
9
2022

9/25号
vol.837

信頼第一

02	������事業承継セミナー
03	������石垣ずいそう
　　　三条夏まつり大花火大会
04	������ JAPAN	DIY	HOMECENTER	SHOW	
　　　「新潟にNPBプロ野球球団誕生」の	

実現に向け署名活動
05	������燕三条トレードショウ	
06	������青年部だより	ウクライナ支援募金贈呈式
　　　		商工会議所保険制度のご案内
07	������労務管理基礎セミナー
　　　最低賃金改定
08	������会員訪問
10	������LOBO調査

三条商工会議所会報

会員訪問 カイセイ塗装
代表  山田 賢氏

毎 月 2 5 日 発 行



　事業承継、承継をきっかけとした社内改革や
新商品開発に取り組んだ後継者が、その経験則
を語る当所主催「事業承継セミナー」が８月
26日、三条ロイヤルホテルを会場に開かれ、
市内事業所の後継者候補ら20人余りが参加し
た。スムーズな事業承継のカギは「早期着手」
であり、「現経営者が後継者をバックアップし
ながら、おもいきって権限を委譲すること」、
「後継者が、経営者としての成功体験を積み重
ねること」が重要だと、事業承継を行った経営
者は異口同音に語った。
　セミナーは３部構成で、第１部では㈲イクマ
メタルワークス代表取締役の猪熊良浩氏が、約
８年かけて実父から会社を引き継いだ内容や、
短時間労働を取り入れ女性や障害者の採用に取
り組んだ様子を語った。「ケンカしている暇が
あるなら、会社のため、従業員のため、前向き
な議論を」と共通認識を図ったことでコミュニ
ケーションは良好で、権限を受け継いだ後も
「失敗もあったが、（前）社
長がバックに控えてくれて
いたことが大きかった。事
業承継は、まだまだ道半
ば」と猪熊氏。
　第２部は、猪熊氏に加え
て、㈱カネギ代表取締役の
信賀康宏氏、事業承継の準
備を進めているマサコー山
口木工専務の山口将門氏を
パネリスト、SMECコンサ
ルタンツ㈱・代表取締役で
事業承継士・中小企業診断
士の土田正憲氏がコーディ
ネーターとなってパネルデ
ィスカッションを行った。

信賀氏や山口氏はともに、後継者として父親で
もある社長と衝突もあったとざっくばらんに話
し、会社を客観視し相談する機関として商工会
議所や中小企業診断士を利用する方法も紹介さ
れた。
　山口氏は「成功体験を重ねるうち意見が通る
ようになった。一目置かれるような実績が必
要。短期の職場留学ができるような自由な社風
に」、信賀氏は、「父が急逝し、前面に立つよう
になって自分の色を打ち出した。人気を得たフ
ルーツサンドの次の一手が必要と実感してい
る。お客様の生の声を聞けるパーラーの出店が
目標」などと、それぞれ経営者としての目標も
語った。
　９月７日から12月21日まで開講中の、当所
主催「後継者塾」プレセミナーの位置付けでも
あり、SMECコンサルタンツ㈱・取締役で事業
承継士・中小企業診断士の土田克則氏が後継者
塾の紹介も行った。

早期着手がカギ、後継者が語る事業承継の真実

三条商工会議所 事業承継セミナー三条商工会議所 事業承継セミナー

左から猪熊氏、信賀氏、山口氏
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「司馬遼太郎 
　峠 最後のサムライ」

相場商事㈱ 代表取締役社長
三条商鐵組合 組合長

三条商工会議所 鐵鋼部会長

相場 亮嗣

　今年７月に映画「峠 最後のサムライ」が公開
されました。原作は司馬遼太郎の「峠」、主人
公は長岡藩家老の河井継之助。私にとっては数
年越しで待ちに待った映画であります。
　映画では、戦争を回避する為、主君から全権
を託された河井が小千谷の慈眼寺で官軍の軍
監、岩村精一郎と談判するも僅かな時間で決裂
し開戦となった場面が際立っていました。歴史
にもしもはありませんが、談判の相手が岩村よ
り見識のある上席の人間であれば、小説や映画
で描かれた北越戊辰戦争は回避されていたかも
知れません。

