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　2021（令和３）年度第１回当所常議員会が５月27日、三条市横町２、餞心亭おゝ乃で開かれ、2020
年度（令和２）年度事業報告・収支決算報告、「三条市立大学との連携事業」実施計画、創立80周年
記念事業検討委員会の廃止及び同実行員会の設置など13議案を協議、すべて原案通り承認した。
　2020年度は、新型ウイルス感染拡大の影響によって多くの事業を
延期・中止せざるを得なくなったが、事業者向け支援制度・助成制
度等の情報提供、日本商工会議所、三条市と連携した相談窓口の設
置・運営、各種支援・助成制度の申請支援など、事業者の経営への
ダメージ軽減に努めた。また、「withコロナ」、「afterコロナ」とその先
を見据えた先行的な環境整備として通信環境やオンライン対応環境
の整備を進めた。当所全体の収支決算額は３億607万円。2020年度事
業報告・収支決算報告等は6月29日（火）の通常議員総会で審議される。
【新入会員】� （会員数2079　5/27現在）

№ 事業所名 代表者 所在地 事業内容

1 やまぐち行政書士事務所 山口靖夫 三条市田島2 行政書士業務

2 さかえ行政書士事務所 渡邊弥生子 三条市北潟甲 行政書士業務

3 光洋 山波　洋 三条市直江町2 仮設工事（足場）

4 テクノインスパイア 佐々木由香里 三条市東裏館3 製品開発・
研究開発プランナー等

5 （一社）Next Commons Lab
三条営業所 白水雄治 三条市本町2 本屋、喫茶店、編集室

6 （株）キュウ 田中　博 三条市桜木町 AI-SEO事業

7 （株）カネシゲ刃物 河村幸祐 大阪府堺市堺区甲斐町東4 料理用包丁卸

8 刃物の館やすらぎ工房 二瓶信男 福島県相馬郡飯舘村草野 刃物製造販売

9 （株）迫田刃物 迫田　剛 高知県須崎市神田 刃物製造販売

10（株）スマイルファーム 安達里枝 加茂市旭町 インターネット付随事業

11 桑原姿子 桑原姿子 三条市柳川新田 生命保険、損害保険

「読書熱　再び」
北陸ガス㈱長岡支社 次長

（6/15付で新潟支社へ異動されました。）

三条商工会議所 参与

渋谷 武志
　気軽に外出することができない環境となり、
異動によって通勤時間も長くなったことも重な
り、冷めていた読書熱が高まってきました。
　幼少期に吉川英治や司馬遼太郎といった父親
が読んでいた歴史小説を皮切りに、様々な分野
の本に触れ、読むたびに新たな発見をすること
に楽しみを感じ、すっかり読書が習慣化して乱
読してきました。しかし、年を重ねるにつれて
読書から心が離れてしまい、気がつけば本に触
れる機会が激減していました。振り返ってみる
と、日々の仕事や生活に追われてしまったと反

省したところです。
　今回の環境変化を前向きに捉えて、また本に触
れてみようかと思いたち、久しぶりに家族で書店
を訪れたところ、読みたい本が次から次へと目に
入り、勢いもあって20冊程度を買い込み、家族
一同、一心不乱に読みふけっております。
　あらためて、自宅に居ながらにして、時間や空
間を超えて様々な出会いが可能となる読書の面白
さを実感している今日この頃です。

2021（令和3）年度第１回常議員会

三条夏まつり中止のお知らせ
　三条夏まつり協賛会では、今年こそは安心・安全な夏まつりを市民の皆様へ届け、希望
の明かりを灯したいとの思いから、感染症禍においても出来得る範囲で最善の夏まつりを
開催できるよう、検討を重ねて来ました。４月８日（木）開催の全体会議では本年度の夏
まつりの基本計画を決定し、その後は、各行事部において安心・安全に実施するための運
営方法、様々な可能性について具体的な検討を進めて参りました。
　しかしながら、いわゆるウイルス流行の第４波による感染拡大状況やワクチン接種の進
捗状況等を踏まえ、改めて本年度の夏まつりの実施可否について協議した結果、誠に残念
ではありますが、７月30日（金）～31日（土）に開催を予定していた夏まつりは、全ての
行事を中止させていただくことといたしました。
　大花火大会や民謡踊り流し、凧と凧ばやし踊りパレードなど、夏まつりを楽しみにされ
ていた市民の皆様をはじめ、協賛企業・団体の皆様、運営に携わられている関係者の皆様
方の想いを考えますと、本当に心苦しい限りではございますが、何よりも皆様の健康と安
心・安全を最優先に考えての苦渋の決断であり、ご理解をいただきたいと存じます。
　一日も早い新型コロナウイルス感染の収束を祈るとともに、令和４年度こそは、例年以
上に盛大な夏まつりを、安心・安全に楽しんでいただけるよう準備を整えて参りますので、
皆様方からは引き続きご支援ご協力を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

