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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
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
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補助金申請サポート
 事業承継 M＆A
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　当所常議員会が７月28日に開かれ「地域産業
振興のための関係団体戦略会議」実施計画や、
９月10日（土）開催予定の「第39回会頭杯ゴル
フ大会」事業など８議案を審議、すべての議案
を異議なく承認した。
　地域産業振興のための関係団体戦略会議は、
当所、三条市、公益財団法人燕三条地場産業振
興センターの３団体が産業支援施策について情
報交換するもので、令和２年以来２年ぶりの開
催。原材料や電力の高騰と価格転嫁、いわゆる
ゼロゼロ融資の返済開始などを見据えた支援に
ついて話し合った。新潟県でも物価高騰対策の
補助制度を創設しており、当所では各種補助制度の周知や申請相談など対応を進めている。
　なお、会頭杯ゴルフ大会の開催の可否は８月23日の組み合わせ決定と合わせて最終判断すると
報告した。

【新入会員】� （会員数2087　8/1現在）
事業所名 代表者 所在地 事業内容 所属部会名

スナック麗人 安藤�真紀子 三条市本町２ 飲食店（スナック） 観光・サービス業
スギモトダンス
スタジオ 杉本�幹郎 三条市塚野目３ 社交ダンス講師 観光・サービス業

メナード化粧品
東三条代行店 目黒�キイ子 三条市上保内 化粧品の販売、エステ 商業

㈱近藤製作所 近藤�孝彦 三条市猪子場新田 農具・園芸用品製造 工業

赤帽ユタカ運送 大崎�豊 三条市直江町１ 運送業 交通・運輸

笹川塗装 笹川�友樹 三条市前谷内 塗装業 建設

やきいも屋高橋 高橋�優河 三条市興野３ やきいも、干しいも、焼きとうもろ
こし、犬猫おやつ、ドライフルーツ 商業

スナックマンマ 勝本�正子 三条市本町２ 飲食店 観光・サービス業
グレイス・トランスレー
ション・サービス 藤川�健太郎 新潟市秋葉区新町１ 翻訳、通訳、翻訳／通訳コーディネート（中国） 諸業

八百板正巳 八百板�正巳 三条市林町１ インターネット・マーケティング
導入サポート 諸業

カワカミ 川上�雄介 三条市西大崎３ 塗装業 建設

㈱グローバルネットコア 田中�信一 新潟市中央区米山１ インターネットサービス、システム開発 諸業

「夏越のジョギング」
北陸ガス株式会社 長岡支社長

三条商工会議所 参与

吉津 由貴

　健康増進や心身リフレッシュを目的として、
長年、ジョギングを続けている。結婚10年の節
目に何か思い出に残ることをということで、妻
と地域のマラソン大会に出たことがきっかけで、
以降、10年以上継続してきた。休日や平日の早
朝や夕方に、１週間に２～３回のペースで、と
にかく無理なく走ることを心掛けている。
　つい最近、早朝にいつものコースを走ってい
ると、神社の境内に「茅の輪」が飾られてい
た。茅の輪くぐりは、茅で編んだ直径数メート
ルの輪をくぐり、心身を清めて厄災を払い、無

病息災を祈願する夏越の祓を象徴する神事。６月
下旬～７月初旬の神事であり、これまで茅の輪の
参拝を目的として神社に行くことはなかったが、
ジョギングの寄り道で思いがけず、一年後半の無
病息災を祈願することができた。このような寄り
道で季節を体感できることもジョギングの醍醐味
のひとつ。
　ここ数年は、コロナの影響により大会も中止が
続き、モチベーションの維持が大変だったが、今
年は徐々に再開する大会も出てきており、久々に
出場できることを楽しみにしている。

原油・物価高騰等に対する支援を
令和4年度 第2回常議員会

土用丑の日 うなぎ求め行列
商工業と歩む 三条歳時記　

　土用丑の日だった７月23日、三条市直江町３、㈱神田屋商店で催された「うなぎ祭り」
の様子。同店名物の大型ウナギを求めて市内外から大勢の買物客が訪れた。毎年、土用丑
の日に店頭でウナギの蒲焼を焼
き上げる「うなぎ祭り」と、ウ
ナギを求める人たちの行列は三
条市の夏の風物詩的な光景とな
っている。
　今年は例年以上の盛況で、７
月23日午後には、ウナギを求
める人の行列が途切れることな
く続き、香ばしいタレの香りが
漂う中、焼き上がったウナギは
飛ぶように売れていった。
　三条の風物詩は、地域に根付
いた商工業の歴史とともにある
といっても過言ではない。

