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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27日、ジオ・ワールドビップで開かれ、令和４年度予算
編成に向けて12部会、３委員会から提案のあった事業・予
算案など９議案を原案通り承認した。部会、委員会からの
提案事業に係る予算額は合計1,836万円で、前年度当初と
比べて247万円の減額となる。
　兼古耕一会頭は会議冒頭、「今年に入って感染症の急激
な拡大が続いており、私どもの生産活動、営業活動に影響
が出始めている。家庭内感染も散見される中、できるだけ
企業内でクラスターを発生させず、事業活動への影響が最
小限に留まるよう工夫して仕事を進めたいと考えている」とあいさつ。この日の常議員会も、感染
症拡大防止に最大限配慮した開催方式だった。
　この日の会議では、池田英夫相談役、金子昌裕参与から辞任届が提出され、受理したことも報告
された。
【入会者】� 会員数2,078（1/27現在）

事業所名 代表者 所在地 事業内容 所属部会

山家建築 山家正弘 三条市南四日町４ 建築業 建設

ワダ電気管理事務所 和田郁男 三条市東裏館１ 一般電気工事業 建設
wao�渡邉長利
建築設計事務所 渡邉長利 三条市桜木町 建築設計、各種デザイン� 建設

Design�port�Mi 山口優紀 三条市桜木町 ホームページ作成、デザイン 印刷紙器関連

「三条が生んだ巨星」
㈲四季の定期便 代表取締役

食品関連部会 １号議員

白鳥 賢

　正月に、実家で緑川玄三著「三条人物伝」と
いう三条の偉人の生涯を綴った本を見つけた。
　中でも私の興味を引いたのは三条が生んだ旧
日本軍の巨星、鈴木壮六である。14歳で三条
小学校の教鞭をとるという幼少時代からのその
秀才ぶりとともに、日清戦争、日露戦争への従
軍時の記録は、故郷の英雄と世界的に有名な将
軍たちとのかかわりが描かれ、心が躍った。
　日清戦争後には乃木希典師団長のもと、騎兵
聯隊中隊長として活躍する。日露戦争が勃発す
ると、奥保鞏大将率いる第二軍作戦参謀として

南山攻略戦で勝利。旧日本軍総司令官は大山巌大
将、総参謀長は児玉源太郎という歴史のヒーロー
と歩むふるさとの偉人の姿に魂が震えた。
　鈴木壮六が晩年、北新保に新築した家が現「三
観荘」。当時のまま保存される応接間に縁の品々
を見ることができる。また市内いたるところにも
多くの揮毫があると聞く。
　国の命運に大いにかかわりながらも、ふるさと
の発展に尽力したとされる鈴木壮六。活躍した明
治の躍動期に思いを馳せながら、新年に日本の復
活を願う正月となった。

令和４年度部会・委員会提案予算承認
常議員会（正副部会長・正副委員長拡大会議）

　当所主催の「令和４年会
員新春の集い」が１月15日、
ジオ・ワールドビップで開
かれ、会員事業所の関係者
や来賓合わせて172人が参
集した。
　１事業所１名とし、最大
限の感染症防止対策をとっ
たものの、新潟県の警報発
令を受け、急きょ懇親会の
開催を見送り、折詰、飲み
物を持ち帰る方式とした。
　兼古耕一会頭は年頭にあたり「今年は第30期
役員・議員の任期最後の年。今期の締めくくり
として引き続き地域のため、会員のため必要な
事業にしっかりと取り組んで参りたい」と述
べ、感染症対策に加え、事業承継の推進に積極
的に取り組む姿勢を示した。

　来賓の、佐久間豊副知事、滝沢亮三条市長、
國定勇人代議士、菊田真紀子代議士代理の中村
紀之秘書が祝辞を述べ、佐藤和雄市議会議長の
音頭による三本締めで締めくくった。

