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　今年は異例の速さで梅雨が明
け、６月後半から真夏のような暑
さが続いています。
　七夕が近づくと、娘と一緒に「織
姫、彦星は会えるかな」と話をし
ながら短冊を書いています。毎年

梅雨の時期で「雨だったね」と娘は残念がっています
が、梅雨も明けたので今年の７月７日は晴れてくれたら
いいなあとひそかに願っています。会報発行は25日。
願いは叶ったでしょうか☆彡 甲

水曜会例会    
令和３年度経営発達支援計画評価委員会、正
副会頭会議    
糸魚川ものづくりネットワーク総会  
PF美山プロジェクト縄文ピクニック  
糸魚川市調理師会総会、PF緑でつなぐ未来創
造会議 市長報告会    
定期健康診断（～10日）、PF運営委員会  
糸魚川食品衛生協会糸魚川分会総会、会頭推
薦特別委員会、おまんた祭り会議  
糸魚川国際人材サポート協会総会、糸魚川市
職場警察連絡協議会総会   
簿記検定試験、PF緑でつなぐ未来創造会議森
の教室     
糸魚川市糸魚川地区青色申告会総会  
正副会頭会議、PF美山プロジェクト会議  
お化けの館実行委員会   
糸魚川警察署協議会   
県内商工会議所事務局長会議(オンライン)、署
連青申会職員税務研修会（オンライン）、糸魚
川市地元消費促進協議会全体会  
PF緑でつなぐ未来創造会議、糸魚川税務関係
団体協議会総会    
定期健康診断（～23日）、制度改正等の課題
解決環境整備事業（セミナー）、PF美山プロ
ジェクト市文化振興課事業説明、PF美山プロ
ジェクト会議（オンライン）   
糸魚川鉄工業組合総会、おみちよう御膳参加
店会議、糸魚川市観光協会総会  
PF緑でつなぐ未来創造会議イスづくり体験授業
糸魚川税務署管内青色申告会連合会総会、塩
の道経済懇談会広域観光連携担当者会議（オ
ンライン）  
珠算等検定試験、イトいがわでコレやりたい審
査会     
神話で結ぶご縁の会総務部会   
糸魚川タウンセンター株主総会、常議員会、６
月通常議員総会    
SEA TO SUMMIT 総会  　 　
（経団連）糸魚川市防災会議、税務署商工団体
支援担当職員向けインボイス制度説明会、糸
魚川市健康づくり推進協議会 
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事務局日誌 2022年６月

月の予定8
専門相談窓口 毎週第３水曜日　８月17日（水）
夜間経営相談室 毎週月～金曜日 ※要予約
正副会頭会議 ８月２日（火）、17日（水）

次回「商工糸魚川」発行日は９月25日です。

※PF：糸魚川産業創造プラットフォーム

塩の道物産展 出展者募集！
　塩の道広域観光連携（糸魚川・大町・塩尻・松本の４会議
所）の事業として、４地域の特産品を一堂に会した物産展で、
商品を販売・ＰＲしませんか？

会員交流会を開催します！
　新型コロナウイルス感染症が中々終息しま
せんが、十分な感染防止対策を施して会員交
流会を開催いたしますので、異業種交流・情報交換の場とし
て是非ご参加いただきますようご案内申し上げます。

【日　時】令和４年９月９日（金）18:00開始（受付 17:30～）
【会　場】ヒスイ王国館
【対　象】会員事業所の経営者・事業主、従業員など
　　　　（入会が浅い会員様大歓迎！）
【お問合せ】糸魚川商工会議所（担当：内山）

【日　時】令和４年９月10日（土）、11日（日）の２日間を予定
【会　場】アイシティ21（長野県東筑摩郡山形村7977）
【出展数】糸魚川・大町・塩尻・松本　合計20事業所程度
　　　　※出展希望者へは、詳細が決まり次第ご連絡いたします。
【お問合せ】糸魚川商工会議所（担当：内山）

　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。この度の異動で着任
された方をご紹介いたします。

水曜会メンバーの異動（敬称略・順不同）

糸魚川税務署長

たか はし なお と こ ばやし じけん

高橋  尚人

東日本高速道路㈱
新潟支社上越管理事務所長

小林  健司

新しく糸魚川に赴任しました

第14回 糸魚川ジオパーク検定
　11月６日（日）に、第14回糸魚川ジオパーク検定を糸魚川
・能生・青海・新潟・東京の５会場にて開催を予定していま
す。昨年度、一昨年は市内居住者限定での開催でしたが、
今年度は市内外の多くの方にジオパークに触れ、関心をもっ
ていただける機会となればと考えております。多くの方々か
ら挑戦をお待ちしております！
＊糸魚川ジオパーク検定は、ジオパーク協議会からの委託を受
けて糸魚川商工会議所検定委員会が施行・運営しています。

します♪
開催

豪華景品
が当たる

抽選会があるよ
（‾▽‾）

「知っ得ゼミ」地元消費促進運動

　「市民の皆様に、お店の存在を知ってもらいたい！」「お
客様と交流して、お店のファンになってもらいたい！」という会
員様のために、『知っ得ゼミ』を毎年秋（10月～11月）に開催
しています。お店の方に講師となっていただき、お客様に専
門的な知識や情報、コツを提供する少人数制のゼミです。参
加されたお客様から「プロのお話を聞けて楽しかった」「ま
たお店に来たい」と毎年大変ご好評をいただいております。
　先月の商工糸魚川おしらせ版の折り込みチラシ
やこの記事をご覧になり、興味を持たれた会員様
は、この機会に是非参加店になってみませんか？ 地元消費促進運動

します♪
開催
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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
158

ヒーリングガーデンたかなみ
ヒーリングガーデンたかなみは、コロナ禍を乗り越え
今年も営業を再開、やっと賑わいが戻って来ました。

食堂　11:00～15:00（11/13迄の水曜日を除く毎日）
売店　10:00～16:00（11/13迄、毎日営業）

糸魚川商工会議所HP

《写真撮影：後藤広報委員》
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【高浪の池】

営業時間　10:00～15:00
　　　　　７月・９月・10月…毎週日曜日（最終営業日 10/30）
※８月は、毎週土曜日・日曜日（８/11～15も営業）

【ヒスイ峡フィッシングパーク】



　令和３年度は令和２年度同様にコロナ
感染症のうねりの中で国内・地域経済活
動が振り回され続けた年度となりました。
　このような厳しい環境の中、特にダメージ
の大きい飲食店や関連する卸・小売業
の支援のために市ならびに能生・青海
の商工会と連携して元気応援券の発売
や時短協力金申請の相談窓口の開設、
11月からはプレミアム付き商品券の発売
など地域経済の下支えを重点事業のひ
とつとして取り組んだ一年でした。
　地域経済がコロナに振り回された状
況ではありましたが、令和3年度も事業
計画に基づいて、当所の根幹となる中小
・小規模振興対策としての専門相談や
創業支援、金融円滑化、経営改善、事
業再構築などの支援事業を実施してま
いりました。
　特に、コロナの影響で市外からの訪
問客が減少している中、販路拡大を目
的に新潟市での新潟越品展示会、東京
でのfeel NIPPON春 2022などへ積極
的に出展を支援した結果、当所会員事
業所の物産が大手百貨店の常設展示品
の採用になるなど成果がありました。
　また、塩の道経済懇談会の交流をも
とにした広域連携活動の一つとして、松
本市における糸魚川、大町、松本、塩尻
の各地域の物産即売会や大きな宴会場
を持つ大型飲食店を支援するカニ、ア
ンコウの満喫ツアーを観光協会と連携
して実施し一定の効果を上げました。
大型飲食店がこれを契機に長野県中信
地域からの誘客に取り組んでもらう独

