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地域医療の中核、着 と々
　令和５年度中の開院を目指して建設工事が進められている「県央基幹
病院」。燕労災病院と厚生連三条総合病院を再編統合、基幹病院として
県央地域住民の命を守る。平成21年度に設置された「救命救急センタ
ー及び併設病院のあり方検討会議」から10年余、地域住民、関係者の
悲願が結実しようとしている。
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　当所常議員会（常議員・参与会）が５月25日に開かれ、第31期会
頭予定者として、現会頭の兼古耕一氏を承認した。兼古会頭は常議
員会の承認を受け「今までにない開催形式での催しや、ワクチン接
種など、新型感染症禍だからこそ、普段できない事業に携わらせて
いただいた。新型感染症禍の影響が少なくなっていくと予想される
中、もう１期、よろしくお願いします」と述べた。常議員会での承
認を経て、６月28日（火）開催予定の通常議員総会で第31期会頭予
定者の承認が諮られる。
　常議員会では、齋藤一成選考委員長が「兼古会頭の知識力、人柄
を含め続投を望む声が多く、全会一致で決まった」と選考結果を報
告。今期は新型感染症禍への対応で本来の活動を行えなかったこと
や、鋼材価格の値上がり、脱炭素の対応など三条のものづくりにと
って厳しい状況を迎えていることが、兼古会頭の続投を望む背景と
なったと報告した。
　この日は会頭選考結果や役員・議員改選にかかる議員・常議員の
各部会割当数など、第31期関連の２議案、令和３年度事業報告・収支決算報告など12議案を審議し、
すべて原案通り承認した。事業報告・収支決算報告は第31期会頭予定者の承認と同様、６月28日の
通常議員総会で諮られる。
　なお、この日入会を承認した新入会員の一覧は７ページに記載する。

「出会い・信頼」
株式会社 Ｋ.いしかわ 代表取締役

印刷・紙器関連部会２号議員

石川 一昭

　脱サラをして早いもので23年目になります。
印刷されたカードを除菌して18年になります。
今、このようにして商売ができているのは思え
ばすべて人との出会いが始まりでありました。
開業してまもなく「私は貴方と取引をするか
ら」と言いライバル会社には全く見向きもしな
い得意先様や、当社の決済は手形だが１年間現
金で支払うと言って頂いた得意先様。今思えば
それらすべてが「人との出会い・信頼」を源泉
にしていたと思います。
　弊社の主な仕事のケ－キ差し札の印刷は、た
った一度の県外の社長様との出会から始まりま

した。私を信頼してすべての技術をオープンにし
て教えて頂きました。今、日本でケーキ用差し札
を除菌（殺菌）して納品出来るのは恐らく当社だ
けではないかと思います。
　自分の力はちっぽけなもの、これから会社を継
続してゆく社員にはとにもかくにも、対会社では
なく「人と人とのつながりを大切に」そして「相
手を裏切らない」、「相手から信頼されること」を
モットーとして進んで行って貰いたいと思います。

兼古会頭続投へ、第31期会頭予定者に
常議員会・参与会

「地域とともに、未来を創る」
日本商工会議所

創立100周年特設サイト開設
　日本商工会議所
（三村明夫会頭）は、
大正11年（1922年）
の創立から今年で
100周年を迎えた。記念事業の一環と
してこのほど「日本商工会議所創立
100周年特設サイト」が開設され、「100
年のあゆみ」などが公開されている。
今後開催が予定されてい
る記念式典や記念講演会
の様子、特別対談、全国
商工会議所からのメッセ
ージなどが順次掲載され
る。

日本商工会議
所創立100周
年特設サイト

県央基幹病院（表紙）について

　県央基幹病院の建設地は、当所に近接す
る三条市上須頃地内で、用地面積は約
42,500㎡、屋上ヘリポートを備えた地上９
階建で、病床数は400床（一般病床396床、
感染症病床４床）。昨年４月に起工式が行
われ、令和５年度中に開院
予定。新潟県公式Youtube
チャンネルには、同病院の
３D動画（QRコード）も公
開されている。

