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　2023年「卯年」はどんな年に
なるのでしょうか。うさぎは跳び
はねることから飛躍の象徴で、
ある記事では、「卯年」は芽を
出した植物が成長していき茎や

葉が大きくなる時期で、目に見えて大きく成長する年に
なるとありました。ここ数年、コロナ禍で厳しい中にも
新たなことにチャレンジした方も多かったと思います。
今年はその新たにはじめたことが大きく成長し、飛躍
する年になってもらいたいと願っています。

IT販促活用セミナー、正副会頭会議
ながの東急百貨店販売会「上越がたり北信
濃がたり」（～4日）
プレミアム商品券休日販売①
県連臨時運営委員会
経営指導員資格認定試験、金融懇談会、糸
魚川警察署防犯懇談会、PF ワークエンゲー
ジメントオンライン研修会
水曜会例会、経団連正副会長会議
小規模企業振興委員会、県連トップセミナー
公庫マル経協議会
糸魚川市駅北大火復興事業総合竣工式
糸魚川市地域自立支援協議会、経営指導員
等資質向上研修会（オンライン）、BWC新
任専務理事懇談会（オンライン）
ヒスイジュェリー画コンテスト東京審査立合
い、糸魚川警察署協議会
上越ものづくり支援連絡会議、いえかつ糸
魚川拡大理事会、正副会頭会議、PF 運営委
員会、PF 経営基礎力養成講座
糸魚川市行政改革推進委員会、長野県塩尻
市サンサンワイナリー『旬の料理とワインの
夕べ』
糸魚川駅開業110周年記念イベント、ユネス
コ世界ジオパーク再認定記念セレモニー
プレミアム商品券休日販売②
PF 緑でつなぐ未来創造会議
全国削ろう会糸魚川大会実行委員会、PF ワー
クエンゲージメントオンライン研修会
PF 緑でつなぐ未来創造会議打合せ会議、
兵庫県立大教授等大火復興視察受入対応
ハンズオン支援終了報告会
正副会頭会議

1
2

4
5
6

7
8
9
10
13

14

15

16

17

18
19
20

23

27
28

日（木）
日（金）

日（日）
日（月）
日（火）

日（水）
日（木）
日（金）
日（土）
日（火）

日（水）

日（木）

日（金）

日（土）

日（日）
日（月）
日（火）

日（金）

日（火）
日（水）

事務局日誌 2022年12月

月の予定2
専門相談窓口 毎週第３水曜日　２月15日（水）
夜間経営相談室 毎週月～金曜日 ※要予約
正副会頭会議 ２月１日（水）、15日（水）

次回「商工糸魚川」発行日は３月25日です。

※PF：糸魚川産業創造プラットフォーム

宏

商工会議所検定試験 合格者

２級 該当者なし 
３級 １名 

第161回 簿記検定（令和４年６月12日施行）

２級 該当者なし 
３級 大久保 貴生さん 他１名

第162回 簿記検定（令和４年11月20日施行）

おめでとうございます

※令和４年10月１日より改定されています。

新潟県の最低賃金は890円（時間額）です。

新潟県最低賃金のお知らせ

　このたび、システムの老朽化によるセキュリティー向上
に合わせて、この度軽微なリニューアルを行いました。

糸魚川商工会議所のホームページを
リニューアルしました

※承諾を得られた方のみ氏名を掲載しています。

https://www.itoigawa-cci.or.jp

今一度、賃金のご確認を！
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糸魚川商工会議所
〒941-8601 新潟県糸魚川市寺町2-8-16

やっています
　管内事業者の皆さまに、当所の
事業やイベント、施策情報をタイム
リーにお届けします。糸魚川商工会
議所LINE公式アカウントの登録
をお願いします。

ひすいの
街めぐり
161

糸魚川商工会議所HP

No.555

新潟県の石指定 ～翡翠～
　令和４年11月４日、翡翠が新潟県の石に指定されました。
　翡翠は、古くから勾玉など宝石の一種として親しまれて
きました。翡翠というと緑色の印象が強いですが、主体と
なる翡翠輝石は透明から白色で、わずかに含まれる元素に
よって、緑、薄紫、青、黒色など様々あります。
　翡翠の誕生から約５億年。地球内部の沈み込み帯から
現れた翡翠。まさに奇跡の石。

《写真撮影：龍見広報委員》
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2023
January

祝

※今年の干支は、うさぎ。翡翠原石の上のうさぎは、翡翠で作っ
　たものです。



12月15日

●日程調整

●水曜会２月例会の開催について
●令和５年新年賀詞交換会
来賓の出欠状況について

●新入会員の承認について
●社会保険事務の取り扱いについて

●令和５年度地元選出国会議員への税制改正に関す
る要望について　ほか

糸魚川駅開業110周年記念イベントD51機関車出発式、
ユネスコ世界ジオパーク再認定記念セレモニー、糸魚川青
年会議所新年祝賀会、糸魚川法人会翡翠デザイン画コン
テスト表彰式･新年賀詞交換会　ほか

12月28日正
副
会
頭
会
議

●日程調整
総務委員会、ヒスイ県石指定記念事業実行委員会、糸魚川
信用組合信友会新年総会、糸魚川荒波あんこう祭り開会式
（糸魚川会場）、建設業部会、県連会頭会議･総会　ほか

●共済加入者還元事業について

●糸魚川産翡翠勾玉型ピンバッジの斡旋について
●Ｕターン促進事業について

●令和５年度事業について　ほか

●令和５年度事業について　ほか

１月６日

●日程調整 なし

●金融機関（糸魚川信用組合）との包括連携協定について
●令和５年新年賀詞交換会について

2023会議所 議員
（敬称略・順不同）

年男

　12月２日、地元選出の国会議員である
髙鳥修一衆議院議員事務所に、新潟６区
内の上越商工会議所、新井商工会議所、十
日町商工会議所と当所の４商工会議所合
同で税制改正を要望しました。
　要望内容は、下記の５項目に関してです。

1.
2.
3.
4.
5.

