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真夏の祭典『新潟まつり』へ始動
～今年も３日間花火打ち上げ～
８月７～９日に開催される新潟まつりの第１回全体会議が４月 28 日、警察署をはじめ、国・県・市などの関係機関、
交通機関、まつり実行委員会各部の担当者等 80 名が出席して開催されました。新潟まつり実行委員長の福田勝之会頭は、
開会にあたり、「今年も盛り沢山の行事でまつりを大いに盛り上げたいと思います。昨年以上に、多くの方々が街に繰り
出し、新潟まつりを存分に楽しんでいただけるよう、皆様からのご支援・ご協力をよろしくお願い申しあげます」と挨拶。
続いて、各部から実施に向けた計画・方針について報告がありました。主な報告内容は以下のとおりです。
・昨年同様、花火は、８月７・８・９日まつり期間３夜連
続して打ち上げる。荒天等の場合、９日の花大会のみ翌
10 日に順延。（それ以外は中止）。
・民謡流し参加申込の〆切は、６月６日（土）を予定。
・民謡流しは８月７日（金）午後７時から９時まで柾谷小
路～萬代橋～万代橋通り～東大通り、万代町通りで実施。
ただし、参加者数によっては、東大通りは中止にするこ
とも検討。本町６番町に「本部（中）舞台」を設置、流
作場五差路に「東舞台」を設置するほか、万代町通りに
も舞台を設置する。万代町通りは新潟甚句と佐渡おけさ
を交互に踊り、それ以外の会場は、新潟甚句のみ踊る。
４月２８日に開催された新潟まつり全体会議

・住吉行列の供奉は、昨年同様、百壱番組と江東地区実行
委員会、南壱番組。
・キラキラパレードを、８日（土）の午前、柾谷小路から
萬代橋東詰まで計画。今年も新潟色を出した「ゆるキャ
ラ」パレードを計画。

・市民みこし部は、例年同様、江戸囃子、江戸木遣り、子
供纏、大人纏、子供手古舞、大人手古舞、子供神輿、大
人神輿７基。８日（土）古町 10 番町 16：00 発進。白
山神社最後尾到着 19：00。宮入 19：20 を予定。

・手づくり子どもみこしは、本年度で第 40 回目を迎える。
一人でも多くの市民に新潟まつりへ参加して頂くため、
広く呼びかけ、25 団体（25 基の子どもみこし）の参加
を予定している。

・水上みこしは８日（土）に実施。昨年同様水産物物揚場
を 12 時 40 分頃に発船し、本間組事務所付近の柳島岸
壁に 13 時 30 分頃に着船する予定。

・お祭り広場は、万代シテイ会場に加えて８月 8 日（土）、
水上渡御に合わせて新たにみなとぴあ広場での開催を計
画している。

・ポスターを県内外のＪＲ主要駅や車両内に掲示するほか、
市内を中心に全国各所に掲出。あわせて周知用リーフレ
ットを作成し、市の施設、観光施設、旅行業者などに送
付し設置する予定。
・ホームページのデータを５月中旬から本格的に更新予定。

花火協賛、一般協賛のご案内
【お申込み・お問合せ】新潟まつり実行委員会
（新潟商工会議所） TEL 025-290-4411
ご協賛いただいた方々のご芳名は新潟まつりホーム
ページ並びに７月下旬に配布予定の新潟まつり新聞（
市内全戸配布予定）に一般協賛者と花火協賛者別に
掲載させていただきます。
沢山の方々からご協力を賜りますよう、よろしく
お願い申しあげます。
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労務管理のお知らせコーナー『ワクワク通信５月号』
ワーク社労士事務所

社会保険労務士

五十嵐 保

★☆★ 今月のテーマ《３つのＳ(エス)に取り組んでいますか？》☆★☆
5 月は大型連休明けから、稼働した事業所も多いのではないでしょうか？
他の月よりも、早く過ぎるような感覚がある方もいらっしゃると思います。
当事務所では、大型連休の期間に書類の整理を行いました。
それでも、半分以上は残ってしまいましたが…。
さて、企業によっては、書類や備品、あるいは商品等の整理・整頓・清掃などの活動を重視し、
積極的に取り組んでおられるようです。このような活動を 3Ｓ（サンエス）活動といいます。

