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■ 人を大切にする「企業認定」取得支援で、若くて優秀な人材を採用！

■ 労働環境を改善支援で、人材定着！

コンサルティング＆ コンサルティング社会保険労務士法人
旧新潟安全研究所
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　2021（令和３）年度事業計画・収支予算などを協議する通常議員総会が３月29日、餞心亭おゝ 乃で開かれ、同事
業計画・収支予算のほか商工会議所法の解釈見直し等に伴う定款変更など３議案を協議、すべて原案通り承認した。
予算規模は前年度よりも190万２千円減額の３億2,185万３千円。新型コロナウイルス感染症の影響による貸室収入の
減少や補助事業の終了を加味した。インターネット上の展示会出展を支援する「オンライン展示会出展支援事業」を
はじめ、オンライン、ハイブリッド等の感染症に対応した計画となっている。支出額を会計別に見ると商工会議所会計
が前年度より216万円減の１億880万３千円、小規模事業経営支援会計は前年並みの6,564万８千円、特定退職金共
済事業特別会計が32万６千円増の907万６千円、団体事務受託料、保険共済の手数料など収益事業会計は１億
1,167万７千円の収入を見込む。
　兼古耕一会頭は開会挨拶で三条市立大学の竣工に触れ「４年制の技術系大学
ができたということは大変ありがたいこと。アハメド・シャハリアル学長は常々、イノ
ベーションということをおっしゃっている。地域において理系の経営幹部が定着する
ように、地域の産業に新しい人材が加わり、今後も発展できる人材教育ができる場
が提供できるように、と考えております」と地域企業、経済への効果に期待していた。

「スマート」 東北電力㈱新潟県央営業所長
三条商工会議所 参与

佐藤 均　「スマート（Smart）」という言葉をよく耳にするよう
になりました。スマートフォン、スマートハウス、スマ
ートメーター等々。スマートとは「賢い」「気が利く」「活
発な」などの意味を持つ英単語ですが、ITの分野では
「コンピュータ化された」「情報化された」「高度な情報
処理機能が加わった」などの意味で用いられています。
　東北電力グループでは、「東北・新潟発の新たなスマ
ート社会実現に貢献し、社会の持続的発展とともに成
長する企業グループ」を2030年代の「ありたい姿」と
して、エネルギーとデジタル技術の融合により社会課題
を解決し、快適・安全・安心に暮らすことができる「ス
マート社会」の実現に向けグループ一丸となって取組

みを進めています。
　「スマート」といえば、私事ですが三条市に着任し早
半年が過ぎました。新型ウィルスの影響もあり酒席の
機会は激減。「少しは痩せるかな」と思いましたが、ラ
ーメンをはじめとした三条グルメを堪能し体重は増える
一方…、時間を見つけては三条市体育文化会館でトレ
ーニング。身体も「スマート」を目指しているところです。
　最後になりますが、電気に限らず、お客さま・地域
が求めるサービスを幅広く提供していきますのでどうぞ
よろしくお願いいたします。

2021（令和３）年度事業計画・収支予算を承認
兼古会頭、大学に期待感、通常議員総会

健全な危機感持ち、力合わせよ
寺島実郎氏講演会「日本経済・産業の新たなる針路ー地域の活性化に向けてー」
　（一財）日本総合研究所
会長、多摩大学学長の寺島
実郎氏を講師に招いた当所
特別講演会が３月17日、ジ
オ・ワールド・ビップで開
かれ210人が参集した。
　寺島氏は、「産業構造を新しい視点で考え直さざる
を得なくなったというのがコロナウイルスの最大の
教訓だ。医療をはじめ日本人の安全にとってボトム
ラインともいえるような分野はしっかりと国産化し
て持ちこたえようという流れが必要」などと述べ、
世界GDP比率、日本の上場企業の株価総額、貿易シ
ェア、技能五輪、勤労者世帯可処分所得、全世帯家
計消費支出など大所高所から日本経済の落ち込みを
指摘。「2045年までに東京より北の地域は人口が３割
減ることを視野に入れる」という人口減少、「アメリ
カと連携して中国を封じ込めようというような思い
で政治のセクターは動いている。だが、経済産業は
中国への依存を深めてコロナのトンネルを抜けよう
としている」という外交など、安易な楽観論や「高