新型感染症により会頭欠席のため西潟副会頭があいさつ



地域ブランド構築の手本に
桐生商工会議所・籾山会頭ら燕三条地域視察

　群馬県・桐生商工
会議所の籾山和久会
頭、宮地由高副会
頭、笠原康利副会頭
ら５人の視察団が７
月15日、燕三条地域を訪問。当所の兼古
耕一会頭と懇談したほか、「オープンファ
クトリー」を常設する企業や燕三条地場産
業振興センターを視察した。
　桐生商工会議所ではオープンファクトリー
事業を計画しており、全国的な知名度を誇る
　「燕三条工場の祭典」の取り組みを、１
つのモデルケースとして視察に訪れたも
の。６月に岡山県岡山市で開かれた日本商
工会議所常議員会・議員総会で、籾山桐生
商工会議所会頭、兼古三条商工会議所会頭

が知己を得たことも
きっかけとなった。
　籾山会頭は懇談の
席上、「オープンフ
ァクトリーの先進地
ということで、勉強させていただき、桐生
の活性化に活かしたい」と視察の目的を説
明した。桐生市は古くから織物産業で栄
え、往時を今に伝える建造物が数多く現存
することから国の「重要伝統的建造物群保
存地区」に選定されている。近年の基幹産
業は機械金属産業。
　兼古会頭は、「桐生は関東でも有力な産業
をお持ちの地域。近接地域でもあり、これを
ご縁にお付き合いができれば」と広域的な
連携や交流につながることを期待していた。

2025大阪・関西万博も視野、京都府北部地域
燕三条と地域間産業交流事業説明会

　京都府京丹後
市をはじめとす
る、ものづくり
産地・京都北部
地域と燕三条地
域との産業交
流、地域資源の相互活用を目的とした「地
域間産業交流事業説明会」が７月14日、三
条市立大学で開かれた。京都北部地域は
「丹後ちりめん」などの織物産地として知
られている。京都側が燕三条地域を「地域
ブランディングの成功事例」として評価

し、連携を呼びかけたもの。
　説明会には、京都府や（公財）京都産業
21北部支援センター、京丹後市の切削加工
業者・ヒロセ工業㈱、両地域を行き来する
デザイン会社・スパッジオワークスの代表
者らに加え、関東経済産業局の勝本光久産
業部長が駆け付け、2025大阪関西万博
（2025年日本国際博覧会）に向けた地域間
交流や製品開発など、「京都、新潟だけで
なく日本として世界へ売り込む第一歩」と
して期待が寄せられた。10月には京都から
視察団が来条する予定。

　三条商工会
議所建設部会
（長谷川武部
会長）は７月
13日、三条市
に「三条市公
共工事にかか
る地元企業への優先発注に関する要望書」
を提出した。昨年７月６日に続いての要望
で、長谷川部会長はじめ出席者は、滝沢亮
市長ら理事者側に対して建設業界の経営環
境が極めて厳しい環境下にあることや、災
害対応や道路除雪など地元建設業者が果た
している役割を加味した配慮を求めてい
た。要望内容は以下の通り。

地元企業への優先発注拡大を

建設部会 三条市へ要望書

記
１�　三条市が発注する公共工事について、三条市に本社また
は本店のある市内企業への優先発注を拡大・徹底すること。
２�　災害時における応急対策等に関する協定締結団体の構
成員及び道路除雪作業の受託者を入札参加条件（地域貢
献要件）とした発注工事のより一層の拡大を図ること。
３�　下請け契約及び工事資材調達に関して、市内企業の選
定、活用の徹底を図ること（仕様書、契約書への明記を
図ること。）
４�　変更契約にあたっては、当事者が対等の立場にたって
適切に設計図書の変更及びこれに伴い必要となる請負代
金や工期の変更を確実に行うこと。
５�　市内企業の共同企業体への参画の拡充を図ること。
６�　建築設計業務について、共同企業体への参画も含め、
市内設計事務所の活用の拡大を図ること。
� 以上