第30期締めくくりへ決意あらたに

令和４年会員新春の集い

感染症収束祈り「鬼踊り」 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3日に執り行われた。
新型感染症の影響で中止された「鬼踊り」が
2年ぶりに披露されたほか、祈願会では門谷
日悠管長が読経の後、当所会員企業22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、新型感染
症禍の収束を祈願した。



未来を創る、若手仕事人図鑑
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ものづくりの川口工器、
まちづくりの川口商事
　川口工器は昭和23年、故・
川口昭二氏が金物卸商「川口
商店」として創業。北海道、
東北方面を中心とした卸売り
のほか路面店としても営業
し、５年後の昭和28年には
「川口金物㈱」として法人化、
昭和44年の社名変更で川口工
器㈱となった。現在は収納用
品のインターネット販売が約９割を占める。
　川口商事は、川口工器の不動産部門として昭和
48年に創業。ビル、アパートなどのいわゆるオー
ナー業を柱に、住宅分譲地の開発や土地売買も行
う。３月下旬には同社として初めて着手した新築
分譲マンション「グランドガーデン燕三条駅」の
引き渡しが始まる予定。
　創業者、川口昭二氏の孫で川口工器、川口商事
の取締役・川口純平氏は「川口工器は、金物卸商
を経て収納用品をはじめとしたものづくりを、川
口商事は不動産を通じて、よりよいまちづくりを
目指す会社です。川口工器では、これまで進めて
きたネット販売のホームページ、商品をさらに使

いやすいものとすることの提案。川口商事では、
地元不動産業者の取組としては珍しい、分譲マ
ンションという暮らし方の提案。いずれも新し
い挑戦が始まっています」と話す。

「祖父を喜ばせたい」
会社を引き継ぐ決意
　純平氏は、平成５年生まれの28歳。川口工
器、川口商事への入社とほぼ同時期の５年前に
宅地建物取引士の資格を取得し、川口商事では
土地売買の仲介や所有物件の管理運営を、川口
工器では総務部門を担当する。純平氏は、家業
を引き継ぐ決意した理由を「小さい頃祖父に会
社をはじめたくさんの場所に連れて行ってもら
ったので、祖父に育てられたという感覚があり
ます。祖父が創業し、現社長の父が受け継いで
きた会社を永続させたい。祖父を喜ばせたいと
いう思いがありました」と説明した。純平氏の
入社が従業員の世代交代の時期とも重なり、川
口工器にはウェブサイトや商品などをデザイン
する若い世代の従業員が入社するなど、会社の
若返りも図られた。
　川口工器ではインターネット直販に20年ほど前
から取組んでおり、すべての商品を直販のみとす
る切り替え作業を進めている。サイトの管理運営
などは自前で行うため「デザイン系の人材が欠
かせない」という。今後は商品の企画力をさらに

高め、付加価値
を高めた商品を
提案していく計
画だ。
　川口商事で
は、利用者の声
をすぐに反映で
きるオーナーとしての強みを活かしながら、老朽
化した物件の抜本改修を計画的に進めている。
多様化、細分化する土地や住宅の需要に対応で
きるよう、「今まで以上に、同業者や、建築・建
設関連業者、司法書士など不動産業に欠かせな
い関連事業者との連携を大切にしたいですね。
私がここまでやってこられたのも周囲の支えがあ
ってこそですから」と純平氏。三条商工会議所
青年部にも所属し、青年部で得られた異業種、
地元のつながりにも支えられているという。

花開きつつある燕三条地域

　分譲マンション・
グランドガーデン燕
三条駅に象徴される
ように、燕三条地域
のまちづくりもさら
に進めることも視野
に入れている。「燕
三条駅開業当初か
ら、燕三条地域への
期待は大きかったの
ですが、県央基幹病
院の建設決定、三条
市立大学・三条歯科衛生専門学校の開校で大き
く弾みがついた。分譲マンションへの投資は大
手デベロッパーと手を組んだものですが、会社
として大きなチャレンジです。燕三条地域をは
じめとした、地域のまちづくりに寄与できるよ
う事業を続けていきたいですね」と話していた。

