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　今冬は雪が多いという情報があります。
年はじめのようなドカ雪だけは勘弁して
ほしいところですが、空模様だけは空に
いる神様次第。我々の願いだけではどう
にもなりません。雪国に住むものとして
は日常生活に支障のない程度の雪なら我
慢もできるのですが…。

　そして、コロナ・コロナで明け暮れた１年。ワクチンの効果か、人々
の努力の成果か、最近感染者も激減し市内の人流も回復していると
の情報もあります。年はじめのドカ雪とコロナの一年間。これ以上
地域経済がダメージを受けないように願いたいものです。田

PF情報発信委員会、正副会頭会議
糸魚川マルシェ、PF美山プロジェクトツリーテラス制作
アクサ生命進発式、フードメッセinにいがた出展者説明会
（オンライン）
経営指導員資格認定試験対策講座、PF美山プロジェクト委員会
水曜会例会、経営指導員等研修会（オンライン）
塩の道バスツアー糸魚川五醸勉強会、糸魚川警察署協議会、
キャリアフェスティバルいといがわ2021（ブース設営）、
「NIIGATA越品」プロジェクト2021セミナー
キャリアフェスティバルいといがわ2021
PF美山プロジェクトツリーテラス制作、知っ得ゼミ「目指せ
美肌！10分間のエステ体験」
PF緑でつなぐ未来創造会議「森の教室inはやかわ」、知っ
得ゼミ「メナードの美肌レッスンでお肌をアップデート」
PF緑でつなぐ未来創造会議打合せ、知っ得ゼミ「少しの時
間お花にふれてみませんか？」
３級簿記講座開講（～11/18まで）
常議員会、10月臨時議員総会、塩の道広域観光連携担当者
会議（オンライン）、知っ得ゼミ「目指せ美肌！10分間のエ
ステ体験」
上越ものづくり支援連絡会議、下越８商工会議所経営指導
員研修会先進地視察研修受入、個店の魅力アップ女性の会
市長と意見交換会、会員ゴルフ大会実行委員会、知っ得ゼミ
「身体と心を癒やすフラ」、３級簿記講座
PF情報発信委員会、知っ得ゼミ「プチケースを作りましょう」、
駅北まちづくり糸魚川市都市政策課ヒアリング、正副会頭会議
PF美山プロジェクトツリーテラス設置
秋季要望活動（上越地域）、フードメッセ2021出展者会議、
県連知事要望、PF緑でつなぐ未来創造会議
委託団体内部監査、神話で結ぶご縁の会役員会、３級簿記
講座
専門相談、PF三団体向けコンサルティング養成講座、知っ
得ゼミ「お寿司の握り方体験講座」、PF経営基礎簡易講座、
広報委員会
PF養成講座、PFマッチング検討会、３級簿記講座
知っ得ゼミ「プチケースを作りましょう」、北陸信越ブロック
商工会議所中小企業相談所長会議（オンライン）
塩の道バスツアー
珠算等検定、知っ得ゼミ「メナードの美肌レッスンでお肌を
アップデート」
PF緑でつなぐ未来創造会議（重ね梁・合せ梁強度等検査）、
知っ得ゼミ「御朱印帳づくり」、市長へ正副会頭新任挨拶、
知っ得ゼミ「身体と心を癒やすフラ」、新潟県弁護士会会長
訪問、PF運営委員会 
県内商工会議所補助員等研修会、PF生産性向上研究会、神
話で結ぶご縁の会総務部会、３級簿記講座
県内商工会議所中小企業相談所運営連絡会議（オンライン）、
知っ得ゼミ「お寿司の握り方体験講座」
事業計画策定セミナー、３級簿記講座
秋季要望活動（新潟市）、糸魚川市人権教育・啓発推進計画
策定委員会 
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事務局日誌 2021年10月

月の予定12
専門相談窓口 毎週第３水曜日　12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 12月２日（木）、15日（水）、28日（火）

次回「商工糸魚川」発行日は１月25日です。

※PF：糸魚川産業創造プラットフォーム

　10月１日「しょうゆの
日」に日本醤油協会主
催（後援：農林水産省）
の全国醤油品評会でマ
ルエス斉藤醤油味噌
醸造店の純正本醸造
「宝生（ほうしょう）」醤
油が上越地区では初と
なる「優秀賞」を受賞
しました。
　今年度の総出品数は
全国（沖縄除く）より268点。１次審査で50点に絞られ、２次
審査で大賞等の受賞醤油が決定されます。審査員は全国より
学識経験者36名が任命され、大変レベルの高い厳しい審査が
行われます。
　「これまでに何度も挑戦して悔しい思いをしてきたが、こ
の度の入賞は長年の夢が叶い感無量の喜びです」と代表者
の斉藤巍（たかし）さん。「味の好みは人それぞれ、受賞し
た醤油だからと言って全ての人が美味しいと思うわけでは
ないので、自分好みの醤油を見つけてほしい」と思いを話し
て下さいました。
　受賞した宝生醤油は、学校給食用に防腐剤や化学調味料
を使用しない醤油を作ってほしいとの要望から生まれたも
ので、子どもたちに安心安全な食の提供を行っています。
（※令和２年度はコロナの影響で中止）

マルエス斉藤醤油味噌醸造店
第48回全国醤油品評会にて「優秀賞」受賞

　糸魚川商工会議所新年賀詞交換会を下記の日時で開催し
ます。
　前回に引き続き、新型コロナウイルス感染防止を図るため、
参加者数を制限すると共に、飲酒・飲食を行わない式典のみ
で行います。
　なお、新型コロナウイルスの感染状況によっては、やむを
得ず中止する場合があります。ご了承ください。
　詳しくは、10月中旬に発送した開催案内をご覧ください。

新年賀詞交換会開催のご案内

　平成29年度以降に入会された会員事業所
を対象に「新入会員交流会」を開催します。
　新型コロナウイルス感染予防対策を講じて開催しますので、
異業種交流・情報交換の場として是非ご参加ください。
　対象となる会員事業所の皆様には、11月中旬にお送りし
た開催案内をご確認ください。

【日　時】令和３年12月21日（火） 午後５時30分～
【会　場】割烹　倉また
【参加費】1,000円
【お問合せ】糸魚川商工会議所
　　　　  （担当：内山　TEL：025-552-1225）

【日　時】令和４年１月６日（木）
　　　　開会：午後５時30分／終了：午後６時30分（予定）
【会　場】ヒスイ王国館
【会　費】無料
【内　容】

新入会員交流会を開催します！
豪華景品
が当たる

アトラクション
があるよ
（‾▽‾）

会員企業の参加者は、１企業１名とさせていただ
きます。（県内在住者のみ）
ご来賓は、若干名に制限してご案内しています。
式典のみの形式で行いますので、飲食物の提供
は行いません。
参加者におかれましては、マスクの着用、手指の
消毒、検温にご協力をお願いします。
散会後は、会員の飲食店を是非ご利用ください。
当日、受付で優待券を配布します。

①

②
③

④

⑤
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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
154

小蓮華山と雪倉岳の紅葉
　今年開設50周年を迎えた栂海新道は、海抜０m地点か
ら標高3,000mの北アルプスへと繋がる夢の登山道。
　その一端となる雪倉岳と新潟県最高峰・小蓮華山周辺
を望む紅葉風景です。
　亡き小野健氏を偲びながら、全国に名を馳せたこの道
の更なる繁栄を願わずにはいられません。

糸魚川商工会議所HP

《写真撮影：赤野広報委員》

11
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10月15日

●日程調整

●日本商工会議所2021年度全国商工会議所きらり
輝き観光振興大賞の審査結果について

●第47回塩の道経済懇談会について

●副会頭の担当について
●会員交流会（入会５年未満会員）について

●（経団連）市長要望について
●（経団連）コロナ影響調査（第６次）について　ほか

（経済人連盟）高鳥修一選挙対策本部総決起集会、新潟県
弁護士会若槻会長面談、地域高規格道路松本糸魚川連絡
道路建設促進期成同盟会長野県要望、青海町商工会永年
勤続従業員表彰式、糸魚川地区国金友の会総会　ほか