　私は数年前、河井の最後の地である福島県只見
町の河井継之助記念館を訪ねました。大変立派な
記念館ですが、三条から何時間も掛けて鬱蒼とし
た山道を抜け、漸く到着した記憶があります。時
を遡って慶応４年８月３日、長岡城下の数千名が
会津方面へ避難した八十里越の道のりは、想像を
絶する悲惨さだったと伝えられています。　
　重傷を負い敗走する河井が詠んだ「八十里こし
抜け武士の越す峠」の、こし抜けは、“腰抜け”の自
嘲であり、“越後を越す”という意味もあるようです。
　八十里越の新しい道路が開通したら、車で越を
抜け会津に行きたいと思います。

約７万人魅了、三条夏まつり大花火大会
商工業と歩む三条歳時記

　三条夏まつり協
賛会（協賛会長・
兼古耕一会頭）は
８/６（土）、３年
ぶりとなる「第
18回三条夏まつ
り　大花火大会」を開催した。六ノ町河川
緑地など指定観覧場所への来場者数は６万
9,000人で、打ち上げ場所が近い三条夏ま
つりならではの迫力ある花火大会を満喫し
ていた。７月に開館した図書館複合施設

「まちやま」でも、花火観覧ができるとあ
って「まちやまで楽しむ夏祭り」と銘打っ
た催しも同時開催された。
　ケーブルテレビNCTや燕三条エフエム放
送での生中継に加えて、動画配信サイト
YouTubeでもライブ配信を行い、観覧場所
に集まらずとも花火を楽し
めるよう趣向を凝らした開
催だった。今年の花火大
会の様子はQRコードから
閲覧することができる。



出張三条鍛冶道場も３年ぶり
JAPAN DIY HOMECENTER SHOW2022

　国内最 大 級の住生活関連 総 合 展 示 会
「JAPAN DIY  HOMECENTER SHOW 2022」

が８月25日から27日まで、千葉県の幕張
メッセで開かれた。三条商工会議所では、
単独出展の４社（㈱兼古製作所、㈱スリー
ピークス技研、
トップ工業㈱、
㈱マルト長谷川
工作所）を取り
まとめて三条産
地グループを形
成した。
　産地PRの一環として行った「出張三条
鍛冶道場」は、新型感染症の影響により３
年ぶりの開催で、越後三条鍛冶集団の指導
のもと、３日間で75人が切出小刀の刃研
ぎを体験した。
　バイヤーズデーの25日には同ショウ名誉総
裁の高円宮妃久子殿下も来場され、出張三

条鍛冶道場で鑿
の柄入れを体験
された。
　主催者による
と、出展社数は
319社、出展小
間 数 は860小 間（ う ち 海 外 ８ 社24小間）
で、３日間の来場者数は20,447人だった。

野球日本伝来150年を日米で祝う会㏌新潟 開催
「新潟にNPBプロ野球球団誕生」の実現に向け署名活動

地場企業、新製品発表の場

燕三条トレードショウ2022 9/29・30開催

　燕三条地域のメーカー、流通業など87社・
団 体 が出展する「 燕 三 条トレードショウ
2022」が ９ 月29日（ 木）、30日（ 金）の ２
日間、燕三条地場産業振興センターとオンラ
イン（YouTube）のハイブリッド方式で開
かれる。ホームページを通じたオンライン展
示会はすでに開催中の出展企業及び400品以

上の商品情報を発信。「おそとごはんグッズ＆ず
ぼらキッチン用品特集　OUTDOOR＆KITCHEN　
ITEMS　FEATURE」と銘打った特集ページも公
開。資料やサンプル送付、見積り、オンライン相
談等も受け付けている。
　９月29日、30日のリアル開催では、JETRO新
潟の協力を得てアメリカ、マレーシアなどの海外