　三条商工会議所
青年部では、５月
15日に開催された
三条祭り「大名行
列」に会員30名が
参加した。三条祭
りの大名行列は、
三条地域を治めていた村上藩主・内藤信敦公が
1822（文政５）年に京都所司代に就任したこと
を祝って始められたと伝えられており、今年は
200周年の節目の年であると同時に新型感染症
禍による中止を経て３年ぶりの開催。
　例年以上の祝賀ムードと、行列を待ちわびた
市民の期待を一身に背負い、行列参加者は歴史
を刻む一歩を踏みしめるように練り歩いていた。

青年部だより
200周年の三条祭り大名行列へ参加

燕労災病院の展示模型
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　２月１日から５月31日まで新型ウイルスに
関する事業者向け支援制度の相談窓口とし
て、当所に開設した「よろず相談窓口」に
は、述べ419件の相談が寄せられた。「事業復
活支援金」の事前確認をはじめ、支援制度の
利用にワンストップで対応した結果、当所の
新入会員の増加にもつながった。
　当所、新潟県行政書士会、三
条市が連携して開設した相談窓
口で、主に新潟県行政書士会の
行政書士が相談にあたった。相
談の多くが「事業復活支援金」
の事前確認で、新潟県行政書士
会三条支部の榎本龍馬支部長は
「高齢者が多く、パソコンでの
申請が難しいという人たちの受
け皿になっていたようだ」と話
していた。
　相談をきっかけに当所を訪
れ、入会手続きを行った事業者
も多く、４月１日から５月24日
までの入会者29事業所のうち14
事業所が事業復活支援金申請に

よる入会だった。
　新潟県行政書士会の行政書士からは「三条市
は、商工会議所、市役所、行政書士会の信頼関係
が築かれている印象がある。全国的に見ても珍し
い取り組みで、この「よろず相談窓口」の仕組み
を、成功パッケージとして全県的に知らしめてい
ただきたい」という意見も聞かれた。

事業者支援 「成功パッケージ」
会員増強にも効果 「よろず相談窓口」

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申告・納付
手続きはお済でしょうか。
　申告書の提出と保険料の納付は7月11日
（月）が期限となります。
　まだ、お済でない方は、お早めに手続きを
してください。また、お手続きの際は新型コ

ロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送・
電子申請での申告を推奨しております。ご
協力よろしくお願いいたします。なお、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

　三条市、三条商工会
議所共催の「ふるさと
納税新規事業者説明
会」が26日、リアルと
オンラインのハイブリ
ッド形式で開かれ、小
売、流通、製造など業
種を問わず34社の関係
者が出席した。三条市
は昨年度、CMO（最高
マーケティング責任
者）に元Netflixエンタ
ーテイメントジャパン勤務で、ウェブマーケテ
ィングに明るい澤正史氏を迎え、今年度のふる
さと納税目標額を25億円としている。
　澤氏は地元業者との連携強化や広告の強化な
どにより、令和３年度のふるさと納税寄付金額
を、令和２年度の約７億２千万円から15億円超
に引き上げた。
　金物卸部会の中條克俊部会長は、金物卸部会
のある企業が開発し、返礼品に選ばれた商品を
取り上げ「昨年の10月に三条市のふるさと納税
（サイト）に掲載され、１つの品を通じて三条
市へ入った納税額は、直近までで約2,000万円
です。この会社の協力先、従業員が大変喜び、
誇りに思っている。多くの人がWIN－WINにな
る、ふるさと納税の事業に、ぜひ取り組んでも
らいたい。自社ホームページの何十倍もの周知
効果など、皆様のメリットはたくさんある」
と、参加を促していた。
　澤氏は、ふるさと納税市場の成長の可能性を

説き、三条市のふるさと納税の目的は「単なる
金儲けでなはく、三条市が全国の中から『選び
たくなるまち』となること。税収を稼ぎ、経済、
福祉への投資を行い、市民が誇らしく思える持
続可能なまちづくりに寄与する」と掲げた。
　新規返礼品は、コメ、果物、加工食品、雑
貨、キッチン用品、アウトドア用品、家電品、
体験などで「事業者が設定する卸値に対して、
市役所が寄付額を設定」するなど、市役所の
「ふるさと納税推進チーム」と二人三脚で課題
を設定し、PRすることとなる。
　寄付者への返礼品発送は、登録業者による直
送だが送料は行政が負担するなど、「今後はE
コマース（電子商取引）が商売に欠かせない。
ふるさと納税を通じてEコマースを体感してい
ただいきたい」と間口を広く返礼品登録を募っ
ている。
　三条市のふるさと納税に関する問い合わせ
は、三条市経済部営業戦略室ふるさと納税担当
（TEL0256-34-5519）、E-mail：furusato@city.
sanjo.niigata.jpへ。