11月２日正
副
会
頭
会
議

●日程調整
秋季要望活動（中央）、北陸新幹線建設促進大会・同盟
会総会、（経団連）市産業振興要望、（日商）きらり輝き観
光振興大賞表彰式　ほか

●経団連理事の選任について　ほか

●永年勤続優良従業員表彰式の祝辞等依頼について
●令和４年新年賀詞交換会の来賓について

●会員交流会（入会５年未満会員）の開催について

●きらり輝き観光振興大賞「優秀賞」受賞報告会の
開催について

　糸魚川経済団体連絡協議会で毎年行っている産業振興要
望を11月18日、糸魚川市井川副市長に行いました。
　長引く新型コロナウイルス感染症の影響による経済対策を
最重要課題として次年度もプレミアム付商品券事業などによ
る消費喚起策や経済波及効果が高いリフォーム補助金の実施
を要望するほか、公共事業の維持・確保、テレワークやワーケー
ションによる東京一極集中の是正、産業創造プラットフォーム

事業や空き家対策事業としてのいえかつ糸魚川への支援など
にも触れています。
　要望を受けて井川副市長から、「皆さんと同じ認識でいる。
限られた予算ではあるが、前向きに検討していきたい」とコメ
ントがありました。
（以下、要望項目のみ掲載）

糸魚川経済団体連絡協議会では、11月16日に書面表決
による臨時総会を開催し、会長に髙瀬吉洋糸魚川商工会
議所会頭が選任されました。

１．

２．
３．
４．
５．

６．

新型コロナウイルス感染症に対する経済対策と事業
者支援の継続、拡充
公共工事の維持、確保について
地域振興の推進とブランド化の支援
人材育成への支援
糸魚川市駅北大火からの復興まちづくりにおける賑
わい創出に対する支援
商工団体への補助金の維持、確保

　昨年はコロナの影響で代表者のみとなった県商工会議所連合
会の「新潟県産業振興施策」知事要望会が、10月18日に県連加盟
の16商工会議所の会頭15人の出席により県庁の201会議室で実施
されました。
　今回は10月13日に就任した髙瀬会頭が出席し、当市の地域振興
に係る課題の要望や県内16商工会議所の地域経済に関する課題
について各会頭から要望がありました。
　当所髙瀬新会頭からは産業振興と観光振興には不可欠な社会
インフラである松本・糸魚川連絡道路の新潟県側ルート全線の早

期事業化決定と事業化決定区間の早期着工について口頭で要望をいたしました。
　松糸道路の早期事業化については要望書も合わせて毎年要望を続けており、その成果として、一部
ルート帯の決定や西中バイパスの供用開始など一歩ずつ前進しております。後日、正式な回答が県から
示されますが、花角知事からは「各会議所から要望されている社会インフラ整備には財源確保をしたう
えで要望の実現に向けて努力したい。」とのコメントがありました。
　このほかにも当所からは地域課題として『県内高速鉄道網の整備』『姫川港の整備促進』などを要望
しております。
　また、糸魚川地域振興局の存続については県全体の地域振興局体制見直しの中で検討するよう県連
全体の課題として要望されました。

　商工おしらせばん10月号に掲載のとおり
10月13日（水）、ヒスイ王国館を会場に令
和３年度10月臨時議員総会を開催し、新会
頭に髙瀬吉洋氏〔㈱髙瀬商会 社長〕が選任
されました。
　欠員となった副会頭には倉又 等氏〔㈱倉
富鐵工所 社長〕、常議員には小川節雄氏
〔小川建設㈱ 社長〕が選任されました。新た
な役員体制で運営してまいりますのでよろ
しくお願いいたします。尚、任期は残任期
間の令和４年10月31日までとなります。

大変難しい舵取りが求められる中、熟慮に熟慮を重ねた結
果、何れにせよ誰かがやらねばならない仕事と腹を決め、
微力ながら会頭職に就かせて頂く事と致しましたので、
皆様からのご支援、ご協力を宜しくお願い申し上げます。
　さて、私が思う昨今の糸魚川地域最大の課題は人口の
急激な減少であります。特に若年層の流出による地域活
力の低下や人手不足等の元凶は全てここにあると言えます。
人口減少は日本全国共通の課題でありますが、その減少
速度を少しでも遅らせる取組みの必要性を強く感じてい
ます。商工会議所単独で取組めるほど簡単な問題ではあ
りませんが、県や市等々の様々な取組みと連携連動し、先
ずは関係人口、交流人口を少しずつでも増やして行く事
に地道に取組んで参ります。
　また、この２年間の新型コロナウイルスの影響により、我
々の生活や仕事のやり方等、社会は大きく変わりました。
今後、アフターコロナが訪れても、ウィズコロナが続いたと
しても、様々な事が更に大きく変わる事が予想されます。

　この度は猪又前会頭の辞任に
より会頭推薦委員会の皆様から
糸魚川商工会議所会頭に就任の
依頼がありました。新型コロナウ
イルスの影響等々で飲食業、サー
ビス業を中心に大きな影響を受け、

　この言葉は聖徳太子が制定した17条憲法の第１条で、
「何事をやるにも、人々がお互い仲良く、調和して行く事が
最も大事な事である」という教えであり、「しっかり議論し
て合意形成しなさい、協調しなさい」という意味でありま
す。私の会議所運営のスタンスは、この精神を基本として
会員の皆様から頼られる会議所、地域をもっと元気にす
る会議所を目指して行く所存であります。
　引き続き皆様からのご支援・ご協力を頂けますようお願
い申し上げ就任のご挨拶とさせて頂きます。今後とも宜し
くお願い申し上げます。

この様な環境下で糸魚
川商工会議所はどうある
べきか、継続すべきは継
続し、変えるべきは大胆
に変える。時代にマッチ
した会議所として、どう
継続し、どう変えるべき
か、会員の皆様のご意見
を集約し進めて行く所存
であります。
　最後になりますが、私
の座右の銘は「和を以て
貴しとなす」であります。

松糸連絡道路の早期事業化など地域課題を花角知事へ要望

令和３年度

新会頭に髙瀬 吉洋氏、
副会頭には倉又 等氏を選任

就任挨拶
髙瀬会頭

月
臨
時
議
員
総
会
開
催

1010

会　　頭 髙瀬　吉洋 ㈱髙瀬商会  社長 新任

副 会 頭 永江　善昭 ㈱大和屋  社長

副 会 頭 小坂　　功 ㈴冨江商店  社長

副 会 頭 倉又　　等 ㈱倉富鐵工所  社長 新任

専務理事 田鹿　茂樹

左から、尾崎毅青海町商工会会長、井川賢一副市長、髙瀬吉洋糸魚川
商工会議所会頭、大貫慶一能生商工会会長

《井川副市長に産業振興要望書を提出》新型コロナの経済対策の継続、拡充を
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10月15日

●日程調整

●日本商工会議所2021年度全国商工会議所きらり
輝き観光振興大賞の審査結果について

●第47回塩の道経済懇談会について

●副会頭の担当について
●会員交流会（入会５年未満会員）について

●（経団連）市長要望について
●（経団連）コロナ影響調査（第６次）について　ほか

（経済人連盟）高鳥修一選挙対策本部総決起集会、新潟県
弁護士会若槻会長面談、地域高規格道路松本糸魚川連絡
道路建設促進期成同盟会長野県要望、青海町商工会永年
勤続従業員表彰式、糸魚川地区国金友の会総会　ほか

