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　当所では第30期役員・議員等の任期が10月
31日に満了することに伴い10月27日、第31期
役員・議員等を選任する臨時議員総会を開催。
会頭に兼古耕一氏、副会頭には野崎正明氏、齋
藤一成氏（新任）、金子太一郎氏（新任）、専務理
事に長谷川正実氏を選任する議案を満場一致で
承認した。任期は11月１日から令和７年10月
31日までの３年間。
　臨時議員総会には、議員109人（うち委任状
行使者77人）に加えて、役員・顧問・相談役・
参与・青年部会長など13人が出席。第31期会
頭選任、副会頭選任同意など５議案を審議、す
べて原案とおり承認したほか、正副部会長、正
副委員長・委員委嘱、顧問・相談役・参与委嘱
を報告した。（第31期役員・議員等の名簿は４
から６ページに掲載）

就任挨拶
会頭　兼古 耕一

　３期目も引き続き会頭職を務
めさせて頂く事となりました。

前期は新型感染症禍の中、制約の多い活動にな
ってしまいました。会員の皆様が、いつでも困
り事の相談ができる頼りになる組織を目指した
いと思います。燕三条地域では10月に新型感
染症禍後を見据えて各種イベントが開催され、
高い知名度も確認されました。更に国道289号
八十里越えの道路開通も４年後に迫り、更なる
地域の活性化や業界の発展が見込まれ、行政と
共に県内外に情報発信して参りたいと思いま
す。引き続き会員の皆様のご支援とご協力を宜
しくお願い致します。

切磋琢磨して発展してきました。最近は全国的
にも注目される産業や企業様が増え、時代の変
化をうまく捉えて発展し、地元産業をリードし
てくれる企業様も散見されます。私も地域発展
のため、皆様のお役に立てるよう、また期待に
応えられるよう努力していきたいと思います。
　引き続き会員の皆様のご支援とご協力を、よ
ろしくお願いいたします。

専務理事再任にあたって
専務理事　長谷川 正実

　引き続き専務理事に選任頂
き、改めてその職責の重さを痛

感し、身の引き締まる思いであります。
　国際情勢が不安定化する中で、資源・原材料

退任挨拶
副会頭　西潟 精一

　三条商工会議所副会頭の重職
を２期６年務めさせて頂き、任

期満了により退任することになりました。
　甚だ、お役に立てたかどうか疑問の残るとこ
ろではございますが、議員会員各位及び職員の
ご支援ご協力はもちろんのこと、兼古会頭の指
導力のお蔭と心より感謝申し上げます。
　新型感染症拡大により、さまざまなイベント
が制約を受け、実施か中止かの決断の連続だっ
たこと、同時にWEB会議が普通になったこと
は思い出として残ります。
　三条商工会議所の益々のご隆盛をご祈念申し
上げ、退任の挨拶とさせていただきます。

就任挨拶
副会頭　野崎 正明

　引き続き第31期の副会頭と
して３期目を務めることになり

ました。現在、社会経済情勢は大変な状況が続
いておりますが、これまでの経験を活かしなが
ら、少しでも地域の発展に貢献できるよう努め
て参りたいと思います。
　会員各位のご支援、ご協力を宜しくお願い申
し上げます。

就任挨拶
副会頭　齋藤 一成

　第31期の副会頭に選任され、
責任の重さに身の引き締まる思

いであります。新型感染症が続き、そこにロシ
アによるウクライナ侵攻が重なり、経済に大打
撃を与えております。そんな中、地域経済の発
展の為に商工会議所活動を行うにあたり、もの
づくり分野の経験を活かし、少しでも兼古会頭
をお支えできればと思います。会員各位のご協
力並びにご指導、ご鞭撻をお願い申し上げます。

就任挨拶
副会頭　金子 太一郎

　第31期副会頭職を拝命いた
し、大変光栄に感じるとともに、

その任務の重責を感じ身が引き締まる思いでご
ざいます。
　三条市は商工業が両輪の輪のごとく、互いに

価格の高騰や円安の急伸等が社会経済に大きな
影響を及ぼしていますが、こうした先行き不透
明な厳しい時代の中にあって、商工会議所は商
工業の発展を通じて活力ある地域づくりに貢献
していくことが求められています。課題は多く、
商工会議所が果たすべき使命は多岐にわたりま
すが、企業と地域の発展のお役に立てるよう、
正副会頭を支え誠心誠意その職責を果たしてま
いりますの
で、引き続
きご指導と
ご鞭撻を賜
りますよう
お願い申し
上げます。

