
平成5年10月18日
第三種郵便物承認

毎 月 2 5 日 発 行11
2021

11/25号
vol.827

ものづくりを
空気で支える

02	������ 三条商工会議所　創立80周年記念式典
03	������ 石垣ずいそう
04	������ 会員訪問
06	������ 労働保険に加入を
　　　	燕三条ものづくりメッセ2021
07	������ 本寺小路あかり物語『エールのあかり』
　　　	花角知事に要望書
08	������ LOBO調査

三条商工会議所会報

会員訪問
㈱笹川テクニカ



　三条商工会議所創立80周年記念式典が10月
14日、三条市旭町２、ジオ・ワールドビップ
で開かれた。集まった210人の参加者は、1940
（昭和15）年以来、80年の歴史を紡いできた先
人に思いを馳せた。兼古耕一会頭は出席した人
たちに向けて、次の90年、100年へ地場の商工
業を引き継いでいくため全力を尽くし、会員に
寄り添う「無くてはならない商工会議所」であ
り続けると、力強く宣言した。
　兼古会頭はさらに、「私は会頭就任以来『意
識こそ実体』と申し続けてきました。逆境の時

こそ意識を変えるチャンスです。当地域の産業
全体が回復の流れに乗り遅れることなく、着実
に回復基調に向かうことができるよう、逆境の
時こそ力を尽くし活動してまいります」と述
べ、厳しい局面、変化に直面する時こそ商工会
議所の真価が発揮されるとした。
　式典では功労者表彰として、第８代会頭の渡
辺勝利顧問、第９代会頭の斎藤弘文顧問に特別
役員表彰を、第27期（2010年11月）から現在
の第30期まで３期以上役員、議員、顧問、相
談役、参与を務めた113人と11事業所に役員表
彰を、当所の事業活動に協力した３人、６社・
団体に一般表彰を贈った。
　来賓祝辞で、花角英世県知事は「三条商工会
議所は、県内有数のものづくりのまちに立地す
る総合経済団体として、地域経済の発展に尽く
してこられた」、滝沢亮三条市長は、「新型コロ
ナウイルスワクチンの職域接種に、いち早く取
り組んでいただいたことに感謝します。三条商
工会議所は今後も困難を乗り越え、歴史を刻ん

でいっていただきたい」、福田勝之県連会頭は
「三条は素晴らしい技術を用いた製品を世界に
発信する拠点。三条商工会議所は地域発展のた
め英知を集め、地域を盛り上げてこられた」
と、それぞれ述べ、90周年、100周年への飛躍
へ期待を寄せていた。
　記念事業報告では、記念式典・祝賀会部会の
齋藤一成部会長、記念講演部会の元川由郎部会
長、記念誌発行・記念事業部会の中條克俊部会
長がそれぞれ報告。記念講演は辛坊治郎氏を講
師に来年２月25日（金）に開催し、記念誌は
来年３月を目途に会員へ発送する予定。

花角県知事、滝沢市長、福田県連会頭ら迎え200人超

三条商工会議所　創立80周年記念式典三条商工会議所　創立80周年記念式典

2 3

「新たなる旅立ち」 富士教育研究会
三条商工会議所諸業部会 ２号議員

野嵜 久雄
　一年遅れではあったが、三条商工会議所80
周年記念式典が去る10月14日行われた。
　兼古耕一会頭も式辞で述べられていたが、幾
多の困難に見舞われた80年間だった。
　昭和15年６月５日県下で５番目の商工会議
所として設立された。
　昭和15年と言えば日中戦争真っ只中に産声
をあげたことになる。その後の太平洋戦争、戦
後の混乱期、財閥解体にはじまって農地改革、
ドッジラインによる１ドル360円の固定相場制
の導入等、目まぐるしい国際化の荒波を我々の

先人たちが乗り越えて来た。
　戦後まもなく勃発した朝鮮戦争、それによる特
需景気、1955年から1957年まで続いた神武景気、
直後のなべ底不況等、その後も、景気・不景気を
繰り返しながら、記憶にまだ新しいリーマンショ
ックに襲われた。
　そして今は、世界中が新型ウイルス禍に見舞わ
れている。解決策は必ずあると信じて我々は進ま
なければならない。私たちの先人たちが幾多の困
難に立ち向かったように。

花角知事

特別役員表彰

滝沢三条市長

福田県連会頭
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　部材の移動、型の取り外し、清掃
などに利用される圧縮空気を作り出
すコンプレッサーは、業種を問わず
製造現場に欠かせない設備のひとつ
だ。㈱笹川テクニカはコンプレッサ
ーの販売修理、プラスチック専門の
切削加工を通じて地場産業を縁の下
で支えている。
　1977（昭和44）年、現会長の笹
川栄一氏が工作機械の販売修理会社
勤務を経て、工作機械・産業機械修
理の「笹川機械サービス」として独
立創業。創業後間もなくしてコンプ