11月２日正
副
会
頭
会
議

●日程調整
秋季要望活動（中央）、北陸新幹線建設促進大会・同盟
会総会、（経団連）市産業振興要望、（日商）きらり輝き観
光振興大賞表彰式　ほか

●経団連理事の選任について　ほか

●永年勤続優良従業員表彰式の祝辞等依頼について
●令和４年新年賀詞交換会の来賓について

●会員交流会（入会５年未満会員）の開催について

●きらり輝き観光振興大賞「優秀賞」受賞報告会の
開催について

　糸魚川経済団体連絡協議会で毎年行っている産業振興要
望を11月18日、糸魚川市井川副市長に行いました。
　長引く新型コロナウイルス感染症の影響による経済対策を
最重要課題として次年度もプレミアム付商品券事業などによ
る消費喚起策や経済波及効果が高いリフォーム補助金の実施
を要望するほか、公共事業の維持・確保、テレワークやワーケー
ションによる東京一極集中の是正、産業創造プラットフォーム

事業や空き家対策事業としてのいえかつ糸魚川への支援など
にも触れています。
　要望を受けて井川副市長から、「皆さんと同じ認識でいる。
限られた予算ではあるが、前向きに検討していきたい」とコメ
ントがありました。
（以下、要望項目のみ掲載）

糸魚川経済団体連絡協議会では、11月16日に書面表決
による臨時総会を開催し、会長に髙瀬吉洋糸魚川商工会
議所会頭が選任されました。

１．

２．
３．
４．
５．

６．

新型コロナウイルス感染症に対する経済対策と事業
者支援の継続、拡充
公共工事の維持、確保について
地域振興の推進とブランド化の支援
人材育成への支援
糸魚川市駅北大火からの復興まちづくりにおける賑
わい創出に対する支援
商工団体への補助金の維持、確保

　昨年はコロナの影響で代表者のみとなった県商工会議所連合
会の「新潟県産業振興施策」知事要望会が、10月18日に県連加盟
の16商工会議所の会頭15人の出席により県庁の201会議室で実施
されました。
　今回は10月13日に就任した髙瀬会頭が出席し、当市の地域振興
に係る課題の要望や県内16商工会議所の地域経済に関する課題
について各会頭から要望がありました。
　当所髙瀬新会頭からは産業振興と観光振興には不可欠な社会
インフラである松本・糸魚川連絡道路の新潟県側ルート全線の早

期事業化決定と事業化決定区間の早期着工について口頭で要望をいたしました。
　松糸道路の早期事業化については要望書も合わせて毎年要望を続けており、その成果として、一部
ルート帯の決定や西中バイパスの供用開始など一歩ずつ前進しております。後日、正式な回答が県から
示されますが、花角知事からは「各会議所から要望されている社会インフラ整備には財源確保をしたう
えで要望の実現に向けて努力したい。」とのコメントがありました。
　このほかにも当所からは地域課題として『県内高速鉄道網の整備』『姫川港の整備促進』などを要望
しております。
　また、糸魚川地域振興局の存続については県全体の地域振興局体制見直しの中で検討するよう県連
全体の課題として要望されました。

　商工おしらせばん10月号に掲載のとおり
10月13日（水）、ヒスイ王国館を会場に令
和３年度10月臨時議員総会を開催し、新会
頭に髙瀬吉洋氏〔㈱髙瀬商会 社長〕が選任
されました。
　欠員となった副会頭には倉又 等氏〔㈱倉
富鐵工所 社長〕、常議員には小川節雄氏
〔小川建設㈱ 社長〕が選任されました。新た
な役員体制で運営してまいりますのでよろ
しくお願いいたします。尚、任期は残任期
間の令和４年10月31日までとなります。

大変難しい舵取りが求められる中、熟慮に熟慮を重ねた結
果、何れにせよ誰かがやらねばならない仕事と腹を決め、
微力ながら会頭職に就かせて頂く事と致しましたので、
皆様からのご支援、ご協力を宜しくお願い申し上げます。
　さて、私が思う昨今の糸魚川地域最大の課題は人口の
急激な減少であります。特に若年層の流出による地域活
力の低下や人手不足等の元凶は全てここにあると言えます。
人口減少は日本全国共通の課題でありますが、その減少
速度を少しでも遅らせる取組みの必要性を強く感じてい
ます。商工会議所単独で取組めるほど簡単な問題ではあ
りませんが、県や市等々の様々な取組みと連携連動し、先
ずは関係人口、交流人口を少しずつでも増やして行く事
に地道に取組んで参ります。
　また、この２年間の新型コロナウイルスの影響により、我
々の生活や仕事のやり方等、社会は大きく変わりました。
今後、アフターコロナが訪れても、ウィズコロナが続いたと
しても、様々な事が更に大きく変わる事が予想されます。

　この度は猪又前会頭の辞任に
より会頭推薦委員会の皆様から
糸魚川商工会議所会頭に就任の
依頼がありました。新型コロナウ
イルスの影響等々で飲食業、サー
ビス業を中心に大きな影響を受け、

　この言葉は聖徳太子が制定した17条憲法の第１条で、
「何事をやるにも、人々がお互い仲良く、調和して行く事が
最も大事な事である」という教えであり、「しっかり議論し
て合意形成しなさい、協調しなさい」という意味でありま
す。私の会議所運営のスタンスは、この精神を基本として
会員の皆様から頼られる会議所、地域をもっと元気にす
る会議所を目指して行く所存であります。
　引き続き皆様からのご支援・ご協力を頂けますようお願
い申し上げ就任のご挨拶とさせて頂きます。今後とも宜し
くお願い申し上げます。

この様な環境下で糸魚
川商工会議所はどうある
べきか、継続すべきは継
続し、変えるべきは大胆
に変える。時代にマッチ
した会議所として、どう
継続し、どう変えるべき
か、会員の皆様のご意見
を集約し進めて行く所存
であります。
　最後になりますが、私
の座右の銘は「和を以て
貴しとなす」であります。

松糸連絡道路の早期事業化など地域課題を花角知事へ要望

令和３年度

新会頭に髙瀬 吉洋氏、
副会頭には倉又 等氏を選任

就任挨拶
髙瀬会頭

月
臨
時
議
員
総
会
開
催

1010

会　　頭 髙瀬　吉洋 ㈱髙瀬商会  社長 新任

副 会 頭 永江　善昭 ㈱大和屋  社長

副 会 頭 小坂　　功 ㈴冨江商店  社長

副 会 頭 倉又　　等 ㈱倉富鐵工所  社長 新任

専務理事 田鹿　茂樹

左から、尾崎毅青海町商工会会長、井川賢一副市長、髙瀬吉洋糸魚川
商工会議所会頭、大貫慶一能生商工会会長

《井川副市長に産業振興要望書を提出》新型コロナの経済対策の継続、拡充を
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　11月14日（日）に、第13回糸魚川ジオパーク検定を糸魚川・
能生・青海の３会場にて開催しました。初級40名、上級８名、
達人級５名の計53名に申込みをいただきました。昨年同様、
感染症対策をしっかりおこない、糸魚川ジオパークに関心の
ある市内の方々から受験していただきました。
　今後とも、糸魚川ジオパークを学ぶ機会として活用いただ
けるよう、検定事業に取り組んでまいります。
　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。

糸魚川ジオパーク検定13第 回 感染防止対策
をして開催

緑でつなぐ未来創造会議（略称：３M） 美山プロジェクト 

糸魚川産業創造プラットフォーム https://itoigawa-platform.jp

糸魚川産業創造プラットフォームでは、糸魚川市の企業や地域の価値創造を通して、地域の魅力
を高め、市内経済力の向上と市内外からの雇用促進につなげるため、精力的に活動しています。
活動の一部をご報告します。

　小学生親子を対象に森の大
切さと仕組み、そして私たちの
生活への影響を楽しみながら
学びました。7組14名参加。

①森の教室 in はやかわ
10/10　ゆのかわうちキャンプ場

　美山公園を市民が集い一日
を過ごす場、生業を生む場、
次の世代を育成する場にして
いくため、心地よさを感じるシ
ンボルとして糸魚川杉でツリーテラスを製作しました。
順次拡張し、目標に向かって活動していきます。