自企画の実施に結びつけることを願っ
ております。
　交流人口拡大に向けた基盤づくりで
は雪月花の大糸線乗り入れやヒスイ婚
式の取り組みなどを行政や観光協会な
どと連携し取り組んだところです。
　さらに、中心市街地の賑わいづくりに
向け、賑わい創出特別委員会で策定し
た意見を行政に提出し、中心市街地の
賑わいづくりに向けて行政と連携して取
り組んでいくことを確認しております。
　コロナの影響によりダメージを受け
た会員に対して、国・県・市などの支援
メニューなどを会報で情報提供すると
ともに、支援相談に対しては経営指導
員を中心に対応してきました。
　さらに、地域経済の回復のために令
和４年度の糸魚川市の予算策定に向け
て産業振興に対する市長要望を実施す
るとともに、令和４年１月には市内にお
けるコロナ感染症の急拡大を受け、重
ねての地域経済への支援を要望いたし
ました。
　要望会の中でも行政と連携しコロナ
ウイルス感染症の動向を注視し、適時
適切なタイミングで経済支援策を実施
していくことを確認いたしました。
　一方、令和３年度の市内高校卒業生
の地元就職が増加したとの明るい話題
もありますが、まだまだ地域においては
労働力不足が続いており、企業の発展
や技術伝承にも影響があることから、
この課題を解決するために「糸魚川産
業創造プラットフォーム事業」を重点事
業の一つとして推進しており、令和３年
度も緑でつなぐ未来創造会議（３Ｍ）、

企業ストーリー発信、生産性向上、美山
プロジェクトなど各事業プロジェクトご
とに精力的に活動し令和４年度の活動
への基盤を作りました。
　地域産業発展の軸となる道路や港な
どの社会インフラ整備については、「松
本・糸魚川連絡道路」の事業化推進、
国道８号富山県境付近の道路整備、東
バイパス梶屋敷―間脇間の事業化につ
いても国・県に積極的に要望活動をして
おります。
　新型コロナウイルス感染症の収束の
目途が立たないことから、行政の施策と
の連携を図りながらウイズコロナを視野
に入れて、会員事業所に役立つことを第
一として当所の役割を果たしてまいりま
すので、会員事業所並びに関係者のご
理解とご協力をお願いいたします。

６
月
通
常
議
員
総
会
を
開
催

総括的概況

■糸魚川商工会議所定款の改定
　なし
■会員数
　令和３年度末会員数796名
　（前年度末会員数793名、新規加入者
　数22名、退会者数19名）
■選挙および選任
　10月13日臨時議員総会にて選任
　会　　頭　髙瀬 吉洋
　副 会 頭　倉又 　等
　３号議員　藤巻 道隆
　常 議 員　小川 節雄
■会議
　議員総会４回、常議員会６回、監事会
　２回、正副会頭会議25回、部会５回

事項別状況（主なもの）

６月28日、ヒスイ王国館において令和４年度
６月通常議員総会を開催しました。
令和３年度事業報告並びに収支決算承認、剰
余金処分についてなど全議案が原案どおり可
決承認されました。

令和３年度

令和３年度決算総額 （前年比117.2％）１億6,030万円

単位/千円令和３年度収支決算総括表

単位/千円

収

　入

支

　出

項目別内訳
会費、負担金等

計

計

剰余金

給与等

事務費、一般管理費

会館管理費

繰入金

繰越金、繰入等

事業収入、手数料等

交付金

事業等

160,303

160,303

収支剰余金収　入繰越金 支　出

12,401一般会計 21,70881,813 72,506

相談所会計 1,41034,4701,525 34,585

収益事業会計 00 29,506 29,506

法定台帳会計 4945 543 539

計 23,16713,971 146,332 137,136

23,903

23,167

17,397

4,812

21,301

33,280

70,359

32,761

37,976

1中小企業者の育成と体質強化
1経営安定相談室の開設…のべ35
回、相談者101人

2金融諸制度の活用…斡旋件数27
件、斡旋総額１億547万円

3小規模企業者の記帳機械化代行
…28件

4労働保険事務組合による事務受託
…のべ410件

5経営講習会等の開催（指導員指導
を含む）…のべ82件、参加者162人

6指導員による巡回・窓口相談…の
べ384企業、1,415件

7新潟エキスパートバンク（専門家派遣）
…４件、中小企業基盤整備機構ハン
ズオン支援（専門家派遣）…１件、新
潟県事業承継ネットワーク（専門家派
遣）…３件、新潟県建設支援センター
専門家巡回事業…１件　ほか

8調査研究
　①糸魚川市内企業景況アンケート
　調査（前期）…調査対象企業1,137
　会員（能生商工会、青海町商工
　会含む）、回答率40.5％

　②糸魚川市内企業景況アンケート
　調査（後期）…調査対象企業1,137
　会員（能生商工会、青海町商工
　会含む）、回答率39.5％

　③交通量調査…平日１回、休日１
　回、管内主要地点13箇所

2人材育成と雇用の安定への支援
1第63回永年勤続優良従業員表彰
式…受賞者44事業所、139名

3第37回姫川経済懇談会（小谷、白
馬、能生、青海、糸魚川）…主管の
小谷村商工会が計画したが新型
コロナウイルス感染症の影響によ
り中止

4塩の道広域連携による消費喚起・
需要拡大プロジェクト事業…塩尻、
松本、大町商工会議所の協力のも
と海鮮満喫の旅バスツアーを実施、
139名の参加

5地元消費促進運動の実施
　知っ得ゼミの開催…参加店11店、
12講座、参加者60名

4組織の強化と財政基盤の確立
1部会開催５回、委員会開催39回
2新年賀詞交換会…１月６日、ヒスイ
王国館にて開催、参加者170名

3第32回会員ゴルフ大会…９月25日、
糸魚川CCにて開催、参加者57人

4定期健康診断の斡旋…春秋２回、
受診事業者13 6件、受診者総数
996人

5検診料助成事業…助成事業所136
会員、助成金額48.8万円

6共済加入者還元事業「感謝の集い」
…新型コロナウイルス感染症の影
響により中止

2各種検定試験の実施…①珠算検
定３回、受験者数のべ13人②暗算
検定４回、受験者数のべ11人③簿
記検定３回、受験者数のべ41人
④糸魚川ジオパーク検定の施行業
務受託（ジオパーク協議会より）

3会員交流事業…会員交流会（入会
５年未満の会員事業所対象）

4糸魚川産業創造プラットフォーム
運営委員会…会議15回、活動報告
13回

3地域振興事業の推進
1糸魚川経済団体連絡協議会…総
会２回、正副会長会議11回、監査
会１回

2第47回塩の道経済懇談会（塩尻、
松本、大町、糸魚川）…11月10日、
糸魚川市で開催　フォッサマグナ
ミュージアムなど視察　参加者43
名、広域観光連携事業…担当者会
議９回

