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　三条商工会議所の令和４年度事業計画・収
支予算案が、３月29日に開かれた通常議員総
会で審議、承認された。全体の予算規模は２
億9,551万円、昨年度実施の創立80周年事業、
職員の定年退職による人件費の減額などによ
り前年度比で2,633万円の減だが、感染症収
束に伴う経済正常化を見据え商工会議所会計
の事業費は前年比184万円増の5,009万円。国
内外の販路・市場開拓、業務効率化や経営課
題解決のためのDX活用、労務管理に関する
事業など新たに取り組む。
　兼古耕一会頭は冒頭で、「連日報道される
ウクライナ情勢は私どものビジネスとは関係ないと言っておられない状況で、原材料、燃料価格の
高騰、有事のドル高によって、景気が戻らない中でのスタグフレーションが心配され、地域経済も
楽観視はできない。また、慢性的な人手不足は当地を含めて全国的な問題であり、いかに人手不足
に対応して生産を伸ばしていくかなど、会議所に与えられた使命は多い。引き続き皆さんからのア
イデアや情報を受発信し、考えて参りたい」と述べた。

「三条祭り大名行列200年
　の節目を迎えて」

石川製作所
三条祭り若衆会 会長

石川 貴大

　三条祭りは農作物の豊作を願う「春季大祭」
で、御神輿などが三条八幡宮から神明宮に渡御
する形が始まりでした。1822年、三条の領主だ
った村上藩主内藤信敦公が京都所司代に就任し
たのを祝って大名行列に関する持ち物が加えら
れる形となり、200年の歴史を紡いできました。
　新型コロナウィルス感染症の影響により全国
で多くの祭りが中止となり、三条祭りも残念な
がら中止となっていました。祭りがないこの2
年間はなにか寂しく、季節の到来や節目を感じ
られないようでした。三条祭りが行われていた

時は何の疑問も持ちませんでしたが、祭りが出来
る事はとても贅沢な事だったと感じており、三条
のまちにとって、代わりの利かない大切な行事だ
と強く思います。
　本年は感染症対策も講じながら、例年と違う形
になる可能性もありますが、三条祭り大名行列を
実施したいと考えています。土、日曜日開催です
ので、子どもたちをはじめ多くの方にご参加、観
覧していただき、50年、100年後も三条祭りが続
く事を願っています。

人材確保に焦点
令和4年度事業計画・収支予算承認

女性の働きやすい職場は、誰もが働きやすい
「女性人材の活用について」人材確保セミナー

　女性が働きやすい職場環境づくりを企業の
メリットとして考える「人材確保セミナー」
が３月24日に開かれた。三条市、三条商工会
議所の共催で、講師は、たかの社会保険労務
士事務所代表で、㈱ワークライフバランス、
認定上級コンサルタントの高野真規氏。
　セミナーで高野氏は、「介護と仕事の両立
ができる職場でないと40代～50代の人材が離
職する時代が到来しようとしている。介護だ
けでなく、出産、育児と社内制度は整備され
たかもしれないが、就労を継続していく上で
の不安は解消されていないのでないか」と投
げかけ、組織としての意思決定の場面に女性
をはじめとした多様な価値観のある人たちが
関わるとよいとした。
　男性の育児休業取得を促す法改正を10月に

控えていることにも触れ、県内の先進企業
の事例を紹介。「男性の育休が女性活躍推
進につながる。女性が働きやすい職場づく
りを進めた結果、若い男性が多く応募して
きたという事例もある」とし、女性の働き
やすさは、女性以外の働きやすさにもつな
がると話していた。

本社 〒955-0055 新潟県三条市塚野目2149番地
TEL（0256）34-5111（代）  FAX（0256）34-5114
E-mail : office@kanechu-nozaki.jp
柳 川 工 場  TEL（0256）38-5371
塚野目工場  TEL（0256）32-3666