①美山ツリーテラス設置
10/16　美山公園学習広場

　㈱森林再生システムから糸魚川地域の森林資源の現
状とこのままでは森林資源を活用できなくなること、これか
らのあり方について学びました。44名参加。

などについて情報交換した
ほか、糸魚川市の企業支援
室から各種補助制度等につ
いて説明を受けました。複
雑化、専門化する経営支援
に対応するため情報交換と
資質向上に努めています。

　市内の商工会議所、商工会では、管内の事業者の経営
支援力の向上を目的に経営指導員、事務局長による情報
交換会を定期的に開催しています。糸魚川経改（けいかい）
研究会の名称で、市町合併前から40年以上に亘り続いて
います。
　９月29日には、本年度第2回目の研究会が糸魚川商工
会議所で開催され、管内の近況や各種補助金の取扱状況

　新潟県が新型コロナ感染症防止対策をする飲食店を認
証する「にいがた安心なお店応援プロジェクト」の第２次
申請受付が開始されました。
　受付期間は11月９日（火）から令和４年１月31日（月）ま
で。新潟県のホームページから要綱、申請書をダウンロー
ドして郵送またはメール、FAXで申請してください。申請
後、現地確認調査が実施され登録となります。
　忘年会、新年会シーズンに向けて積極的にご参加くだ
さい。詳しくは、新潟県HP（「にいがた安全なお店応援プ
ロジェクト」で検索）または、当所まで。

経営支援力の向上に にいがた安心なお店
応援プロジェクト

第２次申請受付が始
まりました

②３M公開セミナー
10/22　糸魚川商工会議所

　糸魚川杉の重ね梁を開発しています。長野県林業総
合センターにて、100本の強度試験を実施しました。良い
結果を得られ、実用化へ大きな前進となりました。

③重ね梁研究開発
10/25～29

～糸魚川地域林業の今後を考える～

事業
報告

キャリアフェスティバルでなりわいデータベース、
いとしごとを使い市内中学生に会員企業を紹介

生産性向上研究会
生産性向上モデル研究事業を開始

市内の経営指導員が研鑽

初級会場 達人級会場
■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

（能生）の監修で「ベニズワイガ
ニの上手な食べ方」を紹介する
動画を作成しました。YouTube
で見ることができます。

　このたび、塩の道バスツアー「長野の海　糸魚川海鮮満喫
の旅」の実施に合わせ、（一社）糸魚川市観光協会、漁盛丸

https://www.youtube.com/watch?v
=q67oJ3CvKdw&t=40s
右記のＱＲコードでも見ることができます。

※DVDディスクで活用したい会員の方は当所または糸魚川市
　観光協会にご連絡ください。

『ベニズワイガニの上手な食べ方』
動画を活用ください！

　11月10日、糸魚川・大町・松本・塩尻の４商工会議所による「第47回塩の
道経済懇談会」が開催されました。昨年に引き続き新型コロナウイルス感
染症の感染拡大防止のため、各所正副会頭、事務局を中心に参加者限定の
中で行われました。
　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、今回は当
市を会場に開催され、総勢44名が参加ました。
　当日はフォッサマグナミュージアムで視察研修を行い、ホールで竹之内
耕館長の説明の後、館内を自由見学しました。
　その後ホテル国富アネックスを会場に懇談会が行われ、松本糸魚川連絡
道路の早期建設に向けてさらに連携を強化していくことを確認し、その後
参加者により懇親会を行いました。
　来年度は松本市を会場に開催される予定です。

松本糸魚川連絡道路の早期建設に向けて連携強化

　10月23日（土）、歴史ある塩の道のつながりを生かして、長野県中信地域と
糸魚川の観光振興を図ろうと塩尻市、松本市、大町市の市民を対象とした
「長野の海　糸魚川海鮮満喫の旅」を実施しました。
　このバスツアーは新潟県の「消費喚起・需要拡大プロジェクト」応援事業
補助金を活用し、主に大きな宴会場をもつ飲食店に長野県の３地域から当
市の特産品であるベニズワイガニをメインにした食事や、当市の五蔵の地酒
を楽しんでもらおうと実施したものです。
　この日のバスツアーには85名が参加し、各店の料理を堪能しました。
　12月には糸魚川の冬の特産であるあんこうをメインとした日帰りバスツアー
も計画しており、30人定員のところ定員を大きく超えて申し込みを受け付け
ている状況で、大変好評となっており、現在増便も検討をしています。
　冬季間の観光誘客の目玉でもあるあんこうフェアやあんこう祭りへの呼
び水としてあんこうをアピールし、今後の誘客に結び付けていく予定です。

バスツアー開催

塩の道のつながりから
ベニズワイガニを楽しむ

糸魚川で開催

第47回
塩の道経済懇談会を

塩の道経済懇談会広域観光連携事業

膳処 くろひめ

割烹 魚がし
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　11月14日（日）に、第13回糸魚川ジオパーク検定を糸魚川・
能生・青海の３会場にて開催しました。初級40名、上級８名、
達人級５名の計53名に申込みをいただきました。昨年同様、
感染症対策をしっかりおこない、糸魚川ジオパークに関心の
ある市内の方々から受験していただきました。
　今後とも、糸魚川ジオパークを学ぶ機会として活用いただ
けるよう、検定事業に取り組んでまいります。
　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。

糸魚川ジオパーク検定13第 回 感染防止対策
をして開催

緑でつなぐ未来創造会議（略称：３M） 美山プロジェクト 

糸魚川産業創造プラットフォーム https://itoigawa-platform.jp

糸魚川産業創造プラットフォームでは、糸魚川市の企業や地域の価値創造を通して、地域の魅力
を高め、市内経済力の向上と市内外からの雇用促進につなげるため、精力的に活動しています。
活動の一部をご報告します。

　小学生親子を対象に森の大
切さと仕組み、そして私たちの
生活への影響を楽しみながら
学びました。7組14名参加。

①森の教室 in はやかわ
10/10　ゆのかわうちキャンプ場

　美山公園を市民が集い一日
を過ごす場、生業を生む場、
次の世代を育成する場にして
いくため、心地よさを感じるシ
ンボルとして糸魚川杉でツリーテラスを製作しました。
順次拡張し、目標に向かって活動していきます。

①美山ツリーテラス設置
10/16　美山公園学習広場

　㈱森林再生システムから糸魚川地域の森林資源の現
状とこのままでは森林資源を活用できなくなること、これか
らのあり方について学びました。44名参加。

などについて情報交換した
ほか、糸魚川市の企業支援
室から各種補助制度等につ
いて説明を受けました。複
雑化、専門化する経営支援
に対応するため情報交換と
資質向上に努めています。

　市内の商工会議所、商工会では、管内の事業者の経営
支援力の向上を目的に経営指導員、事務局長による情報
交換会を定期的に開催しています。糸魚川経改（けいかい）
研究会の名称で、市町合併前から40年以上に亘り続いて
います。
　９月29日には、本年度第2回目の研究会が糸魚川商工
会議所で開催され、管内の近況や各種補助金の取扱状況

　新潟県が新型コロナ感染症防止対策をする飲食店を認
証する「にいがた安心なお店応援プロジェクト」の第２次
申請受付が開始されました。
　受付期間は11月９日（火）から令和４年１月31日（月）ま
で。新潟県のホームページから要綱、申請書をダウンロー
ドして郵送またはメール、FAXで申請してください。申請
後、現地確認調査が実施され登録となります。
　忘年会、新年会シーズンに向けて積極的にご参加くだ
さい。詳しくは、新潟県HP（「にいがた安全なお店応援プ
ロジェクト」で検索）または、当所まで。

