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　当所常議員会が１月26日に開かれ、部会、委員会の令和５
年度提案事業・予算、「女性会設立」など10議案を審議、すべ
て原案通り承認した。
　部会、委員会からの提案事業・予算を予算規模で見てみると、
工業、建設、金物卸など12部会提案事業が事業費合計1,453万
円、総務、産業政策、まちづくりの３委員会提案事業が781万
円、合計2,234万円で前年度よりも398万円増額。令和４年度
に新型感染症禍で実施できなかった視察などが予定されている。
　女性会は、多様な市場ニーズに対応するため女性経営者、経営幹部の活躍や、女性ならではの視
点が欠かせないとして設立するもので、４月に設立総会を開催する予定。今年10月には「全国商
工会議所女性会連合会　新潟大会」も開催される。県内では新潟、長岡、上越、新発田、新津、小
千谷、加茂、五泉の８商工会議所で女性会が組織されており、県内では９番目の設立となる見込み。
　兼古耕一会頭は会議冒頭で、東大阪を舞台にしたNHKのドラマを取り上げ、「東大阪の製造業者
が描かれており、我々がビジネスをする上で参考になる描写が多い。例えば価格交渉に努力される
姿、新分野に参入するための勉強会に参加し、それがきっかけで引き合いが出てくる場面、私ども
のビジネスに直結するようなアイデアやアドバイスも出てきている。今年は厳しい経済予測もある
が、ドラマのタイトルのようにこの地域も舞いあがるような１年となるように」と述べ、各事業所
が飛躍の１年とするよう奮起を促した。

「青年部卒業に際し」
（有）佐藤ネジ製作所 代表取締役

三条商工会議所 青年部第14代会長

佐藤 俊光

　振り返るとチャーターメンバーとして、創立
より19年間にわたって青年部会員として活動
してきました。そして、多くの先輩、後輩、仲
間たちとともに色々な事業に関わらせていただ
きました。創立当時、私は20代で、一回り以
上も歳の離れた先輩方が多く、常に肩に力が入
っていたことを鮮明に覚えています。委員会や
事業を通じ、一人また一人と仲間が増えると同
時に青年部事業への参加率も上がり、とにかく
楽しい日々でした。会員をはじめ事務局の皆さ
んや青年部事業に関わられた多くの皆様には、

ただ、ただ感謝しかありません。
　「自分が先輩方に育てていただいたように、後
輩たちの手助けができたのだろうか」と不安が残
りますが、後輩のみんなにもいつか卒業の時がき
ます。素晴らしい仲間たちと時にはぶつかり合
い、切磋琢磨し、今しかできない事にチャレンジ
し続けてください。そして、真剣だからこそ苦楽
があり、みんなと共に楽しみ成長できるのだと思
います。青年部の更なる発展と輝かしい未来をお
祈りいたします。

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

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/ 

令和４年度第５回 常議員会

令和５年度、部会、委員会事業、女性会設立令和５年度、部会、委員会事業、女性会設立

三条市事業所支援ネットワーク『イッぺアップ』主催、青申会共催

インボイス制度 電子帳簿保存法セミナー
　消費税インボイス制
度、電子帳簿保存法の概
要、対応方法を解説する
セミナーが1月17日、当
所及びZoomのハイブリ
ッド方式で開かれ、会場48人、Zoom52人
が参加した。
　講師となった、アトラス税理士法人代表社
員の松崎孝史氏は「インボイス登録しない免
税事業者は、来年10月以降は消費税の請求
ができなくなる。免税事業者のままで消費税

が請求できなくなるより、インボイス発行
事業者となった方が場合によっては得であ
る」と、インボイス制度について説明。免
税事業者がインボイス発行事業者となった
場合、3年間は消費税納税額を課税標準額
の2割に軽減する措置や、簡易課税制度な
どについても言及した。
　電子帳簿保存法については、「紙で行っ
ていたことを電子化しないといけない訳で
はなく、紙で行っていたことは今まで通り
紙でよい」と説明していた。