・３Ｓ(サンエス)活動とは？
【整理、整頓、清掃】の頭文字（３つのＳ）を取って、名づけられた活動です。
実際の活動では、社内をキレイにする、というだけでなく、例えばパソコン内のファイル等も対象にして、
取り組んでいる会社もあるようです。

・なぜ、３Ｓ活動が大切なのか？
キレイな社内は、とても気持ちがいいものです。
同じ仕事をするのでも、気分が違うのではないでしょうか？
もちろん、それ以外にも様々な効果があります。
ここでは、社会保険労務士の立場から、いくつか挙げてみたいと思います。
①業務の効率的な運営。
例えば、目的の書類を探す、あるいは必要な商品を出荷する、といったことです。
整理・整頓・清掃が行き届いていれば、スムーズに業務ができるようになります。
今までその為に残業していたとしたら、時間外労働を減らせることになります。
②万一のときの備えとして。
倉庫や事務所内に、荷物が整理できていない棚があった場合、不用意に物が落ちてくることが
想定されます。もし、それが社員に当たったら…。
少しの努力で『労働災害』を防ぐことができるかもしれません。
また、大きな災害等があった場合の、避難経路を確保する、ということも重要な事です。
地震などは、いつ起こるかわからないからです。『安全配慮義務』も会社にとっては、大切です。
③社員の意識改革
『決まったケースに書類を綴じる』、『定められた倉庫に商品を保管する。』という決まりを、
全員が守ることができれば、社内の空気も違ってくることでしょう。
就業規則などへの意識も変わってくることが期待できます。
もちろん、会社の業務自体にプラスの効果が表れれば、もっとすばらしい！…と思います。
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３Ｓ活動も、口で言うのは簡単ですが、実際に行うのは大変なことです。
まずは、できることから始めてみませんか？
尚、3Ｓ活動ではなく、5Ｓ（ゴーエス）活動を推進している事業所もあります。
5Ｓとは、【整理、整頓、清掃、清潔、躾(しつけ)】を指します。
☆★ 詳しい内容については労務管理の専門家にお聞き下さい！
新潟県社会保険労務士会ホームページ http://www.sr-niigata.jp ★☆

坂本 光司／さかもと・こうじ
１９４７年生まれ。福井県立大学教授、静岡文化芸術大学教授などを
経て、２００８年４月より法政大学大学院政策創造研究科（地域づくり
大学院）教授、同静岡サテライトキャンパス長および同イノベーション・
マネジメント研究科兼担教授。ほかに、国や県、市町、商工会議所など
の審議会・委員会の委員を多数兼務している。専門は中小企業経営論・
地域経済論・産業論。著書に『日本でいちばん大切にしたい会社』（あ
さ出版）、『この会社はなぜ快進撃が続くのか』（かんき出版）など。