経営支援力の向上に にいがた安心なお店
応援プロジェクト

第２次申請受付が始
まりました

②３M公開セミナー
10/22　糸魚川商工会議所

　糸魚川杉の重ね梁を開発しています。長野県林業総
合センターにて、100本の強度試験を実施しました。良い
結果を得られ、実用化へ大きな前進となりました。

③重ね梁研究開発
10/25～29

～糸魚川地域林業の今後を考える～

事業
報告

キャリアフェスティバルでなりわいデータベース、
いとしごとを使い市内中学生に会員企業を紹介

生産性向上研究会
生産性向上モデル研究事業を開始

市内の経営指導員が研鑽

初級会場 達人級会場
■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

（能生）の監修で「ベニズワイガ
ニの上手な食べ方」を紹介する
動画を作成しました。YouTube
で見ることができます。

　このたび、塩の道バスツアー「長野の海　糸魚川海鮮満喫
の旅」の実施に合わせ、（一社）糸魚川市観光協会、漁盛丸

https://www.youtube.com/watch?v
=q67oJ3CvKdw&t=40s
右記のＱＲコードでも見ることができます。

※DVDディスクで活用したい会員の方は当所または糸魚川市
　観光協会にご連絡ください。

『ベニズワイガニの上手な食べ方』
動画を活用ください！

　11月10日、糸魚川・大町・松本・塩尻の４商工会議所による「第47回塩の
道経済懇談会」が開催されました。昨年に引き続き新型コロナウイルス感
染症の感染拡大防止のため、各所正副会頭、事務局を中心に参加者限定の
中で行われました。
　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、今回は当
市を会場に開催され、総勢44名が参加ました。
　当日はフォッサマグナミュージアムで視察研修を行い、ホールで竹之内
耕館長の説明の後、館内を自由見学しました。
　その後ホテル国富アネックスを会場に懇談会が行われ、松本糸魚川連絡
道路の早期建設に向けてさらに連携を強化していくことを確認し、その後
参加者により懇親会を行いました。
　来年度は松本市を会場に開催される予定です。

松本糸魚川連絡道路の早期建設に向けて連携強化

　10月23日（土）、歴史ある塩の道のつながりを生かして、長野県中信地域と
糸魚川の観光振興を図ろうと塩尻市、松本市、大町市の市民を対象とした
「長野の海　糸魚川海鮮満喫の旅」を実施しました。
　このバスツアーは新潟県の「消費喚起・需要拡大プロジェクト」応援事業
補助金を活用し、主に大きな宴会場をもつ飲食店に長野県の３地域から当
市の特産品であるベニズワイガニをメインにした食事や、当市の五蔵の地酒
を楽しんでもらおうと実施したものです。
　この日のバスツアーには85名が参加し、各店の料理を堪能しました。
　12月には糸魚川の冬の特産であるあんこうをメインとした日帰りバスツアー
も計画しており、30人定員のところ定員を大きく超えて申し込みを受け付け
ている状況で、大変好評となっており、現在増便も検討をしています。
　冬季間の観光誘客の目玉でもあるあんこうフェアやあんこう祭りへの呼
び水としてあんこうをアピールし、今後の誘客に結び付けていく予定です。

バスツアー開催

塩の道のつながりから
ベニズワイガニを楽しむ

糸魚川で開催

第47回
塩の道経済懇談会を

塩の道経済懇談会広域観光連携事業

膳処 くろひめ

割烹 魚がし
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トレンド通信
れまでのお客さんに加えて「飲まない人」に対するメニューやサー
ビスの充実を迫られるでしょう。ノンアル、ローアル飲料も味が良くなっ
たことで、お酒の代用品という扱いから、一つの商品としてのジャン
ルへと変わるでしょう。「酒場」の在り方も、アルコールを摂取すると
いう目的は薄らぎ、よりコミュニケーションやグルメを追求する場へと
変貌しそうです。
　また「飲み」のシーン自体も広がりを見せるでしょう。車の運転前も
そうですが、スポーツの前や最中、やや背徳感（はいとくかん）があっ
た休日の「朝飲み」「昼飲み」などが、癒やしの状況として注目され
そうです。また、社員食堂や学食といったこれまでアルコールがそぐ
わない場所でも状況によっては許されるようになるかもしれません。
　一方で、これまでは「酔った勢い」ということで社会が許容してい
たことが許されなくなります。飲み会では、飲まない人が混在してい
ても楽しめるルールとマナーが形成されそうです。ノンアル、ローアル
飲料の選択肢が普通になれば、飲み会嫌いの職場の若者も参加
してくれるようになるかもしれません。

　コロナ禍の緊急事態宣言によって全国の広いエリアの飲食店で、
酒類の提供自粛が求められたことから、酒類の代替えとしてノンア
ルコール飲料が売れました。宣言は解除になりましたが、ノンアルコー
ルとローアルコール飲料の定着と拡大はこの先も続きそうです。
　アサヒビールが発売したアルコール０.５％の「ビアリー」は今年３月
に地域限定で販売された後、６月から全国の主要コンビニエンスス
トアやスーパーで売られるようになり、新しいジャンルをつくったヒット
商品となりました。従来のノンアルコールビールは、その製造過程に
アルコールが介在しませんが、これは通常のビールと同じように酵母
で麦芽を発酵させた後、アルコール分を除去しているそうです。
　実は、こうしたノンアル、ローアル飲料のヒットは米国では先駆け
て起きています。ハイネケンやバドワイザーのブランドで知られるビー
ル会社アンハイザー・ブッシュ・インベブがノンアル、ローアル飲料を
発売し、売り上げを大きく伸ばしています。消費者の健康志向の高
まりや、そもそも酔うこと自体が格好悪いとされる価値観が広まって
いることなどが背景にあります。
　これまでノンアルやローアル飲料は、車の運転やアレルギーの対
策など、本当は飲みたいのに飲めなくて仕方なく選ぶものでした。し
かし製法の進化で各段に味が良くなったことで、積極的に選んでも
おかしくない選択肢に変わったことも大きな要因です。
　私も自宅でのオンライン飲み会など、時間制限のない会ではノン
アルやローアル飲料を選ぶことが多いです。引き続き仕事もできるし、
翌日のコンディションも悪くならないからです。
　さて、ノンアル、ローアル飲料のニーズが定着すると、世の中の消
費スタイルはどのような変化が起きるのでしょうか。まず飲食店はこ

ノンアル、ローアル飲料がもたらす変化

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

　私たちの暮らしは新型コロナウイルスの影響で大きく様
変わりしました。マスクをすることが当たり前になり、対面
での会議ではなく、ＷＥＢを利用する機会も多くなりまし
た。いろいろと不便なことが増えましたが、新たな発見や
気づきもあります。
　私は（一社）糸魚川青年会議所（以下、糸魚川ＪＣ）に
2007年に入会してから15年が経ち、本年度で卒業となり
ます。これまでに多くの経験をさせていただき、たくさんの
方と出会うことができました。この経験と出会いは、私の
一生の宝物だと思っております。
　糸魚川は豊かな自然に囲まれ、四季折々の農産物や海
産物も豊富で、古くより伝わる伝統・文化もある多くの魅
力を持った地域です。このような多くの魅力に気づいたの
も糸魚川ＪＣで活動できたからだと思います。しかし普段
当たり前のように糸魚川で暮らしていると、その魅力を見
失ってしまうことがあります。この卒業のタイミングであら
ためて糸魚川の魅力について振り返り、この地域で住み暮
らせることに感謝し、今後はできることから少しずつ恩返
しをしていければなと考えております。持続可能な糸魚川
実現のために行動してまいります。

図
の

意
私 Vol.360

～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。

2021年度
副理事長兼経営開発室室長

バウテック㈲

一般社団法人糸魚川青年会議所

猪又 高貴

変わりゆく時代と多くの経験

　病気による死亡や入院を補償する生命傷害共済や就労
中・私生活での急激な事故を補償する傷害共済は、相互
扶助（助け合い）の精神に基づいています。

担当 総務課　塚田

限定
会員

「安心」と「ゆとり」をお約束生命共済

　このように、補償内容に比べて割安な掛金でご加入頂
けます。是非ご加入ください。

病気で死亡された場合…200万円
傷害で事故日から180日以内に死亡された場合…300万
傷害・災害により1週間以上医師の治療を受けた場合
…入院1日につき2,400円　通院1日につき1,200円