25億円達成へ、追い風

金物卸部会・三条市共催
「ふるさと納税新規事業者説明会」

三条商工会議所

食の安全と
　健康を提供する

〠955-0033 三条市西大崎二丁目20番15号
TEL（0256）38-3389代表  FAX（0256）38-6749

協同組合 三条給食センター

相談にあたった行政書士のみなさん。
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　一般財団法人日
本次世代企業普及
機構の「ホワイト
企業アワード最優
秀賞（令和元年）」、
厚生労働省の「子
育てサポート企業
くるみん認定　プ
ラチナくるみん認
定（令和３年）」な
ど、働き方改革に
先進的に取り組む、
㈱サカタ製作所の
坂田匠社長を講師に迎えた「働きやすい職場づ
くり講演会」が５月25日に開かれた。同社は残
業ゼロ、男性育休100％、健康経営、リモート
経営、ダイバーシティなどにいち早く取り組
み、戦略的な働き方改革の結果、「幸せな増収
増益」を達成した。
　坂田社長は講演で「世界一早く人口オーナス
期（減少期）に入った日本が、この人口オーナ
ス期を乗り越えられれば、世界に対して今一
度、リーダーシップをとることができる可能性
がある。人口減少があまりにも急激で、社会体
制がついてきていなからこそ、働き方改革が必
要だ」と述べ、参加した企業関係者に対して

「サカタ製作所は新卒の内定辞退率ゼロ。従業
員を募集するともったいないと思えるほどの人
材が応募してくれる。三条市、燕市は、県外の
人から憧れを抱かれる、住みたいと思われるよ
うな地域になっているでしょうか？」と投げか

け、地場産業の生き残りためにも働き方改革の
必要性を訴えた。
　働き方改革コンサルティングの㈱ワーク・ラ
イフバランス代表、小室淑惠氏の講演をきっか
けに、坂田社長の鶴の一声で始まった「残業ゼ
ロ」の取組だが、あくまで主体は従業員。
　坂田社長は「あらゆる逃げ道を絶って、全社
員が同じ認識で一斉に動いた。どうやったらお
客様の信頼を失わず、残業ゼロを達成できるか
考え抜いた結果、残業ゼロには業務の属人化を
無くすことだと分かった。実は、その人にしか
できない仕事には無駄が多い。ブラックボック
スだった業務に一斉にメスが入り、音を立てて
生産性は上り、残業は一気になくなった」とい
い、属人化の解消によって「低くて生産効率は
５割アップ」とその効果を強調していた。

“残業ゼロ”業務の属人化解消で効率5割アップ

鐵鋼部会「働きやすい職場づくり講演会」

事業所名 代表者 所在地 事業内容 所属部会名

Naru－mira 大岩 啓子 三条市上須頃 婦人服小売 商業

（株）エルアンドエル 手塚 優佳 三条市土場 金属部品加工 工業

嵐南エステート㈱ 田崎 賢治 三条市南四日町３ 不動産の売買、賃貸、土木工事、
保険代理店 建設

（有）角吾酒店 今井 繁 三条市本町２ 酒類、たばこ、飲料 商業

スナックあい 相場 礼子 三条市東三条１ スナック、カフェ 観光・サービス業

Kadogen（株） 長野 源世 三条市元町 製品企画販売（古民具再生、家具） 一般卸

青空-AOSORA- 捧 和美 三条市月岡２ 整体業 観光・サービス業

寿し天ぷら旬菜 誠心 高橋 龍清 三条市上保内 飲食業 観光・サービス業

shiruso 斎藤 恵 三条市横町１ 写真撮影、動画撮影、取材、
ライティング業務 印刷紙器関連

アルソア衣央 伊藤 綾子 三条市八幡町 化粧品・健康食品販売、卸売 商業

（株）R.C保険新潟 安藤 宰 新潟市南区新飯田 損害保険、生命保険代理店 金融
ヘルスケア＆ビューティ
ーサポートFeliz 岡山 せい子 見附市新町３ カイロプラクティック施術 商業