「福は内」事業繁栄願う
本成寺節分法要、地場産業振興祈願会
　法華宗総本
山本成寺の節
分法要に合わ
せ、当所主催
の地場産業振
興祈願会が２
月３日に同寺
で執り行われ
た。地場産業振興祈願会では読経の後、当
所会員企業25社の事業所名や製品、ブラン
ド名を読み上げ、地場産業の振興、市内各
事業所の繁栄を祈願した。
　節分法要では、全国的にも有名な「鬼踊
り」が披露され、善男、善女が事業繁栄や
感染症禍の収束などの願いを込めて福豆を
投げ、災厄を祓った。

新潟県の最低賃金が改正されました!!
パートも！学生アルバイトも！
最低賃金 時間額 効力発生日

新潟県最低賃金
（新潟県で働くすべて
の労働者に適用され
ます）

890円 令和４年10月１日

新潟県電子部品・デバ
イス・電子回路、電気
機械器具、情報通信機
器具製造業最低賃金

965円 令和４年12月28日

新潟県自動車（新車）、
自動車部分品・付属
品小売業最低賃金

961円 令和４年12月29日

新潟県各種商品
小売業最低賃金

新潟県最低賃金額が各種商
品小売業特定最低賃金を上
回ったため、令和４年10月
１日から新潟県最低賃金の
890円が適用されます。

※ 最低賃金に関するお問合せは新潟労働局賃金室（TEL025-
288-3504）または最寄りの労働基準監督署へ。



4 5

年頭に変革誓う

会員新春の集いに200人超

　当所恒例の会員
新春の集いが１月
15日、ジオ・ワー
ルドビップで開か
れ、会員事業所の
皆様をはじめ、来
賓の佐久間豊新潟県副知事、滝沢亮三条市長、
菊田真紀子代議士、國定勇人代議士ら200人超
が参集した。感染症対策のため、今年度は１事
業所１名までの参加とし、料理は折詰、開催時
間の短縮などの上、懇親会を開催した。
　兼古耕一会頭は新春
の集いにあたり、「今
年は、当所第31期議
員・役員による会議所
運営の初年度となりま
す。12部会・３委員会

の顔ぶれも大きく変わり、
新たなメンバーによる新
たな視点を加え、あらた
めて地域産業の振興、会
員事業所の経営強化、自
己変革への挑戦に資する
事業に取り組んで参りま
す。現状を打開するに
は、変化、改革、変革が
必要です。また、変化す
るには意識が変わらなけ
ればなりません。新年に
あたり、恐れず、心新たに変化して参りましょ
う」と呼びかけ、三条商工会議所としても変革
に挑戦する地場企業を支えていくと述べた。
　阿部銀次郎市議会議長の音頭で乾杯し、３年
ぶりの交流懇親会となった。

アーカイブ配信、途中参加可能

創業者倶楽部開講
　創業から事業が軌道に乗るまで
のノウハウを学ぶ当所主催「創業
者倶楽部」が１月25日から３月１
日までの全５回の日程でZoom及
び当所４階研修室を会場に開かれ
ている。講師はジャイロ総合コン
サルティング㈱代表取締役で中小
企業診断士の渋谷雄大氏など。参
加費無料、見逃し動画を配信し、
途中参加も可能。
　企業内起業、第二創業を考えている人
や、創業予定者、創業５年未満の事業者ら
が対象で、「成功する起業の条件」から、