レッサーの販売、修理がメインとな
っていった。
　同社は、県央地域唯一のHITACHI
コンプレッサー指定サービス店で、
修理内容にもよるがHITACHI製コ
ンプレッサーのほとんどが即日対応
可能。ミストフィルター、エアドラ
イヤーなどの周辺機器も含む総合的
なコンプレッサー導入の提案、長く
安定的に稼働させるためのアドバイ
スなど、コン
プレッサーの
困りごとを素

早く解決する。
　笹川哲之専務は、1997（平成９）年に入社
して以来、コンプレッサー部門が主担当で、地
場企業のコンプレッサー事情を知り尽くしてい
る。「水や電気と同じように圧縮空気も製造現
場に欠かせないもの。素早い対応、しっかりと
したアフターケアで、お客様の業務に支障をき
たさないよう心がけています」と話す。
　

兄弟で二本柱
　バブル崩壊後の1991（平成３）年には、現
社長の笹川彰宏氏を中心にプラスチック切削加
工部門を創設し、POM（ポリアセタール）、PP
（ポリプロピレン）、PE（ポリエチレン）、PVC
（ポリ塩化ビニル）、PC（ポリカーボネート）
などプラスチック専門の切削加工を請け負って
いる。同社のプラスチック切削加工は10個単位
でも受注可能な小ロット、多品種対応が強みで、
機械機器、医療機器、半導体関連、浄水器関連
など幅広い分野から受注がある。
　コンプレッサー
部門とプラスチッ
ク切削部門、業態
の異なる部門を持
つことで業務の繁
閑の平準化や経営
の安定化を図って
おり、プラスチッ
ク切削加工は彰宏
社長が主に担当す
る。
　哲之専務は「お
客様の工場が動か
ないことには、修
理の仕事は出な
い。新型コロナウ
イルス禍で地場企
業の稼働率が下が

った時には、コンプレッサー修理も減少しまし
たが、プラスチック切削加工は比較的安定して
いた。このような事態を予想していた訳ではあ
りませんが、結果として別事業の２部門があっ
たことが功を奏した」と振り返った。

より太い幹に
　NC旋盤、マシニングセンタ、画像測定器な
どの機器で工場が手狭になったこともあり、
2021（令和３）年には現社屋に近接する大野
畑地内に、第２工場を設置。プラスチック切削
部門の体制をさらに充実させた。
　哲之専務は「今は私も、プラスチック切削の
業務を行っていますが、コンプレッサー部門と
プラスチック切削部門で完全な分業体制を確立
し、各々のお客様に対して、今まで以上にきめ
細かく、素早く対応していきたい」と自社の将
来を展望。２つの事業をより太く大きな幹に育
てていく。

㈱笹川テクニカ
〒955-0833
三条市大野畑17-32
TEL：0256-35-2985
Fax：0256-35-6105
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画像測定器を用いて精密な加工が可能
県央地域唯一のHITACHI
コンプレッサー指定サービス店

［担当課支社］
長岡支社Sチーム TEL:0258-35-7535



　三条市本町２、真宗大谷派三条別院（東別
院）の本堂をライトアップする「本寺小路あ
かり物語〈エールのあかり〉」が10月13日か
ら17日まで執り行われ、飲食店への応援、新
型コロナウイルス感染症拡大終息の願いを込
めた青いあかりが東別院、本寺小路周辺を照
らした。
　昨年に引き続き、集客イベントは控えなが
ら「あかり物語」の灯は絶やさず、本寺小路
のランドマーク・東別院をライトアップする
ことで、新型コロナウイルス禍に立ち向かい

営業を続ける飲食店の心意気や存在感を市民に示
そうというもの。医療従事者など社会活動を維持
するため新型コ
ロナウイルスと
立ち向かう人た
ちを応援するブ
ルーライトにも
通じる「人と人
とのつながりを
示す」エールの
あかりだった。

本寺小路あかり物語 『エールのあかり』
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　労働者（パート、アルバイト等を含む）を
１人でも雇っている事業主は労働保険（労災
保険・雇用保険）に加入しなければなりませ
ん。
　労働保険は、労災保険・雇用保険の各種給
付金のほか、雇用の安定のために事業主に支
給される助成金などの各種支援制度も設けら
れており、労働者はもとより事業主のために
も欠くことのできない制度です。
　また、人手不足の折、事業主にはコンプラ
イアンスが求められており、より良い人材を

確保する意味でも、労働保険に必ず加入している
必要があります。
　まだ、労働保険の加入手続きを行っていない事
業主におかれましては、管轄の労働基準監督署ま
たは公共職業安定所（ハロワーク）で加入手続き
をとられるようお願いします。
　ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