令和４年新年賀詞交換会

永年勤続優良従業員表彰式

新入会員交流会

新型コロナウイルスで市へ緊急要望

事業報告
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　令和３年度は令和２年度同様にコロナ
感染症のうねりの中で国内・地域経済活
動が振り回され続けた年度となりました。
　このような厳しい環境の中、特にダメージ
の大きい飲食店や関連する卸・小売業
の支援のために市ならびに能生・青海
の商工会と連携して元気応援券の発売
や時短協力金申請の相談窓口の開設、
11月からはプレミアム付き商品券の発売
など地域経済の下支えを重点事業のひ
とつとして取り組んだ一年でした。
　地域経済がコロナに振り回された状
況ではありましたが、令和3年度も事業
計画に基づいて、当所の根幹となる中小
・小規模振興対策としての専門相談や
創業支援、金融円滑化、経営改善、事
業再構築などの支援事業を実施してま
いりました。
　特に、コロナの影響で市外からの訪
問客が減少している中、販路拡大を目
的に新潟市での新潟越品展示会、東京
でのfeel NIPPON春 2022などへ積極
的に出展を支援した結果、当所会員事
業所の物産が大手百貨店の常設展示品
の採用になるなど成果がありました。
　また、塩の道経済懇談会の交流をも
とにした広域連携活動の一つとして、松
本市における糸魚川、大町、松本、塩尻
の各地域の物産即売会や大きな宴会場
を持つ大型飲食店を支援するカニ、ア
ンコウの満喫ツアーを観光協会と連携
して実施し一定の効果を上げました。
大型飲食店がこれを契機に長野県中信
地域からの誘客に取り組んでもらう独

自企画の実施に結びつけることを願っ
ております。
　交流人口拡大に向けた基盤づくりで
は雪月花の大糸線乗り入れやヒスイ婚
式の取り組みなどを行政や観光協会な
どと連携し取り組んだところです。
　さらに、中心市街地の賑わいづくりに
向け、賑わい創出特別委員会で策定し
た意見を行政に提出し、中心市街地の
賑わいづくりに向けて行政と連携して取
り組んでいくことを確認しております。
　コロナの影響によりダメージを受け
た会員に対して、国・県・市などの支援
メニューなどを会報で情報提供すると
ともに、支援相談に対しては経営指導
員を中心に対応してきました。
　さらに、地域経済の回復のために令
和４年度の糸魚川市の予算策定に向け
て産業振興に対する市長要望を実施す
るとともに、令和４年１月には市内にお
けるコロナ感染症の急拡大を受け、重
ねての地域経済への支援を要望いたし
ました。
　要望会の中でも行政と連携しコロナ
ウイルス感染症の動向を注視し、適時
適切なタイミングで経済支援策を実施
していくことを確認いたしました。
　一方、令和３年度の市内高校卒業生
の地元就職が増加したとの明るい話題
もありますが、まだまだ地域においては
労働力不足が続いており、企業の発展
や技術伝承にも影響があることから、
この課題を解決するために「糸魚川産
業創造プラットフォーム事業」を重点事
業の一つとして推進しており、令和３年
度も緑でつなぐ未来創造会議（３Ｍ）、

企業ストーリー発信、生産性向上、美山
プロジェクトなど各事業プロジェクトご
とに精力的に活動し令和４年度の活動
への基盤を作りました。
　地域産業発展の軸となる道路や港な
どの社会インフラ整備については、「松
本・糸魚川連絡道路」の事業化推進、
国道８号富山県境付近の道路整備、東
バイパス梶屋敷―間脇間の事業化につ
いても国・県に積極的に要望活動をして
おります。
　新型コロナウイルス感染症の収束の
目途が立たないことから、行政の施策と
の連携を図りながらウイズコロナを視野
に入れて、会員事業所に役立つことを第
一として当所の役割を果たしてまいりま
すので、会員事業所並びに関係者のご
理解とご協力をお願いいたします。

６
月
通
常
議
員
総
会
を
開
催

総括的概況

■糸魚川商工会議所定款の改定
　なし
■会員数
　令和３年度末会員数796名
　（前年度末会員数793名、新規加入者
　数22名、退会者数19名）
■選挙および選任
　10月13日臨時議員総会にて選任
　会　　頭　髙瀬 吉洋
　副 会 頭　倉又 　等
　３号議員　藤巻 道隆
　常 議 員　小川 節雄
■会議
　議員総会４回、常議員会６回、監事会
　２回、正副会頭会議25回、部会５回

事項別状況（主なもの）

６月28日、ヒスイ王国館において令和４年度
６月通常議員総会を開催しました。
令和３年度事業報告並びに収支決算承認、剰
余金処分についてなど全議案が原案どおり可
決承認されました。

令和３年度

令和３年度決算総額 （前年比117.2％）１億6,030万円

単位/千円令和３年度収支決算総括表

単位/千円

収

　入

支

　出

項目別内訳
会費、負担金等

計

計

剰余金

給与等

事務費、一般管理費

会館管理費

繰入金

繰越金、繰入等

事業収入、手数料等

交付金

事業等

160,303

160,303

収支剰余金収　入繰越金 支　出

12,401一般会計 21,70881,813 72,506

相談所会計 1,41034,4701,525 34,585

収益事業会計 00 29,506 29,506

法定台帳会計 4945 543 539

計 23,16713,971 146,332 137,136

23,903

23,167

17,397

4,812

21,301

33,280

70,359

32,761

37,976

1中小企業者の育成と体質強化
1経営安定相談室の開設…のべ35
回、相談者101人
2金融諸制度の活用…斡旋件数27
件、斡旋総額１億547万円
3小規模企業者の記帳機械化代行
…28件
4労働保険事務組合による事務受託
…のべ410件
5経営講習会等の開催（指導員指導
を含む）…のべ82件、参加者162人
6指導員による巡回・窓口相談…の
べ384企業、1,415件
7新潟エキスパートバンク（専門家派遣）
…４件、中小企業基盤整備機構ハン
ズオン支援（専門家派遣）…１件、新
潟県事業承継ネットワーク（専門家派
遣）…３件、新潟県建設支援センター
専門家巡回事業…１件　ほか
8調査研究
　①糸魚川市内企業景況アンケート
　調査（前期）…調査対象企業1,137
　会員（能生商工会、青海町商工
　会含む）、回答率40.5％
　②糸魚川市内企業景況アンケート
　調査（後期）…調査対象企業1,137
　会員（能生商工会、青海町商工
　会含む）、回答率39.5％
　③交通量調査…平日１回、休日１
　回、管内主要地点13箇所

2人材育成と雇用の安定への支援
1第63回永年勤続優良従業員表彰
式…受賞者44事業所、139名

3第37回姫川経済懇談会（小谷、白
馬、能生、青海、糸魚川）…主管の
小谷村商工会が計画したが新型
コロナウイルス感染症の影響によ
り中止

4塩の道広域連携による消費喚起・
需要拡大プロジェクト事業…塩尻、
松本、大町商工会議所の協力のも
と海鮮満喫の旅バスツアーを実施、
139名の参加

5地元消費促進運動の実施
　知っ得ゼミの開催…参加店11店、
12講座、参加者60名

4組織の強化と財政基盤の確立
1部会開催５回、委員会開催39回
2新年賀詞交換会…１月６日、ヒスイ
王国館にて開催、参加者170名

3第32回会員ゴルフ大会…９月25日、
糸魚川CCにて開催、参加者57人

4定期健康診断の斡旋…春秋２回、
受診事業者13 6件、受診者総数
996人

5検診料助成事業…助成事業所136
会員、助成金額48.8万円

6共済加入者還元事業「感謝の集い」
…新型コロナウイルス感染症の影
響により中止

2各種検定試験の実施…①珠算検
定３回、受験者数のべ13人②暗算
検定４回、受験者数のべ11人③簿
記検定３回、受験者数のべ41人
④糸魚川ジオパーク検定の施行業
務受託（ジオパーク協議会より）

