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０会報は事業内、各部署で回覧お願いします。お願い

　当所では、市内官公庁の出先機
関と「水曜会」の名称で定期的な
情報交換を開催しています。この
度、春の異動で着任された方々を
ご紹介いたします。

　非接触タイプ（おでこ検温）の体温計の貸出しを致
します。会議・研修等に新型コロナウイルスの感染拡
大防止対策としてお役立てください。

水曜会メンバーの
異動（敬称略・順不同）

新しく糸魚川に赴任しました
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神話で結ぶご縁の会役員会
正副会頭会議、糸魚川五醸の会役員会
糸魚川市行政改革推進委員会、糸魚川駅
北まちづくり会議
第４回常議員会
（経団連）緊急市長要望
糸魚川おまんた祭り企画運営部会
会員研修旅行実行委員会
糸魚川けんか祭りの関係機関打合せ会議、
総務委員会、正副会頭会議、チーム糸魚川
幹事会
糸魚川市観光協会糸魚川支部理事会
観光・サービス業部会
経営・技術強化支援事業（エキスパート・
バンク事業）事業報告懇談会、うまし逸品
商談会2020全体会議、県内商工会議所
中小企業相談所運営連絡会議
連合新潟春闘要望、3月通常議員総会・感
謝状贈呈式
新潟県雇用環境整備財団理事会、糸魚川
市社会福祉協議会評議員会、空き家活用
ネットワーク糸魚川拡大理事会、糸魚川市
子ども・子育て会議
（県連）総会・会頭会議
糸魚川市駅北広場「キターレ」竣工式
上越環境科学センター理事会、新型コロ
ナウイルス感染症に関する緊急経済対策
連絡会議

事務局日誌 2020年３月

月の予定５
専門相談窓口 毎週第３水曜日　5月20日（水）

正副会頭会議 ５月15日（金）

夜間経営相談室 毎週月～金曜日 ※要予約

　さわやかな季節を迎えるはず

が、世界中が歴史に残る非常事

態を経験している。ことごとく催

しものは｢中止｣｢延期｣｢自粛｣と

なり地域を支える伝統行事もなくなり、まさかのオ

リンピックも延期となってしまった。

　今や一人ひとりが責任ある行動をとり生活習慣を

変えつつも心身の健康には十分注意し、一致団結し

乗り越えていかなければならない。

　マスクをはずして思いっきり深呼吸できる日が早

くきてほしい。㋪

※貸出しは無料です。
※数に限りがございます。

※会員の方への貸出しといたします。

ご希望の際は糸魚川商工会議所まで事前に
お問合せください。

体温計
貸し出し致します！
体温計
貸し出し致します！

３月25日 議員総会で検温

TEL.025-552-1225
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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LINE＠
　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
にお届けするため、糸魚川商工会議
所LINE＠をはじめました。
　ぜひ、友だち登録をお願いします。

ひすいの
街めぐり
143

“おもてなし”の空間
　次代に残したいもの糸魚川らしい街並み雁木は、
歩行空間であるとともに“おもてなし”の空間です。
　風薫る季節になりました。駅北広場「キターレ」
もオープンしました。焼失した雁木はまだ再建半ば
ですが、“おもてなし”の街歩きはいかがですか。

（写真撮影：山下広報委員）



グラフで見る令和2年度予算 令和２年度予算総額 2憶3,378万円
会計別内訳（収支・支出同額） 単位/千円

合　計

相談所会計
一般会計

収益事業会計
法定台帳会計
特退金共済事業会計
退職金会計
財政調整基金会計
義援金・復興事業基金
会館建設基金
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３月
通常議員
総会開催

　令和元年度は糸魚川駅北大火から被災
地の復興を目指した３年目であり、市の復興
計画に基づき糸魚川市と連携し、会議所とし
てできる限りの対応をしてきました。
　３年目の令和元年度は、再建を希望した
事業所すべてが営業を再開し、被災された
皆さんも落ち着いた日常生活を取り戻しつつ
あります。
　４年目となる本年度はまだまだ賑わいづくり
などの課題も残されており、今後も継続して中
心市街地の復興推進を支援していきます。
　また、重要な検討課題のひとつである老朽
化した商工会議所会館の移転について｢移
転検討特別委員会｣からは、北越銀行糸魚
川中央支店の空き店舗を活用すべきとの答
申をいただきましたが、市の復興計画における
賑わいの拠点施設整備について方向性を見
極めるとともに、今後も財源の確保などを含め
て慎重に検討、精査をしていくこととし、当面は
移転基金の積み立てを推進していきます。
　さて、当地域内の事業所では労働力不足
がさらに深刻化しており、雇用の確保を目的に
企業の情報発信などの取り組みを推進する
ため平成30年度から｢糸魚川産業創造プラッ
トフォーム｣の設立に向けて準備を進めてきま
したが、運営委員会の精力的な活動により、
令和２年３月にプラットフォームが正式にスター
トしたところであります。今後も運営委員会を中
心にさらに具体的な活動を推進していきます。
　地域の産業振興を図るために、昨年10月
に糸魚川市長に対して産業振興施策に係る
９項目について要望書を提出し、経済界とし
て市長と意見交換をしたところであります。
市内部では要望した施策の実現に向けて検
討を進めていただいており、いくつかは実現
するものと考えております。今後も地域の産
業振興に向けて会議所として力を尽くしてい
きたいと考えております。
　景況については、本年１月に実施した令和
元年度の後期景況調査から消費税率アップ
の影響もあり、景況はゆるやかに後退をして
いるとの結果が出ております。加えて今冬の
暖冬の影響や新型コロナウイルスの健康被
害などによる各種事業の自粛ムードが地域
経済に相当な影響を及ぼすのではないかと
懸念をしており、今後も国、県、市の動向な
ど情報収集につとめ、適切な相談や情報提
供につとめると共に、関係部署に要望や提

言活動を実施いたします。会議所としてはで
きる限りの事業所支援を行います。
　松糸道路も上刈～山本間において｢松糸・
今井道路｣として事業化が決定しており、３月
に完成する西中バイパスと合わせてさらに一
歩前進することとなります。今後も全ルートの
事業化決定と事業化決定区間の早期着工、
ならびにたびたび交通止めとなる国道８号線
富山県境付近の道路整備を関係団体と連
携して国、県などに要望を継続していきます。
　上記重点事業のほか会員事業所の継続・
発展に寄与するとともに地域経済のリード役と
して第２期計画の３年目となる「経営発達支援
計画」に基づき地域経済の元気創出のため、
努力いたしますので会員事業所ならびに関係
者からのご理解とご支援をお願いいたします。

（１）経営発達支援計画に基づく経営支援
　①指導員による巡回・窓口相談（経営革

新・経営、金融、労務、経理、税務、取
引、創業）の充実

　②専門相談員（弁護士、税理士、社労士
等）による無料相談の実施

　　・専門相談室…毎月第３水曜日、金融・
労務・法律（事業承継）・ＩＴ・事業
承継等に関する相談

　　・知的財産、特許等に関する相談会の
開催

　　　５月、８月、11月、２月の第２金曜日
　③経営安定・倒産防止対策の推進
　　・小規模支援法に基づく持続的経営に

向けた事業者支援
　　・消費税軽減税率対応窓口相談等事業

の実施、並びに消費税改正、複数税
率導入に対する相談対応

　　・セーフティネット（金融、労務等）相談
窓口の開設

　　・中小企業倒産防止共済の普及推進
　④経営・技術強化支援事業の推進
　　・ミラサポ活用の推進　
　　・専門家派遣制度（エキスパートバンク、

よろず支援拠点）の活用
　⑤経営計画等の法認定支援
　　・経営革新計画、経営力向上計画など

の法認定をめざす企業への支援
　⑥創業支援
　　・創業者支援の推進

　　・糸魚川創業支援ネットワークとの連携、
糸魚川創成塾の開催

　　・糸魚川市にぎわい創出人材育成事業
への参画（リノベーションまちづくり
の推進）

　　・上越創業塾の共催
　⑦事業承継支援
　　・新潟県事業引継ぎ支援センター等専

門機関との連携
　　・事業承継の推進
　⑧販路拡大支援
　　・商談会の開催並びに出展支援
　　・誘客促進支援
　　・海外展開支援
　⑨経営ＩＴ化の推進
　　・情報通信技術活用研修事業等の推進
　　・キャッシュレス化、効率化の推進（事業