退任挨拶
副会頭　岡田 久德

　三条商工会議所副会頭の重職
を２期６年務めさせて頂き、任

期満了により退任することとなりました。この
重責を大過なく果たせたのも、役員・議員各
位、会員各位及び職員のご支援、ご協力は言う
に及ばず、兼古会頭の卓越した指導力と行動力
のお蔭と心より感謝申し上げます。
　各業界の皆様には任期中格別なご厚誼を賜り
ました事にあらためて感謝申し上げますと共
に、三条商工会議所新体制の下で益々ご発展さ
れますことをご祈念申し上げ、退任のご挨拶と
いたします。
　本当にありがとうございました。

第31期正副会頭専務理事
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退任の挨拶

臨時議員総会開催

11月より第31期新体制スタート



役職・氏名 事業所名
【会頭】
兼　古　耕　一 アネックスツール（株）
【副会頭】
野　崎　正　明（株）野崎忠五郎商店
齋　藤　一　成（株）マルサ
金　子　太一郎 金武（株）
【専務理事】
長谷川　正　実 三条商工会議所
【監事】
石　川　勝　行 石川公認会計士事務所
近　藤　雄　介 近藤與助工業（株）
小　柳　潤　一 三条文化建設（株）
【顧問】
滝　沢　　　亮 三条市長
阿　部　銀次郎 三条市議会議長
羽二生　良　夫 元三条商工会議所会頭
渡　辺　勝　利 元三条商工会議所会頭
斎　藤　弘　文 元三条商工会議所会頭
【相談役】
坂　本　洋　司 元三条商工会議所副会頭
馬　塲　信　彦 元三条商工会議所副会頭
山　井　　　太 元三条商工会議所副会頭
加　藤　敏　敦 元三条商工会議所副会頭
本　間　　　晃 元三条商工会議所副会頭
西　潟　精　一 前三条商工会議所副会頭
岡　田　久　德 前三条商工会議所副会頭
【参与】
大　桃　　　満（株）コロナ
福　田　健　男 マルナオ（株）
野　崎　勝　康（株）野崎プレス
曽　根　忠一郎（株）タダフサ
熊　倉　和　夫（株）井関新潟製造所
木　宮　　　隆（株）キミヤ
松　崎　　　仁（株）三條機械製作所
小　越　憲　泰（株）ハイサーブウエノ
長谷川　　　直（株）マルト長谷川工作所
川　﨑　国　雄 川﨑（株）
佐　藤　　　均 東北電力（株）新潟県央営業所
吉　津　由　貴 北陸ガス（株）長岡支社三条事務所
桑　原　栄　助（株）桑原工業
髙　波　久　雄 パール金属（株）
坂　井　範　夫（株）坂謙
柄　沢　憲　司（株）ハーモニック
大　野　新　吉（有）角屋 餞心亭おゝ乃
箕　輪　勲　男（有）ミノワ
大久保　秀　男 大久保秀男税理士事務所

★
★

★

★
★

★

★

捧　　　雄一郎（株）コメリ
落　合　益　夫（株）コンピュータシステム
佐　藤　弘　志（株）全研ビルサービス
平　林　直　和 日本通運（株）三条支店
渡　邉　喜　彦 マルソー（株）
加　藤　謙　一（株）日本政策金融公庫三条支店
相　澤　一　征 新潟県信用保証協会県央支店
武　藤　仁　志 アクサ生命保険（株）新潟県央営業所
佐　藤　一　正 三條信用組合
西　巻　克　郎 西巻印刷（株）
早　川　瀧　雄（株）トキワ印刷
古　澤　冨　雄 元商工会議所専務理事

