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　当所常議員会が９月27日に開かれ、第31
期副会頭予定者に野崎正明氏（（株）野崎忠
五郎商店）、齋藤一成氏（（株）マルサ）、金
子太一郎氏（金武（株））の３人を選任する
案を承認した。齋藤氏、金子氏は新任、野
崎氏は第30期から引き続き副会頭として兼
古耕一会頭を補佐する。
　次期副会頭予定者の選任案について、兼
古会頭は「第31期会頭として『もう一期や
れ』ということでお受けした経緯があり、
引き続き副会頭をやっていただく野崎副会
頭、会頭選考委員長として私を説得した齋
藤さんに入っていただいた。金子さんは、
三条を代表する金物卸業界から業界を挙げて推薦いただいた」と経緯を説明。３人の副会頭いずれ
も経営者として多忙であるため「会議所職員と一緒に、仕事に差し支えのないかたちで運営したい」
と配慮する姿勢も表した。副会頭予定者は、10月27日（木）に開かれる臨時議員総会の同意を得
て正式に選任される。
　この日の常議員会では副会頭予定者選任案の他に、「『2023（令和５）年版 燕三条産業カレンダ
ー』発行計画」など８議案を審議、いずれも原案どおり承認した。2023年版 燕三条産業カレンダ
ーの休日日数は110日、燕は三条祭りの５月15日（月）、12月29日（金）を出勤日として108日。
配布開始は10月下旬の予定。
　産業カレンダー発行計画では、再来年の2024年以降は産業カレンダーを作成せず、各社で休日
計画を策定するよう促すこととした。ビジネスの広域化・多様化により、独自の休日を策定する企
業が増えていることや休日数を重視する新卒求職者の動向などを考慮した。

「人間関係の処方箋
～大切な人と未来を歩む～」

株式会社角利製作所 常務取締役
三条エコノミークラブ 会長

加藤 克宏

　９月22日に実施しました三条エコノミーク
ラブ公開例会では三条商工会議所様からも後援
を頂き、更には多くの地域の皆様からもご参加
頂きまして誠にありがとうございました。講演
中、聞き取りにくい場面もあり、申し訳ござい
ませんでした。
　今年度の公開例会は「嫌われる勇気」の共著
者・岸見一郎氏から標題と同じテーマでオンラ
イン配信にて講演を行って頂きました。仕事や
日々の生活の中で対人関係に悩むこともありま

すが、上下関係ではなく誰とでも対等な関係を持
つことを心掛けて、部下の行動に対して「やって
当たり前」と思わずに些細なことにも「ありがとう」
と伝えることで、相手は人の役に立っている、会
社に貢献出来ていると感じて信頼関係の構築に繋
がることを学びました。更に、講演後には７名の
来場者から質問を頂き、講師から回答頂けたこと
で、より深く学ぶことができたと感じております。
　改めて、今回の公開例会にご協力を頂きました
皆々様に感謝申し上げます。ありがとうございました。

第31期副会頭予定者選任案を承認
産業カレンダー廃止へ

三条の未来について、MaaSから考えていくべきこと

交通・運輸部会業界動向研修会
　バスやタクシー、カーシェアなどさまざま
な移動手段を組み合わせることで、これまで
以上に便利な移動をサービスとして提供する

「MaaS（モビリティアズアサービス）」を切
り口にした交通・運輸部会主催の業界動向研
修会が９月６日に開かれた。
　MaaSはフィンランド発祥の概念で、直訳
すると「サービスとしての移動」。自動車産
業に関連する社会課題の解決に向けた考え方
で、地方交通の再構築など三条市をはじめと
した地方都市にとっても避けて通れない。こ
の概念について理解を深めてもらおうと、カ
ナン（株）の桂木夏彦代表取締役を講師とし
て迎えた。
　桂木氏は、「MaaSにはレベルがあり、レ
ベル０が現在の電車やタクシー移動といった

個別のサービス。レ
ベル１がナビタイム
やGoogleマ ッ プ 等
の地図と移動経路の
提供。レベル２はさ
らに移動手段の手配
や 決 済 が 加 わ り、
uberが こ れ に あ た
る」と解説。
　新潟県内でも新潟市や柏崎市、糸魚川市
が国のスマートモビリティチャレンジ推進
協議会に参画し、実証実験を行っているこ
とから、「三条も協議会を立ち上げ、この
地域だからこその資源を活かしながら
MaaS推進に取り組んでほしい」と呼びか
けた。