「～家族の命と生活を守り続けるフジイコーポレーション～」
新潟県燕市に「フジイコーポレーション」という中小企業がある。創業は今から１５０年前の１８
６５年。現在の主事業は家庭用草刈り機や除雪機などの製造やプレス部品の受注生産である。
業績も順調で近年の売上高経常利益率は５％をはるかに上回っている。同社のこうした長寿や好業
績の要因は多々あるが、あえて一つだけ取り上げるならば、歴代社長の経営の考え方・進め方が、社
員や仕入先、さらには顧客や地域住民の高い支持を集めてきたからだ。
このことは、同社が創業以来「会社は家族・社員は家族」を錦の旗に、どんなに苦しくなっても社
員とその家族の命と生活は守ることを最優先してきたことを見ればよくわかる。近年の例でいえば、
あのリーマンショックの際、売上高は半分近くに激減し、数億円の赤字を出すなど甚大な影響を受け
た。しかし、このときも同社は、人員を整理するどころか、離職者すら出していない。
藤井大介社長は常々「人件費という言葉はおかしい。社員は費用どころか、価値創造の源泉だ」と
まで言い切る。こうした社員思いの経営が、社員や、その家族の会社愛を強めないはずはない。先日
もある会合で藤井社長からこんな話を伺った。それは末期がんになったある社員が、意識がもうろう
とする中で、家族宛てに書いた遺書の話である。そこには「死んだら、私のひつぎの中に生前、毎日
着ていた会社の制服を入れてほしい。そして火葬場に行くときは、自分が通勤していた道路を走り大
好きな会社に立ち寄ってほしい」というものだった。
ここまで社員に愛されている企業はなかなかない。この話を聞いたとき、私は目頭が熱くなった。
また、藤井社長はたまたま隣にいた一人の社員を指さし、こう言った。「社員の多くは二世代、三世
代続く社員です。彼のおじいさんも元社員。社員も世襲制なのです」。
こうした社員思いの経営は、単に自社の社員だけではなく仕入先・協力企業の社員、さらには、地
域に住む障がい者などに対しても実践されている。仕入先に対してはフェアトレードを基本に、受発
注企業双方が、ともに幸せを実感できる取引を原則としている。例えば、仕入先・協力企業で不良品
を出してしまった場合にも、一方的にその非を責めるのではなく、自社にも問題があるという意識で、
同社から専門の担当者を仕入先・協力企業に派遣し、ともに問題解決を図るという。
このような優しい取引姿勢ということもあり、同社の仕入先・協力企業との取引歴は総じて長く、
中には取引歴が 85 年という企業もあるという。余談であるが、同社では出張の折、持っていく手土
産は、地域の障がい者が働く就労施設で生産販売している商品だという。こうした話を聞くと、なぜ
フジイコーポレーションが元気なのかが分かる気がする。
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（くつした

万代くんとつばさくんの
“ロダン・タイムズ”
税理士：八百板

【その２】飲泉の旅
誠

善光寺までいけば、上田市は相遠くありません。
上田市にある「別所温泉」は意外と大きな温泉街。 。
２０１６年大河ドラマ「真田丸」のゆかりの地とで
もあり、事前に情報収集も楽しいかも。

祝１２０号 記念号
はじめはこんなに続くとは思いませんでした
その継続の秘訣とは？
ロダン・タイムズは２パターンあります。
この電子版と紙版です。
紙版の方は、創刊から１２０号を迎えま
した。
続いた理由は、ある女性経営者の一言でした。

別所温泉には日帰り施設が多くあります。
「石湯」「大湯」「大師湯」の入口前には飲泉所が
あります。
その近くに「北向観音堂」があります。
別所温泉から少し離れますが、生島足島神社（イク
シマタルシマ）があり、赤が印象的な神社です。

「何でもはじめたら１０年は続けなさい。」
「お金を貯めるのも、少額でも１２０倍してみると
頑張れるわよ。」
原稿の締め切りが近づくと、「今月はパスしよう」
と心が負けそうなります。そんな時、この言葉を思い
出し、何とか続けてこられました。

日帰りが可能な旅です。
お参り三昧、温泉三昧 楽しんでください。

【その３】飲泉の旅

不思議なもので、原稿書きが習慣となると、段々苦
痛ではなくなりました。これからも、月刊ですが（？）
「習慣タイムズ」を親父風に連載してまいります。
【その 1】

はじめは「別所温泉」

ファイナルは「玉川温泉」

玉川温泉は、ラジウムと、超々強酸泉で有名です。
しかも飲泉ができ、びっくりしませんか？
多くの方は、北投石の微量のラジウム岩盤浴のため、
ゴザを持参で訪れます。

春のホットな旅先２選。

今、一番ホットな観光地は「姫路城」ですね。
開門は８時ですが、７時前に近隣駐車場は［満］。
でも入場整理券を配っているから安心？
いえ、６時５０分には２０００人は並んでいます。
［青空に、真っ白な城がよく映えます。］
見とれていると、７時半に入場整理券が配られます。
この券は、天守閣に行く途中で回収されます。
開門して入場まで、約３０分。
でも、行列は続きます。
天守閣入口にて、靴を袋に入れて持ち歩きます。
（靴下は持参ください。）
急で狭い木造階段ですから、行列は解消されません。
白鷺城ともいわれる姫路城が白いのは３年程度らし
いので、皆さんも覚悟して行列を楽しんでください。