鐵の総合デパート

通 常 議 員 総 会

三条市主催
商工会議所
共催



未来を創る、若手仕事人図鑑
INTERVIEW
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足腰強い会社づくり
　燕三条地域のビル管理、清掃のパイオニア的存
在の同社を、平成29年に27歳の若さで引き継い
だ。「弊社は典型的な労働集約型産業。その課題
の中でも人手不足解消に力を注いでいきたいです
ね。働き方改革やSDGsへの対応に加えて、今は、
会社の足腰を強くしていく時期」と位置付けてい
る。新型感染症禍の影響や原材料費の値上げ、働
き方改革などに対応するため、市外や県外の営業
所の統廃合、価格の見直しなどにも地道に取り組
んできた。
　佐藤社長は「少子高齢化により市場規模が限ら
れてくる中で、働き方改革が進みます。変わらな
ければ生き残れないという覚悟をもって、価格改
定などに取り組んできました。見直しによって売
り上げを落とした部分もありましたが、幸いにし
て多くのお客様からご理解を得て、事業を安定的
に継続できる目途が立ってきました」と話す。県
内に比べて賃料や人件費が高い首都圏ではリモー
トワークを活用した営業活動を展開。社内での情
報共有などDXや、IoT機器の導入にも取り組みた
い考えだ。
　人材確保の面では、外国人実習生の制度を活用
し、これまでに８人のベトナム人実習生を受け入

れてきた。新型感染症禍によって昨年度は予定
していた実習生が来日できなかったが、これま
で受け入れてきた実習生の中には結婚を機に本
採用となる実習生もおり、「文化の違いも考慮
すると日本人以上のケアが必要」というきめ細
かい社内教育やサポートが結実しつつある。
　女性管理者の育成、役職化も見据えている。
現場を中心に従前から女性従業員の多い職場だ
が、管理者についても女性を積極的に登用する
構え。

まかせられる安心感が強み
　同社は、佐藤社長の実父で現会長の佐藤弘志
氏が警察官を退職後、昭和50年に創業した。昭
和53年には法人化し、新潟・長岡両市、富山県、
首都圏と営業範囲を拡大。清掃、ビル管理、交
通誘導など、グループ全体で一時は1,000人近
い従業員を抱えるほどに成長した（現在は約
700人）。佐藤社長は自社の強みを「燕三条地域
に根差した総合ビルメンテナンス企業として、
建物のすべてを一元管理し資産価値を維持でき
ること。そして、お客様の要望に即座に応えら
れる知識、経験」と分析する。
　佐藤社長は地元企業での勤務を経て平成25年
に入社。清掃の現場から、管理業務などを経て
事業を承継した。「入社４年目でしたので、ま

だまだ会社経営
のことは右も左
もわからないよ
うな状況でした
が、遅かれ早か
れ、いずれは事
業を引き継ぐこ
とになるのなら
ばと、覚悟を決
めました。まず
は、会社の中身
を良くするこ
と。これが第一
義でした」と振り返った。

３つの環境で持続可能な会社へ
　将来の展望では、３つの「環境」を掲げる。「お
客様の環境をよりよくするための提案を行うこ
と。社内では従業員が気持ちよく働くことがで
きる職場環境。そして、SDGsに代表される地
球環境。３つの環境を良くして持続可能な会社
としたい」と佐藤社長。
　教育事業への投資や、新潟県ビルメンテナン
ス組合として取り組む児童クラブ事業など新た
なビジネスチャンスも模索するが、「地域に貢
献する事業」という屋台骨は揺るがない。

〈所在地〉
三条市西本成寺２丁目29番９号
TEL 0256-34-8257
FAX 0256-35-8145
URL https://www.e-zenken.co.jp

㈱全研ビルサービス
代表取締役社長

佐藤典保氏

78

建物のすべてを一元管理できる。
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　独立行政法人情報処理推進機構（IPA）では、経済
産業省の告示に基づき、コンピュータウイルスなどに
よる被害の状況把握や対策検討を目的として、コンピ
ュータウイルス・不正アクセスに関する届け出を受け
付けている。2021年下半期（７～12月）に届け出のあ
った被害について全体を通して見ると、これまでと同
様に、一般的によく知られたセキュリティ対策を実施
していれば、被害を防ぐことができたと思われるもの
が多かった。今回は届け出の中から特徴的な被害事例
を二つ紹介する。

事例①VPN装置の脆弱性を突いた
侵入型ランサムウェア攻撃

　届け出者（企業）の社内ネットワーク上の20台以上
のサーバにおいて、ファイルが暗号化され、サーバ機
能が停止する被害に遭った。調査の結果、攻撃者が
VPN（仮想専用ネットワーク）装置の脆弱（ぜいじゃ
く）性を悪用して窃取した認証情報により、社内へ不
正アクセスして、Zeppelin（ツェッペリン）と呼ばれ
るランサムウェアに感染させたと推測される状況であ
った。なお、一部のサーバにおいては、VPN装置のも
のと同一のIDやパスワードを使用していたことが判明
し、これが感染拡大の要因になったと考えている。本
件への対応として、外部の専門業者に復旧作業を依頼
し、バックアップデータからの復元を行った。復旧に
は10日以上を要し、その間の業務停止による売り上げ
の減少や顧客への補填（ほてん）などの金銭的な被害
も発生した。再発防止に向けた対策として、各システ
ムのパスワード変更、推測されやすい管理者IDの使用
禁止、バックアップの強化、セキュリティソフトの設
定見直しを行っている。今後、オフラインバックアッ
プの取得、ファームウェア（コンピュータシステムを
制御するソフトウエア）を定期更新する運用上の仕組