「三条市ウクライナ避難民受入支援」募金
11月30日まで受け付け

　「三条市ウクライナ避難民受入支援の会」による募金活動が行
われている。当所に募金箱を設置しているほか、指定口座への振
込でも受付し、募金箱広く支援を呼び掛けている。受付は11月
30日（水）まで。※本支援募金は、税制上の優遇措置（所得税
控除や住民税控除等）は適用されません。

指定口座による受付は以下の通り。（※振込み手数料掛かります。）
口座名義はいずれも、「三条市ウクライナ避難民受入支援の会 会計 小島 孝也」

● 三條信用組合
　支　店　名　本店
　預金種別　普通預金
　口座番号　0155902

● 大光銀行
　支　店　名　三条支店
　預金種別　普通預金
　口座番号　3537812

● 三条信用金庫
　支　店　名　本店
　預金種別　普通預金
　口座番号　8508378

● 第四北越銀行
　支　店　名　三条支店
　預金種別　普通預金
　口座番号　5081797

三条地域の青年団体による
街頭募金活動
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　人材の定着や確保に必要なコミュニケーシ
ョン、組織運営の一助とする当所主催の人材
相互理解セミナー「不確実な時代を乗り越え
る組織運営とコミュニケーション」が７月12
日、７月26日、８月30日の３回シリーズで開
かれている。
　第２回目の７月26日は「非言語情報を言
語化する　無意識の意識化、多様性とコミ
ュニケーションを体感する！」をテーマに、
T&Iアソシエイツ代表の田中薫氏を講師に
迎えた。田中氏は「無意識で行っているコ
ミュニケーションを再考し、意識するだけ
で心理的距離はぐっと近くなる。お互いを
知っていることで、突発的な事象に強くな
れる」と話し、参加者同士のワークを中心
にセミナーを進めた。
　多様性が増す社会で、組織をまとめる経
営者や管理職に求められるのは「聴く力」。

訊く、 聞く、 聴く、 意識して受け止めを訊く、 聞く、 聴く、 意識して受け止めを

『不確実な時代を乗り越える組織運営とコミュニケーション』『不確実な時代を乗り越える組織運営とコミュニケーション』

ITによるカイゼン、生産性向上学ぶ

工業部会 AI・IoTシステム導入研修会

　当所工業部会（齋藤一成部会長）は７月20
日、AIを活用した見積・設計業務での生産性
向上、Microsoft office 365を活用した情報共
有で業務効率化を実現した（株）サカタ製作所
で「AI・IoTシステム導入研修会」を開催。12
社、16人が参加した。
　研修会では、改善活動を行った担当者の顔が
見えるよう工夫された工場内５S活動の説明を受
けたほか、伝票や指示書などをバーコードで管理
し作業開始、終了時間を読み込ませることで、進

捗状況がリアルタイムで更新され、作業員の不足
に即対応できる体制が敷かれている様子を見学し
た。工場見学後には、同社総務部の樋山智明部
長が講演し、役割ごとに分かれていたアプリの統
一や自社システムの開発といった絶え間ないアッ
プデートをはじめ、ベテ
ランのノウハウの言語化・
共有と標準書による現場
の底上げなど日々の改善
活動について話した。

田中氏は、業務に
追われ誰しもが無
意識に相手を遠ざ
けるコミュニケー
ションを行ってい
ると指摘し、「部下や同僚に話しかけられた
ら、どんなに忙しくても一回手を止め、相手
の問いかけを受け止めたことを伝えてもらい
たい。提案を否定する場合も一端受け止め
た上で、伝えてほしい。若者は大胆なよう
で繊細。ちゃんと聞いてもらえた、受け止め
てもらえたという実感が大切」と呼びかけた。
　参加者は、相手に関心を持っていない状
態、興味関心を示している状態、両方で話
すワークを体験し「聞いてもらえないと感
じると言葉が出なくなったが、聞いてもら
えると安心し、言葉がどんどん出ていっ
た」などと話していた。

その「利益」手元に残っていますか？

原価計算・価格決定セミナー
「値上げ=悪」
と考えるので
はなく経営戦
略としての値
上げや、価格
交渉の基本を
学ぶ内容だっ
た。
　次回、９月21日は「その『利益』本当に
手元に残っていますか」のテーマで、管理
会計などについて学ぶ予定。