3会員交流事業…会員交流会（入会
５年未満の会員事業所対象）

4糸魚川産業創造プラットフォーム
運営委員会…会議15回、活動報告
13回

3地域振興事業の推進
1糸魚川経済団体連絡協議会…総
会２回、正副会長会議11回、監査
会１回

2第47回塩の道経済懇談会（塩尻、
松本、大町、糸魚川）…11月10日、
糸魚川市で開催　フォッサマグナ
ミュージアムなど視察　参加者43
名、広域観光連携事業…担当者会
議９回

令和４年新年賀詞交換会

永年勤続優良従業員表彰式

新入会員交流会

新型コロナウイルスで市へ緊急要望
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糸魚川産業創造プラ
ットフォーム

　令和４年度の当所独自で行う新型コロナ支援事業「会員相互応援券」
が７月25日から来年１月25日までの６ヶ月間実施されます。
　糸魚川市では、糸魚川元気応援券や今すぐ宴キャンペーン夏、リフォー
ム補助金など、飲食店を中心とした支援制度が実施されていますが、
今回、当所ではそうした業種以外の小売業やサービス業などにスポッ
トを当てて応援したいと考えて本事業の実施を計画しました。
　事業予算は100万円で、市内共通商品券を活用して1枚800円で会員
企業に販売し、予め登録された参加店で仕入れやサービスに使用して
もらい応援したいもの。購入期間は、７月25日から８月31日までで１会
員の購入上限は20枚。4,500枚発行し、先着順で購入してもらい、なく
なり次第終了となります。
　既に参加店の募集が終わり（実施期間内の追加申込み可）、全会員
企業に購入申込書が送付されています。会員相互の応援企画として、積
極的にご活用ください。

　７月12日、糸魚川・大町・松本・塩尻の４商工会議所による
「第48回塩の道経済懇談会」が開催されました。塩の道経済
懇談会は４商工会議所の持ち回りで開かれており、今回は長
野県松本市を会場に開催され、総勢約90名が参加しました。
　当日は松本市立博物館「松本市歴史の里」や「日本浮世
絵博物館」を視察。江戸時代後期から昭和にかけて建てら
れた５棟の歴史的建造物が立ち並ぶ「松本市歴史の里」で
は松本市の歴史と文化を学び、「日本浮世絵博物館」では
200年にわたって収集された浮世絵などの収蔵作品を見学
しました。
　その後、松本商工会館を会場に経済懇談会が行われ、要
望活動等の経過報告とともに松本糸魚川連絡道路の早期
建設に向けて連携を強化していくことを確認しました。
　参加者による懇親会は通常規模での開催ということもあ
り大変に盛り上がりました。
　来年度は長野県大町市を会場に開催される予定です。

■NICO総合相談窓口

https://www.nico.or.jp/
info@nico.or.jp

☎

NICO
活用してみませんか

を

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

　７月８日、ヒスイ王国館にて「令和４年度糸魚川産業創造
プラットフォーム事業報告会」を開催し、会員企業や行政関
係者等42名が参加しました。
　髙瀬会頭の開会のあいさつでは、商工会議所重点事業で
ある当事業への支援と協力を依頼し、糸魚川産業創造プラ
ットフォーム運営委員会の田邉委員長からの今後の展望を
話した後、来賓を代表して井川副市長から当事業への期待
と市として全面的に協力していくことが話されました。
　令和３年度事業報告、令和４年度事業計画を各担当委員
が詳細を説明し、実績とこれからの事業展開を説明しまし
た。各事業プロジェクトは、コロナ禍で創意工夫をしながら
実施した内容や今年度の事業を、情熱を込めて発表しました。
　会員企業同士や行政が連携し、次の段階に進めていくこ
とが糸魚川産業創造プラットフォームのコンセプトである
「日本一のここちよさ」につながっていきます。全国でも初め
ての取り組みでもあり、悩みながらも糸魚川市の新しい地域
経済循環を生み出す
ために前進している糸
魚川産業創造プラット
フォームへのご参画を
お待ちしています。

　（一社）空き家活用ネットワーク糸魚川（通称：いえかつ糸魚
川）の令和４年度定時総会が５月27日開催され、令和３年度
の登録状況などが報告されました。
　同法人が運営する空き家・空き店舗バンクの登録状況では、
前年度末現在の登録件数78に対して年度中の新規登録件数が
46。そのうち34件（前年度実績は27件）の空き家が成約し、年
度末現在89件の登録（同78件）となっています。3月31日現在の
登録物件の内訳では、能生地域が24件、糸魚川地域49件、青海
地域が16件。成約先の内訳は市民19（同11）、市外者15（同16）

となっています。
　令和３年度も新型コロナの影響で物件登録や内見に来られ
ないなどの制約がありましたが、新規登録も成約も前年を上回
り、少しずつ戻って来た感触があります。ホームページのペー
ジビュー数（※）では月平均35,409と依然として高く、平均滞在
時間も４分30秒と長くなっています。新規物件が掲載されると
直ちに問合せの電話が来るなど、熱心に閲覧されている様子
がうかがわれています。
　糸魚川市といえかつ糸魚川では、今年度から新たな支援制度
を創設し市内の空き家対策、ＵＩターンの促進に努めています。

※…ユーザーが「ページ」を閲覧した数。例えば、１人のユーザーが３ページ閲覧した
場合は、３となります。一般的な会社のＨＰでは多くても数千といわれています。

視察研修の様子懇談会の様子

第48回 塩の道経済懇談会を
松本市で開催

松本糸魚川連絡道路の早期建設に向けて連携強化

６月14日

●日程調整

●第31回日本海クラシックカーレビューへの協力に
ついて

●令和４年度第１回常議員会、６月通常議員総会につ
いて

●全国削ろう会糸魚川大会について

●糸魚川産業創造プラットフォーム運営委員会　緑
でつなぐ未来創造会議　市長報告会について

●（経団連）第７次コロナ影響調査の結果について　

糸魚川市観光協会総会、えちごトキめき鉄道㈱株主総
会、糸魚川市防災会議、「ヒスイ文化はなぜ衰亡したか」
出版記念会　ほか

７月１日正
副
会
頭
会
議

●日程調整
糸魚川広域商店街総会、糸魚川市倫理法人会10周年記
念式典　ほか

●新入会員の承認、会員の異動について　
●後援依頼について
●会員交流会の開催について
●塩の道物産展「塩の道ワンデートリップ」の実施につ
いて

●「お化けの館2022 in まちなか」への協力について
　　

ほか

ほか

小売商業部会、
観光･サービス業部会

部会合同
視察研修

　７月５日、小売商業部会と観光･サービス業部会の部会合
同と関係者総勢28名で、糸魚川市が導入を検討している電
子地域通貨の先進地として知られる岐阜県高山市へ視察研
修をしました。
　近年、電子地域通貨の成功例として取り上げられることの
多い「さるぼぼコイン」は、岐阜県飛騨地域（高山市・飛騨
市・白川村の２市１村）のみで利用できる電子地域通貨です。
飛騨地域の基幹産業といえば観光。多くの観光客がこの地
域を訪れてお金を使いますが、このお金を地域外に流出さ
せず地域内で循環させることを目的に始めたのが「さるぼ
ぼコイン」です。
　今回の視察研修では、主体となっている飛騨信用組合の運
営関係者から概要などをお聞きし、現地で使われている様子
などについて学んできました。久々の観光バスを利用した遠出
ということもあり、参加した部会員は終始和気あいあいとした
雰囲気で、部会員同士の交流を深めることができました。