〈所在地〉
川口工器㈱
〒955-0045
三条市一ノ門２丁目４番45号
TEL：0256-32-0421
FAX：0256-35-5844
https://www.kawako.info

川口商事㈱
〒955-0047
三条市東三条１丁目５番１号
TEL：0256-34-6177
FAX：0256-34-6178
https://www.kawasho.info

川口工器㈱　川口商事㈱
取締役

川口純平氏

77

燕三条地域のまちづくりに寄与する

川口純平取締役

川商第５燕三条駅前ビル

グランドガーデン燕三条駅

塚野目・

創業当時の「川口商店」
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　「村の鍛冶屋」ブランド
で知られる、山谷産業㈱、
山谷武範社長を講師に迎え
た「マーケティング戦略セ
ミナー」が１月27日に開か
れた。一昨年10月に開かれ
たセミナーの第二弾で、第
一弾を聞いて実際にECで
成果を上げた企業も出ているため、「教えてよ
かったのか、敵が増えたのか」と山谷社長が言
うほど。「クラウドファンディングは目標額を
数時間で達成すること。例えば100万円を24時
間で達成するには、知り合いに頼む、社員にツ
イートやシェアしてもらう、プレスリリースを
出すなど地道な努力が必要。SNSは必須」など
と惜しげもなくノウハウを示す内容だった。
　自社のブランド作りについても「ペグを作っ
てEC（インターネット販売）で売ったら、た
またま売れたが、なんで売れたのか、どうやっ
ていくべきか方向性を定めるため分析していっ
た」とざっくばらんに話し、自社の立ち位置や
狙う市場を明確化するSTP分析、売る側の視点
で見る４C分析、買う側の視点による４P分析、

強みや弱み、機会、
脅威を知るSWOT
分析の手法を解説。
加えて、売価、原
価、数量、固定費、
利益が一目でわか
るMQ会計を用い
て「売上よりも利益。安売りで売上げを作るの
はナンセンス」だと、損益分岐点を把握した上
で広告宣伝や割引セールなどの戦略を練る大切
さを説いた。
　質問に答えるかたちで、乱立しているアウト
ドア関連商品の緩やかな淘汰が起こることも予
見。新分野の開拓やコラボレーション商品開発
を進めているという。若者ほど注目していると
いうSDGsの大切さ、さらには「後継者不足で
工場が減っていく中で、どうやって付加価値の
高いものづくりに転換し利益を上げるか。そう
しないと産業自体が続かない。工場で働いても
らえるよう金額（賃金）を上げなければならな
い。そのためには私たち（金物卸）がキチンと
しなければならない」と持続可能性も見据えて
いた。

自社の強みを発掘して時代の波に乗る！

金物卸部会　地元経営者が
教えるマーケティング戦略セミナー

金融部会　日本銀行新潟支店長講演会
日銀から見た新潟県の景気「最近の経済情勢と新潟経済を巡る環境の変化」
　日本銀行新潟支
店の東

あずま

善
よし

明
あき

支店長
の講演会が昨年12
月23日、当所主催、
三条市共催で開か
れた。東支店長が
三条市内で講演す
るのは今回が初めてで、会場とオンライン合

わせて135人が聴講。東支店長は「今は、
新型感染症禍という不確実性の中で、デジ
タル化、気候変動に対応する難局。機動
性、柔軟性、イノベーションの気風、首都
圏との距離をうまく使い、難局を乗り越え
ますます発展してもらいたい」と当地にエ
ール。デジタル化や気候変動問題など、中
長期的な課題に対する考え方も示した。