【常議員】
部会・氏名 事業所名

工業部会
歸　山　　　肇（株）カエリヤマ
下　村　啓　治 下村工業（株）
野　崎　喜一郎（株）野崎製作所
加　藤　伸　夫 北陸工業（株）
斎　藤　直　人 シマト工業（株）
相　場　健一郎 相場産業（株）
川　﨑　雄　輔 川﨑（株）
渡　辺　　　徹　　シンワ測定（株）
梨　本　次　郎（株）梨本商店
長谷川　直　哉（株）マルト長谷川工作所
建設部会
安　達　俊　明（有）熊倉建設設計事務所
外　山　　　豊（株）外山組
永　桶　俊　一（株）ナガオケ
長谷川　　　武（株）長谷川興産
本　間　好　夫 本間電機工業（株）
金物卸部会
加　藤　將　利 角利産業（株）
髙　波　久　義 パール金属（株）
山　谷　武　範（株）山谷産業
髙　橋　竜　也（株）髙儀
観光・サービス業部会
石　川　友　意（株）三条ロイヤルホテル
明田川　賢　一（資）越前屋ホテル
石　橋　昭　尚（有）二洲楼
商業部会
水　野　一　郎（株）みずの
山　崎　　　修（有）かつぼ屋
丸　山　裕　介 フレッシュはな正（株）

★
★

★

★

☆

★

★
★
★

★
★

★

諸業部会
関　根　龍　一 関根税務会計事務所
石　月　良　典 税理士法人Pier Tax
中　澤　泰二郎 中澤泰二郎法律事務所
一般卸部会
狩　野　　　章（株）狩野久二商店
吉　井　直　樹 富士電材（株）
交通・運輸部会
藤　田　英　昭（株）藤田自動車
佐　々　　　健（株）エス．タクシー
食品関連部会
樋　口　　　勤（株）オーシャンシステム
田　代　徳太郎（株）マルヨネ
金融部会
長谷川　　　徹（株）第四北越銀行三条支店
白　倉　徳　幸 三条信用金庫
印刷紙器関連部会
玉　木　　　敏（株）サンユー印刷
西　山　徳　芳（株）西山カートン
鐵鋼部会
相　場　亮　嗣 相場商事（株）
外　山　浩　玲（株）外山精一商店

【議　員】
部会・議員 氏名 事業所名
工業部会
１号議員 相　場　美栄子 相栄産業（株）

相　田　　　聡（株）相田合同工場
能　勢　直　征（有）永塚製作所
近　藤　直　義（株）協進
坂　井　信　行（株）坂源
丸　山　　　勝 三条精密工業（株）
原　　　祐　一 JEJアステージ（株）
須　佐　直　樹（株）須佐製作所
鈴　木　　　一（有）鈴文
小　山　公　一（株）スリーピークス技研
小　林　知　行（株）諏訪田製作所
髙　橋　暢　雄（株）髙又製作所
曽　根　忠　幸（株）タダフサ
田　中　康　之（株）田中衡機工業所
石　井　真　人 トップ工業（株）
野　崎　喜　嗣（株）野崎プレス
日野浦　　　司 日野浦刃物工房
長谷川　直　哉（株）マルト長谷川工作所

★

★

★

★

★

★

★

２号議員 五十嵐　孫　六 五十嵐刃物工業（株）
歸　山　　　肇（株）カエリヤマ
帰　山　隆　司（株）帰山鍍金工業
熊　谷　勇　介 共和工業（株）
齋　藤　孝之輔（株）齋鐵
坂　田　　　匠（株）サカタ製作所
神子島　岩　男（株）SANKA
斎　藤　直　人 シマト工業（株）
下　村　啓　治 下村工業（株）
中　山　　　隆 中山鉄工所
野　崎　喜一郎（株）野崎製作所
加　藤　伸　夫 北陸工業（株）
福　田　隆　宏 マルナオ（株）

３号議員 相　場　健一郎 相場産業（株）
川　﨑　雄　輔 川﨑（株）
渡　辺　　　徹　シンワ測定（株）
梨　本　次　郎（株）梨本商店
五十嵐　利　行 新潟精機（株）
清　野　恵　介（株）野水機械製作所

建設部会
１号議員 大　方　　　一（株）大方電機

加　藤　一　芳　　加藤商事（株）
田　澤　宏　明（株）越路鐵工所
齊　藤　眞　澄（有）齊藤造園
谷　川　和　夫（株）三条金子建設
船　越　良　則 三条サッシ工業（株）
外　山　　　豊（株）外山組
本　間　好　夫 本間電機工業（株）

２号議員 石　黒　健　作（株）石黒板金工業所
石　川　昌　弘（株）向陽園
永　井　龍　雄（株）ナガイ
永　桶　俊　一（株）ナガオケ
長谷川　　　武（株）長谷川興産
須　藤　　　昭（有）松永左官工業