　６月21日（火）に「新型コロナウイルス感染症に対する各
種支援施策について～制度活用でウィズコロナ時代の経営
力の強化～」と題して、ナレッジフォース・パートナーズ合同
会社の藤原敬行氏をお招きしてセミナーを行いました。
　世界中にまん延した新型コロナウイルス感染症は、会議
や営業等の企業活動を非対面への移行を余儀なくさせ、企
業は非対面に必要な機器の導入やサービスの活用が求めら
れるようになりました。
　今回のセミナーでは、非対面化に必要な機材やZoomを
代表とするオンライン会議サービスといった環境準備をサポー
トする国等の補助金の話に加え、非対面となった環境で相
手（顧客）に対してどのようなアプローチが効果的なのかを
講義していただきました。
　営業担当者自身の高付加価値化や顧客に対する定期的
な情報発信の徹底等、日々の業務に活用できるお話を聴く
ことができました。
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セミナーを開催しました
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糸魚川産業創造プラ
ットフォーム

　令和４年度の当所独自で行う新型コロナ支援事業「会員相互応援券」
が７月25日から来年１月25日までの６ヶ月間実施されます。
　糸魚川市では、糸魚川元気応援券や今すぐ宴キャンペーン夏、リフォー
ム補助金など、飲食店を中心とした支援制度が実施されていますが、
今回、当所ではそうした業種以外の小売業やサービス業などにスポッ
トを当てて応援したいと考えて本事業の実施を計画しました。
　事業予算は100万円で、市内共通商品券を活用して1枚800円で会員
企業に販売し、予め登録された参加店で仕入れやサービスに使用して
もらい応援したいもの。購入期間は、７月25日から８月31日までで１会
員の購入上限は20枚。4,500枚発行し、先着順で購入してもらい、なく
なり次第終了となります。
　既に参加店の募集が終わり（実施期間内の追加申込み可）、全会員
企業に購入申込書が送付されています。会員相互の応援企画として、積
極的にご活用ください。

　７月12日、糸魚川・大町・松本・塩尻の４商工会議所による
「第48回塩の道経済懇談会」が開催されました。塩の道経済
懇談会は４商工会議所の持ち回りで開かれており、今回は長
野県松本市を会場に開催され、総勢約90名が参加しました。
　当日は松本市立博物館「松本市歴史の里」や「日本浮世
絵博物館」を視察。江戸時代後期から昭和にかけて建てら
れた５棟の歴史的建造物が立ち並ぶ「松本市歴史の里」で
は松本市の歴史と文化を学び、「日本浮世絵博物館」では
200年にわたって収集された浮世絵などの収蔵作品を見学
しました。
　その後、松本商工会館を会場に経済懇談会が行われ、要
望活動等の経過報告とともに松本糸魚川連絡道路の早期
建設に向けて連携を強化していくことを確認しました。
　参加者による懇親会は通常規模での開催ということもあ
り大変に盛り上がりました。
　来年度は長野県大町市を会場に開催される予定です。

■NICO総合相談窓口

https://www.nico.or.jp/
info@nico.or.jp

☎

NICO
活用してみませんか

を

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

　７月８日、ヒスイ王国館にて「令和４年度糸魚川産業創造
プラットフォーム事業報告会」を開催し、会員企業や行政関
係者等42名が参加しました。
　髙瀬会頭の開会のあいさつでは、商工会議所重点事業で
ある当事業への支援と協力を依頼し、糸魚川産業創造プラ
ットフォーム運営委員会の田邉委員長からの今後の展望を
話した後、来賓を代表して井川副市長から当事業への期待
と市として全面的に協力していくことが話されました。
　令和３年度事業報告、令和４年度事業計画を各担当委員
が詳細を説明し、実績とこれからの事業展開を説明しまし
た。各事業プロジェクトは、コロナ禍で創意工夫をしながら
実施した内容や今年度の事業を、情熱を込めて発表しました。
　会員企業同士や行政が連携し、次の段階に進めていくこ
とが糸魚川産業創造プラットフォームのコンセプトである
「日本一のここちよさ」につながっていきます。全国でも初め
ての取り組みでもあり、悩みながらも糸魚川市の新しい地域
経済循環を生み出す
ために前進している糸
魚川産業創造プラット
フォームへのご参画を
お待ちしています。

　（一社）空き家活用ネットワーク糸魚川（通称：いえかつ糸魚
川）の令和４年度定時総会が５月27日開催され、令和３年度
の登録状況などが報告されました。
　同法人が運営する空き家・空き店舗バンクの登録状況では、
前年度末現在の登録件数78に対して年度中の新規登録件数が
46。そのうち34件（前年度実績は27件）の空き家が成約し、年
度末現在89件の登録（同78件）となっています。3月31日現在の
登録物件の内訳では、能生地域が24件、糸魚川地域49件、青海
地域が16件。成約先の内訳は市民19（同11）、市外者15（同16）

となっています。
　令和３年度も新型コロナの影響で物件登録や内見に来られ
ないなどの制約がありましたが、新規登録も成約も前年を上回
り、少しずつ戻って来た感触があります。ホームページのペー
ジビュー数（※）では月平均35,409と依然として高く、平均滞在
時間も４分30秒と長くなっています。新規物件が掲載されると
直ちに問合せの電話が来るなど、熱心に閲覧されている様子
がうかがわれています。
　糸魚川市といえかつ糸魚川では、今年度から新たな支援制度
を創設し市内の空き家対策、ＵＩターンの促進に努めています。

※…ユーザーが「ページ」を閲覧した数。例えば、１人のユーザーが３ページ閲覧した
場合は、３となります。一般的な会社のＨＰでは多くても数千といわれています。
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第48回 塩の道経済懇談会を
松本市で開催

松本糸魚川連絡道路の早期建設に向けて連携強化
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ほか

ほか
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部会合同
視察研修
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せず地域内で循環させることを目的に始めたのが「さるぼ
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などについて学んできました。久々の観光バスを利用した遠出
ということもあり、参加した部会員は終始和気あいあいとした
雰囲気で、部会員同士の交流を深めることができました。

　６月21日（火）に「新型コロナウイルス感染症に対する各
種支援施策について～制度活用でウィズコロナ時代の経営
力の強化～」と題して、ナレッジフォース・パートナーズ合同
会社の藤原敬行氏をお招きしてセミナーを行いました。
　世界中にまん延した新型コロナウイルス感染症は、会議
や営業等の企業活動を非対面への移行を余儀なくさせ、企
業は非対面に必要な機器の導入やサービスの活用が求めら
れるようになりました。
　今回のセミナーでは、非対面化に必要な機材やZoomを
代表とするオンライン会議サービスといった環境準備をサポー
トする国等の補助金の話に加え、非対面となった環境で相
手（顧客）に対してどのようなアプローチが効果的なのかを
講義していただきました。
　営業担当者自身の高付加価値化や顧客に対する定期的
な情報発信の徹底等、日々の業務に活用できるお話を聴く
ことができました。
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トレンド通信 ありふれた食材の新たな可能性に注目