中小企業の成長投資を促す租税特別措置の確実な延長・拡充
中小企業の投資意欲に水を差す償却資産に係る固定資産税の廃止・軽減
中小企業向け賃上げ促進税制の繰越控除措置の創設
インボイス制度導入の影響最小化策の実行と導入延期の検討
中小企業の賃上げや設備投資を阻害する安易な法人増税は避けるべき

　また、国会で議論となっている防衛費に関して、特に現在の物
価高などで厳しい国民生活や経済活動への影響は大きいことから
「防衛力強化は必要であるが、財源措置は歳出内容を含めて国民的
な議論のもと、慎重に決定すべき」であると要望しました。

新年の抱負

趣味：スイミング、休日の料理、
最近はウィンド・シンセサイザー

COVID-19に負けるな

金 子 　 靖

新年の抱負

趣味：DIY、ゴルフ

還暦がスタートの年と考え、何事にも挑む

平 野 嘉 生

新年の抱負

趣味：ドライブ

切磋琢磨

木 島 　 一

～地元選出国会議員に税制改正を要望～

中小企業の自己変革への挑戦を後押しする
強力な税制支援を！

　次に、人口減少への対応です。当地域の最も大きな課題
の一つが人口減少であります。商圏人口の縮小、労働力不
足は企業の存続にも大きな影響を及ぼしています。
　新潟県や糸魚川市でもさまざまな取り組みが行われてい
ます。
　商工会議所が人口減少対策としてできることは限りがあ
りますが、現在、産業創造プラットフォーム事業でも取り組
んでいる企業の人手不足、労働力不足への対応にさらに積
極的に取り組んでいきたいと考えています。
　本年度の事業計画に盛り込んでいましたＵターン促進事
業として、２月６日に首都圏に住む大学生たちと東京のロイヤ
ルパークホテルで糸魚川市内の企業との交流会を開催する
運びになりました。米田市長からも参加していただく予定に
していますが、少しでも糸魚川へのＵターン就職などにつな
げていく機会にしていきたいと考えています。
　企業の皆さんからも、是非、多くの方からご参加いただき
たいと思っていますし、現在、在学中のお子さんや身近にＵ
ターンを希望する社会人の方がおられる親御さんには、こう
した情報をお届けいただきたいと思っています。
　また、産業創造プラットフォーム事業では、既存の労働者
の定着率向上を目的とした研修等を行っています。働き甲斐
のある職場づくりを進めることで企業の生産性向上を図っ
ていきます。
　外国人労働者、技能実習生の受け入れも喫緊の課題の一
つであります。新型コロナで事業が中断していましたが、外
国人材については会員の皆さんからも関心があるとの声を
多くちょうだいしています。現在は、商工会議所が受入れ
機関となることはできませんが、受入機関のルートを通じ
て安心して外国人材の受入れができる体制を整えていきた
いと考えています。
　当地域の産業振興を担う姫川港は、昨年、西ふ頭３号岸
壁が完成しました。水深10ｍを有する岸壁の完成で、更なる

　明けましておめでとうございます。皆さまにおかれましては、
新しい年を迎え気持ちを新たにされたことと思います。
　昨年は、年初からの新型コロナウイルス第６波とオミクロ
ン株の感染拡大、２月24日のロシアのウクライナ侵攻とそれ
に端を発したエネルギーや食糧価格の高騰、記録的な円安、
大規模水害などこれまでに予期していなかったことが次々
と起こった１年でありました。
　本年もこうした傾向は継続していくものと思っていますが、
さらに予期せぬことが起きることも懸念されます。地域の企
業としては、こうした困難に立ち向かい、企業を永続させ雇
用を守っていくことも大きな使命であると考えています。そ
のためにも、企業の自己変革が必要ですし、商工会議所とし
てもそれを全力で支援してまいります。
　令和２年から感染拡大が始まった新型コロナは、ワクチ
ンや治療薬の開発などで一定の感染防止が図られていま
す。昨年の春頃からは行動制限が少しずつ解除され、コロ
ナ前の生活が取り戻されつつあります。一方で、このことは、
新型コロナの感染防止に努めつつ、企業者自らが新しい
発想で経営を考えていく新たなステージに移ったことを意
味しています。
　現実を直視し、果敢に自己変革に挑まなければこれから
の時代を生き抜いていくことはできません。商工会議所では、
地域の中小企業者に寄り添い、耳を傾けながらさまざまな
課題の解決や新事業へのチャレンジ、今後の経営を共に考
え、支援していく所存であります。

　１月６日、令和５年新年賀詞交換会をヒスイ王国館で開催しました。昨年に引き続き
今回も新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、１会員２人まで、来賓も限られた
方のみとして出席者総勢約220名で懇親会はせずにセレモニーのみで行いました。
　髙瀬会頭による年頭挨拶の後、米田　徹糸魚川市長、髙鳥修一衆議院議員、梅谷　守
衆議院議員、打越さく良参議院議員、小林一大参議院議員、中村康司新潟県議会議員
から新年の祝辞をいただきました。当日は飲食利用優待券を参加者に配布し、終了後、
少人数で懇親を深めてもらいました。

年頭所感
糸魚川商工会議所 会頭

髙瀬  吉洋

物流の増加や改善が期待されます。
　また、松糸道路は長野県小谷村の雨中バイパスのトンネル
工事が概ね終了に近づき、令和７年に供用開始となります。
新潟県側でも松糸今井道路の工事が少しずつではあります
が、着実に進んでいます。
　松糸道路完成後を見据えて、今のうちから姫川港の周辺
環境の整備や姫川港を利用する企業への働きかけ、長野県

中信地域との観光交流などの準備を進めていく必要があり
ます。
　最後は、関西方面への連携強化をさらに図っていきたい
と考えています。
　2023年には北陸新幹線の敦賀延伸が、2025年４月から
は大阪・関西万博が予定されています。
　新潟県で最も関西方面に近いのが糸魚川です。ヒスイが
新潟県の石に指定されたという好機も活かして、これまで以
上に関西方面への販路拡大や連携強化を図っていくことで
会員企業の皆さまへの新たなビジネスチャンスが広がってい
けばと考えています。
　うさぎ年は、飛び跳ねることから景気が回復する、上向き
に跳ねるという縁起の良い年と言われています。
　792の会員企業の皆さまが、困難を乗り越えてさらなる飛
躍をする１年となりますことを祈念して、新年のあいさつとさ
せていただきます。
　本年も、どうぞ、よろしくお願いいたします。

会場には約220名が参加

新年賀詞交換会は感染防止に努めセレモニーのみ

新時代へ
企業の自己変革をし

、飛躍する一年に

４商工会議所の専務で要望書提出

髙瀬会頭による年頭の挨拶
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12月15日

●日程調整

●水曜会２月例会の開催について
●令和５年新年賀詞交換会
来賓の出欠状況について

●新入会員の承認について
●社会保険事務の取り扱いについて

●令和５年度地元選出国会議員への税制改正に関す
る要望について　ほか

糸魚川駅開業110周年記念イベントD51機関車出発式、
ユネスコ世界ジオパーク再認定記念セレモニー、糸魚川青
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●日程調整
総務委員会、ヒスイ県石指定記念事業実行委員会、糸魚川
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●令和５年新年賀詞交換会について
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　12月２日、地元選出の国会議員である
髙鳥修一衆議院議員事務所に、新潟６区
内の上越商工会議所、新井商工会議所、十
日町商工会議所と当所の４商工会議所合
同で税制改正を要望しました。
　要望内容は、下記の５項目に関してです。
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4.
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　また、国会で議論となっている防衛費に関して、特に現在の物
価高などで厳しい国民生活や経済活動への影響は大きいことから
「防衛力強化は必要であるが、財源措置は歳出内容を含めて国民的
な議論のもと、慎重に決定すべき」であると要望しました。
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趣味：スイミング、休日の料理、
最近はウィンド・シンセサイザー