みの構築、外部機関によるセキュリティ診断の実施を
検討している。

事例②ECサイトへのSQLインジェクション攻撃

　届け出者が運
営するECサイト
が、SQLインジ
ェクション攻撃
（データベース
を不正に操作す
る攻撃）を受け、
数十万件の顧客
情報が漏えいする被害に遭った。データベースサーバ
の負荷が増大していることに担当者が気付き、調査を
行ったところ、SQLインジェクションの脆弱性があり、
そこに対して、特定の発信元から通常は生じない大量
（毎秒６回程）のアクセスがあったことが判明した。
損失は総額で２億円以上になる見込みである。対策と
して、ソースコードを見直しSQLインジェクションの
脆弱性になり得る箇所について、エスケープ処理やプ
レースホルダ使用などで実装を修正した。また、第三
者機関による脆弱性診断を行い、指摘事項への対策を
実施した。今後は、ソースコードの複数人でのレビュ
ーや定期的な脆弱性診断を行う予定である。各事例の
詳細や、その他の被害事例については、IPAのホーム
ページに報告書が掲載されている
ので確認してほしい（QRコード参
照）。同様被害の早期発見や未然
防止といったセキュリティ上の取
り組みの促進につながることを期
待する。

（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」2022年３月21日号より転載

中小企業のセキュリティ対策
21年度下半期の被害状況を公開　このたび、３月

末日をもちまして
三条商工会議所を
定年退職いたしま
した。昭和55年の
入所以来、42年の
長きにわたり、皆
様方のご指導とご
厚情に支えられ大

過なく勤めてこられましたこと心よりお礼申し
上げます。
　会議所の職員として、沢山の方々と出会い、
沢山の経験をさせていただきました。その想い
出の１つひとつが私の宝物です。これらの貴重
な経験を今後の人生に活かしていく所存です。
　改めて長年のご厚情に深謝し、この先も末永
くご厚誼を賜りますようお願い申し上げます。

　昭和57年に三条
商工会議所に入所
以来、再雇用の２
年を含め40年間、
大過なく勤めさせ
ていただくことが
できましたのも、
正副会頭をはじめ
役員、会員の皆様

からの暖かいご支援、ご指導の賜物と厚く御礼
申し上げます。
　在職中は、各種事業に関わり様々な経験をさ
せていただきましたが、最後に創立80周年記念
事業を担当できたことは感慨深いものがありま
した。
　今後は協同組合三条工業会にて勤務させてい
ただく機会をいただきましたので、これまでに
得た貴重な経験を活かし微力ながら精一杯努力
いたす所存でございますので、今後ともかわら
ぬご指導を賜りますようお願い申し上げます。

お問合わせ先 制度運営 日本商工会議所

制度引受保険会社

事業活動のトラブルで高額な賠償金支払いとなる事案が多様化。さらに頻発する自然災害により事業継続が困難となるケースも多発。
超ビジネスプロテクト(事業活動包括保険)は、賠償責任リスク、事業休業リスク、工事リスク（建設事業者様向け）を総合的に対応でき、しかも低廉な保険料で加入できる保険です。

超ビジネス
プロテクト
（事業活動包括保険）の

特徴
4 休業補償により災害に遭った際の事業継続資金を補償（感染症補償特約を自動セット）

6 早期災害復旧支援により、災害時の事業継続を後押し
5 工事現場における様々な財物に対する損害を補償（建設業向け）

7 「地震」による休業損失も補償
本広告は、日本商工会議所を契約者とする商工会議所会員向け事業活動包括保険団体契約の概要についてご紹介したものです。保険の内容は「ビジネス総合保険制度パンフレット」をご確認ください。ご加入にあたっては、必ず「ビジネ
ス総合保険制度重要事項説明書」をよくお読みください。詳細は契約者である団体のホームページ掲載の約款によりますが、ご不明の点がありましたら代理店または保険会社にお問い合わせください。
「超ビジネスプロテクト」は、東京海上日動を制度引受保険会社とする全国商工会議所「ビジネス総合保険制度」における「事業活動包括保険」のペットネームです。