ります。豆腐はもともと低カロリーで高タンパクの食品です。この特徴
を打ち出して、食べ応えを出すためにあえて硬くし、フィットネスクラ
ブやジムなどで食器や調味料がなくても食べられるように、形状や味
付けを工夫しました。豆腐バーは発売から１年でコンビニを中心に
1000万本を売るヒット商品となりました。
　かまぼこなどの練り物も低カロリー・高タンパクです。神奈川県小
田原市の老舗「鈴廣」は、サッカー日本代表の長友佑都選手とコラボ
レーションして、健康志向が強く、体を鍛える人向けに新たな商品コ
ンセプトを提案し始めています。
　日本の伝統的な食習慣には、発酵食品や魚由来のオメガ３脂肪酸
など最近の健康食のトレンドを先取りしているようなものがたくさん
あります。すでに定着している食材や食品を別のターゲットや消費シー
ンに向けて応用できる可能性はいろいろあると思います。その際には、
現時点からの発想ではなく、「上流のものづくり」と「下流の売り方・
伝え方」を逆算してブラッシュアップしていくと、新しい時代に合った
伝統食品の新しいヒットが生まれる可能性は高いでしょう。

　先日、滋賀県の近江八幡市を訪ねてきました。琵琶湖南岸に位置
し、「三方よし」で知られる近江商人のふるさとであり、織田信長が
築いた安土城もあります。食べ物としては「近江牛」や「近江ちゃんぽ
ん」が有名ですが、最近、徐々に知られるようになった地元のソウル
フードに「赤こんにゃく」があります。
　その名の通り、赤いこんにゃくで、こんにゃくを三二酸化鉄（俗称：
べんがら）という食品添加物で赤く染めたこんにゃくです。その由来
は、「派手好きの信長が好んだから」など諸説あります。地元のスー
パーでは普通に売られているものですが、外からの目にはとても珍し
く映りました。聞けば、これをごま油と塩だれを合わせて、まるでレバ
刺しのように食べる商品も販売されているそうです。
　厚生労働省の調査によると、国内の20～40代の女性の多くが鉄分
不足の状態です。日常の食事の中で十分に鉄分を摂取するのはなか
なか難しいようです。赤こんにゃくは、日常的に食べられる食材の中
では鉄分の含有量は目立って多いです。カロリーが少なく食物繊維も
多いため、健康機能性の面からもっと注目されてよい食品なのに、ま
だそうなっていないのにはさまざまな理由があると考えられます。一
つはサイズやパッケージ形状などが、健康志向で鉄分補給を求めて
いる女性の生活シーンとニーズに合致した商品としてつくり込まれて
いないこと。次に、健康機能重視のニーズがあるユーザーに、商品の
情報が十分に届く方策が整備されていないこと。調理法の情報提供
や、機能性の検証といったことも必要でしょう。
　日常的に消費される食品の健康機能性に注目して、ターゲットや消
費シーンを変えてヒットした事例に、「アサヒコ」の「豆腐バー」があ

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

　糸魚川青年会議所が誕生し55年が経ちました。創立55
周年を迎える本年は、2022年度スローガン『ＣＯＮＮＥＣ
Ｔ～今と過去を繋げ、今と未来を繋げる』の下、半世紀以
上にわたって続いてきた糸魚川ＪＣの歴史を振り返り、日
頃より我々の活動にご理解、ご支援いただいている地域
の皆様、これまでの歴史を築いてこられた先輩諸氏、県内
外の同志へあらためて感謝申し上げ、今と過去を繋げるこ
とに取り組みます。また、変化の激しい社会の中で地域の
未来を構想できるような力を培い、今と未来を繋げること
を目指します。具体的には、記念事業として８月３日・10日・
17日にサマースクール「メタバースで未来の学校をつくろう」
を企画しております（お蔭様で満員御礼となりました）。ま
た、10月23日には、記念式典、記念講演会および記念感
謝祭を糸魚川市民会館や駅北広場キターレにて開催いた
します。
　先輩諸氏から脈 と々受け継がれてきた想いをしっかりと
確認し、また、地域の未来へ繋げられるよう、活動・運動
を進めて参ります。みなさま、10月23日（日）は、糸魚川市
民会館へＣＯＮＮＥＣＴ！
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意
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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。

株式会社BASE968
小出　 薫

創立55周年実行委員会
委員長

一般社団法人糸魚川青年会議所

糸魚川青年会議所　創立55周年を迎えて

　糸魚川商工会議所では、中小企業や個人事業主のみなさまが安心
して事業を行い、豊かに暮らせるよう、安心づくりのお手伝いをする
ため、新潟県火災共済協同組合の各種共済を取り扱っています。

※個人でご加入いただける共済もございます。
共済担当 内山

限定
会員 どんなときでも、

いつもどおりの安心を。

火災・風災・雪災等の災害からの
復旧費用を補償する 火災共済

ケガや病気で働けなくなったとき
の所得を補償する 所得補償共済
自動車事故によって発生する経済的
負担からご契約者様をお守りする 自動車共済

ケガによる死亡・入院・通院を保
障する 傷害共済

など

共済に関するお問合せは、糸魚川商工会議所までお願いいたします。

共済制度のご紹介

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

　平成16年11月１日に、奥様で
ある泰子様を取締役として㈲イ
ンテグラル設計を開業し、定年
退職後の令和元年11月１日に、
現代表が個人事業主として改め
て開業しました。建築構造物の
鉄骨工事に特化し、商業ビルや
病院、事務所ビル、マンション、
工場等の製作図を主にCAD設計
により作成しています。
　営業担当者はいませんが、作図
の信頼性の高さを示すことで、お
客様からの信用を得ています。

令和３年１月19日入会
TEL.025-553-1175

代表　齋藤 嘉顯 さん

糸魚川市南寺町２-11-20

インテグラル設計

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２月2022年２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
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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　　

原材料の価格上昇に加え燃料費や副資材等の価格も上
がっており、製品価格へ転嫁できない（医薬品製造業）
中古車の仕入価格が上昇傾向にある。新車の納期は変
わらず不安定であるが、多少高額でも新車を待たずに購
入する顧客もいる。購入動向がますます複雑になってい
る（自動車小売業）
活動回復に伴い、人手不足の状況が加速している。物価
も上昇しており、賃上げを行わないと人材が確保できな
い（飲食業）
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R４年６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 園 田  岳 彦
経 営 指 導 員 山 邉  暁 孝

所 在 地
電 　 話
H P

VITA  English School
川合 貴子 さん

　今回の巡回記は大町の今年５
月に開業した英語教室『VITA
English School』へ園田委員と伺
い、川合貴子さんにお話をお聞き
しました。
　川合さんは留学生との交流の機
会があった際に、“挫折”を経験
すると共に、“刺激”を受け、英語
を猛勉強。その後、イギリスに留学
し、更に国際経験も積みました。
英語講師になる際に受けた
TOEICは満点を獲得しています。
　未就学児、小・中・高校生、大
人の各クラスがあります。“誰でも
伸びる可能性”を育てる独自カリ
キュラムは好評で、初心者でも安
心して学べる教室です。その他、
自習室も完備しています。
　英語を学ぶお子様がいる方の

受講や英語を話したいけどどうや
って学べばいいのかわからない方
等気軽にご相談いただき、英語は
難しいものではなく、楽しいもの
と伝えられればと川合さんは笑顔
で話していました。
　現在「中学英語でやり直し英会
話」を募集中です。気軽に英語を
学べ、毎回笑顔で帰る英語教室に
通ってみると人生に幅が広がるか
もしれないと感じた巡回でした。