COVID-19に負けるな
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～地元選出国会議員に税制改正を要望～

中小企業の自己変革への挑戦を後押しする
強力な税制支援を！

　次に、人口減少への対応です。当地域の最も大きな課題
の一つが人口減少であります。商圏人口の縮小、労働力不
足は企業の存続にも大きな影響を及ぼしています。
　新潟県や糸魚川市でもさまざまな取り組みが行われてい
ます。
　商工会議所が人口減少対策としてできることは限りがあ
りますが、現在、産業創造プラットフォーム事業でも取り組
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国人材については会員の皆さんからも関心があるとの声を
多くちょうだいしています。現在は、商工会議所が受入れ
機関となることはできませんが、受入機関のルートを通じ
て安心して外国人材の受入れができる体制を整えていきた
いと考えています。
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に端を発したエネルギーや食糧価格の高騰、記録的な円安、
大規模水害などこれまでに予期していなかったことが次々
と起こった１年でありました。
　本年もこうした傾向は継続していくものと思っていますが、
さらに予期せぬことが起きることも懸念されます。地域の企
業としては、こうした困難に立ち向かい、企業を永続させ雇
用を守っていくことも大きな使命であると考えています。そ
のためにも、企業の自己変革が必要ですし、商工会議所とし
てもそれを全力で支援してまいります。
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　１月６日、令和５年新年賀詞交換会をヒスイ王国館で開催しました。昨年に引き続き
今回も新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、１会員２人まで、来賓も限られた
方のみとして出席者総勢約220名で懇親会はせずにセレモニーのみで行いました。
　髙瀬会頭による年頭挨拶の後、米田　徹糸魚川市長、髙鳥修一衆議院議員、梅谷　守
衆議院議員、打越さく良参議院議員、小林一大参議院議員、中村康司新潟県議会議員
から新年の祝辞をいただきました。当日は飲食利用優待券を参加者に配布し、終了後、
少人数で懇親を深めてもらいました。
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ます。
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躍をする１年となりますことを祈念して、新年のあいさつとさ
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会場には約220名が参加

新年賀詞交換会は感染防止に努めセレモニーのみ

新時代へ
企業の自己変革をし

、飛躍する一年に

４商工会議所の専務で要望書提出

髙瀬会頭による年頭の挨拶
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　糸魚川商工会議所中小企業相談所と糸魚川市糸魚川地
区青色申告会の共催で、決算・確定申告に関する相談会を
開催いたします。
　会場には、税理士と当所経営指導員が決算書、申告書等
の作成について無料で相談に応じます。
　なお、売上や経費、医療費等は予め集計、整理してご持参
ください。

※完全予約制になります。詳しくは、折込みの案内をご覧
　ください。

『令和４年後期（７～12月）景況アンケート調査』
の回答のご協力をお願いします。

　工業部会（部会長：髙瀬昌洋／トーヨーリトレッド㈱社長）
を11月15日に割烹倉またで開催しました。新体制となり初め
ての部会に11名の部会員が参加しました。
　髙瀬部会長は、市の中心産業であり、素晴らしいものづく
り企業が多い糸魚川市の工業界の懸け橋としていきたいと
挨拶し、部会の定期開催を提案しました。
　懇談会では、各社・業種の現状や課題、取り組んでいる事
業や経営の工夫等活発な意見交換をしました。共通の課題
が多くあると共に、経営へのヒントとなるような取り組みにも
触れ、刺激が多い会員懇談会となりました。
　今後も定期的に開催し、工業部会内で意見や情報の交換
を活発に行い、経営への活用をしていくと共に、部会として
の意見等を取りまとめて行政等への要望や事業化に向けて
取り組んでいきます。

■NICO総合相談窓口
https://www.nico.or.jp/ info@nico.or.jp

☎

NICOを活用してみませんか

あらゆるシーンで

NICOをご活用
ください！

助成金
活用

専門家
相談

海外展開

起業・創業

IT活用、
DX挑戦

新事業展開、
新商品・
新技術開発

販路
開拓

　10月25日、11月30日の２日間でＩＴの超人気講師イーンス
パイア㈱　代表取締役　横田秀珠氏をお迎えし、新型コロ
ナに負けない！最新IT販促活用セミナー～続くコロナ禍で
も売上確保・販路拡大を目指して～＆個別相談会を開催し
ました。
　今現在、長引く新型コロナウイルス感染症の影響で売上や
客数の減少に伴い、実店舗の集客は厳しい状況にあります。
このような環境変化を乗り切り売上アップを図るため、積極
的なITを活用した販促に取組む事業者が増えています。
　今回のセミナーでは、今話題のＤＸ（デジタル・トランスフォー
メーション）の解説と事業への活用法、販促に利用できる
YouYube動画の撮影、投稿方法など実技を交えながら初心
者でも体得できる内容を解説したセミナーでした。
　期限付きで、２回の講演は、YouTube限定配信をしており
ます。ご希望の方おられましたら、事務局（黒坂）までご連絡
ください。後ほど、アドレスと資料をお渡しします。

令和４年度　伴走型小規模事業者支援推進事業

最新ＩＴ販促活用セミナー
～続くコロナ禍でも売上確保・販路拡大を目指して～

＆個別相談会

新型コロナに負けな
い！会員懇談会開催工業

部会

決算・確定申告に関する相談会の
お知らせ

経営支援課 佐藤  加代子

お知らせ

令和５年 日（火）月2 21

糸魚川商工会議所
糸魚川商工会議所

13:30～15:30
9:30～11:30

日時
会場

　今年で11回目となる知って得するゼミナール、「知っ得ゼミ」が10月６日～11月27日の
期間中、14店、14講座が開催されました。商店主から無料（一部材料費負担あり）で専
門知識やプロのコツを得られる機会とあって、受講者からは「勉強になった」「お店を知
る機会になってよかった」等の声が聞かれました。また講師となった商店主からも「一人
でも多くのお客様に知識を提供できてよかった」「次回も、さらに喜んでいただけるよう
に工夫して開催したい」等の感想がありました。今回は、初めて参加されたお店を紹介
いたします。