（一社）新潟三笑会 五十嵐 啓治 三条市高屋敷 有機肥料・農産物 食品関連

歩くアトリエKaFuKa 岡田 美香 三条市月岡１ リラクゼーションサロン、演劇教室他 観光・サービス業

大翔塗装 米山 大将 三条市土場 建築塗装 建設

ヤマモトペイント 山本 幸広 三条市鶴田４ 塗装業、看板作製 建設

クリムゾンパーク 蒲澤 俊亮 三条市本町２ 飲食店 観光・サービス業

ST商事 白文 婷 三条市新光町 ネット販売 商業

小日向塗装店 小日向 克郎 三条市月岡４ 建築塗装 建設

カイロセラピーアビエス 長谷川 千晶 三条市鹿峠 整体 商業

（有）ネクストアイ 関根 浄 三条市東鱈田 ネット販売・卸、時計・バックなど 諸業

橘産業 川俣 和夫 三条市一ノ門２ 農業資材 金物卸
ヤマト運輸（株）
新潟法人営業支店 枝村 尚 新潟市西区山田 運送 交通・運輸

三条軽量工事 丸山 英司 三条市南新保 内装業 建設

くりやま犬舎 栗山 大介 三条市新保 犬のブリーダー 商業

.nail 杉本 洋子 三条市西本成寺１ ネイルサロン 観光・サービス業

パソコンよろず屋＋ 中村 靖 三条市北四日町 ITアドバイザー 諸業

下西縫製 下西 美枝子 三条市月岡２ ドレス縫製 工業

ダンススタジオSun 下西 孝行 三条市横町２ 社交ダンス教室 諸業

【新入会員】 （会員数2,078　5/25現在）



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

TEL 0256-61-5810 FAX 0256 -64-2964
〒959-1234 燕市南 7丁目17-9-1県央ランドマーク2F
つばさ税理士法人HP https://www.tsubasa-ac.jp/
つばさM＆AパートナーズHP https://ma-partner.jp/

のご相談は

つばさ税理士法人経営支援室

つばさ M＆A パートナーズへ

補助金申請サポート
 事業承継 M＆A
補助金申請サポート
 事業承継 M＆A
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未来を創る、若手仕事人図鑑
INTERVIEW

チャンネル登録者数
72,000人のユーチューバー？
　2013年、高島圭太氏が個人事業として、三条市
南新保に「美容室メロウ」を開業。幼少期から人
をもてなすことが得意だったという高島氏の人柄
と、ヘアカラーをはじめとする高い技術で顧客を
増やしていった。高島氏は、もてなしの原点を
「実家が飲食店でしたので、家庭訪問にいらした
先生に、オムレツを振舞ったこともあるくらい、
人を喜ばせることが好きでした」と話す。
　2018年には、美容室の価値、美容師の仕事を発
信したいという思いから動画投稿サイトYouTube
で美容情報や、美容室メロウの日常を配信するチ
ャンネルを開設。現在までに約72,000人が登録す
る人気チャンネルとなった。「自分が発信したいこ
とではなく、視聴者が求めていることを発信する
こと」が、登録者数を増やした秘訣で、具体的に
は自宅でもできるヘアカラー、髪の手入れ法など
美容室ならではの情報が閲覧数を伸ばしたという。
　「新型感染症禍で、美容室に行きたくても行きに
くいという状況が閲覧を伸ばす追い風となりました。
動画によって信頼を獲得し、実際に来店してくださ
る方も増えましたし、YouTubeをきっかけに採用し
た従業員もいます」と高島氏。「閲覧者が求める情

報は何か？」を自
問し、惜しげもな
く技術を公開する
姿勢が、新たな顧
客、従業員採用に
も効果を上げた。
　2020年には、南
四日町１の新店舗へ移転した。「空間にも価値を
感じてもらいたい」と、美容室としてはたっぷ
りの広さが特長で、通常のセット面に加え、親
子連れや友人同士でも利用できる「リゾートル
ーム」、高級感を演出した「VIPルーム」、施術後
のスタイルがより美しく見える「ビューティー
ルーム」の３つの個室、リラクゼーションルー
ムのようなシャンプールームなど非日常的な癒
し、ホテルのような接客をテーマとしている。