お見積り、ご加入手続きは引受保険会社にお問い合わせください。

全国商工会議所
事業活動を取り巻く様々なリスクから
会員の皆様をお守りする

2021年4月作成 21-TC00594

1 全国商工会議所の団体割引が適用されるため、保険料が割安です。
一般加入と比べ最大約33％割引の保険料水準（団体割引25％、条項セット割引5％、Tプロ割引3％、自動車優良割引3％を適用した場合）

 。すまれさ用適に」償補るす関に業休「」償補るす関に任責償賠「は引割％33※
保険期間：2021年7月1日午後4時から2022年7月1日午後4時
              加入は毎月受付（お申込月の翌月１日の午後４時の補償開始、保険期間1年間でご加入いただけます）
 

「ビジネス総合保険制度」 最大

約33%
割引

2 賠償責任に関するリスク(生産物・完成作業、施設・事業遂行、リコール、情報漏えい等)を総合的に補償
その他、様 な々業種に対応できる補償のラインナップを用意しています。

3 サイバーアタックなど情報セキュリティ被害も補償
マイナンバーの漏えいも補償対象となります。

東京海上日動の
新型コロナ

ウイルス感染症も

補償

［担当課支社］
長岡支社Sチーム TEL:0258-35-7535

　入所以来42年間
大過なく勤務する
ことができ、定年
退職いたしまし
た。会議所の事業
活動や燕三条青年
会議所等、各種ボ
ランティア団体の
活動で多くの方と

一緒に汗を流し、お仕事を通し大変お世話にな
り、貴重な体験をさせていただきました。
　４月から心機一転、新たな職場に勤務するこ
ととなりましたので、皆様にまたお会いする機
会もあるかと思います。これからも宜しくお願
いいたします。

令和３年度 退職職員よりごあいさつ

渋谷 涼子 鈴木 秀俊

小浦方 宜郷
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　10万石格式とされる三条祭り大名行列の記録を後世に伝え、継
承していこうという「三条祭り大名行列200周年実行委員会」が
このほど設立された。三条祭りに関する写真や資料を広く収集す
るほか、３年ぶりに実施予定の大名行列の様子を動画にまとめる
など、複数年をかけて記録をまとめ上げていく。
　三条祭り大名行列は、三条地域を領地としていた村上藩主・内
藤信敦公が、1822年に京都所司代に就任したことを祝って始まったとされ、今年で200年を
迎える。昨年、一昨年と新型感染症によって行列は中止となったが、三条祭り祭典委員会
では感染症拡大防止策を講じながら三条祭りを実施することを決定。同時に200周年の記
念事業を実施することも決め、実行委員長には元三条祭り若衆会長の相場浩さんが就いた。
　200周年実行委員会では５月に、ステージえんがわで三条祭りに関する資料展示を行う
予定。並行して市民が所有する写真などの資料収集も行う。
　相場実行委員長は「資料収集は今年をスタートとして、１、２年かけしっかりとやって
いきたい。行列にフォーカスされがちだが、裏方として行列を支える人たち、沿道で行列
を見る人たち、祭り料理を食べる習慣など、すべてが三条祭りを構成する要素であり、す
そ野は広い。多くの市民に三条祭りを後世に残し
たいと思われる用意をしたい」と、資料収集への
協力を呼びかけていた。

三条祭り次世代へ
資料収集など、大名行列200周年記念事業

　三条商工会議所青年部は3月20日、新潟市
のMGC三菱ガス化学アイスアリーナで「～
氷上のチェス～カーリング体験」と銘打った
会員交流事業を実施した。18人が新潟県カー
リング協会指導の下、北京2022年冬季オリン
ピック・パラリンピックでも注目されたカー
リングを体験した。
　全国的に見ても数少ないカーリングを体験
できる施設が県内に存在することから企画され
たもの。参加者別で３チームに分かれ氷上で
の移動方法やストーンの投げ方の指導を受け
た。その後、試合の体験を通じ交流を深めた。