知っ得
ゼミ

1 おうちでパーティを演出
デザートプレートを作ってみませんか？

家事代行エール

フルーツの切り方やチョコペンの持ち方など、家で作る
時にもグレードアップするような素敵なアイディアをたく
さん学ぶことができました。他の参加者の方の作品も、
楽しく拝見しました。

感想

フルーツのカッティング方法などを学
びました。ケーキやフルーツ、チョコ
ペンの文字で飾りつけをして、華やか
なデザートプレートを作りました。

10月８日㊏開催日
11人参加者

講座内容

店名

2 ゴルフ体験

美山
ゴルフ練習場

直接ご指導いただく機会をつくっていただき、感謝して
います。わかりやすく、とても楽しいレッスンでした。
また開催して欲しいです。

感想

ゴルフ上達のために、機械の使い
方から身体の使い方などについて
アドバイスをいただきました。

10月11日㊋・18日㊋開催日
合計８人参加者

講座内容

技のおすそわけ回11第

店名

3 親子でパンケーキ作り体験

パンケーキカフェ
どるちぇ

ふわふわの美味しいパンケーキを作ることができました。
娘と参加することもとても貴重な機会だったので、いい
思い出が出来ました。スタッフの方もとても親切で、楽
しく参加させていただきました。

感想

お家で作るレシピに、あるひと工
夫を加えて、ふわふわのパンケー
キを作りました。

10月30日㊐
午前の部、午後の部

開催日

合計10人参加者
講座内容

店名

6 整体師がおしえるセルフケア

りふれ施術院

体が軽くなり、ポカポカして、楽になった気がします。
丁寧に教えていただき、とても勉強になりました。

感想

健康のために、からだのしくみ
（どうして病気になるのか）と、
栄養の必要性を学び、様々なセル
フケアを体験しました。

11月14日㊊・27日㊐開催日
合計４人参加者

講座内容

店名

4 年中・年長さんクラス体験会

Vita English School

子どもが先生のお話しを静かに聞けなかったり、騒い
だりしましたが、先生は優しく笑顔で対応してくださり
ました。音楽や絵を使ってくださったので、緊張するこ
となく英語に触れられて良かったです。

感想

先生とのコミュニケーション、音楽、
絵本、工作などを用いて、楽しく
遊びながら英語に触れました。

11月２日㊌・26日㊏開催日
合計４組参加者

講座内容

店名

5 クラフトビールの奥深さを知ろう

わいわい
マーケット

バラエティ豊かで奥深いビールの世界をのぞくことができま
した。まだまだ数えきれない種類があるそうなので、何度も参
加したいです。お酒を通して地元の皆様とコミュニケーション
を取ることができ、大変有意義な時間を過ごせました。

感想

クラフトビールの歴史や種類につ
いて学び、11種類のビールを試飲
して、感想座談会を行いました。

11月５日㊏・12日㊏開催日
合計14人参加者

講座内容

店名

ヴィータイングリッシュスクール
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思い出が出来ました。スタッフの方もとても親切で、楽
しく参加させていただきました。

感想

お家で作るレシピに、あるひと工
夫を加えて、ふわふわのパンケー
キを作りました。

10月30日㊐
午前の部、午後の部

開催日

合計10人参加者
講座内容

店名

6 整体師がおしえるセルフケア

りふれ施術院

体が軽くなり、ポカポカして、楽になった気がします。
丁寧に教えていただき、とても勉強になりました。

感想

健康のために、からだのしくみ
（どうして病気になるのか）と、
栄養の必要性を学び、様々なセル
フケアを体験しました。

11月14日㊊・27日㊐開催日
合計４人参加者

講座内容

店名

4 年中・年長さんクラス体験会

Vita English School

子どもが先生のお話しを静かに聞けなかったり、騒い
だりしましたが、先生は優しく笑顔で対応してくださり
ました。音楽や絵を使ってくださったので、緊張するこ
となく英語に触れられて良かったです。

感想

先生とのコミュニケーション、音楽、
絵本、工作などを用いて、楽しく
遊びながら英語に触れました。

11月２日㊌・26日㊏開催日
合計４組参加者

講座内容

店名

5 クラフトビールの奥深さを知ろう

わいわい
マーケット

バラエティ豊かで奥深いビールの世界をのぞくことができま
した。まだまだ数えきれない種類があるそうなので、何度も参
加したいです。お酒を通して地元の皆様とコミュニケーション
を取ることができ、大変有意義な時間を過ごせました。

感想

クラフトビールの歴史や種類につ
いて学び、11種類のビールを試飲
して、感想座談会を行いました。

11月５日㊏・12日㊏開催日
合計14人参加者

講座内容

店名

ヴィータイングリッシュスクール
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トレンド通信 「夢をかなえる、困りごとを解決する」が高付加価値のカギ

提供したり、顧客が目指す姿の実現を後押ししたりすることです。
「困りごとの解決」は文字通り、顧客に不足しているものや行き詰
まっていることに対するソリューションの提供です。
　どちらにしても、前提となるのは「顧客の夢」や「困りごと」とい
うややエモーショナルな部分への共感が大切になってきます。単
にモノやサービスをやりとりするだけでなく、顧客の満足の基とな
る考え方や状況に対して共感を持って向き合っていることが重要
なのです。
　先に挙げた両社とも、社員の教育や待遇の改善にとても力を入
れています。営業職のように直接顧客と接するポジションでなくて
も、常に顧客を意識して求めるところや困りごとが理解できるよう、
個々のスタッフのコミュニケーション力や対応できるスキルの向上
を重視しています。何より、モチベーションを高く持ち、仕事に取り
組んでもらうためには「とにかく給料を上げること」（フジムラ製作
所の藤村智広社長）だと言います。今回、話を伺った２社とも、業
界の常識から見れば「そんな非効率なことをしたら会社がつぶれ
る」（藤村社長）と言われたことに挑戦し、そこを乗り越えた先で
成功をつかんでいました。