度経済成長の残影」を捨て、「健全な危機感」と問題
意識をもって今後を見通すべきだとした。
　新潟県経済については、「都道府県別の食料自給率
を見ると東京都はわずか１％、神奈川県が２％、新潟
は107％、関東甲信越で唯一100％を超える自給率を持
っている。食と農の生産力だけでなく、加工、流通、
バリューチェーンを組み立て直し、賢く付加価値を取
り込む戦略を考えたとき、食料自給率107％の県はよ
だれがでるほどだ」と評価。燕三条地域についても「日
本総研は医療防災産業創生協議会を立ち上げようとし
ている。医療、防災などの分野でどのような技術を持
っている会社があるのかデータベースを作り、相互に
活用していくような流れで三条・燕の経済団体にも声
をかける」と確約。「日本は今、力を合わせるという
ことを見失いかけている。素材、部品、技術は世界に
冠たるものがある。なんで力を合わせないのか。ポテ
ンシャルのある三条・燕の技術力を日本の防災力を高
める方向で展開していけば新しいうねりを作れるので
ないか」として、実体経済を支える当地域の産業力に
期待を込めていた。三条商工会議所

　当所ホームページ上で紹介している「三条デリバリー・テイ
クアウト対応店一覧表」を、より使いやすく、見やすいマップ
形式にリニューアルしました。
　文字情報だけでなく、写真や地図でのナビ機能、おすすめメ
ニュー・金額を表示するなど、今まで
ご利用のなかったお店も気軽にご利用
できるよう改修いたしました。タブレッ
ト端末、スマートフォンからも簡単に閲
覧できます。ぜひ、地元の飲食店をご
活用ください。

デリバリー・テイクアウト対応店一覧表デリバリー・テイクアウト対応店一覧表　　　　 「「DD
デ リデ リ

elieli--tt
タ ケタ ケ

akeakeMM
マ ッ プマ ッ プ

apap」」
URL：�http://www.sanjo-cci.

or.jp/deli-take-map
問合先　三条商工会議所
産業振興課☎︎：0256-32-1311



未来を創る、若手仕事人図鑑
INTERVIEW

塚野目・

4 5

　ヨーロッパを中心としたベビー服のセレクトショッ
プとして、2002年に当所が実施した「ミニチャレンジ
ショップ商売堂」に出店。その後、東裏館２に店舗
を構えて18年を迎える。佐藤代表は「新生児から
小学校高学年まで、お客様の成長ともにサイズ展開
が豊富になっていきました。遠方から来てくださる方
もいらっしゃるので『買うものがなかった』というこ
とがないようアイテム数も増えています」と話し、家
族のためにかわいらしいベビー服を求めて始めた個
人輸入からフリーマーケット、チャレンジショップ、
独立開業、オリジナルブランド「mimi poupons」の
誕生、卸売の開始と事業展開の経過を振り返った。
mimi pouponsの商品は全国展開する大手セレクト
ショップでも取り扱われている。

サスティナブルな子ども服
　看板商品となっている「フリルパンツ」は赤ちゃ
ん用の「ボディ（肌着）」に合わせられるボトムスをと、
プポンで考案したもの。「３ヵ月から３歳ころまで」、
季節を選ばずに着用できるワンサイズ展開、デザイ
ンも豊富に取り揃え、出産祝いなどの贈り物にも喜
ばれているという。フリルパンツの人気が高まり、業
販の問い合わせも多くなったことが卸売を始めるきっ