【新入会員】  （会員数2,083　10/1現在）
事業所名 代表者 所在地 事業内容 所属部会名

六花 峰嶋 由紀子 三条市本町２ 飲食 観光・サービス業
ナカガワ建装 中川 大地 三条市石上３ 建築塗装、建築板金、リフォーム工事 建設
mano整骨院 妹尾 侑弥 三条市林町２ 整体 観光・サービス業
コーム・トモエ 三上 行雄 三条市神明町 建築・土木工事 建設
石川金次郎商店 石川 潔 三条市本町２ 乾物卸売 食品関連
Azu・Begin 五十嵐 梓 三条市東光寺 映像制作 諸業

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/ 

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

令和４年度第３回常議員会



　第39回会頭杯ゴルフ大会が９月10日、大新
潟カントリークラブ三条コースで開催され220
人が参加した。新型感染症拡大の影響により
2019年以来３年ぶりの開催で、第７波による
感染拡大を鑑み、表彰・パーティーは執り行わ
ず、成績表と55社より協賛の賞品は後日の受
取とするなど、依然として新型感染症の影響を
受けながらも、参加者はスポーツの秋を満喫
し、ゴルフを通じて懇親を深めた。
　兼古耕一会頭は「三条商工会議所主催として
は最大級のイベントである会頭杯ゴルフ大会をな
んとか無事に終了させていただくことができた」
と、参加者、協賛各社らに感謝していた。

優勝者 大越裕太氏〔（株）野水鋼鐵店〕のコメント
　「まさか優勝するとは思ってもみませんでした。
会頭杯ゴルフ大会は初出場でしたが、天候にも
恵まれ気持ちよくプレーすることができました。
同伴の皆さん
に感謝します。
大 会 の準 備、
運営にご尽力
いただいた役
員の皆様にも
感謝申し上げ
ます。」

【総合成績】
順位 氏名 事業所名 GROSS NET

優　勝 大越 裕太 （株）野水鋼鐵店 95 64.6
準優勝 田崎 尚志 セーブ・インダストリー（株） 76 66.4
第３位 丸山 正男 （株）丸山自動車 100 68.0
第４位 小林 一也 （株）小林パック工業 88 68.8
第５位 杉山 幸英 （株）家のスギヤマ 90 69.2
第６位 安田 良一 （有）安田木工所 88 70.4
第７位 山谷 武範 （株）山谷産業 96 70.4
第８位 佐藤 　修 （株）サルーン 109 70.6
第９位 齋藤 俊明 岡三にいがた証券（株）三条支店 90 70.8
第10位 小山 広志 日本料理小山屋 103 71.0

※同NETは年長者を上位とする

順位 氏名 事業所名 GROSS
ベストグロス 田崎 尚志 セーブ・インダストリー（株） 76
セカンドグロス 川上 雄介 カワカミ 77
サードグロス 小林 時男 （株）ヤマトキ製作所 78
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優勝　大越裕太氏〔（株）野水鋼鐵店〕