一人でも雇ったら、 労働保険に必ず加入を
～労働保険に入っていない会社に、人が集まるでしょうか。～

問合先　新潟労働局総務部　
労働保険徴収課（TEL025-288-3502）または、労働基準監督
署・ハローワーク

三条商工会議所

「やっぱり対面」リアル展示会に手ごたえ

燕三条ものづくりメッセ2021

　燕三条ものづく
りメッセ2021が、
10月21日、22日の
２日間、燕三条地
場産業振興センタ
ーで開かれ、初日
に1,274人、２目に1,479人、２日間合計で
2,753人が来場した。
　新型コロナウイルス禍によって昨年はオン

ライン展示会として開催。今年はリアルと
オンラインのハイブリット展示会で、リア
ル展示会としては２年ぶり。
　事前来場者登録など感染症対策の徹底、
オンライン商談サービスなどオンラインな
らではのサービスも充実した一方、出展者
からは「やっぱり対面はいいですね」と、
リアル展示会ならではのコミュニケーショ
ン、手ごたえを歓迎する声が聞かれた。

県内商工会議所会頭、花角知事と会談
令和4年度　新潟県の産業に関する要望

　（一社）新潟県商工会議所連合会（福田勝
之会頭）は10月18日、花角英世知事に「令和
４年度　新潟県の産業振興施策に関する要望
書」を提出した。県内商工会議所の会頭、専
務理事らが同日、県庁を訪れて花角知事に要
望書を手渡した。
　要望内容は、「新型コロナウイルス感染症
の影響を踏まえた対策」、「中小企業・小規模
事業者に対する支援施策の拡充・強化」、「中
小企業等の人材確保・育成支援の拡充」、「産
業の発展を支える社会資本の整備」な
ど９大項目で、新たな要望では「事業
継続や起業のための支援策の拡充や申
請要件の緩和」、「中小企業・小規模事
業者のDX（デジタルトランスフォーメ
ーション）推進」、「経済回復に向けた
消費喚起への取組強化」、「各種申請・
届出等にかかるペーパーレス化、押印
の廃止、対面主義の見直し等を含めた

行政手続きの簡素化」といったアフターコ
ロナを見据えた内容が目立った。
　兼古耕一会頭は、県が令和５年度の開院
に向けて整備を進めている県央基幹病院へ
のアクセス道路の整備、具体的には、国道
289号バイパス整備及び（仮称）石上大橋
下流橋建設、国道403号バイパス整備促進、
燕市分水・吉田方面から井土巻に至る主要
地方道燕分水線の改良及び拡幅を、花角知
事に求めた。
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10月の業況（前年同月比）
▲28.9 ▲22.1 ▲14.7 ▲32.1 ▲42.2 ▲34.8

先行見通し（３ケ月先の見通し） ▲21.6 ▲18.4 ▲16.0 ▲24.4 ▲30.2 ▲20.9

北陸
信越

10月の業況（前年同月比）
▲31.5 ▲30.0 ▲4.3 ▲38.1 ▲54.3 ▲39.1

先行見通し（３ケ月先の見通し） ▲27.0 ▲23.3 ▲10.9 ▲33.3 ▲45.7 ▲28.3
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業況DIは、改善も、依然として厳しさ続く
先行きは、回復への期待感広がるもコスト増に懸念
全産業合計の業況DIは、▲28.9（前月比+4.3ポイント）
緊急事態宣言等の解除を受けて、時短要請や行動制限が緩和され、外食・観光関連のサービス業では
利用客の増加がみられた。製造業、卸売業では飲食料品や電子部品関連が堅調に推移する一方、半
導体不足や東南アジアでの感染拡大を背景とした部品の供給制約による、生産活動への影響が継続
している。また、鉄鋼などの原材料費や、原油価格を含む資源価格の上昇、最低賃金引上げに伴う人
件費の負担増加など、幅広い業種でコスト増加が足かせとなっており、中小企業の業況改善に向けた
動きは厳しさが続く。

先行き見通しDIは、▲21.6（今月比+7.3ポイント）
活動制限緩和に伴う日常生活回復による、国内の観光需要回復、年末年始の個人消費拡大への期待
感が広がっている。一方で、半導体不足や部品供給制約による業績への影響、資源価格の高騰、円安
の進行、原材料費上昇分の価格転嫁の遅れによる収益圧迫などへの懸念から、中小企業においては、
先行きへの慎重な見方が続く。

10 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10月14日～20日
調査対象:全国の337商工会議所が2,634企業にヒアリング

※　  は9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（　　　）

10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（火） 15（水） 10（金）
8（水）

15（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

12月

※13：00～16：00

今 月 の 写 真

「三条別院
狩野永雲の襖絵」

岡田昭彦（写友わらじ）