　適切な原価の把握と、原価を反映した価
格決定の方法を考え、学ぶ当所主催「原価
計算・価格決定セミナー」が７月15日、８
月19日に開催された。昨年度実施した事業
のアンケートで要望が多かった「原価計算
セミナー」を復活させたもの。セミナーは３
回シリーズで、講師は、ひらの経営支援事
務所代表の平野康晴氏。第１回の７月15日
には会場とZoom合わせて33人が参加した。
　第１回のテーマは「『価格』とはどのよう
に考えて決めるのか」で、限界利益と固定
費など原価計算の基礎から、値決めの手順、

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/ 

2022年９月末までに
マイナンバーカード
を申請すると

　三条市職員が企業・団体等に出向きマイナンバーカードの申請代行を行います。申請いただ
いたあと、カードは、一月半ほどで、社員様のご自宅に郵送します。お気軽にお問合せください。

《マイナンバカードを取得しよう。》
マイナンバーカードはプラスチック製のICチップ付きカードで氏名、住所、
生年月日、性別、マイナンバー（個人番号）と本人の顔写真が表示され
ます。本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サー
ビス、e-Tax等の電子申請等、様々なサービスにもご利用いただけます。

※１以前にポイントを取得した人は対象外です。なお、最大額の5,000円分のポイントを取得するためには、20,000円分のチャージまたは支払いをする必要があります。
※２それぞれ「健康保険証としての利用申込み」・「公金受取口座の登録」の後で、別途マイナポイントの申込みが必要です。

マイナポイントが
もらえます！20,000円分の最大

マイナンバーカードの
新規取得で
5,000円分※1

健康保険証としての
利用申込みで
7,500円分※2

公金受取口座の
登録で
7,500円分※2

＋ ＋

【お問合せ先】三条市市民部市民窓口課
電話：0256-34-5540（直通）
FAX：0256-31-1105
メール：madoguchi@city.sanjo.niigata.jp

三条市職員が申請代行

マイナンバーカード出張申請受付中!!
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未 来を創る、若 手 仕 事 人 図 鑑
INTERVIEW

デザイン×農業
　農家に生まれ、地場で働く若者３人で結成した
農業ユニット「農業c

ク ル ー

rew」が「新しい兼業農家
のカタチ」として注目を浴び、県内外の農家や関
連事業とつながりが生まれたという。これをきっ
かけに2020年８月、長野氏が会社に勤務しなが
ら 副 業 と し てFOOD.FARM＆DESIGN nagano
を立ち上げ、2021年３月に勤務先を退職して本
業とした。
　長野氏は長岡造形大学を卒業し、燕市内のメー
カーでプロダクトデザイナーとしてキャリアをス
タート。デザイナーとして培ったデザイン力を活
かし、ロゴマークやイラスト、イベント販促物な
どのデザインを手掛けるほか、農業関連では農作
物の販売はもとより、パッケージデザインや販路
開拓にも携わっている。「農作物を安心して生産
できる売り先・出口を、デザインの力で創造す
る」が目標のひとつだ。
　農作物の中でもコメに対する思い入れが強く、
新潟市江南区で生産されるコメと、同じく江南区
の大豆を原料に福祉施設の利用者が作る納豆を組
み合わせた農福連携企画に、デザイナーとして携
わる。また、コメ農家発で海外に日本のコメの魅
力を伝えようという「R

ラ イ ス ペ ク ト

icepect P
プ ロ ジ ェ ク ト

roject」にも賛

同する。
　自らも週末を中
心にキッチンカー

「御飯号（ごはん
ごう）」を走らせ
イベント出店や農
作物の移動販売も
行う。御飯号では、自家栽培のコメを炊いたご
はんにさまざまな具材を載せた「オーバーライ
ス」を販売する。アメリカ・ニューヨークで愛
されているという「チキンオーバーライス」が
代表格で、長野氏は「おコメを食べてもらう機
会を増やしたいと御飯号を始めました。オーバ
ーライスは丼物のようなもので、時にはカレー
ライスや台湾のルーローハンも提供します」と
しなやかだ。
　農家としても、遊休ビニールハウスと自動冠
水装置を組み合わせた野菜栽培に挑戦中で、秋
口には本格的な出荷を見据えている。