３号議員 安　達　俊　明（有）熊倉建設設計事務所
熊　倉　高　志（株）熊倉建築事務所

金物卸部会
１号議員 加　藤　將　利 角利産業（株）

中　條　克　俊（株）中條金物
柄　沢　利　文（株）ハーモニック
髙　波　久　義 パール金属（株）
馬　場　眞　樹 馬場長金物（株）
山　谷　武　範（株）山谷産業

２号議員 田　崎　尚　志 セーブ・インダストリー（株）
長　岡　信　治（株）ナガオカ・リコー
高　野　　　武（有）ハインズワーク
涌　井　　　敏（株）ワクイ

３号議員 髙　橋　竜　也　（株）髙儀

★
★

★

☆

☆

★
★

★

★

★

★
★
☆
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第31期 役員・議員等一覧 第31期 役員・議員等一覧
★印…新任　☆印…「議員の職務を行う者の交代」   任期　令和4年11月1日〜令和７年10月31日  ★印…新任　☆印…「議員の職務を行う者の交代」   任期　令和4年11月1日〜令和７年10月31日  



観光・サービス業部会
１号議員 明田川　賢　一（資）越前屋ホテル

岩　城　　　守 大観楼
小　山　武　則 日本料理 小山屋
石　山　早　苗（有）ピュアシャイニング
広　岡　豊　樹（株）松木屋

２号議員 本　田　芳　久（有）魚長
大　野　信　一（有）角屋 餞心亭おゝ乃
石　川　友　意（株）三条ロイヤルホテル
石　橋　昭　尚（有）二洲楼

３号議員 元　川　由　郎 割烹魚もと
商業部会
１号議員 山　崎　　　修（有）かつぼ屋

鈴　木　　　直（有）スズトー
柄　沢　幸　一（有）つるがや
星　野　健　司（株）星野園茶舗
水　野　一　郎（株）みずの

２号議員 金　子　栄　利 たからやフルーツ本店
丸　山　裕　介 フレッシュはな正（株）
山　田　拓　也（株）MASAYA

３号議員 池　　　清　一（有）宇智華
諸業部会
１号議員 落　合　峰　夫（株）コンピュータシステム

石　月　良　典 税理士法人Pier Tax
関　根　龍　一 関根税務会計事務所
中　澤　泰二郎 中澤泰二郎法律事務所

２号議員 木　村　　　譲（株）アイサポート
榎　本　龍　馬 榎本土地家屋調査士・行

政書士事務所
佐　藤　典　保（株）全研ビルサービス

３号議員 野　嵜　久　雄 富士教育研究会
一般卸部会
１号議員 池　上　勝　彦 池上石油（株）

外　山　博　康 三恵（株）
渡　部　　　宏（株）ホイストクレーン

☆

☆

★

★

☆

★
★

☆

２号議員 新　保　智　也 江戸川産業（株）
吉　井　直　樹 富士電材（株）
五十嵐　　　淳（株）ローハチ

３号議員 狩　野　　　章（株）狩野久二商店
交通・運輸部会
１号議員 石　山　昌　宏 石山自動車（株）

佐　々　　　健（株）エス．タクシー
川　本　高　志 中越交通（株）

２号議員 横　山　惣一郎 三新自動車（株）
藤　田　英　昭（株）藤田自動車

３号議員 岡　田　大　介 三陸運送（株）
食品関連部会
１号議員 白　鳥　　　賢（有）四季の定期便

田　代　徳太郎（株）マルヨネ
２号議員 村　松　浩太郎（有）とんかつ三条
３号議員 樋　口　　　勤（株）オーシャンシステム
金融部会
１号議員 白　倉　徳　幸 三条信用金庫

小　林　弘　樹（株）大光銀行三条支店
２号議員 長谷川　　　徹（株）第四北越銀行三条支店
３号議員 飯　塚　孝　子 新潟縣信用組合三条支店
印刷紙器関連部会
１号議員 田　中　範　之 中越印刷（株）

西　山　徳　芳（株）西山カートン
２号議員 玉　木　　　敏（株）サンユー印刷
３号議員 石　川　一　昭（株）K．いしかわ
鐵鋼部会
１号議員 栗　山　正　男（株）栗山庄之助商店