●
●
●

例）生命傷害共済　１か月1,600円の掛金（一部紹介）

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

　人と人のつながりを大切に、
わいわい楽しむ場を提供して
います。
　糸魚川商工会議所の1階で
『わいわいマーケット』を運営
し、野菜・干物・弁当などを販売
しています。
　また、移動式ビアスタンド
『Backyard Camping』では
他の飲食店とコラボしたおつま
みの販売やイベントに出店した
りしています。
　扱う品物がどんどん増えてい
るので、ぜひお立ち寄りください。

令和２年11月17日入会
TEL.025-552-0211

代表　村上 一弥 さん

糸魚川市寺町２-８-16
（糸魚川商工会議所内）

ビーリフト合同会社
（わいわいマーケット）

地域経済ミニ情報い と い が わ
前年BA
同月

A
B・傾向項　目 2020年

1月～12月 2020年６月2021年６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

210,348

17,371

－

0

41,704

（9）

0

88,539

9

203,490

260,965

1.55

310,871

607

391

1

10,000

0

46,100

0

69,897

4

217,771

17,271

－

0

40,845

（8）

0

115,790

10

180,215

226,215

1.90

326,370

792

416

0

0

2,500

8,500

1

71,060

2

－

－

－

2

－

（65）

3

1,038,654

73

3,256,841

3,133,797

－

5,092,784

7,920

5,049

2

22,300

64,900

150,300

11

－

28

103.5

99.4

－

－

97.9

88.9

－

130.8

111.1

88.6

86.7

0.35

105.0

130.5

106.4

0.0

0.0

－

18.4

－

101.7

50.0

※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　　

鋼材等の仕入単価の上昇が続く中、最近はサプライチェー
ンの混乱により、入手困難な部材も出てきており、対応
に苦慮している（特殊産業用機械製造業）
最低賃金の引上げにより、人件費等のコスト負担が増加
しているが、売上は依然として低迷が続いており、業況
は悪化している（商店街）
全国的な緊急事態宣言等の解除に伴い、予約は入り始
めたものの、コロナ禍前の水準には程遠い。需要喚起策
の実施による本格的な回復を期待している（宿泊業）

▶

▶

▶
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R３年10月の概要
全国産業別業況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 金 子  昌 信
経 営 指 導 員 山 邉  暁 孝

所 在 地
電 　 話
営業時間
定 休 日

有限会社 健康の館
代表取締役 五十嵐 哲夫 さん

都会で普通に食されているオーガニッ
クや自然に近いものが並び、製造方
法のみならず、原料の栽培方法にま
で目を配った商品を厳選しています。
　活性酸素が身体に悪影響を及ぼす
と一般的に認識される数十年も前か
ら警鐘を鳴らし、お客様の健康に向
け取り組んでいた健康の館は、操体
法（自力の整体法）なども取り入れな
がら総合的にお客様の健康維持をサ
ポートしています。
　「健康や病気は他人が代わってや
ることができません。健康は自分で
正しい事をコツコツやるしかないの
です。」と最後に言われた言葉は、
長年の経験と深い知識に裏打ちされ
た、健康に対する強い使命感を感じ
ました。

　創業36年を迎えた㈲健康の館に
訪問しました。
　医食同源・東洋医学思想・食養学を
ベースにお客様の健康をサポートし
ている健康の館。「自力の健康法」
をコンセプトに食事指導や栄養補助
食品、サプリメントによる健康サポー
トをしています。
　予防・未病にむけて、生活習慣や
食事の中身を正していくことが重要
と考え、そのために時間をかけてお
客様からヒアリングを行います。ヒア
リングを通して表れる幼少期から現
在まで積み重ねた食歴や生活習慣の
問題点を探り、まずお客様自身がそ
の問題点を認識し、そこから自分自
身で正しいサイクルに戻していくこと
が健康回帰への近道と考え、アドバ
イスを行っています。
　それでも全てを自力で改善させる
ことは難しいため、長年の実績、知識
から選び抜いた栄養補助食品やサプ
リメントを提案しています。
　店頭に並んでいる商品は、海外や

（左）五十嵐さん　（右）金子さん

糸魚川市中央２-３-20
025-552-8791　
10:00～18:00
日曜日

　電子帳簿保存法が改正され、帳簿書類等を電
子的に保存する際の手続きについて、抜本的見直
しがなされました。

②【スキャナ保存】受領・作成した紙の書類を
読み取り、画像データで保存する。

③【電子取引】メールなどで電子的に授受した
取引情報をデータで保存する。

①【電子帳簿等保存】会計ソフトなどで電子的
に作成した帳簿や書類をデータのまま保存する。

電子帳簿の保存要件やそれぞれの区分の改正
内容など、詳細は「国税庁ホームページ」でご
確認ください。

※

記帳専任職員 佐藤 加代子

電子帳簿保存法改正
令和４年１月１日に施行されます

電子帳簿保存法上の区分

⑴
⑵
⑶

事前承認制度の廃止
過少申告加算税の軽減措置の新設
電子帳簿保存の範囲の拡充

電子帳簿等保存（区分①）の改正事項

⑴
⑵
⑶
⑷

事前承認制度の廃止
タイムスタンプ要件、検索要件等の緩和
適正事務処理要件の廃止
スキャナ保存された電磁的記録の関連した不
正があった場合の重加算税の加重措置の整備

スキャナ保存（区分②）の改正事項

⑴
⑵
タイムスタンプ要件、検索要件等の緩和
適正な保存を担保する措置としての見直し

電子取引（区分③）の改正事項

中小企業相談所コーナー

6 7令和３年11月号 令和３年11月号



トレンド通信
れまでのお客さんに加えて「飲まない人」に対するメニューやサー
ビスの充実を迫られるでしょう。ノンアル、ローアル飲料も味が良くなっ
たことで、お酒の代用品という扱いから、一つの商品としてのジャン
ルへと変わるでしょう。「酒場」の在り方も、アルコールを摂取すると
いう目的は薄らぎ、よりコミュニケーションやグルメを追求する場へと
変貌しそうです。
　また「飲み」のシーン自体も広がりを見せるでしょう。車の運転前も
そうですが、スポーツの前や最中、やや背徳感（はいとくかん）があっ
た休日の「朝飲み」「昼飲み」などが、癒やしの状況として注目され
そうです。また、社員食堂や学食といったこれまでアルコールがそぐ
わない場所でも状況によっては許されるようになるかもしれません。
　一方で、これまでは「酔った勢い」ということで社会が許容してい
たことが許されなくなります。飲み会では、飲まない人が混在してい
ても楽しめるルールとマナーが形成されそうです。ノンアル、ローアル
飲料の選択肢が普通になれば、飲み会嫌いの職場の若者も参加
してくれるようになるかもしれません。

　コロナ禍の緊急事態宣言によって全国の広いエリアの飲食店で、
酒類の提供自粛が求められたことから、酒類の代替えとしてノンア
ルコール飲料が売れました。宣言は解除になりましたが、ノンアルコー
ルとローアルコール飲料の定着と拡大はこの先も続きそうです。
　アサヒビールが発売したアルコール０.５％の「ビアリー」は今年３月
に地域限定で販売された後、６月から全国の主要コンビニエンスス
トアやスーパーで売られるようになり、新しいジャンルをつくったヒット
商品となりました。従来のノンアルコールビールは、その製造過程に
アルコールが介在しませんが、これは通常のビールと同じように酵母
で麦芽を発酵させた後、アルコール分を除去しているそうです。
　実は、こうしたノンアル、ローアル飲料のヒットは米国では先駆け
て起きています。ハイネケンやバドワイザーのブランドで知られるビー
ル会社アンハイザー・ブッシュ・インベブがノンアル、ローアル飲料を
発売し、売り上げを大きく伸ばしています。消費者の健康志向の高
まりや、そもそも酔うこと自体が格好悪いとされる価値観が広まって
いることなどが背景にあります。
　これまでノンアルやローアル飲料は、車の運転やアレルギーの対
策など、本当は飲みたいのに飲めなくて仕方なく選ぶものでした。し
かし製法の進化で各段に味が良くなったことで、積極的に選んでも
おかしくない選択肢に変わったことも大きな要因です。
　私も自宅でのオンライン飲み会など、時間制限のない会ではノン
アルやローアル飲料を選ぶことが多いです。引き続き仕事もできるし、
翌日のコンディションも悪くならないからです。
　さて、ノンアル、ローアル飲料のニーズが定着すると、世の中の消
費スタイルはどのような変化が起きるのでしょうか。まず飲食店はこ