農園の魅力を伝える
キッチンカーに
　御飯号は近く、リニューアルを予定してい
る。「農家とタッグを組み、キッチンカーで農
園に出向いて、農作物や農園の魅力をその場で

味わってもらいたい。農家に生まれ育ったから
こそ、農作業のプロセスや魅力的な見せ方を知
っているつもり」と、長野氏。「燕三条『畑の
朝カフェ』」のような催しを、各地の農家と実
施する計画だ。
　資材の高騰や農作物相場の乱高下、後継者難
など農業を取り巻く環境は他産業以上に厳し
い。長野氏は「農家が不安なく作物を生産し、
適正価格で販売できる出口を、デザインやPR
の仕方で創造したい。コメや野菜を買うことが
カワイイ、趣味や嗜好品を楽しむように、コメ
を食べるライフスタイルがカッコいいと思える
ようなブランディンドを作りたい。ただ、おな
かを満たすためだけでなく、ライフスタイルを
楽しむツールとして農作物の価値を創造してい
きたい」と将来像を描いている。

〈所在地〉
FOOD.FARM＆DESIGN nagano
フードファームアンドデザインナガノ
三条市今井204
Twitter:mihonagano　Instagram:mihongn

F
フ ー ド

OOD.F
フ ァ ー ム

ARM ＆
アンド

D
デ ザ イ ン

ESIGN nagano

長野 美鳳氏

80

キッチンカー「御飯号」 農業crew

長野さんのパッケージデザイン

チキンオーバーライス

三条商工会議所

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
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全業種 建　設 製　造 卸　売 小　売 サービス

全
国

７月の業況（前年同月比）
▲17.8 ▲28.7 ▲17.9 ▲18.1 ▲25.2 ▲4.1

先行見通し（３ケ月先の見通し） ▲23.0 ▲28.4 ▲19.4 ▲26.6 ▲31.7 ▲14.3

北陸
信越

７月の業況（前年同月比）
▲10.4 ▲54.3 2.3 ▲4.5 ▲27.0 16.7

先行見通し（３ケ月先の見通し） ▲19.8 ▲45.7 ▲15.9 ▲27.3 ▲32.4 5.6

発行所:三条商工会議所（三条市須頃1-20）
TEL.（0256）32-1311 / FAX.（0256）32-1310 / E-mail info@sanjo-cci.or.jp / https://www.sanjo-cci.or.jp / 定価 1部84円（購読料は会費に含まれております）

三条商工会議所会報 第836号 令和4年8月25日 

業況DIは、改善もコスト増により力強さを欠く
先行きは、物価高に加えて感染再拡大の懸念強まる

７ 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7月13日～20日
調査対象:全国の331商工会議所が2,576企業にヒアリング

※ は6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（　　　）

7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（水） 21（水） 12（月） 27（火）
14（水）

21（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）9月

※13：00～16：00 と

令和4年

全産業合計の業況DIは、▲17.8（前月比+2.5ポイント）
　人流の回復とともに、夏物商材が好調だった百貨店などの小売業で業況が改善した。民間の設備投資が
堅調に推移した製造業や、小売業・製造業に牽引された卸売業で業況が改善した。一方で、全国的な新規感
染者数の増加を受け、飲食・宿泊業で予約キャンセルが出始めたサービス業や、建設資材の高騰や設備機
器の納期遅れが続いている建設業は業況が横ばいに留まった。世界的な物流の混乱や資源・原材料価格の
高騰、円安、深刻な人手不足に伴う人件費増などのコスト増に歯止めがかからず、企業収益の足かせとなっ
ている。コスト上昇分の価格転嫁も十分に行えない中、中小企業の業況は、改善傾向が続くも力強さを欠く。

先行き見通しDIは、▲23.0（今月比▲5.2ポイント）
　４月に行動制限が解除されて以降、業種は問わず回復基調に入り、特にサービス業・小売業では、需
要喚起策による売上回復を期待する声がある一方で、物価上昇による消費マインドの低下を危惧する
事業者が増加した。また、今後も資源・原材料価格の高騰や円安の急伸によるコスト増加が見込まれる
中、感染再拡大による行動制限などへの懸念が強まり、中小企業の先行きは、厳しい見方。

今 月 の 写 真

虫送りの日
栗山浩三（写友わらじ）


