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会員訪問
㈲共栄自動車ガラス



　７月の大雨災害で被害を受けた静岡県、島根
県の被災地を支援しようと当所青年部は、８月
20日、三条市興野２、マルセン興野店で街頭
募金を行い、買物客などから45,518円が寄せ
られた。集まった義援金は日本赤十字社を通じ
て被災地へ送られる。
　17年前の７・13水害で受けた支援に対する
恩返しをと活動する、ご当地ヒーロー「燕三条
戦隊鍛冶レンジャー」と畠弥真人会長ら青年部
７人が店頭に立ち、募金箱を手にして買物客に
寄付を呼び掛けた。1,000円札や500円玉が目
立ち、午後４時から６時までの２時間で想定以
上の寄付が寄せられた。

鍛冶レンジャー（青年部）街頭募金

令和3年7月大雨災害義援金へ令和3年7月大雨災害義援金へ
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「�IoT家電により生活は�
劇的に変化する」

三条エコノミークラブ 会長
㈲エムケー電器 専務取締役

森山 辰典

　最近、「スマート家電（IoT家電）」という言
葉をよく耳にするようになり、私達の生活や働
き方を密接にサポートする未来がすぐそばまで
来ています。IoT家電は、インターネットに繋
ぐだけで、洗濯機はAI自動洗濯から乾燥まで、
冷蔵庫はオススメレシピに合わせた食材を自動
発注、掃除はお掃除ロボに、エアコンは帰宅時
間を予測し自動で運転をする。スマートスピー
カーは「おはよう」と挨拶をするだけでテレビ
がつきパンが焼け、１日を過ごすために必要な
情報を与えてくれます。もはや、「便利すぎる

と弊害がある」という価値観は存在せず、時短に
より空いた時間を仕事や趣味に充てるなどデメリ
ットをメリットに変える事が容易に想像できま
す。また、企業の課題である人材不足では、IoT
家電が家事の負担を減らし働く人々の生活をサポ
ートしてくれるでしょう。
　IoT家電には人々の幸せを創造する可能性を感
じます。新型感染症の脅威など、舵取りの難しい
現代では積極的なIoT家電の利用が必須であると
考えています。

　三条金物卸商協同組合（中條克俊理事
長）はこのほど動画共有サイト「YouTube」
に、同組合公式チャンネルを設けた。

「SANJO GOOD LIFE EXPO2021」と銘打ち
組合員企業８社が、利器工匠具や刃物、
花器、アウトドアなどのオリジナル商品を
紹介するウェブ展示会を開催している。
　新型コロナウイルス禍により、組合員
企業を取りまとめて出展予定だったリア
ル展示会が中止となり代替として企画し
たものだが、中條理事長は「いつ、どん
なことがあっても三条の商品、サービス、地域の発展に寄与していくことが金物卸の使命。
ここで諦めたら先人に申し訳ないという気持ちでのチャレンジ。エンドユー
ザーから直接評価いただき、トレンドを取り入れていきたい」と話し、公式
チャンネルが、組合員企業のオリジナル商品開発のきっかけとなるよう今後
の展開も見据えている。

三条金物卸商協同組合 公式YouTubeチャンネル三条金物卸商協同組合 公式YouTubeチャンネル 事業承継のご相談は事業承継・
引継ぎ支援センターへ

　新潟県事業承継・引継ぎ支援センターでは、
親族内承継、役員・従業員承継、第三者承継

（M&A）の区別なく一貫した事業承継支援体
制を構築しています。相談のお申込みは、三
条商工会議所から、同センターへの直接申込
いずれでも結構です。（業種・規模を問いま
せん。相談無料。）

三条商工会議所

NGT48藤崎未夢さんが進行役を務めている。

【問合せ先】
新潟県事業承継・
引継ぎ支援センター
T E L：025-246-0080
F A X：025-246-0094
E-mail：hikitsugi@nico.or.jp

【問合先】新潟労働局労働基準部
賃金室TEL：025-288-3504 申込フォーム

最低賃金、
時給859円に

　10月1日から新潟県の最低賃金
は時間額831円から28円増額の859
円となります。県内の事業場で働
くすべての労働者に適用されま
す。雇用形態に関わらず、雇う上
でも、働く上でも、必ず確認しま
しょう。