かけの一つにもなった。
　mimi pouponsの子ども服は、学校にも着て行け
るシンプルさと細部にまで気を配ったデザイン、着心
地の良さ、質の高い日本製の生地、縫製が特長。
佐藤代表は「少子高齢化と言われますが、子ども
服にも、良いものを長くという価値を見出してくれる
人は増えている。サイズアウトした服をおさがりにす
るという人もおり、長く愛用していただけることがうれ
しい。何より子ども服には夢がある」と話し、子ど
も服から持続可能性を考えている。
　海外からセレクトする子ども服を手にとって佐藤代
表は、「子ども時代にしか着れないような柄やデザイ
ン。こういった服を着ることは、アートに触れる経験
にも似ている」という。特徴的な色遣いやデザイン
の洋服を身にまとうことが子どもの情緒を育み、良い
思い出となってほしいと世界中から子ども服を厳選し
ている。来店者に対しても服を選ぶこと、買うこと以
上に接客などの体験を重要視。働く人たちの視線は
子どもの成長を保護者とともに見守るようだ。

発信できる店であり続けたい
　新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言下
では、書き入れ時の春の大型連休に実店舗を休業、
従業員はECサイトの対応に専念した。展示会等も
中止となる中、佐藤代表自身も海外、首都圏等へ

行っていた買い付け
をすべてWebに切り
替えたという。「新
型コロナウイルス感
染症を意識した訳
ではないが、一昨
年にサイトをリニューアルしていたことが功を奏し、
ECサイトでの販売増に対応できた」と佐藤代表。
実店舗への客足が遠のいた分、ECサイトでの販売
が増えたかっこう。それだけプポンならではの商品、
プポンのファンがある証明でもある。
　フリルパンツの人気も背景に生産管理、受発注を
専門に行う従業員を迎え入れ、卸部門を強化したこ
ともターニングポイントになったという。
　今後の店づくりについては「洋服以外でもお客様
に集まってもらい、色々なものに触れ、経験できる店
にしていきたい。そしてこの地域から発信できる店で
あり続けたい」と佐藤代表。５月の大型連休には昨
年できなかったイベントを開催する準備を進めている。

〈所在地〉
三条市東裏館2-1-34
営業時間10：00～18：00
不定休
TEL／FAX　0256-35-2075
https://www.poupons.net/

㈱POUPONS（プポン）
代表取締役

佐藤美奈氏

71

フリルパンツ

佐藤代表取締役

シンプルだが、細部に気が配られている

接客でもプポンならではを体現する
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　独立行政法人情報処理推進機構（IPA）は、2020年に
発生した社会的に影響が大きかったと考えられる情報セ
キュリティに関するトピックについて、情報セキュリティ分
野の研究者など約160人のメンバーから成る「10大脅威
選考会」の審議・投票によりトップ10を選出。「情報セキュ
リティ10大脅威2021」として順位を決定し、IPAのホーム
ページで公表した（後掲のQRコードを参照）。組織の順位
では、「ランサムウェアによる被害」が１位となった。昨年８
月にIPAは、ランサムウェアを用いた新たな攻撃の手口とし
て「人手によるランサムウェア攻撃」と「二重の脅迫」につ
いて注意喚起を行った。従来はウイルスメールをばらまく
などの方法で広く無差別に攻撃が行われていたが、新た
な攻撃者は、明確に標的を企業に定めている。標的型攻
撃と同様の手法で企業のネットワークに侵入したり、デー
タを暗号化するだけでなく窃取して公開すると脅したりし
て、身代金を支払わざるを得ないような状況をつくり出す。
昨年は国内企業への攻撃も報道され、大きな話題となっ
た。新たなランサムウェア攻撃は、標的型攻撃と同等の技
術が駆使されるため、例えば、ウイルス対策、不正アクセ
ス対策、脆弱（ぜいじゃく）性対策など、基本的な対策を、
確実かつ多層的に適用することが重要である。また、「テレ
ワークなどのニューノーマルな働き方を狙った攻撃」が初
登場で３位となった。昨年は新型コロナウイルス感染症の
世界的なまん延に伴い、感染症対策の一環として政府機
関からテレワークが推奨された。テレワークへの移行に伴
い、自宅などからVPN経由で社内システムにアクセスした
り、Web会議サービスを利用したりする機会が増えた。ま
た、私物のPCや自宅ネットワークの利用、初めて使うソフ
トウエアの導入など、以前は緊急用として使っていた仕組
みを恒常的に使う必要性が出てきている。こうした業務環
境の急激な変化を狙った攻撃が懸念される。基本的な対
策のほか、テレワークの規定や運用ルールの整備、セキュ
リティ教育の実施などが重要である。今年は「組織」と「個
人」を合わせた20の脅威のうち、19の脅威が昨年に引き続