者支援）、ＩＯＴ、ＩＣＴ対応の研究（産
業創造プラットフォーム事業と連携）

　⑩小規模企業等の記帳・税務等の代行、
労働保険事務組合による代行サービス
の推進

　⑪会員企業景況調査（半期ごとに実施）・
ＬＯＢＯ（ロボ）調査・交通量調査の実
施、各種経営資料・調査資料の提供

（２）金融円滑化の支援
　①各種融資制度、信用保証制度の活用に

よる金融円滑化支援
　　・無担保・無保証人融資制度（マル経

資金）、会員向け特別融資（メンバー
ズ融資、はやわざ）・信用保証制度の
活用促進

　　・県・市制度融資、政府系金融機関融
資及び信用保証の斡旋

　②金融円滑化のため関係機関との連携強
化（国金友の会、中小公庫懇話会）と
活動支援

（３）中小企業政策・税制改正等に関する調
査研究、意見要望

　①国、県、市、地元国会議員などへの陳情
・要望活動

　①経営者・従業員向け人材育成、能力開
発セミナー等の開催及び関係団体との
連携による研修事業の推進

　　・新入社員、消費税改正・複数税率導
入、販路開拓セミナー、働き方改革など

　②検定事業を通じた人材育成。珠算、簿
記検定等の実施

令和２年度 事業計画決まる

糸魚川産業創造プラットフォーム事業の推進

新型コロナウイルス感染拡大への対応

令和２年度 重点目標

基本方針

事業概要

　③糸魚川市、雇用促進協議会並びに関係
機関との連携による雇用安定化の推進

　④事業主退職金制度（小規模企業共済）、
従業員退職金制度（特定退職金共済
制度、中小企業退職金共済制度）への
加入促進

　⑤永年勤続優良従業員表彰式の開催
　⑥外国人技能実習生並びに外国人材の

受入れ支援（産業創造プラットフォーム
事業と連携）

　⑦人材育成を視野に入れた県内大学との
産学官連携事業の実施

　①駅北エリアの賑わい創出の推進
　　・賑わい創出特別委員会の継続設置
　　・賑わいイベント等の開催及び支援
　②商工会議所会館の街なか移転に向けた

調査、研究

　①北陸新幹線を活用した地域活性化の推進
　　・行政、関係機関、近隣都市との情報

交換と協力体制の強化
　②中心市街地活性化事業の推進
　　・まちなか賑わいづくりの推進（日本海

口まわーる、５ヶ年計画の５年目）
　③商店街組織の支援とイベント事業に対

する支援
　④地域産品開発の推進
　　・奴奈川姫を活用したブランド化事業

の推進（むすびいと、翡翠婚式など）
　　・久比岐自転車道を活用した事業の連

携、実施
　⑤外国人観光客招致促進事業の推進
　　・インバウンド推進事業への参画、支援
　⑥ヒスイを核とした地域の情報発信と地

域活力向上
　　・ヒスイデザイン画コンテストへの支援
　　・ヒスイネイル、ヒスイカクテルの運営支援
　　・ヒスイ商組合の活動支援
　⑦糸魚川産業創造プラットフォーム事業

の推進
　　・「cross local（クロス・ローカル） Itoigawa」

を愛称とし、糸魚川市内の企業が連携
して課題解決を目指す。実施する事業
は次のとおり。

　　・姫川港の整備促進
　　・地域高規格道路松本糸魚川連絡道

路の事業化に向けた要望活動の実施
　⑧文化講演会の開催
　⑨意見交換・要望活動の推進
　　・地域振興に係る要望・提言活動の実施
　　・糸魚川地域振興局、糸魚川市との連

携及び意見・情報交換
　⑩各種イベント事業への参画と活動支援

　①部会・委員会活動の推進
　　・部会独自事業の実施
　②会員増強の推進
　　・新規創業者への入会支援（創業後6ヶ

月以内の入会者に対して、入会金と当
該年度の年会費を免除）

　　・会員増強特別委員会の設置【新規】
　③各種共済制度の普及推進
　④広報活動の充実と各種調査資料・経営

資料の提供
　　・会報「商工糸魚川」の発行。ホームペー

ジの充実
　　・会報を利用した会員企業の情報提供

サービスの実施（情報宅配便）
　　・市民版会報の発行　年１回予定
　　・糸魚川駅自由通路、デジタルサイネー

ジを活用した情報発信
　⑤会員研修旅行、会員ゴルフ大会の開催
　⑥定期健康診断の受診促進
　　・定期健康診断健診料助成事業の実施
　⑦新年賀詞交換会の開催
　⑧日商、県連合会等上部団体並びに関係

団体との連携強化
　⑨共済加入者還元事業の実施
　⑩議員研修会の開催
　⑪会員交流会の開催

　①会員企業の状況把握と支援対応
　　・特別相談窓口の開設、相談対応の強化
　　・関係機関への支援要請
　②正確な情報収集と会員企業等への周知、

広報
　③過度な自粛防止の呼びかけ
　④市内への感染拡大が発生した場合に備

えた対応マニュアルの策定

　　・シェアリングエコノミー、データベース
の活用

　　・企業ストーリー発信事業
　　・生産性向上研究会
　　・暮らしづくりラボ
　　・美山プロジェクト
　　・外国人材の活用
　　・企業の魅力認識・知識の共有

　
　①地域内消費拡大の推進
　　・地元消費促進運動の継続実施
　　　知っ得ゼミの開催。糸魚川市地元消

費促進協議会との連携
　　・市内共通商品券の利用促進
　②糸魚川経済団体連絡協議会の活動推進
　　・能生商工会、青海町商工会との連携

強化と共同事業の実施
　　・企業の次代を担う人材育成事業の実施
　　・一般社団法人空き家活用ネットワーク

糸魚川の活動支援
　　・創業支援セミナー（糸魚川創成塾）

の開催
　　・消費増税対策としてのプレミアム商品

券事業（予定）の実施【新規】
　③広域連携活動の推進
　　・塩の道経済懇談会（塩尻、松本、大

町商工会議所）との連携強化（塩尻
商工会議所担当）

　　・姫川経済懇談会（小谷、白馬、能生・
青海町商工会）との連携強化（能生
商工会担当）

　　　塩の道地域との連携による観光振興
の促進

　　・塩の道経済懇談会を中心とした広域
観光連携への推進

　④地域資源を活かした地域振興事業の実施
　　・糸魚川ジオパーク検定の業務受託
　　・地酒組織の活動支援
　⑤国、県等行政機関との連携を図るため

の水曜会の開催
　⑥地元出身者等との連携による地域の振興
　　・東京糸魚川会、関西糸魚川会との連携
　⑦交通ネットワークの整備と利用促進活

動の推進
　　・日本海ヒスイラインと新潟方面への利

便性向上と利用促進
　　・大糸線の利便性向上と活用対策

１ 中小・小規模企業振興対策の充実

２ 人材育成・雇用安定支援

３ 糸魚川市駅北大火からの復興まちづく
りの推進

６ 組織の強化と財政基盤の確立

７ 新型コロナウイルス感染拡大への対応

５ 地域振興事業の推進

４ 地域産業の活性化とまちづくりの推進

　３月25日（水）ヒスイ王国館ホール
において令和元年度３月通常議員総会
を開催し、提案された令和２年度事業
計画、一般会計・特別会計収支予算に
ついてなど賛成可決されました。

令和２年４月号2 3令和２年４月号



グラフで見る令和2年度予算 令和２年度予算総額 2憶3,378万円
会計別内訳（収支・支出同額） 単位/千円
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法定台帳会計
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３月
通常議員
総会開催

　令和元年度は糸魚川駅北大火から被災
地の復興を目指した３年目であり、市の復興
計画に基づき糸魚川市と連携し、会議所とし
てできる限りの対応をしてきました。
　３年目の令和元年度は、再建を希望した
事業所すべてが営業を再開し、被災された
皆さんも落ち着いた日常生活を取り戻しつつ
あります。
　４年目となる本年度はまだまだ賑わいづくり
などの課題も残されており、今後も継続して中
心市街地の復興推進を支援していきます。
　また、重要な検討課題のひとつである老朽
化した商工会議所会館の移転について｢移
転検討特別委員会｣からは、北越銀行糸魚
川中央支店の空き店舗を活用すべきとの答
申をいただきましたが、市の復興計画における
賑わいの拠点施設整備について方向性を見
極めるとともに、今後も財源の確保などを含め
て慎重に検討、精査をしていくこととし、当面は
移転基金の積み立てを推進していきます。
　さて、当地域内の事業所では労働力不足
がさらに深刻化しており、雇用の確保を目的に
企業の情報発信などの取り組みを推進する
ため平成30年度から｢糸魚川産業創造プラッ
トフォーム｣の設立に向けて準備を進めてきま
したが、運営委員会の精力的な活動により、
令和２年３月にプラットフォームが正式にスター
トしたところであります。今後も運営委員会を中
心にさらに具体的な活動を推進していきます。
　地域の産業振興を図るために、昨年10月
に糸魚川市長に対して産業振興施策に係る
９項目について要望書を提出し、経済界とし
て市長と意見交換をしたところであります。
市内部では要望した施策の実現に向けて検
討を進めていただいており、いくつかは実現
するものと考えております。今後も地域の産
業振興に向けて会議所として力を尽くしてい
きたいと考えております。
　景況については、本年１月に実施した令和
元年度の後期景況調査から消費税率アップ
の影響もあり、景況はゆるやかに後退をして
いるとの結果が出ております。加えて今冬の
暖冬の影響や新型コロナウイルスの健康被
害などによる各種事業の自粛ムードが地域
経済に相当な影響を及ぼすのではないかと
懸念をしており、今後も国、県、市の動向な
ど情報収集につとめ、適切な相談や情報提
供につとめると共に、関係部署に要望や提