　川口商工会議所が主催した2022年「第２回川口の元気経営大
賞」の審査員をさせていただいたご縁で、大賞を受賞したフジムラ
製作所とチャレンジみらい賞を受賞したレボルの社長に話を伺い
ました。
　フジムラ製作所は従業員が110人の板金加工の会社で、少量多
品種の製品を短納期で提供することで急成長しています。先代が
起こした小さな町工場がリーマンショックの影響で苦境に陥った
とき、大手がやらないこと、できないことを必死で模索した結果、
試作品などの少量品の加工を請け負うことに活路を見いだしたそ
うです。その後、設計データ受け入れから製造の自動化までデジ
タル化を徹底して、現在は１日500種類の製品を手掛け、少量多
品種の短納期での製造を実現しています。
　もう１社、話を伺ったレボルは、美容室チェーンを展開している
ほか、創業時からの主力事業である美容室向け薬剤の製造卸の
会社です。ＶＲ技術を取り入れた美容師の教育のための施設をつ
くってサービスの品質を高めたり、鏡にデジタルディスプレーを採
用してお客さんの髪型を自由に変えてシミュレーションして見せた
りすることで顧客満足度を上げています。地元の福祉施設と連携
して、美容室で子どもたちの絵を飾るなど、地域との関わりも深め
ています。
　両社とも、低価格勝負ではなく、相応の利益を出しながら急成
長を続けています。話を伺いながら、顧客のわがまま（個別のニー
ズ）に向き合うことこそが高付加価値なビジネスを実現する鍵に
なっていると感じました。顧客のわがままをとは何かをもう少し考
えてみると、「顧客の夢をかなえる」か、「困りごとを解決する」か
の二つに分けられるでしょう。
　「夢をかなえる」とは顧客にとって新たに手に入れたいものを

日経ＢＰ総合研究所　上席研究員 渡 辺 和 博
日経ＢＰ総合研究所 上席研究員。1986年筑波大学大学院理工学
研究科修士課程修了。同年日本経済新聞社入社。ＩＴ分野、経営分野、
コンシューマ分野の専門誌編集部を経て現職。全国の自治体・商工
会議所などで地域活性化や名産品開発のコンサルティング、講演を
実施。消費者起点をテーマにヒット商品育成を支援している。著書に
『地方発ヒットを生む　逆算発想のものづくり』（日経ＢＰ社）。

わたなべ・かずひろ

　新年明けましておめでとうございます。
　2023年度は、スローガンを「EXPERIENCE」と掲げ、副題に～人とヒト
との交流を促進し、夢を叶えるイマを体験しよう～と添えさせて頂きました。
　新型コロナウイルスでの影響は、拡大防止のため、地域でのイベントや
連綿と受け継がれてきた祭りなども中止をせざるを得ない状況でした。
私達青年会議所は、明るい豊かな糸魚川を目指し、20歳から40歳ま
でのメンバーで構成されています。仕事や、家庭、地域活動において
「EXPERIENCE」【体験】をすることが、私たちにとって重要であると
考えます。私たちがイマ体験することが、未来の若者たちに経験として
受け継いでいく義務であると考えます。そして、人口減少など様々な問
題がある中で、より多くの同志と地域を越えてより広く交流をし、まちの未
来について対面で本気で語り合う仲間づくりが必要です。40歳までの
仲間づくりが、一生の仲間として自分自身のかけがえのない財産になる
のだと思いを込めてスローガンとさせていただいております。イマしかで
きない体験とかけがえのない出会いをテーマに成長をしてまいります。
　2023年度の活動といたしましては、１事務局４委員会を設け、「当た
り前のことを本気で行う組織運営」、「青年会議所が56年積み重ねて
きた先輩から学び、今まで以上ＯＢと交流をし、夢を語り合える仲間づく
り」、「白馬ＶＡＬＬＥＹを中心とした塩の道エリアと今まで以上の交流を
通じた関係人口の拡大（ファンづくり）」、「糸魚川の大地の魅力をよそ
者・若者・ばか者を巻き込み、若者の目線で糸魚川の既存の魅力をアッ
プデートし若者が挑戦できるまちづくり」以上の活動を展開してまいりま
す。私たちメンバー一人ひとりが糸魚川の営業マンであり、より多くの仲
間づくりをしてまいります。
　本年度も青年会議所メンバーで一丸となって、明るい豊かな糸魚川
の未来を見据え活動して参りますので、何卒よろしくお願い致します。

図
の

意
私 Vol.367

～いといがわ～

※このコーナーは青年会議所に寄稿をお願いしています。

株式会社傳兵　伝兵水産
代表取締役 伊井 浩太

理事長
一般社団法人糸魚川青年会議所

EXPERIENCE ～人とヒトの交流を促進し、夢を叶えるイマを体験しよう～

共済担当 内山

業務上災害および通勤災害が発生し、政府労災保険の認
定がされた場合に、共済金をお支払いする労働災害補償
共済があります。

詳しくは、糸魚川商工会議所または新潟県火災共済協同
組合までお問い合わせください。

ご加入されると、
こんな利点が
あります

▶

▶

▶

経営事項審査に加点できます。
掛金は、全額経費として処理できます。
共済金は、企業様へ直接お支払いします。

従業員が安心して働くために
『労働災害補償共済』のご紹介

【補償内容】◎死亡・後遺障害補償　◎災害付帯費用補償
◎休業補償（オプション）

新入会員紹介新入会員紹介新入会員紹介
本コーナーは、
新たに入会した会員を
順番に紹介しています商工いといがわ

　中央通り線沿いに令和４年４
月にオープンした美容室。
　入り口には可愛いドライフラワー
が飾られ、明るく木のぬくもりを
感じる落ち着いた店内です。
　お客様には穏やかで居心地
の良い空間でゆっくり過ごして
いただけるよう、完全プライベー
トサロンとして、お客様の悩み
に寄り添ったサービスを提供し
ています。

TEL.070-8975-6402

水澤 亜美代表 さん

糸魚川市新鉄２-12-10

hair salon Chou.Chou

令和４年４月１日入会

シュ シュ

～営業案内～
定休日／月曜日、第１火曜日、第3日曜日
営業時間／9:00～18:00（予約制）

地域経済ミニ情報い と い が わ
前年BA
同月

A
B・傾向項　目 2021年

1月～12月 2021年８月2022年８月
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糸魚川職安管内
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※新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴い、交通量データの掌握を国が行っているためデータ入手が不可　　

公共工事の今後の受注状況が不透明なため、設備投資
に向けた支出が厳しい。しかし、仕入価格の高騰は続い
ており、今のうちに資材の在庫は確保したいと考えてい
る。発注元への価格転嫁が難しく、利益の確保に苦慮し
ている（一般工事業）
電気代、包装資材、消耗品がいずれも毎月、値上げして
おり、価格転嫁に苦慮している（百貨店）
11月ごろから個人客が増えたが、法人による団体での利用
は減少している。一方で法人向けにテイクアウトでの販売
は増加しており、新たな収益源となっている（飲食業）
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▶
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R４年12月の概要
北陸信越産業別業況ＤＩCCI-LOBO