（左）川合貴子さん　（右）園田振興委員

糸魚川市大町１-６-22
080-1059-7119
https://www.vitaenglish
school.com/

VITA　English School の様子 記帳専任職員 佐藤  加代子

消費税法改正のお知らせ
令和４年４月に消費税法等の一部が改正されました。

Ⅰ 適格請求書発行事業者の登録に関する経過措
置の適用期間延長
　適格請求書発行事業者の登録について、免税事
業者が令和５年10月１日の属する課税期間中に適
格請求書発行事業者の登録を受けた場合は、登録
を受けた日から適格請求書発行事業者となること
ができる経過措置が設けられていますが、該当経
過措置の適用期間が延長され、令和５年10月１日
から令和11年９月30日までの日の属する課税期間
においても、登録を受けた日から適格請求書発行
事業者となることができることとなりました。

Ⅳ その他の改正
①

②

③
④

仕入明細書等による仕入税額控除の適用要件
の見直し
経過措置期間における棚卸資産に係る消費税
額の調整規定の見直し
公売等において適格請求書を交付する場合の特例
特定収入を課税仕入れに充てた場合の仕入税
額控除の調整規定の整備

Ⅱ 納税管理人の届出を行っていない場合の登録拒
否及び取消し
虚偽記載を行って登録を受けた場合の登録の取消し

Ⅲ 適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕
入れに係る経過措置の見直し（区分記載請求書
に係る電磁的記録の提供を受けた場合における
仕入税額控除）

インボイス制度についての主な改正内容

※詳細は、「国税庁ホームページ（法令等）」でご確認ください。

中小企業相談所コーナー
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トレンド通信 ありふれた食材の新たな可能性に注目

ります。豆腐はもともと低カロリーで高タンパクの食品です。この特徴
を打ち出して、食べ応えを出すためにあえて硬くし、フィットネスクラ
ブやジムなどで食器や調味料がなくても食べられるように、形状や味
付けを工夫しました。豆腐バーは発売から１年でコンビニを中心に
1000万本を売るヒット商品となりました。
　かまぼこなどの練り物も低カロリー・高タンパクです。神奈川県小
田原市の老舗「鈴廣」は、サッカー日本代表の長友佑都選手とコラボ
レーションして、健康志向が強く、体を鍛える人向けに新たな商品コ
ンセプトを提案し始めています。
　日本の伝統的な食習慣には、発酵食品や魚由来のオメガ３脂肪酸
など最近の健康食のトレンドを先取りしているようなものがたくさん
あります。すでに定着している食材や食品を別のターゲットや消費シー
ンに向けて応用できる可能性はいろいろあると思います。その際には、
現時点からの発想ではなく、「上流のものづくり」と「下流の売り方・
伝え方」を逆算してブラッシュアップしていくと、新しい時代に合った
伝統食品の新しいヒットが生まれる可能性は高いでしょう。

　先日、滋賀県の近江八幡市を訪ねてきました。琵琶湖南岸に位置
し、「三方よし」で知られる近江商人のふるさとであり、織田信長が
築いた安土城もあります。食べ物としては「近江牛」や「近江ちゃんぽ
ん」が有名ですが、最近、徐々に知られるようになった地元のソウル
フードに「赤こんにゃく」があります。
　その名の通り、赤いこんにゃくで、こんにゃくを三二酸化鉄（俗称：
べんがら）という食品添加物で赤く染めたこんにゃくです。その由来
は、「派手好きの信長が好んだから」など諸説あります。地元のスー
パーでは普通に売られているものですが、外からの目にはとても珍し
く映りました。聞けば、これをごま油と塩だれを合わせて、まるでレバ
刺しのように食べる商品も販売されているそうです。
　厚生労働省の調査によると、国内の20～40代の女性の多くが鉄分
不足の状態です。日常の食事の中で十分に鉄分を摂取するのはなか
なか難しいようです。赤こんにゃくは、日常的に食べられる食材の中
では鉄分の含有量は目立って多いです。カロリーが少なく食物繊維も
多いため、健康機能性の面からもっと注目されてよい食品なのに、ま
だそうなっていないのにはさまざまな理由があると考えられます。一
つはサイズやパッケージ形状などが、健康志向で鉄分補給を求めて
いる女性の生活シーンとニーズに合致した商品としてつくり込まれて
いないこと。次に、健康機能重視のニーズがあるユーザーに、商品の
情報が十分に届く方策が整備されていないこと。調理法の情報提供
や、機能性の検証といったことも必要でしょう。
　日常的に消費される食品の健康機能性に注目して、ターゲットや消
費シーンを変えてヒットした事例に、「アサヒコ」の「豆腐バー」があ

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

　糸魚川青年会議所が誕生し55年が経ちました。創立55
周年を迎える本年は、2022年度スローガン『ＣＯＮＮＥＣ
Ｔ～今と過去を繋げ、今と未来を繋げる』の下、半世紀以
上にわたって続いてきた糸魚川ＪＣの歴史を振り返り、日
頃より我々の活動にご理解、ご支援いただいている地域
の皆様、これまでの歴史を築いてこられた先輩諸氏、県内
外の同志へあらためて感謝申し上げ、今と過去を繋げるこ
とに取り組みます。また、変化の激しい社会の中で地域の
未来を構想できるような力を培い、今と未来を繋げること
を目指します。具体的には、記念事業として８月３日・10日・
17日にサマースクール「メタバースで未来の学校をつくろう」
を企画しております（お蔭様で満員御礼となりました）。ま
た、10月23日には、記念式典、記念講演会および記念感
謝祭を糸魚川市民会館や駅北広場キターレにて開催いた
します。
　先輩諸氏から脈 と々受け継がれてきた想いをしっかりと
確認し、また、地域の未来へ繋げられるよう、活動・運動
を進めて参ります。みなさま、10月23日（日）は、糸魚川市
民会館へＣＯＮＮＥＣＴ！

図
の

意
私 Vol.364

～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BASE968
小出　 薫

創立55周年実行委員会
委員長

一般社団法人糸魚川青年会議所

糸魚川青年会議所　創立55周年を迎えて

　糸魚川商工会議所では、中小企業や個人事業主のみなさまが安心
して事業を行い、豊かに暮らせるよう、安心づくりのお手伝いをする
ため、新潟県火災共済協同組合の各種共済を取り扱っています。

※個人でご加入いただける共済もございます。
共済担当 内山

限定
会員 どんなときでも、

いつもどおりの安心を。

火災・風災・雪災等の災害からの
復旧費用を補償する 火災共済

ケガや病気で働けなくなったとき
の所得を補償する 所得補償共済
自動車事故によって発生する経済的
負担からご契約者様をお守りする 自動車共済

ケガによる死亡・入院・通院を保
障する 傷害共済

など

共済に関するお問合せは、糸魚川商工会議所までお願いいたします。

共済制度のご紹介

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

　平成16年11月１日に、奥様で
ある泰子様を取締役として㈲イ
ンテグラル設計を開業し、定年
退職後の令和元年11月１日に、
現代表が個人事業主として改め
て開業しました。建築構造物の
鉄骨工事に特化し、商業ビルや
病院、事務所ビル、マンション、
工場等の製作図を主にCAD設計
により作成しています。
　営業担当者はいませんが、作図
の信頼性の高さを示すことで、お
客様からの信用を得ています。

令和３年１月19日入会
TEL.025-553-1175

代表　齋藤 嘉顯 さん

糸魚川市南寺町２-11-20

インテグラル設計
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難しいものではなく、楽しいもの
と伝えられればと川合さんは笑顔
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糸魚川市大町１-６-22
080-1059-7119
https://www.vitaenglish
school.com/