10/1～
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　自動運転などの安全機能やハイブ
リッド、電気自動車、水素エンジン
など進化や変化を繰り返している自
動車にあって、大きく変わらないも
のの１つにウィンドウガラスがある。
　共栄自動車ガラスでは、昭和50
年の創業から飛び石やひび割れな
ど、自動車ガラスのトラブルをいち
早く解決し続けてきた。２代目の横
木社長は「業務の内容は創業から大
きく変わりませんが、お客様に支持
される努力と、従業員の生活をきち
んと守ることなど基本的なことを大
切しながら経営していきたいです
ね」と話す。自動車ガラスの修理は
「元どおりにして当たり前」だが、

「お客様の見えない部分でも、元ど
おり以上に」が横木社長の心がけ
で、「細部に注意を払いながら、当
たり前のように作業を進める。当社
の経営にも通じていると」横木社
長。

素早い対応が強み
　受注の９割が自動車整備工場やカ
ーディーラーから。多くの場合は従
業員が先方へ出張してガラス交換や
修理などの作業を行う。燃費向上の
ため空気抵抗の少ないボディ形状の
自動車が増えたことによって自動車
ガラスは大型化しており、２人１組

内の自動車ガラス会社に勤務していたが、モー
タリゼーションが進み自動車ガラスの需要が見
込めること、事業所が多く営業車も多いとみて
三条の地を選んだという。
　２代目の横木社長は、関東の自動車ガラス会
社での勤務を経て平成９年に入社し、令和元年
に代表取締役に就任。この間、ガラスの大型化
などもあり作業にあたる従業員は倍増した。
　来春には横木社長の息子・茅斗（かやと）さ
んが３代目候補として入社予定で、横木社長は
「お客様の多くが知り合いのつてや口コミで依
頼されるため、素早い対応と技術をさらに磨い
ていきたい。元どおりにして当たり前の業界で
すが、新車製造の工場で働いていた経験もあ
り、目に見えない部分でも元どおり以上を心が
けています」。細部に神は宿る、を地で行く作
業が今日も繰り返されている。

㈲共栄自動車ガラス
〒955-0832　三条市直江町4丁目6-48
営業時間8:30～17:00
定休日　日曜・祝日
TEL：0256-35-2686
Fax：0256-35-2650
http://www.kyoei-glass.com

［担当課支社］
長岡支社Sチーム TEL:0258-35-7535

で作業に臨む。
　雪によるスリップ事故や落雪・落氷、飛び石
を跳ね上げやすいスタッドレスタイヤの装着な
ど冬場に受注が特に多く、「お客様の要望に対
して時間をかけず、リーズナブルに、素早く対
応する」が同社の強み。
　大きく変化はないと言いながらも、自動ブレ
ーキ、自動運転などの運転サポート機能のセン
サー、ETC、ドライブレコーダーなどフロント
ガラスに据え付けられる部品は増えており、か
つ安全性に大きく関わる。同社では、自動車ガ
ラスの修理・交換後に必要な「エーミング」と
呼ばれる調整作業も行うなどワンストップのサ
ービス体制を整えており、口コミやインターネ
ットを通じて一般ユーザーからの受注もある。
　横木社長は「新型コロナウイルスの影響で営
業車やトラック関連の受注が減少している。ホ
ームページを改修するなど、一般ユーザーへの
認知度を上げたい」とする。

目の届かない部分も元どおり以上に
　昭和50年に現会長の横木春男氏が創業した。
春男氏は関東の自動車ガラス会社を経て新潟市

横木代表取締役安全装置のエーミング作業

ガラス交換は２人作業で行う

細心の注意が必要な作業の連続
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　JR帯織駅を利用したものづくり交流拠点
「Eki Lab」が開設され、間もなく１年を迎え
る。企業紹介、受注案件の共有、シェアオフ
ィスなどの「企業会員」、ハンドツールの利
用や交流スペース、ワークショップなどの

「一般会員」に分けた交流機能や、地元企業
の若手経営者や幹部で立ち上げた㈱ドッツア
ンドラインズ。JR東日本新潟支社の連携協
力が注目される中、地元企業の利用方法や価
値がどこにあるのか、ドッツアンドラインズ
の渕岡優介さん（㈱フチオカ専務）に話を聞
いた。
　「人々が集う場所を作り、地域を盛り上げ
たい。ものづくりを通じ子どもたちの未来を
創造したい」
　JR東日本をも動かした同プロジェクトの
発端は㈲ストカ専務でドッツアンドラインズ
社長の齋藤和也さんの熱意だった。JR東日
本とクラウドファンディングの「キャンプフ
ァイア」とのコラボレーション企画にEki 
Labの原案で手を上げ採用された後も、JR東
日本はEki Labや、EkiLab主催の「ものづくり
アワード」のアイデアから生まれた製品の実
証実験や、販売先の紹介などの協力体制を敷
いている。
　EkiLabは、デザイン、設計、製造、パッケ
ージングまで一気通貫にものづくりができる
企業の連携・協力体制によって企業のあらゆ
る困りごとに対応できることが特長。商品や
企業コラボレーションの企画、加工請負など
も可能で、渕岡さんは「県外からの問い合わ
せが多いですが、地元企業にも積極的に利用
していただきたい」とする。
　11月下旬には、第２回目となる「ものづく
りアワード」の結果発表も予定する。