商工会議所早期景気観測システム

サービス製造建設 小売卸売

巡回ペア訪問
振興委員と指導員の

振 興 委 員 小 林  聖 子
経 営 指 導 員 黒 坂  　 忍

所 在 地
電 　 話
営業時間

定 休 日

㈲月徳飯店
月岡 浩徳代表取締役 さん

糸魚川市大町2-5-18
025-552-0496
昼／11:00～14:30（LO14:20）
夜／16:30～21:00（LO20:30）
毎週月曜日

　昭和32年創業の老舗中華専門店の『月徳飯店』へ小林委員とお伺いし、
今回は社長の浩徳さんと奥様の由佳さんにお話をお聞きしました。
　３代目の社長の浩徳さんは、横浜の中華料理店で学び、昔ながらの味を
守りつつ、糸魚川の海の幸、山の幸を活かした感性豊かなメニューを考案
しています。
　『月徳飯店』と言えば、糸魚川ご当地グルメがあり、B級グルメ「糸魚川ブラッ
ク焼きそば」、ジオ丼「雨飾プレート」、地物の甘海老のだしが入った「月徳え～
ラーメン」。そして、『ジャンボ餃子』を思いだされるのではないでしょうか？
　今現在、その味が、地元にいなくても、遠く離れた家でもオンラインショ
ップで購入して、食べられるようになりました。他にも、コロナ禍で製品化さ
れた『南蛮海老ラー油』。糸魚川産の南蛮海老をふんだんに使い、ラー油
にぎゅっと封じ込めた究極のひと瓶となっています。ぜひ、皆さんお試しに
なってみてはいかがでしょうか？
　最後に月岡さんに今後の展開をお伺いしたところ
「自分達が出来る範囲で地産地消のメニューを開発
し、これを起爆剤に糸魚川へ来てもらうきっかけに
なれば」と意気込みを語ってくれました。

HP　https://tsukitoku-hanten.com/

オンラインショップ　https://tsukitoku-hanten.stores.jp/●
● tsukitoku_hanten

左：由佳さん　中央：浩徳社長　右：小林振興委員

自慢の逸品「南蛮海老ラー油」

　新型コロナウィルス感染症がまた拡大していま
す。さらに物価やエネルギー費の高騰や仕入物品
の納品遅れ等外部環境の悪化は経営に大きな影
響を与え、苦心されている事業者が多くなってい
ます。
　そのような中、昨年12月まで実施されていた無
担保・無保証で３年間の利子補給がセットとなっ
ていた新型コロナ向け融資（ゼロゼロ融資）の据
置期間が終了し、返済が始まったことで負担が増
大し、更に経営が厳しくなっている事業者も増え
ています。
　国では、返済の借り換え等に対して指針を出し、
信用保証協会等支援制度を打ち出しています。
その他にも県等が新制度を創設するなど多くの支
援ができています。
　ゼロゼロ融資返済が始まった事業所の皆さま、
一人で悩まず、商工会議所へご相談ください。売上
改善に取り組んでいくためにも、キャッシュフロー
を改善していくことが重要です。各種制度を活用
し、負担の軽減を図り、経営改善に努められるよ
うに商工会議所として支援をしていきますので、経
営指導員までご連絡をください。負担軽減だけで
はなく売上増等、事業者の皆さまが取り組んでい
く経営改善策の計画作成から実行まで伴走支援し
ていきます。

中小企業相談所長 山邉  暁孝

ゼロゼロ融資返済が始まった
事業所の皆さまへ

中小企業相談所コーナー
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　川口商工会議所が主催した2022年「第２回川口の元気経営大
賞」の審査員をさせていただいたご縁で、大賞を受賞したフジムラ
製作所とチャレンジみらい賞を受賞したレボルの社長に話を伺い
ました。
　フジムラ製作所は従業員が110人の板金加工の会社で、少量多
品種の製品を短納期で提供することで急成長しています。先代が
起こした小さな町工場がリーマンショックの影響で苦境に陥った
とき、大手がやらないこと、できないことを必死で模索した結果、
試作品などの少量品の加工を請け負うことに活路を見いだしたそ
うです。その後、設計データ受け入れから製造の自動化までデジ
タル化を徹底して、現在は１日500種類の製品を手掛け、少量多
品種の短納期での製造を実現しています。
　もう１社、話を伺ったレボルは、美容室チェーンを展開している
ほか、創業時からの主力事業である美容室向け薬剤の製造卸の
会社です。ＶＲ技術を取り入れた美容師の教育のための施設をつ
くってサービスの品質を高めたり、鏡にデジタルディスプレーを採
用してお客さんの髪型を自由に変えてシミュレーションして見せた
りすることで顧客満足度を上げています。地元の福祉施設と連携
して、美容室で子どもたちの絵を飾るなど、地域との関わりも深め
ています。
　両社とも、低価格勝負ではなく、相応の利益を出しながら急成
長を続けています。話を伺いながら、顧客のわがまま（個別のニー
ズ）に向き合うことこそが高付加価値なビジネスを実現する鍵に
なっていると感じました。顧客のわがままをとは何かをもう少し考
えてみると、「顧客の夢をかなえる」か、「困りごとを解決する」か
の二つに分けられるでしょう。
　「夢をかなえる」とは顧客にとって新たに手に入れたいものを

日経ＢＰ総合研究所　上席研究員 渡 辺 和 博
日経ＢＰ総合研究所 上席研究員。1986年筑波大学大学院理工学
研究科修士課程修了。同年日本経済新聞社入社。ＩＴ分野、経営分野、
コンシューマ分野の専門誌編集部を経て現職。全国の自治体・商工
会議所などで地域活性化や名産品開発のコンサルティング、講演を
実施。消費者起点をテーマにヒット商品育成を支援している。著書に
『地方発ヒットを生む　逆算発想のものづくり』（日経ＢＰ社）。

わたなべ・かずひろ

　新年明けましておめでとうございます。
　2023年度は、スローガンを「EXPERIENCE」と掲げ、副題に～人とヒト
との交流を促進し、夢を叶えるイマを体験しよう～と添えさせて頂きました。
　新型コロナウイルスでの影響は、拡大防止のため、地域でのイベントや
連綿と受け継がれてきた祭りなども中止をせざるを得ない状況でした。
私達青年会議所は、明るい豊かな糸魚川を目指し、20歳から40歳ま
でのメンバーで構成されています。仕事や、家庭、地域活動において
「EXPERIENCE」【体験】をすることが、私たちにとって重要であると
考えます。私たちがイマ体験することが、未来の若者たちに経験として
受け継いでいく義務であると考えます。そして、人口減少など様々な問
題がある中で、より多くの同志と地域を越えてより広く交流をし、まちの未
来について対面で本気で語り合う仲間づくりが必要です。40歳までの
仲間づくりが、一生の仲間として自分自身のかけがえのない財産になる
のだと思いを込めてスローガンとさせていただいております。イマしかで
きない体験とかけがえのない出会いをテーマに成長をしてまいります。
　2023年度の活動といたしましては、１事務局４委員会を設け、「当た
り前のことを本気で行う組織運営」、「青年会議所が56年積み重ねて
きた先輩から学び、今まで以上ＯＢと交流をし、夢を語り合える仲間づく
り」、「白馬ＶＡＬＬＥＹを中心とした塩の道エリアと今まで以上の交流を
通じた関係人口の拡大（ファンづくり）」、「糸魚川の大地の魅力をよそ
者・若者・ばか者を巻き込み、若者の目線で糸魚川の既存の魅力をアッ
プデートし若者が挑戦できるまちづくり」以上の活動を展開してまいりま
す。私たちメンバー一人ひとりが糸魚川の営業マンであり、より多くの仲
間づくりをしてまいります。
　本年度も青年会議所メンバーで一丸となって、明るい豊かな糸魚川
の未来を見据え活動して参りますので、何卒よろしくお願い致します。