三条夏まつり協賛会 会長　三条商工会議所 会頭

　今年度の「小規模事業者持続化補助金（以下・持続化補助金）」において、当所指導員
が計画策定を支援したものの、不採
択となった計画のうち、特に実効性
の高いものに対して当所独自の支援
を行います。 

三条商工会議所独自 「持続化サポート補助金事業」三条商工会議所独自 「持続化サポート補助金事業」

■補助金額：上限25万円（補助率2/3）
■問　合　先：経営支援課
　　　　　：TEL0256-32-1311



未来を創る、若手仕事人図鑑
INTERVIEW
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お客様も、働く人も、心から
笑顔になれる美容室をめざして
　Hair Desigin MoMO（ヘアデザインモモ）は、
女性の髪の毛の悩みに対応するサービスと癒さ
れる空間づくりに加えて、お客様の喜びにも、
悲しみにも共感し寄り添う「髪も心も笑顔にな
れる美容室」を掲げる。カラーと同時に髪を修
復できる「修復カラー」など、「長く若く、きれ
いでいられる」を意識したメニューが豊富に用
意されている。
　代表の松平さんは東京の美容専門学校、都内、
市内の美容室勤務を経て平成22年3月に独立開
業した。髪の毛にコンプレックスを抱えていた
幼少期、美容室で体験した驚きと感動を原体験
に「性格、内面から湧き出るような、お客様の

『こうなりたい』というイメージを慮り、かた
ちにできる美容師」を理想像として技術を磨い
てきたという。
　

時間内に効率よく！　悩みを経験知に
　美容師を志した当初から意識していた独立開
業を実現した一方、経営者と美容師の両立の難
しさに笑顔を失いかけたこともあった。しかし

ながら、悩みや挫折を経験知に、「時間内に効
率よく働き、がんばった分だけ稼げる、女性が
働きやすい職場環境づくりを」と経営を見直し
ている。松平さんは「美容室が女性を元気にす
る場所だとしたら、スタッフにも元気で働いて
もらいたい。今までは自分がこれまで働いてき
た環境と同じ環境を作ってしまっていた」、経
営者として、このように自己分析した。
　まず、取り組んだのは営業時間の短縮。スタ
ッフの負担を減らそうと４年ほど前から営業終
了時刻を早めた。加えて週１回、営業開始時刻
を遅らせて「練習会」も開いている。松平さん
は「一般的に、美容師の練習は終業後などに自
主的に行われてきた。すべてではないが、練習
も就業時間内に組込みたかった」と話し、時間
内に効率よく働ける環境を整えている。食事の
面からスタッフの健康管理をと、昼食時には松
平さんの母親・恵美子さんが「まかないスタッ
フ」として手料理をふるまう。「ゆくゆくは社員
食堂のある美容室にすることが夢」と松平さん。
　接触を極力避けたい人向けの個室や、手荷物
用のロッカーなど、新型ウイルス対策にも余念
がない。「美容室はどうしても接触が避けられ
ません。お客様を不安にさせないこと、スタッ
フに安心して働いてもらえることを念頭に対策
を行っています。昨春にはウイルスに不安を感
じて来店を抑えていたというお客様もいらっし

ゃいましたが、
髪をきれいにし
て喜んでいただ
く姿を見ると、
改めて人を笑顔
にするこの仕事
が好きだと気づ
かされました」と話した。
　今後の展望について、「私がこれまでいただ
いた元気を、たくさんの人にお返ししたい。
MoMOで癒され、笑顔になって明日からがんば
ろうと思っていただけるよう、長く若く、きれ
いでいられる似合わせカット、MoMOでしかで
きないやり方を提案していきます」。松平さん
はマスク越しにもよく分かる飛び切りの笑顔で
今日もお客様を迎える。