参加登録はこちら

SNSの活用、ビジネスモデル
やビジネスプランの作成、資
金や利益、人材採用・育成ま
でを学ぶ。

企業は変革のステージへ

金融部会 日本銀行新潟支店長講演会

　日本銀行新潟支店長を講師に招き、当所金融
部会主催の経済講演会が昨年12月20日、ジ
オ・ワールドビップで開かれた。開催当日、日
本銀行が金融政策の一部を見直すと発表したこ
ともあり、講師の小林俊支店長は講演会冒頭で
「金融緩和を続けるが、その副作用を和らげる
もの。利上げではない」と解説するなどタイム
リーな内容となった。
　小林支店長は講演で、さまざまなデータを読
み解きながら、人への投資が強く意識されるな
ど「企業にとって変革のステージ」だと現状を
分析。中小企業やスタートアップ企業へ優秀な
人材が流入することが好循環を生むと述べた。
　支店長就任以来、粟島を除く県内すべての地
域に足を運んだといい、「新潟は素晴らしい地

域。地元の人たちが地元の良さを実感し、実体
験、自分の言葉として新潟の良さを発信すれ
ば、もっと魅力が伝わるのでないか」と話して
いた。

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

三条商工会議所

「ここでしか聞けない、労務・人事についての勘所」

諸業部会「労務・人事リスク管理セミナー」

　労務や人事管理についての要点を、社会保険
労務士と弁護士に聞く、当所諸業部会主催の
「労務・人事リスク管理セミナー」が昨年12月
5日、当所及びZoomで開かれた。
　講師に中澤泰二郎法律事務所の弁護士・中澤
泰二郎氏、県央社会保険労務士事務所の社会保
険労務士・吉井伸明氏を迎え、講師が実務で経
験したトラブルについてパネルディスカッショ
ンを行うなどして、労務トラブルを未然に防ぐ
方法を学んだ。中澤氏は「退職代行による退職

の事例もあり、
トラブルへの対
応は難しくなっ
てきている」と
警鐘を鳴らし、
吉井氏は「労働
条件通知書の交
付は必ず行うこと。義務ではないが、雇用契約
書は取り交わしたほうが望ましい」などと、労
使間合意の重要性を説いていた。

滝沢市長

兼古会頭

佐久間副知事

小林支店長小林支店長
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Wellbeing〜豊かで幸福な在り方〜

令和５年度青年部基本方針・組織体制

　当所青年部は１月26日、餞心亭おゝ乃で臨
時総会を開き、令和５年度の基本方針、組織体
制を審議、原案通り承認した。
　結城靖博次年度会長はWellbeing（幸福）を
キャッチフレーズとし、「YEG活動を通して精
神的、肉体的、社会的に豊かで幸福な在り方を
私たち自身が探究し実現することによって、周
囲の人間や燕三条地域へ良い影響を与える」と
いう基本方針を打ち出した。
　事業計画では、組織向上、魅力発信、交流人
口創出や、産学連携による立志徳育、社会課題解
決、燕三条発展の各委員会を組織して、地域の

魅力発信や郷土愛を醸成する事業を実施する。青
年部創立20周年記念事業については感謝20周年
委員会を設けて、記念事業、式典などを実施する。

【組織構成】

感謝 20周年委員会
川口 純平委

員
長

委
員
長

委
員
長

委
員
長

委
員
長

委
員
長

委
員
長 川口工器（株）諸橋農園

諸橋 良祐笠井 誠

㈲すみや （株）生活情報新聞社
県央編集室

山中 良太
組織向上委員会 魅力発信委員会 交流人口創出委員会 立志徳育委員会
岡村 沙也佳 安達 拓未
The Garden
Terrace おゝ乃 （有）いづみ商会 （株）坂謙

吉岡 秀司
社会課題解決委員会 燕三条発展委員会

（株）マサコー山口木工 （有）アシダ都市設計 ㈱エフピーエム ㈱未来プランニング ウェブックプラス 本間電機工業（株）

副会長
山口 将門 芦田 義規 丸山 勇貴 小玉 晃之 竹山 嘉一 本間 隼人

副会長

事務局長

専務理事

カイセイ塗装

副会長 副会長 副会長 副会長

（有）魚兵
直前会長
山村 興司

（株）山村製作所

会　長
結城 靖博

副会長
小野塚 雄也

㈱ヴィヴィッドリー

監　事
畠 弥真人 吉川 敬之
藍庭 （有）ニザイエン

山田 賢

総　会

理事会

委員会紹介①

地域活性化まちづくり委員会

　当所には会員の営む事業の種別ごとに構成する12部会、地域発展のために必要な重要事項の調
査研究、提言などを行う３委員会が設置され、各部会、委員会提案の事業を実施している。本項で
は、第31期役員・議員体制の初年度にあたり３委員会の役割や今年度実施予定の事業について紹
介していく―。

