手するために公式Twitterアカウントをフォ
ローすることもお薦めする。

（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2020年11月21日号（日本商工会議所発行）より転載

中小企業のセキュリティー対策
３つの要因で相談急増

※送られてくる「動画を装ったメッセージ」

最低賃金 時間額 効力発生日
新潟県最低賃金
（新潟県で働くすべての労働者に適用されます） 831円 令和2年10月1日

新潟県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、
情報通信機械器具製造業最低賃金 910円 令和2年12月30日

新潟県各種商品小売業最低賃金 引き続き
842円 令和元年12月31日

新潟県自動車（新車）、自動車部分品・
附属品小売業最低賃金 920円 令和2年12月18日

※最低賃金に関するお問合せは
　新潟労働局賃金室（℡025-288-3504）または最寄りの労働基準監督署へ。

新潟県の最低賃金が改正されました

パートも !  学生アルバイトも!!



　㈱ヤマトキ製作所は建築金具製造の技術を
応用した飛沫防止パーテーションを開発し、昨年
12月に三条市栄体育館に納品した。併せて売上
の一部を、東京オリンピック出場を目指すカヌー
の當銘孝仁選手の活動に寄付した。
　栄体育館の指定管理者で當銘選手が所属する（一社）三条市スポーツ協会の要
望に応じ、開発に着手したもので、ビニールなどの飛散防止パーテーションを簡単に
設置、撤去できる。栄体育館ではランニングマシン用として利用されているが、感染症
禍後に別用途に転用できる自由度の高い製品を目指したという。
　ヤマトキ製作所の小林秀徳代表取締役は、パーテーションの開発や寄付について
「元ボクサーとして、稼業でスポーツに関われたことはうれしい。製造業からスポーツ界
を応援できる仕組みができたらと考えている」と話していた。

スポーツ×地場産業　パーテーション

株式会社 ヤマトキ製作所 〒955-0051 新潟県三条市鶴田 4-4-15
TEL 0256-38-9155  FAX 0256-38-4514

全業種 建　設 製　造 卸　売 小　売 サービス

全
国

1月の業況（前年同月比）
▲49.5 ▲27.1 ▲48.5 ▲49.0 ▲49.5 ▲64.7

先行見通し（3ケ月先の見通し） ▲49.4 ▲35.3 ▲44.3 ▲47.3 ▲53.8 ▲60.5

北陸
信越

1月の業況（前年同月比）
▲50.3 ▲26.5 ▲55.6 ▲30.0 ▲48.6 ▲71.4

先行見通し（3ケ月先の見通し） ▲49.7 ▲44.1 ▲42.2 ▲35.0 ▲48.6 ▲67.3

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）
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業況DIは、緊急事態宣言再発令の影響により悪化
先行きも懸念拭えず、厳しい見方広がる
全産業合計の業況DIは、▲49.5（前月比▲3.4ポイント）

先行き見通しDIは、▲49.4（今月比+0.1ポイント）

1 月 全 産 業 D I の 推 移

企業のデジタル投資や5G向けの需要増を背景に受注が伸びている電子部品関連や、中国・米国向
けの輸出が増加している自動車関連が好調なほか、巣ごもり需要に下支えされた飲食料品関連の製
造業が堅調に推移した。一方、新型コロナウイルス感染再拡大の影響から、11都府県における緊急
事態宣言の再発令やGo Toキャンペーンの一時停止により、客足が減少した飲食・宿泊業や小売業
では業況感が悪化した。売上低迷に直面している外食産業を中心に、需要回復を見通せない中、先
行き不透明感を指摘する声が多く、中小企業の景況感には弱さが見られる。

自動車や電子部品関連の製造業による下支えのほか、ネット販売の強化や巣ごもり需要に対応
した商品開発による売上回復への期待感がうかがえる。一方、消費者マインドの低下に加え、雇
用調整助成金の特例措置など政策効果剥落後の資金繰り悪化への懸念もあり、中小企業にお
いては先行きへの不透明感が一段と増しており、厳しい見方が広がっている。

※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:2021年1月14日～20日
調査対象:全国の337商工会議所が2,760企業にヒアリング

※　  は12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（　　　）

1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

8（月） 17（水） 12（金） 26（金）と

10（水）
17（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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