図
の

意
私 Vol.367

～いといがわ～

※このコーナーは青年会議所に寄稿をお願いしています。

株式会社傳兵　伝兵水産
代表取締役 伊井 浩太

理事長
一般社団法人糸魚川青年会議所

EXPERIENCE ～人とヒトの交流を促進し、夢を叶えるイマを体験しよう～

共済担当 内山

業務上災害および通勤災害が発生し、政府労災保険の認
定がされた場合に、共済金をお支払いする労働災害補償
共済があります。

詳しくは、糸魚川商工会議所または新潟県火災共済協同
組合までお問い合わせください。

ご加入されると、
こんな利点が
あります

▶

▶

▶

経営事項審査に加点できます。
掛金は、全額経費として処理できます。
共済金は、企業様へ直接お支払いします。

従業員が安心して働くために
『労働災害補償共済』のご紹介

【補償内容】◎死亡・後遺障害補償　◎災害付帯費用補償
◎休業補償（オプション）

新入会員紹介新入会員紹介新入会員紹介
本コーナーは、
新たに入会した会員を
順番に紹介しています商工いといがわ

　中央通り線沿いに令和４年４
月にオープンした美容室。
　入り口には可愛いドライフラワー
が飾られ、明るく木のぬくもりを
感じる落ち着いた店内です。
　お客様には穏やかで居心地
の良い空間でゆっくり過ごして
いただけるよう、完全プライベー
トサロンとして、お客様の悩み
に寄り添ったサービスを提供し
ています。

TEL.070-8975-6402

水澤 亜美代表 さん

糸魚川市新鉄２-12-10

hair salon Chou.Chou

令和４年４月１日入会

シュ シュ

～営業案内～
定休日／月曜日、第１火曜日、第3日曜日
営業時間／9:00～18:00（予約制）

地域経済ミニ情報い と い が わ
前年BA
同月

A
B・傾向項　目 2021年

1月～12月 2021年８月2022年８月

10

9

8

7

6

5

4

3

1

2

市内金融機関預金高

同世帯数

糸魚川IC入出車輛数

同工場建築工事届出

糸魚川市人口

（　　）は新築分

同店舗併用住宅建築届出

上下水道使用量

糸魚川市一般住宅建築届出

ガス使用量

糸魚川市

求人倍率

糸魚川市

営業・その他

営業・その他

一般家庭

一般家庭

糸魚川職安管内
月間有効常用求人数
糸魚川職安管内
月間有効常用求職数

市振興・景気/県産育資金
申込件数

同申込金額

同申込金額

同貸付金額

当所マル経資金申込件数

市内金融機関貸金高
当所管内から国民生活金融
公庫へ普通貸付件数

単位

百万円

世帯

台

件

人

件

件

m

m

m

倍

m

人

人

件

千円

千円

千円

件

百万円

件

218,677

17,259

－

1

40,764

（12）

1

84,452

15

232,075

265,812

1.78

250,832

762

427

0

0

15,000

0

2

71,394

0

221,302

17,232

－

0

40,065

（7）

0

86,608

7

225,023

262,261

1.86

230,841

839

450

0

0

1,092

14,000

4

69,416

1

－

－

－

7

－

（75）

3

1,088,019

90

3,205,315

3,092,377

－

5,135,590

9,362

5,364

2

8,550

36,580

40,170

8

－

10

101.2

99.8

－

0.0

98.3

58.3

0.0

102.6

46.7

97.0

98.7

0.08

92.0

110.1

105.4

－

－

7.3

－

200.0

97.2

0.0

※新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴い、交通量データの掌握を国が行っているためデータ入手が不可　　

公共工事の今後の受注状況が不透明なため、設備投資
に向けた支出が厳しい。しかし、仕入価格の高騰は続い
ており、今のうちに資材の在庫は確保したいと考えてい
る。発注元への価格転嫁が難しく、利益の確保に苦慮し
ている（一般工事業）
電気代、包装資材、消耗品がいずれも毎月、値上げして
おり、価格転嫁に苦慮している（百貨店）
11月ごろから個人客が増えたが、法人による団体での利用
は減少している。一方で法人向けにテイクアウトでの販売
は増加しており、新たな収益源となっている（飲食業）

▶

▶

▶
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R4年
７月

R4年
８月

R4年
９月

R4年
10月

R4年
11月

R4年
12月

3ヶ月
先行き

R４年12月の概要
北陸信越産業別業況ＤＩCCI-LOBO

商工会議所早期景気観測システム

サービス製造建設 小売卸売

巡回ペア訪問
振興委員と指導員の

振 興 委 員 小 林  聖 子
経 営 指 導 員 黒 坂  　 忍

所 在 地
電 　 話
営業時間

定 休 日

㈲月徳飯店
月岡 浩徳代表取締役 さん

糸魚川市大町2-5-18
025-552-0496
昼／11:00～14:30（LO14:20）
夜／16:30～21:00（LO20:30）
毎週月曜日

　昭和32年創業の老舗中華専門店の『月徳飯店』へ小林委員とお伺いし、
今回は社長の浩徳さんと奥様の由佳さんにお話をお聞きしました。
　３代目の社長の浩徳さんは、横浜の中華料理店で学び、昔ながらの味を
守りつつ、糸魚川の海の幸、山の幸を活かした感性豊かなメニューを考案
しています。
　『月徳飯店』と言えば、糸魚川ご当地グルメがあり、B級グルメ「糸魚川ブラッ
ク焼きそば」、ジオ丼「雨飾プレート」、地物の甘海老のだしが入った「月徳え～
ラーメン」。そして、『ジャンボ餃子』を思いだされるのではないでしょうか？
　今現在、その味が、地元にいなくても、遠く離れた家でもオンラインショ
ップで購入して、食べられるようになりました。他にも、コロナ禍で製品化さ
れた『南蛮海老ラー油』。糸魚川産の南蛮海老をふんだんに使い、ラー油
にぎゅっと封じ込めた究極のひと瓶となっています。ぜひ、皆さんお試しに
なってみてはいかがでしょうか？
　最後に月岡さんに今後の展開をお伺いしたところ
「自分達が出来る範囲で地産地消のメニューを開発
し、これを起爆剤に糸魚川へ来てもらうきっかけに
なれば」と意気込みを語ってくれました。