時代の変化に素直に
　新店舗への移転と時を同じくして㈱メロウグ
ループとして法人化、同年10月には高島氏の実
弟で副社長の友太氏が入社した。友太氏は元薬
剤師で、「今の美容室を拡大し、より大勢の人を
キレイに」、「法人化することで従業員が安心し
て働くことができる労働環境を整えたい」という
兄の考えに共感、自らもまた「両親のように事
業を営みたい」と会社経営に強い思いをもって

おり、オーナー・
美容師として現場
を取り仕切る圭太
氏を支えている。
　メロウグループ
では、２店舗目の
出店も見据えて従
業員の教育にも注力。技術や接客については圭
太氏が、美容師の目線から一歩離れた立場で友
太氏が、従業員の経験や技術に応じた研修、ア
ドバイスを行っている。「美容師は職人的な一
面もありますが、教育というよりは技術を共有
し、従業員１人ひとりがチャレンジできる環境
づくりを心がけています。職場環境を整えるこ
とで、美容師を志した頃のモチベーションを維
持してもらえたら」と圭太氏。
　メロウグループの社名には「美容室から拡大
し、別の事業も」という思いが込められてい
る。友太氏は「県内で一番大きな規模の美容室
となること、そして美容に留まらず三条を盛り
上げるような事業にも取り組みたいですね」と
中長期を見据える。
　圭太氏は「自分がやりたいことから一歩引い
て、会社を継続させていきたいですね。全員が
若いからこそ、変化や新しいことへの挑戦が素
直にできます」と、顧客や時代の要求にアンテ
ナを張り続けている。

〈所在地〉
㈱メロウグループ 「美容室メロウ」
三条市南四日町１-10-32
TEL 0256-46-8338
https://mellow2013.jimdofree.com/
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ビューティールーム

リラックスできるシャンプールーム

㈱メロウグループ
代表取締役　高島圭太氏
副　社　長　高島友太氏

左：高島友太氏　右：高島圭太氏



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）
▲20.4 ▲31.3 ▲15.4 ▲20.2 ▲31.8 ▲9.3

先行見通し（3ケ月先の見通し） ▲23.6 ▲27.7 ▲22.2 ▲25.3 ▲35.1 ▲12.7

北陸
信越

5月の業況（前年同月比）
▲18.6 ▲34.3 ▲11.4 ▲20.0 ▲18.9 ▲13.5

先行見通し（3ケ月先の見通し） ▲21.8 ▲34.3 ▲9.1 ▲40.0 ▲18.9 ▲19.2
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業況DIは、活動回復で個人消費が持ち直し、改善
先行きは、価格転嫁が追いつかず、厳しい見方

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:令和４年5月16日～20日
調査対象:全国の332商工会議所が2,583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（木） 20（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）7月

※13：00～16：00 と

令和4年

全産業合計の業況DIは、▲20.4（前月比+5.3ポイント）
３年ぶりの行動制限のないゴールデンウイークで人の流れは回復に向かい、外食・宿泊関連のサービス
業、百貨店・土産品販売等の小売業で業況が改善した。また、個人消費の回復により、卸売業も業況が
改善した。一方で、資源・資材価格の高騰・供給不足の長期化により、製造業は改善するもその動きは
鈍く、建設業では業況悪化が継続した。資源・資材価格の高騰スピードは速く、増加したコストに見合う
価格転嫁は行えていない。価格転嫁の遅れは引き続き企業の収益回復の足かせとなっているものの、
活動回復による個人消費の持ち直しに下支えされ、中小企業の景況感は改善の動きが見られた。

先行き見通しDIは、▲23.6（今月比▲3.2ポイント）
需要喚起策や水際対策の緩和等でさらなる活動活発化に期待感がうかがえるも、個人消費の停滞を
不安視する声がサービス業や小売業、卸売業を中心に多く聞かれた。また、長期化するロシアのウクラ
イナ侵攻や中国のゼロコロナ政策による資材供給の乱れや、資源・資材価格の高止まりに企業の価格
転嫁は追いついておらず、業績悪化が懸念されており、先行きは厳しい見方が続く。

今 月 の 写 真

長谷川表具店
田中日登志