第39回会頭杯ゴルフ大会

優勝者　大越裕太氏 中央

企業を“ディグる”新たな受注の仕組み

JRE Local Hub 燕三条

　地域の企業と全国各地・海外をつなぐビジネ
スマッチングなどを目的とした地方創生型ワー
クプレイス「JRE Local Hub 燕三条」が来年
２月上旬、JR燕三条駅改札外に開業する。JR
東日本（株）新潟支社の地域パートナーとして
同施設の運営にあたる（株）ドッツアンドライ
ンズ（齋藤和也代表取締役社長）では、燕三条
地域と国内各地・海外を結ぶ受注窓口、情報発
信拠点のひとつとして、三条、燕両市の企業に
同施設への登録を呼び掛けている。
　JRE Local Hub 燕三条は、三条市とJR東日
本新潟支社が７月に締結した「地方創生・地域
経済の活性化に関する連携協定」に基づいて開
業予定で、10月７日から９日の燕三条工場の
祭典に合わせてプレオープンした。運営のドッ
ツアンドラインズは若手経営者らで設立した会
社で、JR帯織駅のものづくり拠点施設「EkiLab
帯織」を2020年10月から運営。新製品開発か
らパッケージングなど、業種・業態を超えて燕
三条地域の企業・技術を活用して一括受注し、
すでに１億円規模の実績を上げている。
　EkiLab帯織では、ユーザーからの受注に対し
てドッツアンドラインズが会員企業の技術や製
品を取りまとめており、JRE Local Hub 燕三条
開業を機にさらなる地域企業の参画を促す。具
体的には企業情報を記載したカードを作成、施
設内に設置。カ
ードは来訪者の
求めに応じてコ
ンシェルジュが
紹介したり、来
訪者自らが探し
出して無料で持
ち帰る。地域外

だけでなく、地域内での新たな受発注にも期待
できる。
　ドッツアンドラインズの齋藤代表取締役は

「燕三条の企業の仕事を増やすことが最大の目
的。紹介する企業の業態や所在地に加え、求め
ているものが受注なのか人材なのかなど、きめ
細かくヒアリングし、営業資料として使えるよ
うなカードにしたい。カードには飲食店やオー
プンファクトリーも含めて訪問ルートを提案し
たり、レコードをディグる（情報を探し出す・
発見する）ような感覚やコレクション性も見出
してもらえれば理想的」と説明した。新施設に
は地域おこし協力隊員が常駐し、三条市立大学
との連携も行う予定。
　会員企業には初回登録料10万円、月会費１万
円を負担しても
らう計画で、広
く企業に登録を
呼び掛けている。

問合先
（株）ドッツアンドラインズ
TEL：050-1744-3814
FAX：050-3588-4394
https://dotsandlines.co.jp/



青年部だより

サバイバルゲームでチームビルディング

　三条商工会議所青年部は10月１日、三条市
土場、サバイバルゲームスクエアストライフ燕
三条で会員交流事業を実施した。10歳以上な
らば参加できる易しいサバイバルゲームを通じ
て「チームビルディング」、「PDCAサイクル」
を実践的に学び、同時に青年部内の喫緊の課題
である「委員会間の情報共有不足」、「理事・役
員と会員とのコミュニケーション不足」を解決
することを目的に開いたもの。「チームビルデ
ィング」、「PDCAサイクル」は、青年部の会員
が自社に持ち帰ってすぐに活用できるよう事業

● �令和4年11月21日（月）から25日（金）の間（祝日を除く。）にインボイス制度と補助金の説明
会を次のとおり開催します。
11月21日（月） 11月22日（火） 11月24日（木） 11月25日（金）

燕三条地場産業
振興センター
リサーチコア

9:30〜
11:00 三条市勤労

青少年ホーム
ソレイユ三条

13:30〜
14:30 燕三条地場産業

振興センター
リサーチコア

9:30〜
11:00 燕三条地場産業

振興センター
リサーチコア

9:30〜
11:00

13:30〜
15:00

15:00〜
16:00

13:30〜
15:00

13:30〜
15:00

加茂市産業
センター

9:30〜
11:00 見附市市民

交流センター
ネーブルみつけ

13:30〜
15:00

加茂市
産業センター

9:30〜
11:00

13:30〜
15:00

13:30〜
15:00

各回、事前予約制となっていますので、お電話でお申し込み下さい。
問合せ先　0256（32）6213　三条税務署　個人課税第一部門
※インボイス制度に関する情報は、国税庁ホームページ【インボイス制度特設サイト】をご覧ください。

内容に盛り込ん
だ。
　会場は９月に
オープンしたば
かりの屋内サバ
イバルゲームフ
ィールドで、27
人が参加。懇親会と合わせて、役職や委員会を
超えた情報共有・交換が図られたほか、日頃の
運動不足解消にも効果があった。
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スマホで動画作成を実践