バイヤーも招へいする予定。
田野隆夫実行委員長（燕商工会議所会
頭）は、８月の出展社説明会で「ビジ
ネスの世界では新製品無くして成功無
し。小売、卸売、流通業も含めて、新
製品を心待ちにしているお客様は大勢
いらっしゃる。年に一回の身近な展示
会、地場企業が新製品を発表し世に問
う場所として定着させたい。皆様の自
信作をぜひ並べていただきたい」と出
展各社に呼びかけてい
た。期間中、オンライ
ンを含めて2,000人の
来場を見込んでいる。

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

田野実行委員長

　「野球日本伝来150年を日米で祝う会 in 新
潟」実行委員会（実行委員長・尾身孝昭県議）
は、ことし2022年が、1872年に日本に野球が
伝わって150年の節目となることを契機に、「新
潟にNPBプロ野球球団誕生」の実現に向けた
署名活動を行っている。10月２日（日）には
ハードオフエコスタジアムで、日本野球機構

（NPB）と米メジャーリーグ（MLB）の選手OB

によるオールスター戦「Dream Match NIIGATA 
2022」などの「野球日本伝来150年を日米で祝う
会 in 新潟」、を開催して機運を盛り上げる。
　県内ではNPB球団誕生と、多
目的ドームの建設を目指した「日
本海ドームシティプロジェクト」
構想が展開されている。

柄入体験される高円宮妃久子殿下
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青年部だより
ウクライナ避難民受入支援金贈呈式

　三条商工会議所青年部（山村興司会長）、一
般社団法人燕三条青年会議所（吉田鉄平理事
長）、三条エコノミークラブ（加藤克宏会長）
の３団体は８月19日、三条市ウクライナ避難
民受入支援の会（発起人・上石貞夫三条市社会
福祉協議会長）に、ウクライナ避難民受入のた
めの支援金として245,560円を贈呈した。
　三条市内では、三条市ウクライナ避難民受入
支援の会が中心となって、ウクライナから同市
内に避難している人の生活を支える支援金の募
金活動が行われている。三条商工会議所青年部
など三青年団体ではこの趣旨に賛同し、７月

　企業が従業員を雇用
する時、トラブルを避
けるため企業として行
うべき手続きを学ぶ、
当所主催の「労務管理
基礎セミナー」が８月
24日に開かれた。昨
年11月の燕三条産業カレンダーに関するアン
ケート調査の結果を受けて開催するセミナーの
第二講で、採用や就業規則などの基礎を、社会
保険労務士法人こじま事務所所長の小島正晴氏
が企業での実例を交えて解説した。
　小島氏はセミナーで「労働者は労働基準法や
最低賃金法などの法律で守られているが、労使
間で見た時、使用者・会社を守る法律はない。
就業規則や労使協定を策定しておくことが最終
的に会社を守ることになる」と話し、しっかり
とした就業規則等の策定は労働者のためばかり
でなく、万一の労使間トラブルにおいて使用者

19日から22日までの４日間、市内の大型小売
店の店頭で募金活動を行い、寄せられた募金を
贈呈したもの。
　三条市役所で開かれた贈呈式には、山村会
長、加藤会長、吉田理事長の３人や、上石会
長、立会人とし
て滝沢亮三条市
長も出席。山村
会長ら３人から
上石会長に募金
を手渡した。

を守る防衛策にもなると説いた。
　就業規則については、実際の判例を取り上げ
て、「正社員のほかに、パートタイマーやアル
バイトなどを雇用する場合は、職務区分ごとに
就業規則を作成すること。職務区分ごとの就業
規則がない会社の場合、正社員の就業規則が全
社員用とみなされ、退職金など正社員並みの権
利を主張された場合、抗弁することはできな
い」と注意を呼び掛けていた。
　三条商工会議所では10月26日（水）にも同
様のセミナーを開催する予定。同セミナーで
は、「変形労働時間制の届出書を未提出の事業
所が社労士を通じて届出書類作成・提出する」
際の費用補助制度の紹介も行う。参加費無料。
労務管理の基礎基本を学びたい人は、誰でも参
加できる。賠償にも対応しています。