青年部だより
～氷上のチェス～「カーリング体験」

　「新型感染症拡大の中で、モノの供給制約に
より物価が上がってきたことを背景に、ウクラ
イナの問題が火をつけた。先進国の多くがウィ
ズコロナに舵を切り、経済再開需要によって世
界的には経済状況は良かった。問題は、この再
開需要がいつまで続くのかで、一方で供給制約
は残っているというモノの値段が上がりやすい
構造。景気はいいはずなのにモノの供給が間に
合わない、モノの値段が上昇することによって
景気回復が損なわれるリスクが出てきている」。
　３月７日に開かれた三条商工会議所金融部会
時局講演会で、講師のSMBC日興証券（株） 金
融経済調査部チーフ金利ストラテジスト・森田
長太郎氏は、このように述べ、第一次石油ショ
ック以来のスタグフレーションリスクへの警戒
を促した。
　「ウクライナ問題により、資源、金利、株価
が、いかようにも変化しうる微妙なバランスと
なった。原油価格は１つの指標として注視する
べきで、120ドル以内なら安全圏、150ドルまで
は黄色信号、それ以上は赤信号」と、原油価格
を注視するよう呼びかけたほか、需要よりも供
給量に価格が左右される構造変化により新型感
染症やウクライナ問題が沈静化しても「資源価
格の上昇傾向は続く」と見通した。
　コロナショックと2008年のリーマンショック
との相違点にも触れ「リーマンショックからの
回復では、中国の生産回復が世界経済を引っ張
った。今回、中国は回復途上にあるが突出して
はない。今回の世界経済の回復をけん引してい
るのは、半導体を中心としたハイテク分野。こ

れまでの景気回復で
はサービス需要が伸
びたが、行動制限に
よりサービス需要が
抑えられモノの需要
がさらに伸びた。あ
らゆるモノに半導体
が使われるなかでモ
ノの需要が伸び、半
導 体 が 伸 び た。去
年、欧米の製造業は未曽有の活況状況だった」
と解説。ハイテク分野には、依然として伸びし
ろがあるとした。
　また、日本、欧州、中国、アメリカの人口動
態を比較し、消費活動が旺盛な年齢層が日本、
欧州、中国では減少するが、アメリカでは「逆
トレンド」だとして、市場としての可能性も示
唆していた。

物価上昇のリスク、アメリカ市場に注視を

金融部会時局講演会
「内外経済動向とマーケット見通し」

塚野目・
三条商工会議所

資料については、三条市市民部生涯学習課 
中央公民館（TEL：0256-32-4811）へ。



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）
▲32.7 ▲23.6 ▲25.0 ▲33.3 ▲40.9 ▲39.0

先行見通し（３ケ月先の見通し） ▲28.8 ▲26.7 ▲24.4 ▲37.3 ▲36.2 ▲24.7

北陸
信越

３月の業況（前年同月比）
▲37.0 ▲25.8 ▲20.5 ▲60.0 ▲37.1 ▲49.0

先行見通し（３ケ月先の見通し） ▲27.1 ▲29.0 ▲25.0 ▲50.0 ▲34.3 ▲13.7
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業況DIは、持ち直しの動き
先行きは、コスト増への警戒感強く慎重な見方

３ 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3月15日～22日
調査対象:全国の331商工会議所が2,559企業にヒアリング

※ は3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

9（月） 18（水） 12（木） 27（金）
11（水）

18（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）5月

※13：00～16：00 と

令和4年

全産業合計の業況DIは、▲32.7（前月比+1.2ポイント）
　新型コロナ感染拡大の影響に伴う巣ごもり需要による日用品などの売上が増加した小売業や、飲食
料品関連の卸売業の業況感が改善した。一方、18都道府県におけるまん延防止等重点措置が延長さ
れ、営業制限やイベントの中止が続く中、観光関連や対面サービス業を中心に売上が低迷するほか、製
造業では、慢性化する部品供給制約に伴う生産調整の影響を受けた自動車関連の動きが押し下げ要因
となっている。業種を問わず、原油価格を含む資源・資材価格、原材料費の高騰などのコスト増加が収
益回復の足かせとなっており、中小企業の景況感は、持ち直しの動きがみられるものの、力強さを欠く。

先行き見通しDIは、▲28.8（今月比+3.9ポイント）
　 まん延防止等重点措置の全面解除に伴う客足や消費の回復、国・自治体による需要喚起策への期
待感が伺える。一方、部品の供給制約、資源価格の高騰が継続し、コスト増加分の価格転嫁が遅れる
中、ウクライナ情勢悪化に伴い、円安やコスト増がさらに加速するとの懸念から警戒感が強まり、中小企
業の先行きは慎重な見方が続く。

今 月 の 写 真

旧新光屋米店れんが壁
（国登録有形文化財）

栗山浩三（写友わらじ）