ノンアル、ローアル飲料がもたらす変化

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

　私たちの暮らしは新型コロナウイルスの影響で大きく様
変わりしました。マスクをすることが当たり前になり、対面
での会議ではなく、ＷＥＢを利用する機会も多くなりまし
た。いろいろと不便なことが増えましたが、新たな発見や
気づきもあります。
　私は（一社）糸魚川青年会議所（以下、糸魚川ＪＣ）に
2007年に入会してから15年が経ち、本年度で卒業となり
ます。これまでに多くの経験をさせていただき、たくさんの
方と出会うことができました。この経験と出会いは、私の
一生の宝物だと思っております。
　糸魚川は豊かな自然に囲まれ、四季折々の農産物や海
産物も豊富で、古くより伝わる伝統・文化もある多くの魅
力を持った地域です。このような多くの魅力に気づいたの
も糸魚川ＪＣで活動できたからだと思います。しかし普段
当たり前のように糸魚川で暮らしていると、その魅力を見
失ってしまうことがあります。この卒業のタイミングであら
ためて糸魚川の魅力について振り返り、この地域で住み暮
らせることに感謝し、今後はできることから少しずつ恩返
しをしていければなと考えております。持続可能な糸魚川
実現のために行動してまいります。

図
の

意
私 Vol.360

～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。

2021年度
副理事長兼経営開発室室長

バウテック㈲

一般社団法人糸魚川青年会議所

猪又 高貴

変わりゆく時代と多くの経験

　病気による死亡や入院を補償する生命傷害共済や就労
中・私生活での急激な事故を補償する傷害共済は、相互
扶助（助け合い）の精神に基づいています。

担当 総務課　塚田

限定
会員

「安心」と「ゆとり」をお約束生命共済

　このように、補償内容に比べて割安な掛金でご加入頂
けます。是非ご加入ください。

病気で死亡された場合…200万円
傷害で事故日から180日以内に死亡された場合…300万
傷害・災害により1週間以上医師の治療を受けた場合
…入院1日につき2,400円　通院1日につき1,200円

●
●
●

例）生命傷害共済　１か月1,600円の掛金（一部紹介）

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

　人と人のつながりを大切に、
わいわい楽しむ場を提供して
います。
　糸魚川商工会議所の1階で
『わいわいマーケット』を運営
し、野菜・干物・弁当などを販売
しています。
　また、移動式ビアスタンド
『Backyard Camping』では
他の飲食店とコラボしたおつま
みの販売やイベントに出店した
りしています。
　扱う品物がどんどん増えてい
るので、ぜひお立ち寄りください。

令和２年11月17日入会
TEL.025-552-0211

代表　村上 一弥 さん

糸魚川市寺町２-８-16
（糸魚川商工会議所内）

ビーリフト合同会社
（わいわいマーケット）

地域経済ミニ情報い と い が わ
前年BA
同月

A
B・傾向項　目 2020年

1月～12月 2020年６月2021年６月
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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

210,348

17,371

－

0

41,704

（9）

0

88,539

9

203,490

260,965

1.55

310,871

607

391

1

10,000

0

46,100

0

69,897

4

217,771

17,271

－

0

40,845

（8）

0

115,790

10

180,215

226,215

1.90

326,370

792

416

0

0

2,500

8,500

1

71,060

2

－

－

－

2

－

（65）

3

1,038,654

73

3,256,841

3,133,797

－

5,092,784

7,920

5,049

2

22,300

64,900

150,300

11

－

28

103.5

99.4

－

－

97.9

88.9

－

130.8

111.1

88.6

86.7

0.35

105.0

130.5

106.4

0.0

0.0

－

18.4

－

101.7

50.0

※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　　

鋼材等の仕入単価の上昇が続く中、最近はサプライチェー
ンの混乱により、入手困難な部材も出てきており、対応
に苦慮している（特殊産業用機械製造業）
最低賃金の引上げにより、人件費等のコスト負担が増加
しているが、売上は依然として低迷が続いており、業況
は悪化している（商店街）
全国的な緊急事態宣言等の解除に伴い、予約は入り始
めたものの、コロナ禍前の水準には程遠い。需要喚起策
の実施による本格的な回復を期待している（宿泊業）

▶

▶

▶
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R３年10月の概要
全国産業別業況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 金 子  昌 信
経 営 指 導 員 山 邉  暁 孝

所 在 地
電 　 話
営業時間
定 休 日

有限会社 健康の館
代表取締役 五十嵐 哲夫 さん

都会で普通に食されているオーガニッ
クや自然に近いものが並び、製造方
法のみならず、原料の栽培方法にま
で目を配った商品を厳選しています。
　活性酸素が身体に悪影響を及ぼす
と一般的に認識される数十年も前か
ら警鐘を鳴らし、お客様の健康に向
け取り組んでいた健康の館は、操体
法（自力の整体法）なども取り入れな
がら総合的にお客様の健康維持をサ
ポートしています。
　「健康や病気は他人が代わってや
ることができません。健康は自分で
正しい事をコツコツやるしかないの
です。」と最後に言われた言葉は、
長年の経験と深い知識に裏打ちされ
た、健康に対する強い使命感を感じ
ました。

　創業36年を迎えた㈲健康の館に
訪問しました。
　医食同源・東洋医学思想・食養学を
ベースにお客様の健康をサポートし
ている健康の館。「自力の健康法」
をコンセプトに食事指導や栄養補助
食品、サプリメントによる健康サポー
トをしています。
　予防・未病にむけて、生活習慣や
食事の中身を正していくことが重要
と考え、そのために時間をかけてお
客様からヒアリングを行います。ヒア
リングを通して表れる幼少期から現
在まで積み重ねた食歴や生活習慣の
問題点を探り、まずお客様自身がそ
の問題点を認識し、そこから自分自
身で正しいサイクルに戻していくこと
が健康回帰への近道と考え、アドバ
イスを行っています。
　それでも全てを自力で改善させる
ことは難しいため、長年の実績、知識
から選び抜いた栄養補助食品やサプ
リメントを提案しています。
　店頭に並んでいる商品は、海外や

（左）五十嵐さん　（右）金子さん

糸魚川市中央２-３-20
025-552-8791　
10:00～18:00
日曜日

　電子帳簿保存法が改正され、帳簿書類等を電
子的に保存する際の手続きについて、抜本的見直
しがなされました。

②【スキャナ保存】受領・作成した紙の書類を
読み取り、画像データで保存する。

③【電子取引】メールなどで電子的に授受した
取引情報をデータで保存する。

①【電子帳簿等保存】会計ソフトなどで電子的
に作成した帳簿や書類をデータのまま保存する。

電子帳簿の保存要件やそれぞれの区分の改正
内容など、詳細は「国税庁ホームページ」でご
確認ください。

※

記帳専任職員 佐藤 加代子

電子帳簿保存法改正
令和４年１月１日に施行されます

電子帳簿保存法上の区分

⑴
⑵
⑶

事前承認制度の廃止
過少申告加算税の軽減措置の新設
電子帳簿保存の範囲の拡充

電子帳簿等保存（区分①）の改正事項

⑴
⑵
⑶
⑷

事前承認制度の廃止
タイムスタンプ要件、検索要件等の緩和
適正事務処理要件の廃止
スキャナ保存された電磁的記録の関連した不
正があった場合の重加算税の加重措置の整備