　労災事故と企業の賠償リスクに備える「業
務災害補償プラン」、病気やケガに備える
「休業補償プラン」、海外におけるPL、リコ
ールリスクに備える「中小企業海外PL保険
制度」、情報漏えいリスクに備える「情報漏
えい賠償責任保険制度　サイバーリスク補
償型」など、各リスクに特化した保険商品
や、役員や従業員のケガ、病気による死亡
や事故による入院に備える「生命共済制度」、
従業員に将来支払う退職金を、毎月定額の
掛金を支払って積み立てる「特定退職金共
済制度」もご用意しております。詳しくは
本会報同封のパンフレットをご覧ください。
※�引受保険会社によって取扱商品、各保険の名称や補償
内容が異なります。

　自然災害や感染症よる休業や、リコール、
サイバー攻撃などによる情報漏えいなど、近
年、事業活動における賠償リスクが多様化
し、高額な賠償負担によって事業所が経営
危機に追い込まれるケースが増えています。
　ビジネス総合保険制度は、「PL」「情報漏
えい」「施設」「業務遂行」に関する賠償責
任や、「事業休業」「財産」「工事」への補
償など、事業活動リスク全般を総合的にカ
バーします。全国商工会議所のスケールメ
リットを生かした団体割引で加入いただけ
ます。火災、風水害、雪災はもちろん、「保
健所等指示による新型コロナウイルスの消
毒費用および消毒等に伴う営業休止にかか
る損失」など新型感染症のリスク、サイバ
ー攻撃による顧客リストの流出など情報漏
えい、製造・販売した商品（生産物）のPL

就業規則、労使協定が会社を守る

三条商工会議所「第2回労務管理基礎セミナー」

新潟労働局よりお知らせ
最低賃金、

時給890円に 10/1～
　10月1日から新潟県の最低賃金は時
間額859円から31円増額の890円とな
ります。県内の事業場で働くすべての
労働者に適用されます。雇用形態に関
わらず、雇う上でも、働く上でも、必
ず確認しましょう。
【問合先】新潟労働局労働基準部賃金室
� TEL：025-288-3504

団体割引で加入できます!!　商工会議所の保険制度
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　市内の塗装工事会社で16年の勤
務を経て、平成26年２月に独立創
業。社名は２人の息子の名前から１
文字ずつとったもので、「息子の名
前を背負っている以上、会社を無く
すことはできないという思いが強く
あります。そのために、カイセイ塗
装の名前を多くの人に知ってもらい
たい」と山田氏。
　昨年３月には一般建設業の建設業
許可（新潟県知事許可）を取得。創
業時と比べてマンションなどの大型

物件、学校関係など公共工事の受注
が増加しており、営業中の温泉旅館
など周辺への配慮がシビアな現場で
の施工も担うようになった。顧客と
の信頼関係やコミュニケーションを
重要視し、顧客のイメージや現場に
最適な提案・施工、塗料の飛散など
周辺環境への徹底した配慮などが実
を結んだ結果で、建設業者や不動産
業者からの支持も広がっている。
　山田氏は、20年以上も現場で培
ってきた経験や知識を背景に、「塗

カイセイ塗装
三条市西大崎1-22-16-4
TEL/FAX：0256-39-0082
携帯　TEL：080-8885-5219
定休日:毎月第2、第4土曜日、毎週日曜日

信頼第一

「選ばれ続ける塗装屋」を目指す

装工事は決して安い買い物ではありません。プ
ロとして技術力や仕上がりは無論のこと、お客
様とのコミュニケーションを大切にしながら、
信頼関係を築くことができるよう心掛けていま
す」と、創業以前から大切にしてきた顧客や地
域との信頼関係について話した。