言活動を実施いたします。会議所としてはで
きる限りの事業所支援を行います。
　松糸道路も上刈～山本間において｢松糸・
今井道路｣として事業化が決定しており、３月
に完成する西中バイパスと合わせてさらに一
歩前進することとなります。今後も全ルートの
事業化決定と事業化決定区間の早期着工、
ならびにたびたび交通止めとなる国道８号線
富山県境付近の道路整備を関係団体と連
携して国、県などに要望を継続していきます。
　上記重点事業のほか会員事業所の継続・
発展に寄与するとともに地域経済のリード役と
して第２期計画の３年目となる「経営発達支援
計画」に基づき地域経済の元気創出のため、
努力いたしますので会員事業所ならびに関係
者からのご理解とご支援をお願いいたします。

（１）経営発達支援計画に基づく経営支援
　①指導員による巡回・窓口相談（経営革

新・経営、金融、労務、経理、税務、取
引、創業）の充実

　②専門相談員（弁護士、税理士、社労士
等）による無料相談の実施

　　・専門相談室…毎月第３水曜日、金融・
労務・法律（事業承継）・ＩＴ・事業
承継等に関する相談

　　・知的財産、特許等に関する相談会の
開催

　　　５月、８月、11月、２月の第２金曜日
　③経営安定・倒産防止対策の推進
　　・小規模支援法に基づく持続的経営に

向けた事業者支援
　　・消費税軽減税率対応窓口相談等事業

の実施、並びに消費税改正、複数税
率導入に対する相談対応

　　・セーフティネット（金融、労務等）相談
窓口の開設

　　・中小企業倒産防止共済の普及推進
　④経営・技術強化支援事業の推進
　　・ミラサポ活用の推進　
　　・専門家派遣制度（エキスパートバンク、

よろず支援拠点）の活用
　⑤経営計画等の法認定支援
　　・経営革新計画、経営力向上計画など

の法認定をめざす企業への支援
　⑥創業支援
　　・創業者支援の推進

　　・糸魚川創業支援ネットワークとの連携、
糸魚川創成塾の開催

　　・糸魚川市にぎわい創出人材育成事業
への参画（リノベーションまちづくり
の推進）

　　・上越創業塾の共催
　⑦事業承継支援
　　・新潟県事業引継ぎ支援センター等専

門機関との連携
　　・事業承継の推進
　⑧販路拡大支援
　　・商談会の開催並びに出展支援
　　・誘客促進支援
　　・海外展開支援
　⑨経営ＩＴ化の推進
　　・情報通信技術活用研修事業等の推進
　　・キャッシュレス化、効率化の推進（事業

者支援）、ＩＯＴ、ＩＣＴ対応の研究（産
業創造プラットフォーム事業と連携）

　⑩小規模企業等の記帳・税務等の代行、
労働保険事務組合による代行サービス
の推進

　⑪会員企業景況調査（半期ごとに実施）・
ＬＯＢＯ（ロボ）調査・交通量調査の実
施、各種経営資料・調査資料の提供

（２）金融円滑化の支援
　①各種融資制度、信用保証制度の活用に

よる金融円滑化支援
　　・無担保・無保証人融資制度（マル経

資金）、会員向け特別融資（メンバー
ズ融資、はやわざ）・信用保証制度の
活用促進

　　・県・市制度融資、政府系金融機関融
資及び信用保証の斡旋

　②金融円滑化のため関係機関との連携強
化（国金友の会、中小公庫懇話会）と
活動支援

（３）中小企業政策・税制改正等に関する調
査研究、意見要望

　①国、県、市、地元国会議員などへの陳情
・要望活動

　①経営者・従業員向け人材育成、能力開
発セミナー等の開催及び関係団体との
連携による研修事業の推進

　　・新入社員、消費税改正・複数税率導
入、販路開拓セミナー、働き方改革など

　②検定事業を通じた人材育成。珠算、簿
記検定等の実施

令和２年度 事業計画決まる

糸魚川産業創造プラットフォーム事業の推進

新型コロナウイルス感染拡大への対応

令和２年度 重点目標

基本方針

事業概要

　③糸魚川市、雇用促進協議会並びに関係
機関との連携による雇用安定化の推進

　④事業主退職金制度（小規模企業共済）、
従業員退職金制度（特定退職金共済
制度、中小企業退職金共済制度）への
加入促進

　⑤永年勤続優良従業員表彰式の開催
　⑥外国人技能実習生並びに外国人材の

受入れ支援（産業創造プラットフォーム
事業と連携）

　⑦人材育成を視野に入れた県内大学との
産学官連携事業の実施

　①駅北エリアの賑わい創出の推進
　　・賑わい創出特別委員会の継続設置
　　・賑わいイベント等の開催及び支援
　②商工会議所会館の街なか移転に向けた

調査、研究

　①北陸新幹線を活用した地域活性化の推進
　　・行政、関係機関、近隣都市との情報

交換と協力体制の強化
　②中心市街地活性化事業の推進
　　・まちなか賑わいづくりの推進（日本海

口まわーる、５ヶ年計画の５年目）
　③商店街組織の支援とイベント事業に対

する支援
　④地域産品開発の推進
　　・奴奈川姫を活用したブランド化事業

の推進（むすびいと、翡翠婚式など）
　　・久比岐自転車道を活用した事業の連

携、実施
　⑤外国人観光客招致促進事業の推進
　　・インバウンド推進事業への参画、支援
　⑥ヒスイを核とした地域の情報発信と地

域活力向上
　　・ヒスイデザイン画コンテストへの支援
　　・ヒスイネイル、ヒスイカクテルの運営支援
　　・ヒスイ商組合の活動支援
　⑦糸魚川産業創造プラットフォーム事業

の推進
　　・「cross local（クロス・ローカル） Itoigawa」

を愛称とし、糸魚川市内の企業が連携
して課題解決を目指す。実施する事業
は次のとおり。

　　・姫川港の整備促進
　　・地域高規格道路松本糸魚川連絡道

路の事業化に向けた要望活動の実施
　⑧文化講演会の開催
　⑨意見交換・要望活動の推進
　　・地域振興に係る要望・提言活動の実施
　　・糸魚川地域振興局、糸魚川市との連

携及び意見・情報交換
　⑩各種イベント事業への参画と活動支援

　①部会・委員会活動の推進
　　・部会独自事業の実施
　②会員増強の推進
　　・新規創業者への入会支援（創業後6ヶ

月以内の入会者に対して、入会金と当
該年度の年会費を免除）

　　・会員増強特別委員会の設置【新規】
　③各種共済制度の普及推進
　④広報活動の充実と各種調査資料・経営

資料の提供
　　・会報「商工糸魚川」の発行。ホームペー

ジの充実
　　・会報を利用した会員企業の情報提供

サービスの実施（情報宅配便）
　　・市民版会報の発行　年１回予定
　　・糸魚川駅自由通路、デジタルサイネー

ジを活用した情報発信
　⑤会員研修旅行、会員ゴルフ大会の開催
　⑥定期健康診断の受診促進
　　・定期健康診断健診料助成事業の実施
　⑦新年賀詞交換会の開催
　⑧日商、県連合会等上部団体並びに関係