工場と工場、 企業と企業を線で結ぶ
Eki Lab（エキラボ）

　当所鐵鋼部会主催、三条商鐵組合共催の「三
条市立大学視察研修会」が８月27日に開かれ
た。アハメド・シャハリアル学長は地場企業の
関係者に向けて「経済的なインパクト、地域へ
の波及効果の大きな大学となるため、企業の皆
様にも当事者になってもらいたい。三条市立大
学と地域、地元企業との関係は大きな価値であ
ります。ともに価値を築いていきましょう」と
呼びかけた。
　鐵鋼部会の相場亮嗣部会長は研修会で、「県
央地域に工業系の４年制大学が開学したことは
大変画期的なこと。種まきが終わり、地域での
実習を経て数年後にはエンジニアとして巣立っ
て、実りある収穫を迎えことになる。産業の基
礎を支える技術者を輩出していただき、多くの
方々から県央地域に就職いただき国内、海外で
も活躍していただきたい」と述べた。
　４月に開学した同大学には、工学部　技術・
経営工学科80人の定員に対して82人が入学し、

うち47人が県外出身、35人が県内出身。地場企
業での「産業連携実習」を通じて地場産業を理
解し、実践的な技術と知識をもった即戦力とな
る人材輩出が期待されている。
　シャハリアル学長はさらに「研究室で得られ
た知識を市場へ適用する『純粋応用研究』に焦
点を当てたい。大学の技術は業界へ移転させる
技術の種であって、実用化のためには大学の建
物から出なければならない。研究室の中だけの
研究では済ませない」と強調していた。

企業は大学の当事者であり、価値である
鐵鋼部会・三条商鐵組合 「三条市立大学視察研修会」

Eki Lab
〒955-1117　三条市帯織2342番2
営業時間10:00～17:00
不定休
TEL：050-1744-3814
Fax：050-3588-4394
https://eki-lab.com/

相場部会長
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全
国

８月の業況（前年同月比）
▲29.4 ▲20.9 ▲12.5 ▲30.7 ▲44.4 ▲37.9

先行見通し（３ケ月先の見通し） ▲32.3 ▲26.1 ▲17.6 ▲31.1 ▲43.0 ▲42.1

北陸
信越

８月の業況（前年同月比）
▲19.5 ▲17.1 ±0.0 ▲25.0 ▲29.7 ▲29.4

先行見通し（３ケ月先の見通し） ▲27.4 ▲25.7 ▲12.8 ▲20.0 ▲37.8 ▲37.3
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業況DIは、感染急拡大により悪化
先行きは、感染収束が見通せず、厳しい見方続く
全産業合計の業況DIは、▲29.4（前月比▲5.3ポイント）
新型コロナウイルス変異株の感染急拡大により、緊急事態宣言とまん延防止等重点措置の期間延
長・対象地域の拡大が実施された。これに伴う帰省を含む外出自粛やイベントの中止、営業制限等の
影響により、客足が減少した百貨店などの小売業や、観光関連を中心としたサービス業の業況感が悪
化した。また、鉄鋼や木材などの原材料価格の上昇、東南アジアの感染拡大による部品調達難が製造
業、建設業など幅広い業種における業況の押し下げ要因となっている。業況回復に向けた動きが見られ
ていた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、▲32.3（今月比▲2.9ポイント）
ワクチン接種の進展による経済活動正常化に期待する声が聞かれる一方で、新型コロナウイルスの感
染収束が見通せず、長引く受注・売上減少や客足回復の遅れから、業績悪化の継続を懸念する企業は
多い。また、世界的な半導体不足による生産調整や、鉄鋼などの原材料価格上昇分の価格転嫁の遅
れなどもあり、先行き不透明感は強まっており、厳しい見方が続く。

８ 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8月16日～20日
調査対象:全国の337商工会議所が2,651企業にヒアリング

※　  は7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（　　　）

8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（木） 13（水） 12（火） 27（水）
13（水）

20（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

10月

※13：00～16：00 と

今 月 の 写 真

「伊藤竹籠店」
田中日登志（写友わらじ）