VITA　English School の様子 記帳専任職員 佐藤  加代子

消費税法改正のお知らせ
令和４年４月に消費税法等の一部が改正されました。

Ⅰ 適格請求書発行事業者の登録に関する経過措
置の適用期間延長
　適格請求書発行事業者の登録について、免税事
業者が令和５年10月１日の属する課税期間中に適
格請求書発行事業者の登録を受けた場合は、登録
を受けた日から適格請求書発行事業者となること
ができる経過措置が設けられていますが、該当経
過措置の適用期間が延長され、令和５年10月１日
から令和11年９月30日までの日の属する課税期間
においても、登録を受けた日から適格請求書発行
事業者となることができることとなりました。

Ⅳ その他の改正
①

②

③
④

仕入明細書等による仕入税額控除の適用要件
の見直し
経過措置期間における棚卸資産に係る消費税
額の調整規定の見直し
公売等において適格請求書を交付する場合の特例
特定収入を課税仕入れに充てた場合の仕入税
額控除の調整規定の整備

Ⅱ 納税管理人の届出を行っていない場合の登録拒
否及び取消し
虚偽記載を行って登録を受けた場合の登録の取消し

Ⅲ 適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕
入れに係る経過措置の見直し（区分記載請求書
に係る電磁的記録の提供を受けた場合における
仕入税額控除）

インボイス制度についての主な改正内容

※詳細は、「国税庁ホームページ（法令等）」でご確認ください。

中小企業相談所コーナー
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　今年は異例の速さで梅雨が明
け、６月後半から真夏のような暑
さが続いています。
　七夕が近づくと、娘と一緒に「織
姫、彦星は会えるかな」と話をし
ながら短冊を書いています。毎年

梅雨の時期で「雨だったね」と娘は残念がっています
が、梅雨も明けたので今年の７月７日は晴れてくれたら
いいなあとひそかに願っています。会報発行は25日。
願いは叶ったでしょうか☆彡 甲

水曜会例会    
令和３年度経営発達支援計画評価委員会、正
副会頭会議    
糸魚川ものづくりネットワーク総会  
PF美山プロジェクト縄文ピクニック  
糸魚川市調理師会総会、PF緑でつなぐ未来創
造会議 市長報告会    
定期健康診断（～10日）、PF運営委員会  
糸魚川食品衛生協会糸魚川分会総会、会頭推
薦特別委員会、おまんた祭り会議  
糸魚川国際人材サポート協会総会、糸魚川市
職場警察連絡協議会総会   
簿記検定試験、PF緑でつなぐ未来創造会議森
の教室     
糸魚川市糸魚川地区青色申告会総会  
正副会頭会議、PF美山プロジェクト会議  
お化けの館実行委員会   
糸魚川警察署協議会   
県内商工会議所事務局長会議(オンライン)、署
連青申会職員税務研修会（オンライン）、糸魚
川市地元消費促進協議会全体会  
PF緑でつなぐ未来創造会議、糸魚川税務関係
団体協議会総会    
定期健康診断（～23日）、制度改正等の課題
解決環境整備事業（セミナー）、PF美山プロ
ジェクト市文化振興課事業説明、PF美山プロ
ジェクト会議（オンライン）   
糸魚川鉄工業組合総会、おみちよう御膳参加
店会議、糸魚川市観光協会総会  
PF緑でつなぐ未来創造会議イスづくり体験授業
糸魚川税務署管内青色申告会連合会総会、塩
の道経済懇談会広域観光連携担当者会議（オ
ンライン）  
珠算等検定試験、イトいがわでコレやりたい審
査会     
神話で結ぶご縁の会総務部会   
糸魚川タウンセンター株主総会、常議員会、６
月通常議員総会    
SEA TO SUMMIT 総会  　 　
（経団連）糸魚川市防災会議、税務署商工団体
支援担当職員向けインボイス制度説明会、糸
魚川市健康づくり推進協議会 
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月の予定8
専門相談窓口 毎週第３水曜日　８月17日（水）
夜間経営相談室 毎週月～金曜日 ※要予約
正副会頭会議 ８月２日（火）、17日（水）

次回「商工糸魚川」発行日は９月25日です。

※PF：糸魚川産業創造プラットフォーム

塩の道物産展 出展者募集！
　塩の道広域観光連携（糸魚川・大町・塩尻・松本の４会議
所）の事業として、４地域の特産品を一堂に会した物産展で、
商品を販売・ＰＲしませんか？

会員交流会を開催します！
　新型コロナウイルス感染症が中々終息しま
せんが、十分な感染防止対策を施して会員交
流会を開催いたしますので、異業種交流・情報交換の場とし
て是非ご参加いただきますようご案内申し上げます。

【日　時】令和４年９月９日（金）18:00開始（受付 17:30～）
【会　場】ヒスイ王国館
【対　象】会員事業所の経営者・事業主、従業員など
　　　　（入会が浅い会員様大歓迎！）
【お問合せ】糸魚川商工会議所（担当：内山）

【日　時】令和４年９月10日（土）、11日（日）の２日間を予定
【会　場】アイシティ21（長野県東筑摩郡山形村7977）
【出展数】糸魚川・大町・塩尻・松本　合計20事業所程度
　　　　※出展希望者へは、詳細が決まり次第ご連絡いたします。
【お問合せ】糸魚川商工会議所（担当：内山）

　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。この度の異動で着任
された方をご紹介いたします。

水曜会メンバーの異動（敬称略・順不同）

糸魚川税務署長

たか はし なお と こ ばやし じけん

高橋  尚人

東日本高速道路㈱
新潟支社上越管理事務所長

小林  健司

新しく糸魚川に赴任しました

第14回 糸魚川ジオパーク検定
　11月６日（日）に、第14回糸魚川ジオパーク検定を糸魚川
・能生・青海・新潟・東京の５会場にて開催を予定していま
す。昨年度、一昨年は市内居住者限定での開催でしたが、
今年度は市内外の多くの方にジオパークに触れ、関心をもっ
ていただける機会となればと考えております。多くの方々か
ら挑戦をお待ちしております！
＊糸魚川ジオパーク検定は、ジオパーク協議会からの委託を受
けて糸魚川商工会議所検定委員会が施行・運営しています。

します♪
開催

豪華景品
が当たる

抽選会があるよ
（‾▽‾）

「知っ得ゼミ」地元消費促進運動

　「市民の皆様に、お店の存在を知ってもらいたい！」「お
客様と交流して、お店のファンになってもらいたい！」という会
員様のために、『知っ得ゼミ』を毎年秋（10月～11月）に開催
しています。お店の方に講師となっていただき、お客様に専
門的な知識や情報、コツを提供する少人数制のゼミです。参
加されたお客様から「プロのお話を聞けて楽しかった」「ま
たお店に来たい」と毎年大変ご好評をいただいております。
　先月の商工糸魚川おしらせ版の折り込みチラシ
やこの記事をご覧になり、興味を持たれた会員様
は、この機会に是非参加店になってみませんか？ 地元消費促進運動

します♪
開催
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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
158

ヒーリングガーデンたかなみ
ヒーリングガーデンたかなみは、コロナ禍を乗り越え
今年も営業を再開、やっと賑わいが戻って来ました。

食堂　11:00～15:00（11/13迄の水曜日を除く毎日）
売店　10:00～16:00（11/13迄、毎日営業）

糸魚川商工会議所HP

《写真撮影：後藤広報委員》
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【高浪の池】

営業時間　10:00～15:00
　　　　　７月・９月・10月…毎週日曜日（最終営業日 10/30）
※８月は、毎週土曜日・日曜日（８/11～15も営業）

【ヒスイ峡フィッシングパーク】