HP　https://tsukitoku-hanten.com/

オンラインショップ　https://tsukitoku-hanten.stores.jp/●
● tsukitoku_hanten

左：由佳さん　中央：浩徳社長　右：小林振興委員

自慢の逸品「南蛮海老ラー油」

　新型コロナウィルス感染症がまた拡大していま
す。さらに物価やエネルギー費の高騰や仕入物品
の納品遅れ等外部環境の悪化は経営に大きな影
響を与え、苦心されている事業者が多くなってい
ます。
　そのような中、昨年12月まで実施されていた無
担保・無保証で３年間の利子補給がセットとなっ
ていた新型コロナ向け融資（ゼロゼロ融資）の据
置期間が終了し、返済が始まったことで負担が増
大し、更に経営が厳しくなっている事業者も増え
ています。
　国では、返済の借り換え等に対して指針を出し、
信用保証協会等支援制度を打ち出しています。
その他にも県等が新制度を創設するなど多くの支
援ができています。
　ゼロゼロ融資返済が始まった事業所の皆さま、
一人で悩まず、商工会議所へご相談ください。売上
改善に取り組んでいくためにも、キャッシュフロー
を改善していくことが重要です。各種制度を活用
し、負担の軽減を図り、経営改善に努められるよ
うに商工会議所として支援をしていきますので、経
営指導員までご連絡をください。負担軽減だけで
はなく売上増等、事業者の皆さまが取り組んでい
く経営改善策の計画作成から実行まで伴走支援し
ていきます。

中小企業相談所長 山邉  暁孝

ゼロゼロ融資返済が始まった
事業所の皆さまへ

中小企業相談所コーナー
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　2023年「卯年」はどんな年に
なるのでしょうか。うさぎは跳び
はねることから飛躍の象徴で、
ある記事では、「卯年」は芽を
出した植物が成長していき茎や

葉が大きくなる時期で、目に見えて大きく成長する年に
なるとありました。ここ数年、コロナ禍で厳しい中にも
新たなことにチャレンジした方も多かったと思います。
今年はその新たにはじめたことが大きく成長し、飛躍
する年になってもらいたいと願っています。

IT販促活用セミナー、正副会頭会議
ながの東急百貨店販売会「上越がたり北信
濃がたり」（～4日）
プレミアム商品券休日販売①
県連臨時運営委員会
経営指導員資格認定試験、金融懇談会、糸
魚川警察署防犯懇談会、PF ワークエンゲー
ジメントオンライン研修会
水曜会例会、経団連正副会長会議
小規模企業振興委員会、県連トップセミナー
公庫マル経協議会
糸魚川市駅北大火復興事業総合竣工式
糸魚川市地域自立支援協議会、経営指導員
等資質向上研修会（オンライン）、BWC新
任専務理事懇談会（オンライン）
ヒスイジュェリー画コンテスト東京審査立合
い、糸魚川警察署協議会
上越ものづくり支援連絡会議、いえかつ糸
魚川拡大理事会、正副会頭会議、PF 運営委
員会、PF 経営基礎力養成講座
糸魚川市行政改革推進委員会、長野県塩尻
市サンサンワイナリー『旬の料理とワインの
夕べ』
糸魚川駅開業110周年記念イベント、ユネス
コ世界ジオパーク再認定記念セレモニー
プレミアム商品券休日販売②
PF 緑でつなぐ未来創造会議
全国削ろう会糸魚川大会実行委員会、PF ワー
クエンゲージメントオンライン研修会
PF 緑でつなぐ未来創造会議打合せ会議、
兵庫県立大教授等大火復興視察受入対応
ハンズオン支援終了報告会
正副会頭会議

1
2

4
5
6

7
8
9
10
13

14

15

16

17

18
19
20

23

27
28

日（木）
日（金）

日（日）
日（月）
日（火）

日（水）
日（木）
日（金）
日（土）
日（火）

日（水）

日（木）

日（金）

日（土）

日（日）
日（月）
日（火）

日（金）

日（火）
日（水）

事務局日誌 2022年12月

月の予定2
専門相談窓口 毎週第３水曜日　２月15日（水）
夜間経営相談室 毎週月～金曜日 ※要予約
正副会頭会議 ２月１日（水）、15日（水）

次回「商工糸魚川」発行日は３月25日です。

※PF：糸魚川産業創造プラットフォーム

宏

商工会議所検定試験 合格者

２級 該当者なし 
３級 １名 

第161回 簿記検定（令和４年６月12日施行）

２級 該当者なし 
３級 大久保 貴生さん 他１名

第162回 簿記検定（令和４年11月20日施行）

おめでとうございます

※令和４年10月１日より改定されています。

新潟県の最低賃金は890円（時間額）です。

新潟県最低賃金のお知らせ

　このたび、システムの老朽化によるセキュリティー向上
に合わせて、この度軽微なリニューアルを行いました。

糸魚川商工会議所のホームページを
リニューアルしました

※承諾を得られた方のみ氏名を掲載しています。

https://www.itoigawa-cci.or.jp

今一度、賃金のご確認を！
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糸魚川商工会議所
〒941-8601 新潟県糸魚川市寺町2-8-16

やっています
　管内事業者の皆さまに、当所の
事業やイベント、施策情報をタイム
リーにお届けします。糸魚川商工会
議所LINE公式アカウントの登録
をお願いします。

ひすいの
街めぐり
161

糸魚川商工会議所HP

No.555

新潟県の石指定 ～翡翠～
　令和４年11月４日、翡翠が新潟県の石に指定されました。
　翡翠は、古くから勾玉など宝石の一種として親しまれて
きました。翡翠というと緑色の印象が強いですが、主体と
なる翡翠輝石は透明から白色で、わずかに含まれる元素に
よって、緑、薄紫、青、黒色など様々あります。
　翡翠の誕生から約５億年。地球内部の沈み込み帯から
現れた翡翠。まさに奇跡の石。

《写真撮影：龍見広報委員》

1
2023
January

祝

※今年の干支は、うさぎ。翡翠原石の上のうさぎは、翡翠で作っ
　たものです。