三条商工会議所

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/ 

監 事
新保 智也
江戸川産業㈱

吉川 敬之
㈲ニザイエン

小野塚 雄也
㈱ヴィヴィッドリー

会 長
山村 興司
㈱山村製作所

直前会長
畠 弥真人
藍庭

事務局長

専務理事

副会長 副会長 副会長 副会長 副会長
芦田 義規

㈲アシダ都市設計
山田 賢

カイセイ塗装
渋谷 孝政
渋谷㈱

結城 靖博
㈲魚兵

本間 隼人
本間電機工業㈱

小林 秀徳
㈱ヤマトキ製作所

副会長

スキルアップ委員会 燕三条クリエイト委員会
西村 隆行

ニシムラデザイン

総務委員会 DX広報委員会 地域活性化委員会 人材交流委員会
委
員
長

委
員
長

委
員
長

委
員
長

委
員
長

委
員
長

委
員
長

博田 亮輔
㈱大和土地建物

佐藤 典保
㈱全研ビルサービス

横山 慎
㈲横山メッキ工場

小玉 晃之
小玉保険事務所

20周年準備委員会
小野塚 雄也

㈱ヴィヴィッドリー
渡辺 竜海
㈱テーエム

Different Possibility　
令和４年度青年部組織体制決まる

　三条商工会議所青年部の令和４年度基本方
針、事業計画・組織構成（案）を審議する臨
時総会が１月26日に開かれ、山村興司次年度
会長の下、「『人と違う考え』を楽しみ、変化
を恐れず、燕三条地域の可能性を引き出して
いく」という意味を込めた「Different Possibility」
の基本方針や総務、DX広報、地域活性化、人
材交流、スキルアップ、燕三条クリエイト、20周 

年準備の７委員会を含めた令和４年度の組織構成を
異議なく承認した。
　燕三条の発展に寄与する事業が大きな柱で、地
域の経済活性化につながる魅力発信、地域コミュ
ニティや学生達との人材交流など、青年部としての

「枠組み」や、これまでの常識にとらわれない活動
によって、地域の持続可能性を追求する。令和５年
度に迫る20周年の企画立案も進めていくこととなる。
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１月の業況（前年同月比）
▲18.2 ▲21.5 ▲6.9 ▲18.1 ▲26.7 ▲20.4

先行見通し（３ケ月先の見通し） ▲27.4 ▲24.8 ▲16.0 ▲24.4 ▲34.7 ▲35.5

北陸
信越

１月の業況（前年同月比）
▲9.7 ▲12.9 +4.7 ▲15.8 ▲8.8 ▲18.4

先行見通し（３ケ月先の見通し） ▲23.3 ▲22.6 ▲11.6 ▲26.3 ▲20.6 ▲34.7
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１ 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:令和４年1月14日～20日
調査対象:全国の334商工会議所が2,599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」「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（月） 16（水） 11（金） 25（金）
9（水）

16（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）

令和4年

3月

※13：00～16：00 と

今 月 の 写 真

「猪本木工所」
田中日登志（写友わらじ）

業況DIは、オミクロン株の感染拡大により悪化
先行きは、感染急拡大への警戒感から厳しい見通し
全産業合計の業況DIは、▲18.2（前月比▲2.4ポイント）
　自動車関連で生産回復の動きが見られる製造業や、消費者マインドの回復により年始の初売りが好
調だった小売業の業況感が改善した。一方、新型コロナウイルスのオミクロン株の感染拡大に伴い、飲
食業、宿泊業などのサービス業では、イベントの中止や予約のキャンセルが相次ぎ、客足が急減した。ま
た、幅広い業種で、部品供給制約による納品遅れ、原油価格を含む資源価格や原材料費の上昇による
コスト増加が続いており、中小企業の業況改善に向けた動きは継続も、足元で鈍さが見られる。

先行き見通しDIは、▲27.4（今月比▲9.2ポイント）
　オミクロン株の感染急拡大による営業時間短縮や人流抑制などの活動制約、春の観光需要喪失を
不安視する声は多い。また、部品供給制約の長期化、資源価格の高騰、円安、人件費上昇などのコスト
増加分の価格転嫁の遅れによる業績悪化への懸念もあり、中小企業の景況感は先行きへの警戒感が
強まり、厳しい見方となっている。