岩盤浴は大変込みます。
新潟を朝５時に出ても１１時到着では、岩盤浴のベ
ストポジション確保はできません。
行くなら、先客のランチタイムを狙いましょう。
（現地食堂は１１時半から１３時ラストオーダー）
１１時半、岩盤浴場が空き始めます。
次に温泉入浴は、日帰り６００円。
浴槽は源泉の濃度別となっております。
源泉５０％、ぬるめ、熱め、バブル浴。
源泉１００％は、要注意です。
肌の弱い方は、一瞬で上がりましょう。
打たせ湯は要注意。
おそらく源泉１００％と思われ、いい気になって打
たれると、湯当たりします。
飲泉所は、浴場内にあります。
そこには捨てコップが置いてあります。
［１０倍に希釈］と書いてありびっくりします。
なお、全くおいしくありません。
最後に蒸し風呂を楽しんできます。

次にホットな観光地は、長野県の「善光寺」ですね。
新潟市を朝５時に出た体験談を紹介します。
善光寺裏側「桜坂」付近の駐車場に７時半に到着。
（当日はさくらが満開）この時間帯なら、「前立本
尊御開帳（まえだちほんぞんごかいちょう）」に並
んでも２０分程度、そして「お戒壇めぐり」をし、
最後に「回向柱」を触っての１時間コース。ご開帳
は、今月末までですから、お急ぎください。

いつも湯当たりして帰ってきますが、遠いので仕方
がないですね。
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平成 2７年４月

早期景気観測（日本商工会議所）調査結果のポイント

業況ＤＩは、前年の反動から大幅改善。先行きは鈍さ残るも持ち直しを見込む
日本商工会議所が３０日に発表した４月の商工会議所ＬＯＢＯ（早期景気観測）調査結果によると、４月の全産業
合計の業況ＤＩは、▲１５．３と、前月から＋９．４ポイントの大幅改善。ただし、比較対象の前年同月は、駆け込
み需要の反動減により業況が落ち込んだ時期であることに留意が必要。取引価格への転嫁遅れや、人手不足、人件費・
電力料金の上昇などが足かせとなり、回復のペースにばらつきが残るものの、輸出増などに伴う生産の伸びや好調な
インバウンドが下支えするほか、株高や今春の賃上げを背景に消費者マインドが上向きつつあるなど、中小企業の景
況感は、総じて持ち直しに向けた動きが続く。
先行きについては、先行き見通しＤＩが▲１３．６（今月比＋１．７ポイント）と改善を見込むものの、「悪化」
から「不変」への変化が主因。中小企業においては、依然として、コスト増加分の価格転嫁や電力料金の値上げ、人
手不足などが懸念材料となる状況が続く。他方で、株高・賃上げに伴う個人消費の回復や輸出をけん引役とする生産
増などへの期待感から、先行きは緩やかに回復するとの見方が伺える。
詳細は、日商ホームページ（http://www.jcci.or.jp/lobo/lobo.html）を参照。

http://www.niigata-cci.net/nyukai/
お取引先、関連会社などでご入会頂いていない事業所がございましたら、是非、ご紹介くださるようお願い申し
あげます。
※特定商工業者の皆様には法律に基づいて、台帳整備のための費用 2,000 円（年間）をいただいておりますが、
これは正会員としての年会費ではありません。会議所会員となると、正会員としての会費はいただきますが、上
記 2,000 円は不要となり、会員としての各種サービスを受けることができます。是非ともご入会いただきます
ようお願い申しあげます。
新入会員をご紹介をいただいた会員の皆様には、ご紹介いただいた事業所が加入した場合、年度を通算して
① 紹介件数１件から４件までは、1 件につき 1,000 円、
紹介件数４件を超える分は、1 件につき 2,000 円の新潟市共通商品券を進呈いたします！
② 紹介件数上位 5 社（複数会員紹介事業所に限る）に会頭感謝状を贈呈します。
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