柳　取　崇　之 ヤナドリ鋼鉄（株）
２号議員 外　山　浩　玲（株）外山精一商店
３号議員 相　場　亮　嗣 相場商事（株）

※敬称略

★

★
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「生き方〜人間として
　　一番大切なこと〜」

新潟県信用保証協会県央支店 支店長
三条商工会議所 参与

相澤 一征

　題名は、京都セラミック（現・京セラ）の創
業者である、故稲盛和夫氏の著書のタイトルで
ある。この著は、JAL「奇跡の再生」の礎とな
った実践哲学書で、海外11カ国に翻訳され、
生きるための手引書として不朽のロングセラー
となっており、私は悩んだとき、迷ったときに
読み返している。
　著者は、挫折を繰り返しながらも、人として
よりよく生きることに懸命だった青年時代、経

営実践の中で、人々を成功や繁栄へと導く考え方
を追求した経営者時代、そして事業の第一線を退
き、信仰を通じて人生の意義について思索を重ね
る現在について、人生に対して真正面から愚直に
向き合うことで、自分なりの「生き方」を少しず
つ確立していくことができたように思うと回想し
ている。
　今後も確かな人生を歩むため、本書を「人生の
指針」としていくつもりである。

一人でも雇ったら、労働保険に必ず加入を
　労働者（パート、アルバイト等を含む）
を1人でも雇っている事業主は労働保険
（労災保険・雇用保険）に加入しなければ
なりません。
　労働保険は、労災保険・雇用保険の各種
給付金のほか、雇用の安定のために事業主
に支給される助成金などの各種支援制度も
設けられており、労働者はもとより事業主

問合先　新潟労働局総務部　労働保険徴収課（TEL025-
288-3502）または、労働基準監督署・ハローワーク

協会けんぽ新潟支部からのお知らせ
　長岡・上越・三条年金事務所内に設置
しております協会けんぽ出張窓口につい
て、郵送によるお手続きの増加、来訪者
の減少などから閉鎖することといたしま
した。ご相談はお電話で承ります

（新潟支部　電話025-242-0260）。

のためにも欠くことのできない制度です。
　まだ、労働保険の加入手続きを行ってい
ない事業主におかれましては、管轄の労働
基準監督署または公共職業安定所（ハロワ
ーク）で加入手続きをとられるようお願い
します。

第31期 役員・議員等一覧
★印…新任　☆印…「議員の職務を行う者の交代」   任期　令和4年11月1日〜令和７年10月31日  
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会
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林
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徳
氏

　雪止め金具や雨樋金具を主力とす
る建築金具メーカー。雪止め金具や
雨樋金具は目立つことは少ないが建
物に欠かせない部品であり、建物の
形状に合わせて無数のバリエーショ
ンが求められる。
　2020年に代表取締役となった小
林氏は、小規模事業者持続化補助金
や三条市の「WEBを活用した販路
開拓支援補助金」などを活用して製
品図面をスマートフォンで閲覧でき
る製品カタログや、製品の詳細を紹

介するホームペ
ージの作成に着
手。完成した製
品カタログやホ
ームページは受
発注業務の効率
化や誤発注の防
止に、その効果
を発揮しているという。
　小林氏は「弊社で製造する製品の
アイテム数は膨大で、一品加工のよ
うな製品もあります。例えば雨樋金

具は、勾配にごとに製品がありレギュラー品で
も勾配ナシ、1.5寸勾配、2.5寸、3.5寸、4寸
と5種類。QRコードで図面を見られることで
お客様の利便性も向上したと自負しています」
と話す。

技術継承と新しい柱
　小林氏の曽祖父が三条市林町で創業し、五徳
や灰カキ、モグラ取り、ネズミ取り、そして建
築金具と時代に合わせて製造品目を変化させて
いったヤマトキ製作所。４代目の小林氏は「お
陰様で建築金具の需要は一定量を維持していま
すが、ベテランから若手へ製造技術を継承しな
がら、次の柱になるような製品を常に模索して
います」と中長期を展望している。近年の豪
雨、豪雪傾向で屋根関係の資材は引き合いが多
いが、人口減少などによる市場の縮小は避けら
れないとする。
　創業間もない頃から製造を続ける製品もあ
り、昔ながらのバネ式ネズミ取りは人気ユーチ
ューバーの動画にも取り上げられ注目を浴び
た。新型感染症対策の飛沫防止パーテーション
に建築金具の技術を応用したり、高さの違うア
ウトドア用バーナーに対応できるよう改良した
組立式の「野良ゴトク」の開発など挑戦は続い
ている。