　初回は、第31期で大幅にメンバーが入れ替わった「地域活性化まちづくり委員会」。
　同委員会は、その名の通りまちづくりの推進や、産業発展のためのインフラ整備、市街地の活性
化などを主題とした委員会で、前期までは、市外から訪れた人に市内の道路網やランドマークをわ
かりやすく紹介する「市内簡単ロードマップ」を作成し、公共機関や駅、宿泊施設などに配布して
きた。
　昨年12月７日に開かれた改選後初の会議では、新たに「空き家対策」を主題とし、事業者の立
場から行政に対してまちづくりの提案を行うことを決めた。
　具体的には、市外から移住を希望する人たちや、三条市立大学の卒業生など市内企業で働く人た
ちを受け入れる「ものづくり社員寮」。これを原案として、事業者のネットワークを生かした物件
探索や提言を行っていく予定。

【地域活性化まちづくり委員会】
委 員 長 曽根　忠幸 (株)タダフサ

副 委 員 長
山村　興司 (株)山村製作所
中川　裕稀 (株)TREE

委 員

福田　隆宏 マルナオ(株)
齊藤　　巧 サイトウ建築
博田　亮輔 (株)大和土地建物
髙橋　達也 (株)ディ・アンド・ファイブ
本田　芳久 (有)魚長
結城　靖博 (有)魚兵
明田川賢一 (資)越前屋ホテル
金子　栄利 たからやフルーツ本店
木村　　譲 (株)アイサポート
石山　昌宏 石山自動車(株)
佐々　　健 (株)エス．タクシー
村松浩太郎 (有)とんかつ三条
長野　源世 NPO法人えんがわ

担当副会頭 金子太一郎 金武(株)

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

青年部
だより
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見る庭から「使える庭」へ
　祖父の代から続く造園業の３代目。“庭＝日本
庭園”のイメージを拭い去り、「自然を感じられる
使える庭づくり」を理想像に、庭に居ること自体
が楽しくなるような庭づくりとアウトドアを組み
合わせたブランディングを進めている。
　諸橋氏は「創業者である祖父は純・日本庭園
を、現代表の父は自然の造形美と日本庭園の様式
美を組みわせた庭を得意としてきました。私が得
意とするのは里山の雰囲気を感じられる雑木の
庭。自宅に居ながら自然を感じ、アウトドアを楽
しむこができる。使う庭、使える庭づくりを提案
したい」という。
　諸橋農園は、祖父・太郎氏（故人）が1970年
に創業、現在は父・謙作氏が代表を務めている。
良祐氏は東京農業大学造園学部を卒業後、神奈川
県、千葉県の造園会社で都市緑化などを経験し
2017年に入社した。保内園芸組合青年部長を務
めるなど、「植木の保内」のPRにも一役買ってい
る。
　良祐氏の提案する「使える庭づくり」は、新型
感染症禍により自宅で過ごす時間が増えたこと、
アウトドアブームにも合致。個人客に加えてハウ
スメーカーからの引き合いも増えているという。

昨年９月には保内園芸組合青年部とし
て新潟市内で開かれたアウトドア用品
などの展示会にも出展。里山の環境を
再現する造園技術はアウトドア業界と
も親和性が高いことを実証した。