工業部会・製品PR動画発信研修会
　製品をPRする
ため、スマートフ
ォンを活用した写
真撮影や動画作成
を実践的に学ぶ、
工業部会主催「製
品PR動画発信研修会」が９月20日に開か
れた。昨年に続き２回目の研修会で、NHK
で数々の番組制作に携わった経歴を持つ映
像ディレクターで、ジャイロ総合コンサル
ティング（株）の中山望氏を講師に迎えた。
　事前アンケートの結果、参加した13人
が所属する企業の多くが、SNSや動画共有
サービスをすでに活用していたことから、
中山氏は「情報量が圧倒的に多い動画への

期待値は高まっており、総務省のデータに
よればスマホで動画を視聴する市場は
5,000億円規模に成長すると言われている
一方、ターゲット層に応じたメディアを選
定することが重要」と話した。
　中山氏によれば、LINE、YouTubeは世
代を問わず視聴されている。Z世代では
TikTokが圧倒的であり、シニア世代には
新聞、テレビなどのマスメディアも根強く
効果的という。
　研修会では、共感や世界観が大切な
Instagram、口コミ効果の高いFacebook
など、SNSごとの特徴も紹介しながら、動
画編集アプリ「VLLO（ブロ）」を使った
動画編集を実践した。

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

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

三条商工会議所

10億円以上の実利に期待

燕三条トレードショウ2022 9/29・30開催
　「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
業振興センターで開催され、アメリカ、マレ
ーシアのバイヤーを含め２日間で述べ2,000
人以上が来場した。三条、燕両市の87社が
出展し、ホームページ上でのオンライン展
示会、YouTube配信も併せて行ったハイブ
リッド形式。新商品を中心とした400品以上
に加えて、地場の工場や出展企業を直に訪
問できることも地元開催ならでは。
　田野隆夫実行委員長（燕商工会議所会
頭）は開会式で、「最大の特徴は、お客様

が商品を作っている工
場を見たいと言った
ら、30分から１時間
の距離で見ることがで
きる。展示会と併せて
企業を訪問していただければ展示会場の何
倍もの商品を見ていただくこともできるこ
と。会場での成約に留まらず、ビジネスが
つながることで10億円以上の実利が期待
できる」と開催の狙いを語った。
　多くの方が来場し会場は感染症禍前を思
わせる盛況だった。

税務署からお知らせ

インボイス制度説明会開催のお知らせ



未 来を創る、若 手 仕 事 人 図 鑑
INTERVIEW
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カメラマン＋ライター＋α
　2015年、フリーランスのカメラマンとして起業。
写真撮影に加え、原稿作成、動画制作も手掛けて
い る。2021年 に は 社 名 を「photo creation pupa

（ピューパ）」からsirusoに変更し、同時に空き家
を改装したオフィス兼スタジオに移転した。
　斎藤氏は社名について「記録、記憶の『記す』
から転じて、『記そ』という呼びかけが由来です」
と説明する。カタログやホームページ用の商品写
真、学校行事、ブライダル撮影、SNS向けの動画
制作などが主力で、「撮影と執筆の両方ができる
ので、商品写真と商品説明、ホームページの写真
と文章を一挙に提供できることが強み」。
　前職では臨床検査技師として産婦人科医院に勤
務していた。異業種での独立創業は「人生のチャ
レンジ」として一念発起したもの。創業以来、依
頼された仕事は断らないという姿勢で臨み、依頼
がある度に人脈や業務の幅を広げていった結果、
今ではカメラマン、ライター、ドローンインスト
ラクターなど、さまざまな顔を持つ。
　中でも、ライターとなるきっかけは、燕三条地
場産センターが開催した「燕三条ローカリストカ
レッジ（ものづくりのまち未来人材育成事業）」
で、「地域を編集し、伝える」をテーマにした講

座を通じて、地場の工場を取材し、ウェブメデ
ィアで記事を発表。これをきっかけに、首都圏
の媒体や、新潟市内の商店街、三条市の移住促
進、製造業を主体としたクリエイター集団「カ
ワコッチ」など、さまざまな団体の情報発信に
も携わった。