団体との連携強化
　⑨共済加入者還元事業の実施
　⑩議員研修会の開催
　⑪会員交流会の開催

　①会員企業の状況把握と支援対応
　　・特別相談窓口の開設、相談対応の強化
　　・関係機関への支援要請
　②正確な情報収集と会員企業等への周知、

広報
　③過度な自粛防止の呼びかけ
　④市内への感染拡大が発生した場合に備

えた対応マニュアルの策定

　　・シェアリングエコノミー、データベース
の活用

　　・企業ストーリー発信事業
　　・生産性向上研究会
　　・暮らしづくりラボ
　　・美山プロジェクト
　　・外国人材の活用
　　・企業の魅力認識・知識の共有

　
　①地域内消費拡大の推進
　　・地元消費促進運動の継続実施
　　　知っ得ゼミの開催。糸魚川市地元消

費促進協議会との連携
　　・市内共通商品券の利用促進
　②糸魚川経済団体連絡協議会の活動推進
　　・能生商工会、青海町商工会との連携

強化と共同事業の実施
　　・企業の次代を担う人材育成事業の実施
　　・一般社団法人空き家活用ネットワーク

糸魚川の活動支援
　　・創業支援セミナー（糸魚川創成塾）

の開催
　　・消費増税対策としてのプレミアム商品

券事業（予定）の実施【新規】
　③広域連携活動の推進
　　・塩の道経済懇談会（塩尻、松本、大

町商工会議所）との連携強化（塩尻
商工会議所担当）

　　・姫川経済懇談会（小谷、白馬、能生・
青海町商工会）との連携強化（能生
商工会担当）

　　　塩の道地域との連携による観光振興
の促進

　　・塩の道経済懇談会を中心とした広域
観光連携への推進

　④地域資源を活かした地域振興事業の実施
　　・糸魚川ジオパーク検定の業務受託
　　・地酒組織の活動支援
　⑤国、県等行政機関との連携を図るため

の水曜会の開催
　⑥地元出身者等との連携による地域の振興
　　・東京糸魚川会、関西糸魚川会との連携
　⑦交通ネットワークの整備と利用促進活

動の推進
　　・日本海ヒスイラインと新潟方面への利

便性向上と利用促進
　　・大糸線の利便性向上と活用対策

１ 中小・小規模企業振興対策の充実

２ 人材育成・雇用安定支援

３ 糸魚川市駅北大火からの復興まちづく
りの推進

６ 組織の強化と財政基盤の確立

７ 新型コロナウイルス感染拡大への対応

５ 地域振興事業の推進

４ 地域産業の活性化とまちづくりの推進

　３月25日（水）ヒスイ王国館ホール
において令和元年度３月通常議員総会
を開催し、提案された令和２年度事業
計画、一般会計・特別会計収支予算に
ついてなど賛成可決されました。

令和２年４月号2 3令和２年４月号



3月17日
●日程調整

●新型コロナウイルス感染症の影響への対策について
●新入会員の承認について
●後援依頼について
●糸魚川市議会　糸魚川市駅北復興まちづくり調査特
別委員会との懇談会について

●令和元年度３月通常議員総会について
●翡翠を新潟県の石にする会について　ほか

（公財）新潟県雇用環境整備財団理事会、（一財）上越環境
科学センター監事会、糸魚川中央ロータリークラブ創立40
周年記念式典　ほか

4月1日
●日程調整

●2020春季生活闘争に関わる要請書について
●新入会員の入会、会員の異動について
●糸魚川市議会　糸魚川市駅北復興まちづくり調査
特別委員会との懇談会について

●新型コロナウイルス感染症の対応について　ほか

糸魚川ジオパーク協議会総会、松糸道路建設促進期成同
盟会幹事会、糸魚川うまいもん会総会　ほか

正
副
会
頭
会
議

10
表彰
名が 　３月25日の３月通常議員

総会の後、これまでの功績

岡田  昌 子 様
木伊京屋分店／検定委員会（１２年）

中 川 　  忍 様
中川クリーニング／検定委員会（１４年７ヵ月）

髙 野  正 明 様
髙野寫眞館 代表／広報委員会（３１年４ヶ月）

黒 坂  正 男 様
㈱タナベ 監査役／総務委員会（１８年）

綱島 喜代子 様
㈴綱島新聞店 役員／総務委員会（２１年）

故・松 木  秀 樹 様
㈱まつき 代表取締役／議員（１４年１０ケ月）／常議員（１１年１０ケ月）

歌 川  和 明 様
御菓子司三好屋 代表／議員（１２年）

田 邉  榮 三 様
㈱タナベ 副会長／副会頭（12年）

里 麻  康 憲 様
里麻商店 代表／議員（１６年４ヶ月）／常議員（９年）／監事（９年）

山 岸  美 隆 様
㈱山呉 代表取締役／議員・常議員（１６年４ヶ月）／副会頭（１２年）

糸
魚
川
商
工
会
議
所
表
彰

日
本
商
工
会
議
所
表
彰

　３月通常議員総会において令和２年
度新たに設置する委員会、継続して設
置する委員会の承認をいただき、委員会
委員が決まりました。選出された委員に
は当所事業の企画運営にお力添えいた
だきます。（敬称略）

令和２年度
委員会設置、
委員決まる 　新型コロナウイルス感染症による地域経済への影響と支

援機関の情報共有をすることで事業者支援に万全を期すこと
を目的に、３月30日、ヒスイ王国館で新型コロナウイルス感
染症に関する経済対策連絡会議が開催されました。糸魚川
市と糸魚川経済団体連絡協議会（会長：猪又史博糸魚川商
工会議所会頭）が共催し、公共職業安定所、日本政策金融公
庫、新潟県信用保証協会、市内金融機関、ＪＡひすい、警察署
などが出席しました。
　米田市長のあいさつの後、糸魚川経済団体連絡協議会で
３月４日から16日にかけて実施した会員企業を対象とした緊
急調査の結果を報告。回答があった462会員のうち（回答率
37.2％）、新型コロナウイルスの影響があるとする回答は50.6％
で、特に飲食店では予約キャンセルによる売上減少が大きく、
建設業からも中国からの建設資材やトイレ、エアコン等の入
荷遅れで工事のめどが立たないなどといった声が寄せられて
います。今後の影響では、影響があるとする企業が75.8％に
増え、さらなる売上減少、従業員の感染による生産活動の縮
小などを危惧する声が多くなっています。国、行政に望むこと
では、マスク、消毒液の入手に関することが40件で最多。以下、
検査・治療薬の開発、過剰報道の禁止、資金繰り・金融支援、
売上の補てんなどが多くなっています。
　情報交換では、ハローワーク糸魚川の道願（どうがん）所
長から雇用調整助成金について説明。新型コロナウイルス感

染拡大に伴い、対象となる業種が全業種に拡大されたこと、
雇用保険被保険者である期間の短縮（６ヶ月未満でも対象）、
確認期間の短縮（３ヶ月から１ヶ月）など２回の特例措置につ
いて触れながら、「まずは、休業計画の労使間協定を締結す
ることが最も重要です」と強調しました。
　日本政策金融公庫高田支店の多田支店長からは、新型コ
ロナウイルス感染症特別貸付と特別利子補給制度について
説明。総理の発言などから「実質無利子」で融資が受けられ
ると報じられているが、実際には、公庫で特別貸付（有利子）
を行った上で、事業者が新たに実施する機関に申請すること
によって利子相当分が補給される仕組みであること。利子補
給の期間は当初の３年間に限られること、売上減少の要件に
該当する事業者であることなど、すべての事業者が実質無利
子で借入できるというものではないと注意がありました。
　意見交換では米田市長から、マスクの生産や地産地消にも
触れ、このような状況だからこそ市内の消費循環を促すために
実務者レベルで検討していくとのと提案があり、承認されました。

　４月７日、糸魚川商工会議所中小企業相談所の主催で新型
コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者を対象とした雇
用維持・資金繰り支援制度説明会が開催されました。
　会員企業への緊急調査でも関心が高かった雇用調整助成
金と金融支援に的を絞った説明会で、約50人が参加し熱心に
聴講しました。
　雇用調整助成金は、労働者を解雇せず、休業や教育訓練、
出向を行い労働者に休業手当等を支払った場合にその一部を
事業主に助成するもの。糸魚川公共職業安定所の五十嵐雇用
指導官から今回の特例措置や注意点、手続き方法などが説明
されました。
　資金繰り、融資制度では、日本政策金融公庫高田支店の坂
本課長代理が当地域の担当として説明。新型コロナウイルス
感染症特別貸付と特別利子補給制度、新型コロナ対応マル経
融資制度などについて詳しく説明がありました。
　参加者からも「融資までの最短期間は」や「休業補償の対
象となる賃金の範囲は」、「労使協定書で定める休業の期間の
決め方は」など質問がありました。

　新型コロナウイルス感染症の全国的な蔓延で生活や経済
活動に大きな影響が生じているのは言うまでもありません。
　このコーナーでは、「自社の商品やサービスを困っている
事業者へ届けたい」、あるいは「こんなものを必要としている」
といった声を集約してマッチングを図ります。会員企業間で
横の繋がりをいかし、この難局を乗り越えましょう。