夢を応援できる会社に
　小林氏は、2000年に全日本フェザー級新人
王を獲得した元プロボクサーで、現在も「コバ

ジム」としてボク
シングレッスンや
動画配信などの活
動を続けている。
　小林氏は人材確
保で元プロボクサ
ーの経歴を活かす
考えで、「私が現
役時代に応援して
もらったように、
プロスポーツをは
じめとする夢を応
援できる会社であ
りたい。それが、これからのヤマトキ製作所の
特色になればいいと考えています」と言う。仕
事をしながら夢を追いかけたい若者が安心して
働くことができ、燕三条地域に移住し選んでも
らえる会社が目標で、実際に総合格闘技や、肉
体の美しさを競うフィジークに取り組む20代
前半の若者が従業員として働く。
　「１人で機械に向き合う仕事が多いため、次
の工程を意識できるようなコミュニケーション
を促している」という一方で、「特別なことは
していませんが、社員は割と気軽に有休を取っ
てくれています」と小林氏。経営者と社員、ベ
テランから若手まで垣根を感じさせない職場づ
くりが、同社の真骨頂と言えそうだ。

（株）ヤマトキ製作所
三条市鶴田4-4-15
TEL:0256-38-9155　
FAX:0256-38-4514
URL: http://www.yamatoki.co.jp/　

YouTube「コバジムチャンネル」
https://www.youtube.com/channel/UCMuTrZVlMsNA8cc7dSAAQcA

（株）ヤマトキ製作所HP コバジム

QRコード付製品カタログでDX

コバジムとしても活動する小林氏

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

月一回の社員ミーティングで

QRコードからスマホ
で図面を見られる

ホームページでも製品の詳細がわかる。
※同社ホームページより
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　日本商工会議所
創立100周年記念
式典が９月16日、
東京国際フォーラ
ムで開かれた。天
皇陛下のご臨席を
仰ぎ、岸田文雄首相ら各界からの来賓をはじ
め、全国515商工会議所の役員ら1,100人が
出席。三条商工会議所からは兼古耕一会頭、
長谷川正実専務理事が出席した。
　日本商工会議所の三村明夫会頭は式辞で、
「日本商工会議所ならびに全国の商工会議所
は、この100周年という記念すべき節目に際
し、『地域ととも
に、未来を創る』
との理念のもと、
自己変革に果敢に
挑戦する中小企業
を一丸となって支

　県内の商工会議所で組織する一般社団法人
新潟県商工会議所連合会は10月18日、花角
英世県知事に「令和５年度　新潟県の産業振
興施策に対する要望書」を提出した。要望書
の主な内容は、「新型コロナウイルス感染症
等の影響を踏まえた対策等」、「中小企業・小
規模事業者に対する支援施策の拡
充・強化」、「中小企業等の人材確
保・育成支援の拡充」など９項
目。
　三条商工会議所の兼古耕一会頭
は、花角知事に対して「新潟県工
業技術総合研究所の機能拡充」、
「県央基幹病院設置に係る道路環
境整備」を求めた。
　県工業技術総合研究所の機能拡
充は、専門人材の配置や研究・開
発のための機械設備の充実によっ
て、地域のものづくり産業のさら

援し、地域経済・日本経済の成長・発展に貢献し
てまいりますことを、ここに堅くお誓い申し上げ
ます」と宣言した。
　天皇陛下は、お言葉で「各地の商工会議所が、
地域総合経済団体として幅広い活動を行われると
ともに、日本商工会議所が、全国の商工会議所の
ネットワークを活用して、『地域とともに、未来
を創る』の理念の下、中小企業と地域経済社会の
活性化、ひいては我が国の経済の成長・発展に力
を尽くされることを希望し、式典に寄せる言葉と
いたします」と述べられた。
　兼古会頭は、100周年式典を振り返って「天皇
陛下御臨席の下、式典が挙行され、岸田総理、衆
参両院議長の祝辞もい
ただき、日本経済にお
ける商工会議所の歴史、
役割の深さを再認識し
た」と話していた。