きランクインした。このように大半の
脅威は急に出現したものではなく、ま
た新しい手口でもない。よって手口を
知り、常に対策を怠らないことが重要
と考えられる。IPAでは、情報セキュリ
ティ対策の基本として、①ソフトウエ
アの更新、②セキュリティソフトの導
入、③パスワード管理・認証の強化、
④設定の見直し、⑤脅威・手口を知ることを推奨している。
企業規模にかかわらず実行することが可能な基本的な対
策だが、10大脅威のさまざまな脅威に対して有効であるた
め、確実に実行していただきたい。また、これら基本的な対
策に取り組むことを宣言することで、セキュリティ対策自己
宣言制度「SECURITYACTION」のロゴマークを使用するこ
とができる。ロゴマークをウェブサイトや名刺などに表示す
ることで、情報セキュリティ
に自ら取り組んでいること
をアピールすることが可能
だ。利用手数料は無料。具
体的な手続きはIPAのホー
ムページを確認してほしい

（QRコードを参照）。
（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2021年２月21号（日本商工会議所発行より転載）

情報セキュリティ10大脅威2021
ニューノーマルな働き方狙う攻撃が

初登場 手口を知り 常に対策を

情報セキュリティ
10大脅威2021は
こちら

「SECURITY
 ACTION」は
こちら

三条市長へ感染症対策講じた利用前向きに
飲食関連事業者への支援に関する要望書

　県央食品衛生協会三条支部、当所食品関連部会、観光・サービス業部会は3月22日、連名で「新型コ
ロナウイルス感染症の影響により甚大な被害を受けている飲食関連事業者の支援に関する要望書」を
滝沢亮三条市長に提出した。国の緊急事態宣言、県の警報発令の影響を受けた会食の自粛により、飲
食関連事業者の経営は厳しさを増していることを訴え、国の緊急事態宣言解除、県の「GoToEat」食事
券の販売再開などの時機を捉え、市民に向けて基本的な感染症防止対策を講じた市内飲食店の利用に
「前向きなメッセージ」を発出するよう求めた。

（有）鈴文　PSアワード受賞
　㈲鈴文は、経済産業省が主催する「令和２年度製品安全対策優良企業表彰（PSアワード）」で「技術
総括・保安審議官賞」を受賞した。消費者への情報提供を含む製品安全に取り組む企業・団体を表彰す
るもの。今年度はパナソニック㈱関連会社や㈱アシックス、㈱メルカリなど、県内では㈱コロナ、新潟精密鋳
造㈱も受賞した。
　鈴文は、JIS等の公的規格がない雪止金具について、産官学で連携して強度試験、塩水試験などを行っ
て厳格な自社規格を策定・運用していること。「誤購入、誤設置」を防ぐ施工業者向けマニュアル、動画等
を自社で制作、自社ホームページ等で公開したことなどが評価された。近年では高齢者の雪下ろし事故防止
の「雪下ろしマニュアル」の作成、転落防止のアンカーや命綱の利用も啓発しており、労働安全衛生法の改
正により令和４年から「6.75m」を超える箇所の作業では現行の安全帯ではなく「フルハーネス型」と呼ばれ
る墜落防止器具の着用が義務づけられることも見据
え、研究機関や公的機関と連携して法改正への対応
を検討している。
　鈴木一社長は「動画や取扱説明書などを自社制作
したことを評価されたことは、社員を評価いただいたと
いうこと。問題意識を共有する産学官連携も評価いた
だいた」と受賞について話していた。