多様な働き方で新型感染症禍しのぐ
　「創業２年以内に会社員時代の給料を超えな
かったら辞めようと考えていましたが、創業月
の９月は行事も多く、とんとん拍子だった」。
ところが、新型感染症禍によって撮影の仕事が
激減、「オフィス兼スタジオが完成し、借入の
決済のタイミングで過去一番に売り上げが落ち
た」という。このピンチに臨床検査技師の国家
資格が生きた。「首都圏の空港でPCR検査業務
に従事して糊口をしのぎました」斎藤氏は振り
返った。
　新型感染症への対処方法が浸透した後には、
県外カメラマンへの依頼が難しいケースや、感
染症対策のためのカタログ、ホームページ関連
の受注が増えたという。斎藤氏は「フリーラン
スとして右も左も分からない中で、多くの人に
助けられてきました。今後、多様な働き方が増
えていくとしたら、かつての私のようなチャレ
ンジをする人の支えになりたい」と話した。
sirusoとしても、フリーランス同士の連携や副
業人材の活用などで人材を確保し、業務量を増
やしたい考え。

働く人の想い記す
　「燕三条の産業、地域を記録、記憶として残
すメディアの運営」が大きな目標のひとつで、
sirusoの社名は将来的なメディア運営も視野に
入れて練られた。斎藤氏自身が地場の工場を間
近に見ながら生まれ育ったことや、燕三条ロー
カリストカレッジを通じて地場を見つめ直した
ことから、さまざまな角度から地場産業が見直
されている一方、「今の経営者、職人が辞めた
ら閉じてしまう工場の記録、記憶を後世に残し
たい。アーカイブとして残しておく事は、たと
え廃業してしまったとしても、その地場が培っ
てきた技術を次世代にバトンとして渡すエンデ
ィングノートみたいなものと考えています。お
せっかいのようですが、この記録、記憶が地域
の持続可能性にもつながると考えています」。
　“未来へ向けて記そう”斎藤氏は呼びかけていく。

〈所在地〉
s

シ ル ソ
hiruso

三条市横町1-1-32
TEL：090-4209-1522
URL：shiruso.com 

s
シ ル ソ

iruso

斎藤 恵氏
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ライターのきっかけとなったネット記事「ハフポスト」より
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全業種 建　設 製　造 卸　売 小　売 サービス

全
国

9月の業況（前年同月比）
▲23.3 ▲28.7 ▲23.3 ▲27.2 ▲31.9 ▲11.4

先行見通し（3ケ月先の見通し） ▲23.7 ▲23.7 ▲20.5 ▲25.5 ▲35.1 ▲17.1

北陸
信越

9月の業況（前年同月比）
▲24.2 ▲43.8 ▲17.8 ▲33.3 ▲34.2 ▲6.0

先行見通し（3ケ月先の見通し） ▲21.0 ▲37.5 ▲15.6 ▲23.8 ▲28.9 ▲8.0

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）
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業況DIは、円安急伸でコスト負担が増加し、悪化
先行きは、物価上昇に歯止めかからず、厳しい見方

９ 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9月13日～20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8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（　　　）

9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） 14（月） 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）11月

※13：00～16：00 と

令和4年

全産業合計の業況DIは、▲23.3（前月比▲2.3ポイント）
　高騰が続く資源・原材料価格に加えて、電気代のさらなる値上がりや、140円台まで進んだ円安の急
伸による輸入品の価格上昇など、企業のコスト負担は増加し続けており、全業種で業況が悪化した。さら
に、サービス業・小売業では物価高による消費マインドの低下、建設業では人手不足対策としての人件
費増加が業況を下押しした。製造業では部品の供給不足、卸売業では台風等の天候不順による物流
コストの上昇が業況を下押しした。感染状況が落ち着き、人流も回復基調にあるものの、増加し続けるコ
スト負担が企業経営の重荷となり、中小企業の景況感は２ヵ月連続の悪化となった。

先行き見通しDIは、▲23.7（今月比▲0.4ポイント）
　 全国旅行支援の再開や水際対策の緩和による客足回復の期待感が小売業・サービス業で広がる
一方、物価高による収益圧迫を危惧する声が聞かれた。業種を問わず、物価上昇によるコスト増に対す
る十分な価格転嫁も行えていない。欧米のインフレ対策で世界経済の鈍化が顕在化する中、円安や物
価上昇に歯止めがかからず、さらなるコスト負担増の懸念から、中小企業の先行きは厳しい見方が続く。

今 月 の 写 真

ミズベリング
三条

田中日登志（写友わらじ）