なる価値向上を求めるもの。
　県央基幹病院設置に係る道路環境整備では、令
和５年度早期を目標に整備が進められている同病院
へのアクセス道路となる「国道289号バイパス整備
及び（仮称）石上大橋下流橋建設促進」、「国道
403号三条北バイパス整備及び延伸」を要望した。

日本商工会議所創立100周年記念式典

「地域とともに、未来を創る」
新潟県商工会議所連合会

花角知事へ新潟県の産業振興施策に対する要望書提出

県内商工会議所では初
三条商工会議所・あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 連携協定
　三条商工会議所と
あいおいニッセイ同
和損害保険（株）新
潟支店は10月11日、
地方創生に関する包
括連携協定を締結し
た。「経営力強化」、「事業継承」といった諸課
題への対応はもとより、SDGs、健康経営、
BCP（事業継続計画）などに関する企業向け

セミナーの開催や簡易診断サービス、ドラ
イブレコーダーのデータを収集して事故が
多発する区間の分析などを行い、地場企業
の持続的な発展に寄与することが目的。
　あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
では全国400以上の自治体と地方創生に関
する包括連携協定を締結している。県内の
商工会議所では三条商工会議所が協定締結
第1号となった。

2023年燕三条産業カレンダー無料配布中
　三条商工会議所窓口にて、A3版、A4版の
産業カレンダーを無料配布しております。休
日設定における注意事項と合わせてご活用く
ださい。無料配布は、なくなり次第終了とな
ります。
　ホームページからダウンロードすることも
できます。

※�三条の産業カレンダーは、2023年分の発
行をもって終了いたします。2024年以降
は産業カレンダーを作成いたしませんの
で、各社で休日計画をご策
定ください。

ダウンロードはこちら。
https://www.sanjo-cci.or.jp/calendar/

お言葉を述べられる天皇陛下 式辞述べる三村会頭



全業種 建　設 製　造 卸　売 小　売 サービス

全
国

10月の業況（前年同月比）
▲20.7 ▲29.9 ▲20.1 ▲21.1 ▲29.4 ▲8.1

先行見通し（３ケ月先の見通し） ▲22.2 ▲26.3 ▲24.1 ▲23.2 ▲32.0 ▲9.4

北陸
信越

10月の業況（前年同月比）
▲20.2 ▲51.6 ▲21.4 ▲25.0 ▲32.4 13.0

先行見通し（３ケ月先の見通し） ▲21.4 ▲38.7 ▲28.6 ▲25.0 ▲29.4 4.3

業況DIは、3ヵ月ぶりの改善もコスト増が重荷に
先行きは、円安や物価高の継続への警戒感強まる

1 0 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10月14日～20日
調査対象:全国の330商工会議所が2,541企業にヒアリング

※ は9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（　　　）

10月LOBO調査（商工会議所早期景気観測）

全産業合計の業況DIは、▲20.7（前月比+2.6ポイント）
　水際対策の緩和や全国旅行支援による客足の回復で、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改善した。また、卸売業も小売業・サービス業向けの引き合い増加に牽引されて業
況が改善した。製造業でも消費者向けの飲食品関連や日用品の受注増により業況が改善した。一方、建
設業では、建設資材価格の高騰が続いており、価格転嫁も十分に行えず、業況悪化が継続した。感染状
況が小康状態となり、売上増加が見込まれるが、資源・原材料価格高騰の長期化や、150円台まで進ん
だ円安等によるコスト増がさらなる重荷となり、中小企業の業況は改善を示すも力強さを欠いている。

先行き見通しDIは、▲22.2（今月比▲1.5ポイント）
　経済活動が正常化に向かう中、設備投資等の民間工事の受注増を期待する声が建設業で聞かれ
た。一方で、資源・原材料価格の高騰や円安の継続、人手不足に伴う人件費増加や電気代の上昇等、
数多くのコスト増要因による企業経営への影響が懸念される。さらに、欧米のインフレ対策等による世界
経済の鈍化への不安感も重なり、中小企業の先行きは警戒感が強まっている。

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）

※「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）
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）12月

※13：00～16：00

令和4年
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今 月 の 写 真

農産物直売所
彩　遊　記
弥田 正蔵（写遊わらじ）