１）．会員増強特別委員会
イ．設置の目的
新規会員の加入促進を行い会員数の
拡大を図るため

ロ．任  期
令和２年４月１日～令和３年３月31日

ハ．委  員

金子　靖 創和ジャステック建設㈱ 副社長　総務委員2

後藤　幸洋 ㈱後藤組 総務委員　建設業部会長1

秋山　澄雄 秋山税理士事務所 諸業部会長15

片山　良博 ㈱三愛旅行社 観光・サービス業部会長14

黒石　孝 糸魚川信用組合 金融業部会長13

猪又　一義 カネヨ運輸㈱ 運輸・港湾業部会長12

松本　利恵 ㈲一印かまぼこ屋 取締役
食品製造業部会長11

木島　吉朗 協栄産業㈱ 工業部会長10

木嶋　隆 地方卸売市場㈱
糸魚川青果卸売市場 卸売商業部会長9

池原　寿子 ㈲池原印刷所 総務委員8

酒井　久和 ㈱酒井書店 総務委員　小売商業部会長7

山﨑　一史 ㈱タナベ 総務部長　総務委員6

遠藤紀美子 ㈾信越環境サービス 会長　総務委員5

歌川多喜司 ㈱アド・クリーク 総務委員4

磯貝　正子 花重 専従者　総務委員3

氏　　名 附　　記事業所名

1 新たに設置する委員会

１）．検定委員会
任  期
令和２年４月１日～令和４年10月31日

加藤康太郎 ㈲二葉デンキ商会2

青木　玄成 ㈴ヒノキヤ1

市川　英之 ㈱魚がし 社員【新】12

堀江由香里 ㈲大野建商 【新】11

大島　栄毅 ㈲三兄 専務【新】10

岡田　裕介 岡田自動車 専従者9

井伊　一道 ㈻いといがわ学園8

吉川　友紀 ㈲リースキン上越 社員7

今井　栄子 ㈲いまいスポーツ6

池原　寿子 ㈲池原印刷所5

新保ルミ子 ㈱シンボ 取締役4

橋立　潤 メガネジュエリー橋立 専従者3

氏　　名 附　　記事業所名

3 委員の選任

５）．会員旅行実行委員会
任  期
令和２年４月１日～令和３年３月31日

山澤　任子 ㈴山澤商店 社員2

五十嵐　豊 ㈱五十嵐商店1

橋本美保子 ㈱東海電業 役員9

青木　秀明 コンサル青木8

小坂　晴子 ㈴冨江商店 社員7

波平　敏幸 アクサ生命㈱糸魚川分室 社員6

猪又　一義 カネヨ運輸㈱5

樋口佐登子 ㈱黒姫会館4

高橋　良男 ㈴春よし3

氏　　名 附　　記事業所名

２）．賑わい創出特別委員会
イ．設置の目的
駅北エリア（拠点施設を含めた）の賑
わい創出の推進をするため

ロ．任  期
令和２年４月１日～令和３年３月31日

ハ．委  員

猪又　直登 ㈱カネタ建設2

歌川多喜司 ㈱アド･クリーク1

池原　寿子 ㈲池原印刷所 個店の魅力アップ女性の会7

藤野久美子 ㈱重寿し 個店の魅力アップ女性の会6

室川　亜紀 室川印刷 個店の魅力アップ女性の会5

池滝　正秀 糸魚川タウンセンター㈱ 専務4

後藤　幸洋 ㈱後藤組3

氏　　名 附　　記事業所名

３）．小規模企業振興委員会
任  期
令和２年４月１日～令和３年３月31日

１）．糸魚川産業創造プラットフォーム運営
委員会
イ．設置の目的
企業の課題解決に向けた取り組みの
企画・運営・進捗管理をするため

ロ．任  期
令和２年４月１日～令和３年３月31日

ハ．委  員

五十嵐昌樹 ㈱美装いがらし 専務2

田邉　榮三 ㈱タナベ 副会長1

平野　嘉生 糸魚川信用組合 専務理事6

後藤　高根 トーヨーリトレッド㈱5

倉又　等 ㈱倉富鐵工所4

猪又　直登 ㈱カネタ建設3

氏　　名 附　　記事業所名

2 継続して設置する委員会

室川　亜紀 室川印刷 専従者2

後藤　大洋 ㈱小滝建材1

小林　聖子 ㈱桜翠5

倉又　康 割烹 倉また 専従者4

園田　岳彦 ㈱お米の配達人3

氏　　名 附　　記事業所名

４）．会員ゴルフ大会実行委員会
任  期
令和２年４月１日～令和３年３月31日

小林　正子 カプリーノ2

室川　力 奴奈川観光開発㈱ 専務1

小川　節雄 小川建設㈱6

川名　奈巳 エステサロンＪａｄｅ5

木島　一 ㈱木島組4

藤巻　道隆 ㈾藤巻電業3

氏　　名 附　　記事業所名

【資金繰り】

【雇用維持】
支援制度説明会を開催

お持ち帰り 懇親会de
 各種

会合応援企画

始めました。

詳しくは、折込みの
チラシをご覧ください。コロナウイルスに負

けるな！

掲示板の利用方法1

マッチング掲示板
期間限定で設置します

を緊急
企画

　他社に求めること、提供したいこと、連携したい
ことなど伝えたいメッセージを
info@itoigawa-cci.or.jp 宛にメールください。
基本、次月の会報などに掲載します。

※掲載料金はかかりません。但し、申込み多数の場合や
単純な営業広告は掲載できない場合があります。営業
広告は情報宅配便をご利用ください。

使用例2
マスクの製造を受託してくれる事業者を探してい
ます。

部品の仕入れができず困っています。在庫を融通
してくれる事業者を探しています。

自社は市内ルート販売している業者です。飲食店
の方でデリバリーを始めたい方はご相談ください。

新型コロナウイルス

事業者支援で情報共有
関係機関が経済対策連絡会議開催

令和２年４月号4 5令和２年４月号
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　３月通常議員総会において令和２年
度新たに設置する委員会、継続して設
置する委員会の承認をいただき、委員会
委員が決まりました。選出された委員に
は当所事業の企画運営にお力添えいた
だきます。（敬称略）

令和２年度
委員会設置、
委員決まる 　新型コロナウイルス感染症による地域経済への影響と支

援機関の情報共有をすることで事業者支援に万全を期すこと
を目的に、３月30日、ヒスイ王国館で新型コロナウイルス感
染症に関する経済対策連絡会議が開催されました。糸魚川
市と糸魚川経済団体連絡協議会（会長：猪又史博糸魚川商
工会議所会頭）が共催し、公共職業安定所、日本政策金融公
庫、新潟県信用保証協会、市内金融機関、ＪＡひすい、警察署
などが出席しました。
　米田市長のあいさつの後、糸魚川経済団体連絡協議会で
３月４日から16日にかけて実施した会員企業を対象とした緊
急調査の結果を報告。回答があった462会員のうち（回答率
37.2％）、新型コロナウイルスの影響があるとする回答は50.6％
で、特に飲食店では予約キャンセルによる売上減少が大きく、
建設業からも中国からの建設資材やトイレ、エアコン等の入
荷遅れで工事のめどが立たないなどといった声が寄せられて
います。今後の影響では、影響があるとする企業が75.8％に
増え、さらなる売上減少、従業員の感染による生産活動の縮
小などを危惧する声が多くなっています。国、行政に望むこと
では、マスク、消毒液の入手に関することが40件で最多。以下、
検査・治療薬の開発、過剰報道の禁止、資金繰り・金融支援、
売上の補てんなどが多くなっています。
　情報交換では、ハローワーク糸魚川の道願（どうがん）所
長から雇用調整助成金について説明。新型コロナウイルス感

染拡大に伴い、対象となる業種が全業種に拡大されたこと、
雇用保険被保険者である期間の短縮（６ヶ月未満でも対象）、
確認期間の短縮（３ヶ月から１ヶ月）など２回の特例措置につ
いて触れながら、「まずは、休業計画の労使間協定を締結す
ることが最も重要です」と強調しました。
　日本政策金融公庫高田支店の多田支店長からは、新型コ
ロナウイルス感染症特別貸付と特別利子補給制度について
説明。総理の発言などから「実質無利子」で融資が受けられ
ると報じられているが、実際には、公庫で特別貸付（有利子）
を行った上で、事業者が新たに実施する機関に申請すること
によって利子相当分が補給される仕組みであること。利子補
給の期間は当初の３年間に限られること、売上減少の要件に
該当する事業者であることなど、すべての事業者が実質無利
子で借入できるというものではないと注意がありました。
　意見交換では米田市長から、マスクの生産や地産地消にも
触れ、このような状況だからこそ市内の消費循環を促すために
実務者レベルで検討していくとのと提案があり、承認されました。

　４月７日、糸魚川商工会議所中小企業相談所の主催で新型
コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者を対象とした雇
用維持・資金繰り支援制度説明会が開催されました。
　会員企業への緊急調査でも関心が高かった雇用調整助成
金と金融支援に的を絞った説明会で、約50人が参加し熱心に
聴講しました。
　雇用調整助成金は、労働者を解雇せず、休業や教育訓練、
出向を行い労働者に休業手当等を支払った場合にその一部を
事業主に助成するもの。糸魚川公共職業安定所の五十嵐雇用
指導官から今回の特例措置や注意点、手続き方法などが説明
されました。
　資金繰り、融資制度では、日本政策金融公庫高田支店の坂
本課長代理が当地域の担当として説明。新型コロナウイルス
感染症特別貸付と特別利子補給制度、新型コロナ対応マル経
融資制度などについて詳しく説明がありました。
　参加者からも「融資までの最短期間は」や「休業補償の対
象となる賃金の範囲は」、「労使協定書で定める休業の期間の
決め方は」など質問がありました。