〈所在地〉
三条市本町4-1-13
TEL：0256-46-8871
URL：www.hair-momo.jp 
営業時間　10:00 ～ 19:00（平日）
 9:00 ～ 18:00（土日祝日）
定　休　日　毎週月曜日、毎月第2日曜日、第3火曜日

Hair Desigin MoMO
代表

松
ま つ

平
ひ ら

晶代さん
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お客様もスタッフも安心で心地よい美容室をめざす

荷物ロッカーも感染症対策の一つ

株式会社   岡岡  久久  

設設

備備  

技技

術術  

■事業内容

各種塗料の調色・販売

各種工業薬品販売

塗装関連設備施工

工場資材・消耗品販売

専門講習会・実演会運営企画

塗塗

料料  

提提

案案  

協協

力力  

〒955-0096 新潟県三条市井戸場 568-4 
TEL:0256-33-5000 FAX:0256-33-5005 

https://www.okaq.co.jp/ 

長く若くきれいでいられるカットや施術を提供
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営業秘密管理に関する実態調査公開
　近年、企業の技術情報を同業他社や海外企業に不正
に持ち出した事案が相次いで報道され、営業秘密の保
護強化が課題となっている。そこで、独立行政法人情
報処理推進機構（IPA）は、国内企業での営業秘密の
漏えい発生状況、管理実態や対策などの実態把握を行
い、「企業における営業秘密管理に関する実態調査
2020」を公開した。本調査では、2016年に実施した同
名の調査との経年比較を行うとともに、テレワーク環
境での管理状況などを新たに問うことで環境変化への
対応や、営業秘密漏えいを防ぐための対策などを分析
した。

退職者による秘密情報持ち出しは36.3％
　本調査結果の主なポイントは以下のとおりである。
■従業員と秘密保持契約を締結する企業は46.1％から
56.6％（10.5％増）と増加した。営業秘密漏えいに関
する報道などを受けて、内部不正による情報持ち出し
などの被害抑制のため、対策を講じる企業が増えたも
のと考えられる。
■情報漏えい事例が発生したと回答した企業は5.2％
と前回調査（9.6％）より減少したものの、その要因
としては企業における対策の進展、攻撃の巧妙化など、
複数の要因が作用した結果と考えられる。また、漏え
いルートでは「中途退職者」による漏えいが36.3％と
最多で前回より増加し、内部不正を原因とする情報漏
えいの発生は減少傾向にはないことが分かった。
■情報漏えいの発生頻度は中小規模企業よりも大規模
企業の方が高い。しかし、「分からない」と回答した
比率は中小規模企業の方が高く、中小規模企業は情報
漏えいインシデントの検知能力が低いと推定される。
一方で、内部不正を通じた情報漏えいインシデントは
具体的な被害発生の事実そのものを通じて把握される
ことが多く、こうしたインシデントについては企業規
模による相違は小さいと考えられる。
■テレワークで営業秘密を扱う場合の対策の導入状況
では、まず通信時の保護対策を行う企業が多く、「ク

ラウドサービスで秘
密情報を扱う場合の
対 策」は17.7％ と、
クラウド対策まで踏
み込んで取り決めて
いる割合は低いこと
が分かった。
■クラウドサービス
における営業秘密の
不正利用防止のために実施している対策についての設
問では、不正操作の証跡確保に相当する「ログ分析の
実施」が24％にとどまるなど、比較的高度な対策まで
は十分に進んでいないことが分かった。一方、アクセ
ス権限の設定ミスやサイバー攻撃に備えた基本対策の
必要性は一定程度認識されていることがうかがえる。
　このほか、不正競争防止法改正の効果などの仮説を
基に設定した43項目のアンケート結果から得られた各
種データ、調査結果を踏まえた課題の分析や考察など
を、本調査報告書に掲載している。
　IPAは、ニューノーマルな環境で新たなIT技術を活
用する多くの企業が本調査結果を参考にすることで、
営業秘密保護の対策を進め、企業競
争力を強化することを期待している。
本調査報告書の詳細については、IPA
のWebサイト（QRコード参照）で確
認してほしい。