スキャナ保存（区分②）の改正事項

⑴
⑵
タイムスタンプ要件、検索要件等の緩和
適正な保存を担保する措置としての見直し

電子取引（区分③）の改正事項

中小企業相談所コーナー
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11

　今冬は雪が多いという情報があります。
年はじめのようなドカ雪だけは勘弁して
ほしいところですが、空模様だけは空に
いる神様次第。我々の願いだけではどう
にもなりません。雪国に住むものとして
は日常生活に支障のない程度の雪なら我
慢もできるのですが…。

　そして、コロナ・コロナで明け暮れた１年。ワクチンの効果か、人々
の努力の成果か、最近感染者も激減し市内の人流も回復していると
の情報もあります。年はじめのドカ雪とコロナの一年間。これ以上
地域経済がダメージを受けないように願いたいものです。田

PF情報発信委員会、正副会頭会議
糸魚川マルシェ、PF美山プロジェクトツリーテラス制作
アクサ生命進発式、フードメッセinにいがた出展者説明会
（オンライン）
経営指導員資格認定試験対策講座、PF美山プロジェクト委員会
水曜会例会、経営指導員等研修会（オンライン）
塩の道バスツアー糸魚川五醸勉強会、糸魚川警察署協議会、
キャリアフェスティバルいといがわ2021（ブース設営）、
「NIIGATA越品」プロジェクト2021セミナー
キャリアフェスティバルいといがわ2021
PF美山プロジェクトツリーテラス制作、知っ得ゼミ「目指せ
美肌！10分間のエステ体験」
PF緑でつなぐ未来創造会議「森の教室inはやかわ」、知っ
得ゼミ「メナードの美肌レッスンでお肌をアップデート」
PF緑でつなぐ未来創造会議打合せ、知っ得ゼミ「少しの時
間お花にふれてみませんか？」
３級簿記講座開講（～11/18まで）
常議員会、10月臨時議員総会、塩の道広域観光連携担当者
会議（オンライン）、知っ得ゼミ「目指せ美肌！10分間のエ
ステ体験」
上越ものづくり支援連絡会議、下越８商工会議所経営指導
員研修会先進地視察研修受入、個店の魅力アップ女性の会
市長と意見交換会、会員ゴルフ大会実行委員会、知っ得ゼミ
「身体と心を癒やすフラ」、３級簿記講座
PF情報発信委員会、知っ得ゼミ「プチケースを作りましょう」、
駅北まちづくり糸魚川市都市政策課ヒアリング、正副会頭会議
PF美山プロジェクトツリーテラス設置
秋季要望活動（上越地域）、フードメッセ2021出展者会議、
県連知事要望、PF緑でつなぐ未来創造会議
委託団体内部監査、神話で結ぶご縁の会役員会、３級簿記
講座
専門相談、PF三団体向けコンサルティング養成講座、知っ
得ゼミ「お寿司の握り方体験講座」、PF経営基礎簡易講座、
広報委員会
PF養成講座、PFマッチング検討会、３級簿記講座
知っ得ゼミ「プチケースを作りましょう」、北陸信越ブロック
商工会議所中小企業相談所長会議（オンライン）
塩の道バスツアー
珠算等検定、知っ得ゼミ「メナードの美肌レッスンでお肌を
アップデート」
PF緑でつなぐ未来創造会議（重ね梁・合せ梁強度等検査）、
知っ得ゼミ「御朱印帳づくり」、市長へ正副会頭新任挨拶、
知っ得ゼミ「身体と心を癒やすフラ」、新潟県弁護士会会長
訪問、PF運営委員会 
県内商工会議所補助員等研修会、PF生産性向上研究会、神
話で結ぶご縁の会総務部会、３級簿記講座
県内商工会議所中小企業相談所運営連絡会議（オンライン）、
知っ得ゼミ「お寿司の握り方体験講座」
事業計画策定セミナー、３級簿記講座
秋季要望活動（新潟市）、糸魚川市人権教育・啓発推進計画
策定委員会 
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月の予定12
専門相談窓口 毎週第３水曜日　12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 12月２日（木）、15日（水）、28日（火）

次回「商工糸魚川」発行日は１月25日です。

※PF：糸魚川産業創造プラットフォーム

　10月１日「しょうゆの
日」に日本醤油協会主
催（後援：農林水産省）
の全国醤油品評会でマ
ルエス斉藤醤油味噌
醸造店の純正本醸造
「宝生（ほうしょう）」醤
油が上越地区では初と
なる「優秀賞」を受賞
しました。
　今年度の総出品数は
全国（沖縄除く）より268点。１次審査で50点に絞られ、２次
審査で大賞等の受賞醤油が決定されます。審査員は全国より
学識経験者36名が任命され、大変レベルの高い厳しい審査が
行われます。
　「これまでに何度も挑戦して悔しい思いをしてきたが、こ
の度の入賞は長年の夢が叶い感無量の喜びです」と代表者
の斉藤巍（たかし）さん。「味の好みは人それぞれ、受賞し
た醤油だからと言って全ての人が美味しいと思うわけでは
ないので、自分好みの醤油を見つけてほしい」と思いを話し
て下さいました。
　受賞した宝生醤油は、学校給食用に防腐剤や化学調味料
を使用しない醤油を作ってほしいとの要望から生まれたも
ので、子どもたちに安心安全な食の提供を行っています。
（※令和２年度はコロナの影響で中止）

マルエス斉藤醤油味噌醸造店
第48回全国醤油品評会にて「優秀賞」受賞

　糸魚川商工会議所新年賀詞交換会を下記の日時で開催し
ます。
　前回に引き続き、新型コロナウイルス感染防止を図るため、
参加者数を制限すると共に、飲酒・飲食を行わない式典のみ
で行います。
　なお、新型コロナウイルスの感染状況によっては、やむを
得ず中止する場合があります。ご了承ください。
　詳しくは、10月中旬に発送した開催案内をご覧ください。

新年賀詞交換会開催のご案内

　平成29年度以降に入会された会員事業所
を対象に「新入会員交流会」を開催します。
　新型コロナウイルス感染予防対策を講じて開催しますので、
異業種交流・情報交換の場として是非ご参加ください。
　対象となる会員事業所の皆様には、11月中旬にお送りし
た開催案内をご確認ください。

【日　時】令和３年12月21日（火） 午後５時30分～
【会　場】割烹　倉また
【参加費】1,000円
【お問合せ】糸魚川商工会議所
　　　　  （担当：内山　TEL：025-552-1225）

【日　時】令和４年１月６日（木）
　　　　開会：午後５時30分／終了：午後６時30分（予定）
【会　場】ヒスイ王国館
【会　費】無料
【内　容】

新入会員交流会を開催します！
豪華景品
が当たる

アトラクション
があるよ
（‾▽‾）

会員企業の参加者は、１企業１名とさせていただ
きます。（県内在住者のみ）
ご来賓は、若干名に制限してご案内しています。
式典のみの形式で行いますので、飲食物の提供
は行いません。
参加者におかれましては、マスクの着用、手指の
消毒、検温にご協力をお願いします。
散会後は、会員の飲食店を是非ご利用ください。
当日、受付で優待券を配布します。

①

②
③

④

⑤
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いといがわ

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
154

小蓮華山と雪倉岳の紅葉
　今年開設50周年を迎えた栂海新道は、海抜０m地点か
ら標高3,000mの北アルプスへと繋がる夢の登山道。
　その一端となる雪倉岳と新潟県最高峰・小蓮華山周辺
を望む紅葉風景です。
　亡き小野健氏を偲びながら、全国に名を馳せたこの道
の更なる繁栄を願わずにはいられません。

糸魚川商工会議所HP

《写真撮影：赤野広報委員》
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