　新型コロナウイルス感染症の全国的な蔓延で生活や経済
活動に大きな影響が生じているのは言うまでもありません。
　このコーナーでは、「自社の商品やサービスを困っている
事業者へ届けたい」、あるいは「こんなものを必要としている」
といった声を集約してマッチングを図ります。会員企業間で
横の繋がりをいかし、この難局を乗り越えましょう。

１）．会員増強特別委員会
イ．設置の目的
新規会員の加入促進を行い会員数の
拡大を図るため

ロ．任  期
令和２年４月１日～令和３年３月31日

ハ．委  員

金子　靖 創和ジャステック建設㈱ 副社長　総務委員2

後藤　幸洋 ㈱後藤組 総務委員　建設業部会長1

秋山　澄雄 秋山税理士事務所 諸業部会長15

片山　良博 ㈱三愛旅行社 観光・サービス業部会長14

黒石　孝 糸魚川信用組合 金融業部会長13

猪又　一義 カネヨ運輸㈱ 運輸・港湾業部会長12

松本　利恵 ㈲一印かまぼこ屋 取締役
食品製造業部会長11

木島　吉朗 協栄産業㈱ 工業部会長10

木嶋　隆 地方卸売市場㈱
糸魚川青果卸売市場 卸売商業部会長9

池原　寿子 ㈲池原印刷所 総務委員8

酒井　久和 ㈱酒井書店 総務委員　小売商業部会長7

山﨑　一史 ㈱タナベ 総務部長　総務委員6

遠藤紀美子 ㈾信越環境サービス 会長　総務委員5

歌川多喜司 ㈱アド・クリーク 総務委員4

磯貝　正子 花重 専従者　総務委員3

氏　　名 附　　記事業所名

1 新たに設置する委員会

１）．検定委員会
任  期
令和２年４月１日～令和４年10月31日

加藤康太郎 ㈲二葉デンキ商会2

青木　玄成 ㈴ヒノキヤ1

市川　英之 ㈱魚がし 社員【新】12

堀江由香里 ㈲大野建商 【新】11

大島　栄毅 ㈲三兄 専務【新】10

岡田　裕介 岡田自動車 専従者9

井伊　一道 ㈻いといがわ学園8

吉川　友紀 ㈲リースキン上越 社員7

今井　栄子 ㈲いまいスポーツ6

池原　寿子 ㈲池原印刷所5

新保ルミ子 ㈱シンボ 取締役4

橋立　潤 メガネジュエリー橋立 専従者3

氏　　名 附　　記事業所名

3 委員の選任

５）．会員旅行実行委員会
任  期
令和２年４月１日～令和３年３月31日

山澤　任子 ㈴山澤商店 社員2

五十嵐　豊 ㈱五十嵐商店1

橋本美保子 ㈱東海電業 役員9

青木　秀明 コンサル青木8

小坂　晴子 ㈴冨江商店 社員7

波平　敏幸 アクサ生命㈱糸魚川分室 社員6

猪又　一義 カネヨ運輸㈱5

樋口佐登子 ㈱黒姫会館4

高橋　良男 ㈴春よし3

氏　　名 附　　記事業所名

２）．賑わい創出特別委員会
イ．設置の目的
駅北エリア（拠点施設を含めた）の賑
わい創出の推進をするため

ロ．任  期
令和２年４月１日～令和３年３月31日

ハ．委  員

猪又　直登 ㈱カネタ建設2

歌川多喜司 ㈱アド･クリーク1

池原　寿子 ㈲池原印刷所 個店の魅力アップ女性の会7

藤野久美子 ㈱重寿し 個店の魅力アップ女性の会6

室川　亜紀 室川印刷 個店の魅力アップ女性の会5

池滝　正秀 糸魚川タウンセンター㈱ 専務4

後藤　幸洋 ㈱後藤組3

氏　　名 附　　記事業所名

３）．小規模企業振興委員会
任  期
令和２年４月１日～令和３年３月31日

１）．糸魚川産業創造プラットフォーム運営
委員会
イ．設置の目的
企業の課題解決に向けた取り組みの
企画・運営・進捗管理をするため

ロ．任  期
令和２年４月１日～令和３年３月31日

ハ．委  員

五十嵐昌樹 ㈱美装いがらし 専務2

田邉　榮三 ㈱タナベ 副会長1

平野　嘉生 糸魚川信用組合 専務理事6

後藤　高根 トーヨーリトレッド㈱5

倉又　等 ㈱倉富鐵工所4

猪又　直登 ㈱カネタ建設3

氏　　名 附　　記事業所名

2 継続して設置する委員会

室川　亜紀 室川印刷 専従者2

後藤　大洋 ㈱小滝建材1

小林　聖子 ㈱桜翠5

倉又　康 割烹 倉また 専従者4

園田　岳彦 ㈱お米の配達人3

氏　　名 附　　記事業所名

４）．会員ゴルフ大会実行委員会
任  期
令和２年４月１日～令和３年３月31日

小林　正子 カプリーノ2

室川　力 奴奈川観光開発㈱ 専務1

小川　節雄 小川建設㈱6

川名　奈巳 エステサロンＪａｄｅ5

木島　一 ㈱木島組4

藤巻　道隆 ㈾藤巻電業3

氏　　名 附　　記事業所名

【資金繰り】

【雇用維持】
支援制度説明会を開催

お持ち帰り 懇親会de
 各種

会合応援企画

始めました。

詳しくは、折込みの
チラシをご覧ください。コロナウイルスに負

けるな！

掲示板の利用方法1

マッチング掲示板
期間限定で設置します

を緊急
企画

　他社に求めること、提供したいこと、連携したい
ことなど伝えたいメッセージを
info@itoigawa-cci.or.jp 宛にメールください。
基本、次月の会報などに掲載します。

※掲載料金はかかりません。但し、申込み多数の場合や
単純な営業広告は掲載できない場合があります。営業
広告は情報宅配便をご利用ください。

使用例2
マスクの製造を受託してくれる事業者を探してい
ます。

部品の仕入れができず困っています。在庫を融通
してくれる事業者を探しています。

自社は市内ルート販売している業者です。飲食店
の方でデリバリーを始めたい方はご相談ください。

新型コロナウイルス

事業者支援で情報共有
関係機関が経済対策連絡会議開催

令和２年４月号4 5令和２年４月号



トレンド通信
　以前、取材で製造工場の中まで見せていただいたことがあり
ます。面白かったのは、味を決めている“魔法の粉”の濃度を２
倍、2.5倍に増量した商品を投入してヒットさせたことです。開発
担当者に「それなら３倍、４倍に増やした商品はどうですか？」と
聞いたら、「これ以上調味粉を入れると塩辛くて食べられないか
ら」と言っていました。つまり、あえて特徴を付けるために「食べら
れる限界まで」味を濃くしてみた、というわけです。
　先日テレビで見かけた長野県のサンクゼールが展開する「久
世福商店」の商品開発にも似たような視点があると思いました。
地方に埋もれた「良いものだけどあと一歩」の商品を発掘しては、
それが持つ長所や面白い点を「これでもか」と強調するようにブ
ラッシュアップし、特徴ある商品に育てて全国デビューさせてい
ました。
　「良いものなのになぜ売れない」と嘆くなら、何となくバランス
の良いものよりも、２番でなく１番を目指してとことんとがった商
品に変身できないか考えてみるのも一つの戦略だと思います。

　地域資源を活用したものづくりで、よくあるのがご当地食材を
使った調味料や副食材です。ドレッシングやスパイス、調味塩、
ごはんのお供のたぐいです。農産物の６次産業化といえば調味
料というくらい、全国で数え切れないほど多くの調味料やドレッ
シングがつくられています。
　こうした商品は、食卓の上でメインとなる食品ではなく、あくま
でも脇役でありながら、ライバルが非常に多いジャンルです。とも
すれば同じ地域で同じ素材を使った類似商品が多数あります。
　私もいろいろな地域でこうした商品に取り組む事業者さんの
相談を受けたことがあります。ちょっと変な話ですが、皆さん「き
ちんとおいしいもの」をつくろうとして、その結果バランスの取れ
た、別の言い方をすれば目立った特徴のない商品に仕上げてし
まいがちです。
　もともと競合の多いジャンルですから、これではいくらおいしく
ても、消費者がそれを選ぶ理由が弱いのです。あまたある競合
の中からあえて選ばれるには、バランスを取って何となくおいしい
ものをつくるよりも、目立った特徴があり、それを誰かに語りたくな
るほどとがったイビツな商品であることの方が望ましいのです。
　例えば、「日本一辛いトウガラシを使った〇〇」とか「日本一ね
ばりの強い納豆味の〇〇」といった具合です。
　新潟の亀田製菓がつくっている「ハッピーターン」という商品
をご存じでしょうか。コンビニやスーパーで売られているスナック
菓子の代表的なロングセラー商品です。俵型のせんべいに独特
の味がする洋風の調味粉をまぶしたものです。