（独立行政法人情報処理推進機構・江島将和）
日本商工会議所「会議所ニュース」2021年４月21号より転載

ホームページリニューアルのお知らせ
　当所創立80周年記念事業の一環として、6/1よりホームページをリニューアルいたしました。
携帯端末で閲覧しやすいよう配慮したほか、電子申請（順次対応予定）やオンライン経営相
談なども想定した構成とな
っております。SNSでの発
信も行うなど当所の事業や
支援情報を必要とするすべ
ての人へ、今まで以上に的
確に情報伝達
できるよう努
めてまいりま
す。

中小企業のセキュリティー対策
内部不正による情報漏えい減少せず

営業秘密の漏えいルート

塚野目・

事業主のみなさんへ
労働保険年度更新手続きはお早めに!!
　労働保険年度更新及び一般拠出金申告・納付手続きはお済みでしょうか。
申告書の提出と保険料の納付は７月12日（月）が期限となります。
　まだ、お済みでない方は、お早めに手続きをしてください。
また、手続きの際は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
郵送・電子申請での申告を推奨しております。ご協力お願い
します。詳しくは、労働基準監督署にお尋ねください。

三条労働基準監督署
TEL：0256-32-1150

三条商工会議所



　華園のインドカリーは、コックの白倉広義さ
んの師匠・小沼克彦さんが1964（昭和39）
年・東京オリンピック選手村でインド選手団帯
同シェフに学び、弟子たちに受け継がれた味。
　「師匠のように選手村で腕を振るいたい」。
白倉さんは2020東京オリンピックに運命を感
じていたが、「東京だけのオリンピックではな
い。三条で変わらない味を食べてもらおう」と
考えを変えた。本格広東料理を柱に、「各家
庭のスタイルにも合わせる」など新型感染症
禍の変化に対応しながら、1964東京の味を
今に伝えている。

本場インドカリーと広東料理

中国料理  華園 三条市興野 2-6-19
TEL:0256-35-0197

全業種 建　設 製　造 卸　売 小　売 サービス

全
国

５月の業況（前年同月比）
▲25.0 ▲18.9 ▲15.0 ▲23.9 ▲31.6 ▲33.5

先行見通し（３ケ月先の見通し） ▲33.6 ▲28.9 ▲20.9 ▲30.8 ▲40.5 ▲44.6

北陸
信越

５月の業況（前年同月比）
▲28.2 ▲13.2 ▲26.5 ▲10.5 ▲29.7 ▲46.2

先行見通し（３ケ月先の見通し） ▲33.8 ▲34.2 ▲14.3 ▲15.8 ▲43.2 ▲51.9

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 / https://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 麺作り（有限会社大洋軒）
弥田正蔵（写友わらじ）

三条商工会議所会報 第822号 令和3年6月25日 ［平成5年10月18日 第三種郵便物承認］

業況DIは、感染拡大に伴う活動制約から足踏み
先行きは、不透明感増す中、厳しい見通し

５ 月 全 産 業 D I の 推 移

※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5月14日～20日
調査対象:全国の337商工会議所が2,679企業にヒアリング

※　  は4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（　　　）

5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（水） 21（水） 12（月） 27（火）
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

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 ※一部時間が異なります。
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

7月

※13：00～16：00 と

全産業合計の業況DIは、▲25.0（前月比+0.3ポイント）
　米国・中国などの海外経済の回復に伴い、需要増が続く半導体・電子部品関連や自動車関連の製
造業・卸売業が堅調に推移した。一方、小売業では、緊急事態宣言に伴う活動制約・客足減少ととも
に、前年同月の買いだめ需要の喪失の影響を受けているとの声もあり、業況が悪化した。また、宣言が
発令されている地域以外においても活動縮小が発生し、外食・観光関連では業績改善への対応に苦慮
している状況がうかがえる。このほか、原材料費上昇によるコスト増加が業種を問わず、広く業況の押し
下げ要因となっており、中小企業の景況感は厳しい状況が続く。

先行き見通しDIは、▲33.6（今月比▲8.6ポイント）
　ワクチン接種拡大による感染抑制効果や、海外経済回復に伴う電子部品関連の輸出増に期待する
声が聞かれる。一方、変異株による感染拡大が収まらず、緊急事態宣言が延長されるなど先行き不透明
感が増す中、活動制約の長期化への懸念に加え、製品・サービスの受注・売上減少による業績悪化、原
材料費や燃料費の上昇による採算悪化を懸念する声は多く、先行きに対して厳しい見方が続く。