少数精鋭で塗装業を追求
　事務を担当する妻・希

のぞ

美
み

さんと二人三脚で営
業してきた中、来春には新たに従業員を採用し
事業を拡張する予定。さらに、異業種参入によ
る経営の多角化や法人化も見据えている。山田
氏は「親方の背中に憧れを抱いて独立してから
８年、今まで以上に塗装業を追求し、事業の柱
としながら、会社の事業領域、認知度を拡げた
いですね。創業10周年を目途に法人化するこ
とも睨みつつ、労働環境を整え少数精鋭の会社
を作り上げたい」と将来像を描いている。
　塗装業を含む建設業界を取り巻く環境は他業

種以上に厳しい
が、「建築業界の
中で生き残ってい
くことにこそ、活
路があると考えて
います。『ピンチ
はチャンス』では
ありませんが、お
客様に選ばれ続け
る塗装屋になるこ
とができるよう、
今まで以上に多く
の方々と関わりを
持ち、業界やまちを盛り上げるため、さらに経
験と知識を積んでいきたいですね」と山田氏
は、地域活動にも意欲的だ。
　三条商工会議所青年部の会員として地域活動
や異業種との関わりの中でも自己研鑽を重ねて
おり、今年度は副会長を務めている。

子どもたちにひとつでも多くのメダルを
　山田氏は、平日夜、日曜祝日には、市内の少
年サッカーチームのコーチとして活動する。「ひ
とつでも多くのメダルを子どもたちの首にかけ
てあげたい」、子どもたちとも信頼関係、向上
心を大切に、日々の鍛錬を欠かすことはない。

山田氏 「山田コーチ」と子どもたち
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今 月 の 写 真

スポーツ少年団
新人戦 初登板

岡田昭彦（写友わらじ）

全業種 建　設 製　造 卸　売 小　売 サービス

全
国

8月の業況（前年同月比）
▲21.0 ▲26.4 ▲18.9 ▲24.8 ▲30.7 ▲10.2

先行見通し（3ケ月先の見通し） ▲26.6 ▲24.9 ▲22.0 ▲29.1 ▲35.3 ▲24.2

北陸
信越

8月の業況（前年同月比）
▲11.4 ▲33.3 0.0 ▲20.0 ▲26.5 8.3

先行見通し（3ケ月先の見通し） ▲22.3 ▲18.2 ▲17.5 ▲30.0 ▲29.4 ▲20.8

業況DIは、物価高と感染拡大で半年ぶりの悪化
先行きは、感染沈静化を見通せず、厳しい見方

８ 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8月16日～22日
調査対象:全国の331商工会議所が2,566企業にヒアリング

※ は7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（　　　）

8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（金） 19（水） 11（火） 27（木）
12（水）

19（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）10月

※13：00～16：00 と

令和4年

全産業合計の業況DIは、▲21.0（前月比▲3.2ポイント）
　感染拡大の継続に猛暑や大雨が重なり、帰省や旅行、会食等を控える動きが見られ、飲食・宿泊業など
のサービス業や百貨店などの小売業で業況が悪化。小売業・サービス業からの引き合いが減少した卸売業
も業況が悪化した。半導体等の部品供給不足が継続する製造業も業況が悪化した。堅調な民間工事に
下支えされた建設業では業況が改善するも、資材や燃料価格の高止まりによる負担増が続き、力強さを欠
いている。資源・原材料価格の高騰や円安によるコスト負担増が継続する中、物価高による消費マインドの
低下や、感染拡大の継続、猛暑・大雨による外出控えにより、中小企業の業況は、半年ぶりの悪化となった。

先行き見通しDIは、▲26.6（今月比▲5.6ポイント）
　今後も感染拡大が継続し、従業員の感染による生産や取引などへの影響を懸念する声が業種を問
わず聞かれた。特に、サービス業や小売業では、消費者の外出控えによる需要減を危惧する事業者が
増加している。資源・資材価格の高騰が長期化し、コスト増加分の十分な価格転嫁が追い付かず、収益
確保も難しい中、感染の沈静化を見通せず、中小企業の先行きは、厳しい見方となった。