「オンリーワンまで振り切ってとがらせる勇気を」

日経ＢＰ社「日経ビジネス」シニアエディター 渡 辺 和 博
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。全国各地のものづくり企業、自治体、地域商社やＤＭ
Ｏなどを取材、地域に持続的に稼げるビジネスをつくることをテーマ
にした著書『地方発ヒットを生む逆算発想のものづくり』がある。全国
の商工会議所などで地域活性化や名産品開発を支援する講演など
を実施している。

わたなべ・かずひろ

地域経済ミニ情報い と い が わ
前年BA
同月

A
B・傾向項　目 2018年1月

2018年11月2019年11月～12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
月間有効常用求人数

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

199,654

17,422

116,646

0

43,050

（11）

1

92,690

11

260,003

254,316

1.93

453,797

857

444

0

0

11,700

0

4

69,627

0

199,458

17,389

122,340

0

42,236

（5）

1

88,324

6

304,459

252,083

1.56

466,898

705

453

0

0

4,500

3,500

1

70,326

1

－

－

1,368,974

11

－

（112）

14

1,195,837

127

3,307,046

3,242,273

－

5,256,085

10,145

5,921

4

23,140

60,130

27,800

17

－

6

99.9

99.8

104.9

－

98.1

45.5

100.0

95.3

54.5

117.1

99.1

－0.37

102.9

82.3

102.0

－

－

38.5

－

25.0

101.0

－

　私は糸魚川青年会議所に入会させていただき４年目を迎
えました。私自身、幼少期から野球というスポーツに興味を持
ちはじめ、大学まで続けさせて頂きました。その過程で経験
した人間関係やスポーツに対する取り組む姿勢、支えてくれ
た方々への感謝の気持ちなど多くの学びや気づき得たこと
は、私にとって大きな財産となっております。
　本年度青少年育成委員会では、より良い青少年育成環境
へと繋げるためにスポーツを通じて“子どもたちの「挑む」心を
育む”ことを目的として活動しています。
　スポーツが子どもたちの成長に関わる影響は非常に大きく、
健康的な身体の成長や心の成長等に影響しています。スポー
ツを通じて、より良い青少年育成を行うには、保護者の方々の
協力はもちろん、技術的な指導や礼節指導などを通じた大人
の関わり方が非常に大切になると考えております。その関わり
方は時代とともに変化していくものであり、時代にあった関わり
方を見つめ考えつづけていく必要もあります。
　「挑む」心とは、子どもたちが失敗を恐れず挑戦することの
大切さを感じてもらうこと、スポーツに取り組めることに対して
支えてくれている方々への感謝の心を培ってもらうことだと思っ
ております。
　本年度、岩﨑理事長が掲げるスローガン「挑め」のもと、青
少年の明るい未来のために自分自身が率先して挑戦し取り
組んでまいります。一年間宜しくお願いいたします。

青少年育成委員会 委員長

水澤板金工業

一般社団法人糸魚川青年会議所
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～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。

新入会員紹介新入会員紹介新入会員紹介

橋立時計メガネ店

令和２年１月31日入会

TEL.025-550-0511

HP：http://www.hashidate.com/

糸魚川市東寺町2丁目6番68号水 澤  佑 太

　長年、東京の日暮里でお店を構えていましたが、縁あって
７年前から故郷の糸魚川で新たに営業しております。
　15歳の時にこの業界に飛び込んで以来、培ってきた時計
修理技術が当店のウリです。
　腕時計のバンド付替えから時計の修理まで何でもご対応
致します。お気軽にご相談ください。

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

担当 総務課　塚田

会員限定 定期健康診断
　当所では、会員事業所の福利厚生と健康管理の手助けとなるよ
う、定期健康診断をおこなっております。新潟縣健康管理協会さ
んにご協力いただき、会員向けの特別料金で受診いただけます。

　さらに、当所の助成事業により、一般健診受診者1名につき
500円の補助金が受けられます。
　助成金の交付申請には、①健診機関が新潟縣健康管理協会で
あること　②糸魚川商工会議所　助成金交付申請書を当所へ
FAXしていただくことが必要です。お申込みに必要な用紙を紛失
された場合は担当までご連絡ください。

例）Aコース　通常 8,360円 会員 7,920円→

公共交通機関の維持、確保の観点から、新潟方面への出張の際には鉄道、高速バスを積極的に利用しましょう。

R2年2月の概要
全国産業別業況ＤＩ

暖冬の影響で雪が不足しているため、除雪関連の業務が
少なく、今シーズンの売上に大打撃を与えている（一般工
事業）
感染予防商品への需要が非常に高く、マスクやハンドソー
プ、手指消毒剤、アルコール除菌商品などの品薄状態が
続いている（医薬品・化粧品小売業）
業務として中国をはじめ東南アジアへの出張が毎月ある
が、現地に行くことができず、作業の遅延や検収の遅れが
発生し始めている（ソフトウェア業）
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サービス製造建設 小売卸売

　寺町にある㈱魚がしさんに、振興委員の小林さ
んと訪問しました。お話をして下さったのは代表
取締役　市川吉一さん。
　㈱魚がしさんは、昭和32年に吉一さんの父 一さん
が上刈に市川鮮魚店を創業。昭和51年に現在地の
魚がしと国道148号線沿いに五洋水産をオープンさ
せ事業拡大しました。㈾市川鮮魚店の代表を務め
ていた吉一さんが、昭和61年に従業員に事業譲
渡し、㈱魚がしの専務取締役兼板前に就きました。
平成10年に代表取締役となり、現在に至っています。
　地方でも、新型コロナウイルスの影響で、特に、
飲食業に大きな影響を与えてきています。当店で
も、３月から企業や官庁などで自粛要請が出て、
今や新規の会席予約は皆無となりました。これは、
お店にとって、死活問題であります。
　そこで、魚がしさんは、会場での飲食を伴う宴会
等については暫く自粛をすることを決断し、法要と仕
出しに絞って営業強化することにしました。
　ご家族で美味しいお食事やお祝いの料理もご用
意できますので、ご利用いただければと思います。
（※詳しくは、今回の折込みチラシをご覧ください）
　市川さんに今後の展望をお伺いしたところ「このコロナウイルスの影響で、肩の力が抜け
て、仕事全体が落ち着いて見られるようになった。これを機に時間が出来きることで、色々な
アイデアを考えることが出来る」と明るくしっかりした考えで、逆に元気をもらったようでした。

所在地
電　話
定休日

糸魚川市寺町２丁目３番２４号
025-552-6946
元日のみ

巡回ペア訪問
㈱魚がし

中小企業
相談所
コーナー

振興委員と指導員の

代表取締役 市川  吉一さん

　新型コロナウイルスが世界中で猛威を振
るい、国内経済に多大な影響が出ています。
各種支援制度が続々と出てきていますので、
売上等影響がある会員の方は、先ずは商工
会議所へご相談ください。

【融資】
●新型コロナウイルス対策マル経：最近1カ月
の売上高が同期比５％以上減少している
小規模事業者。マル経通常金利1.21％から
当初３年間▲0.9％融資限度額1,000万円。

●新型コロナウイルス感染症特別貸付：最近
１カ月の売上高が同期比５％以上減少して
いる企業。災害対応金利から当初３年間▲
0.9％（４月現在0.46％）。融資限度額6,000
万円。（特別利子補給制度対象）

【助成金】
●雇用調整助成金特例：労働者に対して一時
的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働
者の雇用維持を図った場合に、休業手当、
賃金等の一部を助成。助成率を大企業2/3、
中小企業4/5（解雇等を行わない場合、大
企業３/４、中小企業9/10）に引上げ（上限
8,330円/日）。

【補助金】
●ものづくり補助金：補助上限原則1,000万
円。補助率中小1/2 小規模2/3

●持続化補助金：補助額～50万円。補助率
2/3

●ＩＴ導入補助金：補助額30～450万円。補
助率1/2

先ずは商工会議所へ相談

新型コロナウイルス
に係る支援制度

経営指導員 山邉  暁孝

！

主な支援制度

この他の支援制度もありますのでご相談くだ
さい。

※

▲0.9％特別利子補給の対象は上限3,000万円。※

振 興 委 員 小 林  聖 子
会議所指導員 黒 坂  　 忍

商工いといがわ

サービス
会員

会議所企画・よびかけの
『お持ち帰り de 懇親会』お料理
※詳しくは、情報宅配便のチラシをご覧
　ください。

左が市川さん、右は振興委員の小林さん

令和２年４月号6 7令和２年４月号



トレンド通信
　以前、取材で製造工場の中まで見せていただいたことがあり
ます。面白かったのは、味を決めている“魔法の粉”の濃度を２
倍、2.5倍に増量した商品を投入してヒットさせたことです。開発
担当者に「それなら３倍、４倍に増やした商品はどうですか？」と
聞いたら、「これ以上調味粉を入れると塩辛くて食べられないか
ら」と言っていました。つまり、あえて特徴を付けるために「食べら
れる限界まで」味を濃くしてみた、というわけです。
　先日テレビで見かけた長野県のサンクゼールが展開する「久
世福商店」の商品開発にも似たような視点があると思いました。
地方に埋もれた「良いものだけどあと一歩」の商品を発掘しては、
それが持つ長所や面白い点を「これでもか」と強調するようにブ
ラッシュアップし、特徴ある商品に育てて全国デビューさせてい
ました。
　「良いものなのになぜ売れない」と嘆くなら、何となくバランス
の良いものよりも、２番でなく１番を目指してとことんとがった商
品に変身できないか考えてみるのも一つの戦略だと思います。