植木畑でプレゼンテーション
　良祐氏は、「お気に入りの植木を見
つけてもらい、庭づくりに繋げる。保
内ならではのビジネスモデルの再興」
も目指している。１本の植木から始ま
る庭づくりのきっかけとして、「植木畑
はプレゼンテーションの場」だと言う。
　同社では、植木の特徴をスマートフ
ォンで閲覧できるQRタグを添付、お
客様の植木選びの一助としている。今
後、植木畑に併設したモデルガーデン、イベン
トスペース、関連商品の販売所を兼ねたショッ
プを構えることが目標だ。

屋内で庭づくり？
　個人向けの庭づくり、アウトドア業界とのコ
ラボレーションに加え、次の事業の柱と見据え
ているのが、緑で就業環境を豊かにする「バイ
オフィリックデザイン」。観葉植物の配置に留

まらず、オフィス全体のデザインをプロデュー
スする事例もあるといい、屋内の庭づくりとも
言えそう。良祐氏は「今は首都圏中心ですが、
人材確保や、SDGsの目標である『働きがいも
経済成長も』の達成に向けた方策として、事業
所に浸透させたい」考えだ。
　令和５年度には、三条商工会議所青年部燕三
条発展委員会委員長に就任予定、「海外で庭を
つくることができたら」と、庭づくりの未来に
期待を膨らませている。

〈所在地〉
三条市下保内1083-3
TEL：0256-38-1510
FAX：0256-38-9190
URL：https://morohashinouen.com/　

諸橋農園

諸橋 良祐氏
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庭園の郷 保内のモデルガーデン 園芸組合青年部として保内公園の改修にもあたった。

塚野目・

庭でアウトドアを楽しむ



全業種 建　設 製　造 卸　売 小　売 サービス

全
国

1月の業況（前年同月比）
▲18.4 ▲25.1 ▲16.9 ▲17.3 ▲27.1 ▲8.8

先行見通し（3ケ月先の見通し） ▲19.8 ▲20.7 ▲17.3 ▲15.6 ▲30.9 ▲14.7

北陸
信越

1月の業況（前年同月比）
▲19.8 ▲33.3 ▲5.0 ▲27.8 ▲35.5 ▲9.3

先行見通し（3ケ月先の見通し） ▲21.0 ▲30.0 ▲15.0 ▲11.1 ▲41.9 ▲9.3

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、経済活動は回復も、コスト増で横ばい
先行きは、国内外の需要減退懸念から厳しい見方

１ 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5年1月16日～20日
調査対象:全国の329商工会議所が2,522企業にヒアリング

※ は12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（　　　）

1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（火） 15（水） 10（金） 27（月）15（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）3月

※13：00～16：00 と

令和5年

8（水）

全産業合計の業況DIは、▲18.4（前月比±０ポイント）
　建設業では、設備投資や住宅関連の民間工事が堅調に推移し、業況が改善した。また、小売業では、
初売りが好調だった百貨店を中心に、改善した。一方、サービス業では、年始の感染拡大で、新年会の
キャンセルが発生した飲食店が全体を押し下げ、業況が悪化した。また、製造業や卸売業では、外需減
退により受注数が減少した電子部品関連を中心に業況が悪化した。経済活動が正常化に向かう一方、
原材料・エネルギー価格の高騰、人手不足に伴う人件費等、負担するコストは増加が続いている。コスト
増に見合う価格転嫁も十分に行えておらず、中小企業の業況は、横ばいに留まった。

先行き見通しDIは、▲19.8（今月比▲1.4ポイント）
　経済活動の回復により、設備投資等の受注増への期待感が建設業や卸売業でうかがえる。一方、業
種を問わず、人手不足による受注機会の損失や、高騰が続く電気代等によるコスト負担増を危惧する声
が聞かれた。不安定な為替動向等で企業経営が安定しない中、物価高による消費マインドの低下や、欧
米等の世界経済の鈍化による外需のさらなる減退も懸念され、中小企業の先行きは厳しい見方が続く。

今 月 の 写 真

吉野屋遺跡の梅
岡田昭彦（写友わらじ）