㈲鈴文
三条市塚野目5-3-6

TEL：0256-32-1610
FAX：0256-35-1066
HP：http://www.suzubun.info/ 表彰を受ける鈴木社長（右）



　三条市立大学と三条看護・医療・歯科衛生専
門学校（HOSP！）の学生を対象にした学割の
協賛店をマップで紹介しています。美容、飲食、
ホテル・観光、博物館など県央地域をはじめ新
潟市、長岡市も含む約70施設が協賛し、今後も
随時内容が更新されます。協賛店も随時募集中。
　学割協賛店には「登録証」ステッカーを配布
するほか、このマップを通じてお店の情報が発
信できます。

三条市立大学×三条看護・医療・歯科衛生専門学校

学割マップ

公立大学法人三条市立大学　学務課
� ☎：0256-47-5121
三条商工会議所　産業振興課
� ☎：0256-32-1311
三条市立大学HP：https//www.sanjo-u.ac.jp

問い合わせ

全業種 建　設 製　造 卸　売 小　売 サービス

全
国

3月の業況（前年同月比）
▲35.3 ▲18.4 ▲33.6 ▲35.0 ▲33.9 ▲48.5

先行見通し（3ケ月先の見通し） ▲29.1 ▲26.9 ▲21.2 ▲25.8 ▲33.6 ▲35.7

北陸
信越

3月の業況（前年同月比）
▲36.2 ▲11.4 ▲40.9 ▲40.0 ▲42.1 ▲43.8

先行見通し（3ケ月先の見通し） ▲23.8 ▲25.7 ▲18.2 +5.0 ▲26.3 ▲37.5

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 「ニ・七の市」
田中日登志（写友わらじ）
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業況DIは、持ち直しの兆しも、依然厳しい状況
先行きは回復への期待感みられるも、警戒感続く
全産業合計の業況DIは、▲35.3（前月比+11.5ポイント）

先行き見通しDIは、▲29.1（今月比+6.2ポイント）

３ 月 全 産 業 D I の 推 移

デジタル投資の増加を背景に需要が伸びている半導体関連や堅調な自動車関連の製造業のほか、
飲食料品・家電製品を中心に巣ごもり消費に下支えされた小売業で業況感が改善した。また、一部地
域では、緊急事態宣言の解除に伴い、飲食店などで日中の客足が回復し、売上に持ち直しの動きが
みられた。しかし、原油価格の上昇による燃料費の増大等のコスト負担増や年度末の資金繰りを不安
視する声も多く、中小企業の景況感は持ち直しの兆しがみられるものの、依然厳しい状況が続く。

ワクチンによる感染抑制や、緊急事態宣言解除に伴う客足回復への期待感から、小売業や飲食
業を中心に持ち直しを見込む。一方で、雇用調整助成金の特例措置などの政策効果剥落後や
資金繰りの悪化、経済活動の再開に伴う感染再拡大への懸念のほか、原材料費や燃料費の上
昇等による採算悪化を不安視する声も多く、警戒感が続く。

※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:2021年3月16日～22日
調査対象:全国の336商工会議所が2,737企業にヒアリング

※　  は２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（　　　）

３月LOBO調査（商工会議所早期景気観測）

※「法律相談」「事業承継相談」「知的財産権相談」「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（金） 19（水） 11（火） 27（木）
12（水）

19（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

知的財産権相談

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）

2021年

5月

※13：00～16：00 と