　地域資源を活用したものづくりで、よくあるのがご当地食材を
使った調味料や副食材です。ドレッシングやスパイス、調味塩、
ごはんのお供のたぐいです。農産物の６次産業化といえば調味
料というくらい、全国で数え切れないほど多くの調味料やドレッ
シングがつくられています。
　こうした商品は、食卓の上でメインとなる食品ではなく、あくま
でも脇役でありながら、ライバルが非常に多いジャンルです。とも
すれば同じ地域で同じ素材を使った類似商品が多数あります。
　私もいろいろな地域でこうした商品に取り組む事業者さんの
相談を受けたことがあります。ちょっと変な話ですが、皆さん「き
ちんとおいしいもの」をつくろうとして、その結果バランスの取れ
た、別の言い方をすれば目立った特徴のない商品に仕上げてし
まいがちです。
　もともと競合の多いジャンルですから、これではいくらおいしく
ても、消費者がそれを選ぶ理由が弱いのです。あまたある競合
の中からあえて選ばれるには、バランスを取って何となくおいしい
ものをつくるよりも、目立った特徴があり、それを誰かに語りたくな
るほどとがったイビツな商品であることの方が望ましいのです。
　例えば、「日本一辛いトウガラシを使った〇〇」とか「日本一ね
ばりの強い納豆味の〇〇」といった具合です。
　新潟の亀田製菓がつくっている「ハッピーターン」という商品
をご存じでしょうか。コンビニやスーパーで売られているスナック
菓子の代表的なロングセラー商品です。俵型のせんべいに独特
の味がする洋風の調味粉をまぶしたものです。

「オンリーワンまで振り切ってとがらせる勇気を」

日経ＢＰ社「日経ビジネス」シニアエディター 渡 辺 和 博
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。全国各地のものづくり企業、自治体、地域商社やＤＭ
Ｏなどを取材、地域に持続的に稼げるビジネスをつくることをテーマ
にした著書『地方発ヒットを生む逆算発想のものづくり』がある。全国
の商工会議所などで地域活性化や名産品開発を支援する講演など
を実施している。
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アイデアを考えることが出来る」と明るくしっかりした考えで、逆に元気をもらったようでした。

所在地
電　話
定休日

糸魚川市寺町２丁目３番２４号
025-552-6946
元日のみ

巡回ペア訪問
㈱魚がし

中小企業
相談所
コーナー

振興委員と指導員の

代表取締役 市川  吉一さん

　新型コロナウイルスが世界中で猛威を振
るい、国内経済に多大な影響が出ています。
各種支援制度が続々と出てきていますので、
売上等影響がある会員の方は、先ずは商工
会議所へご相談ください。

【融資】
●新型コロナウイルス対策マル経：最近1カ月
の売上高が同期比５％以上減少している
小規模事業者。マル経通常金利1.21％から
当初３年間▲0.9％融資限度額1,000万円。

●新型コロナウイルス感染症特別貸付：最近
１カ月の売上高が同期比５％以上減少して
いる企業。災害対応金利から当初３年間▲
0.9％（４月現在0.46％）。融資限度額6,000
万円。（特別利子補給制度対象）

【助成金】
●雇用調整助成金特例：労働者に対して一時
的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働
者の雇用維持を図った場合に、休業手当、
賃金等の一部を助成。助成率を大企業2/3、
中小企業4/5（解雇等を行わない場合、大
企業３/４、中小企業9/10）に引上げ（上限
8,330円/日）。

【補助金】
●ものづくり補助金：補助上限原則1,000万
円。補助率中小1/2 小規模2/3

●持続化補助金：補助額～50万円。補助率
2/3

●ＩＴ導入補助金：補助額30～450万円。補
助率1/2

先ずは商工会議所へ相談

新型コロナウイルス
に係る支援制度

経営指導員 山邉  暁孝

！

主な支援制度

この他の支援制度もありますのでご相談くだ
さい。

※

▲0.9％特別利子補給の対象は上限3,000万円。※

振 興 委 員 小 林  聖 子
会議所指導員 黒 坂  　 忍

商工いといがわ

サービス
会員

会議所企画・よびかけの
『お持ち帰り de 懇親会』お料理
※詳しくは、情報宅配便のチラシをご覧
　ください。

左が市川さん、右は振興委員の小林さん
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　当所では、市内官公庁の出先機
関と「水曜会」の名称で定期的な
情報交換を開催しています。この
度、春の異動で着任された方々を
ご紹介いたします。

　非接触タイプ（おでこ検温）の体温計の貸出しを致
します。会議・研修等に新型コロナウイルスの感染拡
大防止対策としてお役立てください。

水曜会メンバーの
異動（敬称略・順不同）

新しく糸魚川に赴任しました

新潟地方法務局
糸魚川支局長
こ ばやし あき お

小林  秋夫

糸魚川地域振興局
農林振興部長
うち やま しげる

内山  茂

糸魚川公共
職業安定所長

かね こ じゅん じ

金子  淳治

新潟県立
海洋高等学校長
ます だ し

増田 てつ志

糸魚川地域振興局
地域整備部長
せ と たみ え

瀬戸  民枝

高速道路交通警察隊
上越分駐隊長

ほし の こう いち

星野  康一

日本郵便㈱
糸魚川郵便局長
ふく ざわ くに あき

福澤  邦明

2
3
4

6
9
10
16
17

18
19
24

25

26

27
28
30

日（月）
日（火）
日（水）

日（金）
日（月）
日（火）
日（月）
日（火）

日（水）
日（木）
日（火）

日（水）

日（木）

日（金）
日（土）
日（月）

神話で結ぶご縁の会役員会
正副会頭会議、糸魚川五醸の会役員会
糸魚川市行政改革推進委員会、糸魚川駅
北まちづくり会議
第４回常議員会
（経団連）緊急市長要望
糸魚川おまんた祭り企画運営部会
会員研修旅行実行委員会
糸魚川けんか祭りの関係機関打合せ会議、
総務委員会、正副会頭会議、チーム糸魚川
幹事会
糸魚川市観光協会糸魚川支部理事会
観光・サービス業部会
経営・技術強化支援事業（エキスパート・
バンク事業）事業報告懇談会、うまし逸品
商談会2020全体会議、県内商工会議所
中小企業相談所運営連絡会議
連合新潟春闘要望、3月通常議員総会・感
謝状贈呈式
新潟県雇用環境整備財団理事会、糸魚川
市社会福祉協議会評議員会、空き家活用
ネットワーク糸魚川拡大理事会、糸魚川市
子ども・子育て会議
（県連）総会・会頭会議
糸魚川市駅北広場「キターレ」竣工式
上越環境科学センター理事会、新型コロ
ナウイルス感染症に関する緊急経済対策
連絡会議

事務局日誌 2020年３月

月の予定５
専門相談窓口 毎週第３水曜日　5月20日（水）

正副会頭会議 ５月15日（金）

夜間経営相談室 毎週月～金曜日 ※要予約

　さわやかな季節を迎えるはず

が、世界中が歴史に残る非常事

態を経験している。ことごとく催

しものは｢中止｣｢延期｣｢自粛｣と

なり地域を支える伝統行事もなくなり、まさかのオ

リンピックも延期となってしまった。

　今や一人ひとりが責任ある行動をとり生活習慣を

変えつつも心身の健康には十分注意し、一致団結し

乗り越えていかなければならない。

　マスクをはずして思いっきり深呼吸できる日が早

くきてほしい。㋪

※貸出しは無料です。
※数に限りがございます。

※会員の方への貸出しといたします。

ご希望の際は糸魚川商工会議所まで事前に
お問合せください。

体温計
貸し出し致します！
体温計
貸し出し致します！

３月25日 議員総会で検温

TEL.025-552-1225
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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LINE＠
　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
にお届けするため、糸魚川商工会議
所LINE＠をはじめました。
　ぜひ、友だち登録をお願いします。

ひすいの
街めぐり
143

“おもてなし”の空間
　次代に残したいもの糸魚川らしい街並み雁木は、
歩行空間であるとともに“おもてなし”の空間です。
　風薫る季節になりました。駅北広場「キターレ」
もオープンしました。焼失した雁木はまだ再建半ば
ですが、“おもてなし”の街歩きはいかがですか。

（写真撮影：山下広報委員）


