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新潟のメインストリートを彩る 

アート作品が一堂に集結！ 

〝空”を身近に感じる１日 

新潟空港で「空の日」イベント 

オールジャンルの踊りの祭典 ～ ２０１７にいがた総おどり ～  
 

 

 

 

 
 

 

 

 「２０１７にいがた総おどり」は、９月 16 日（プレ

開催）・17 日・18 日の３日間に亘り開催され、よさ

こいやジャズ、チアダンス、ヒップホップなど多彩なジ

ャンルの踊りが披露されました。 

 16 日のプレ開催では、古町商店街を会場に恒例の

「新潟下駄総踊り行列」が行われました。 

 本祭である 17 日には、新潟県内はもとより、全国

12 都道府県から集結した２４４もの団体・チームが、

市内 10 会場で情熱的な踊りを繰り広げました。 

万代シテイ会場と古町７番町会場では審査が行われ、

「新潟らしさ」、「豊かな表現力」、「情熱と迫力」な

どの観点から優秀チームが表彰されました。 

 実行委員会会長賞には「早稲田大学踊り侍（東京都）」

が、新潟市長賞には「東海大学 響（神奈川県）」が、

新潟県知事賞には「いずみ（五泉市）」が選ばれ、福田

会長（当所会頭）、篠田市長、益田副知事から、それぞ

れ賞が授与されました。 

 最終日の 18 日は、台風 18 号による強風の影響で

午前中は開催を見合わせたものの、午後からは例年以

上の来場者があり、最後は観客やスタッフも一体とな

って踊る「新潟総踊り」で３日間の祭を締めくくりまし

た。 

 ご協賛・ご協力いただきました企業や商店街、関係者

の皆様方には厚く御礼申し上げます。 
 
 

会長賞受賞団体（早稲田大学 踊り侍）による演舞 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 航空に対する理解と関心を高めるために、９月 20 日

に制定されている「空の日」を記念したイベントが、9

月 10 日に新潟空港で開催されました。 

 当日は、空港の裏側を見学する親子バックヤードツ

アーのほか、航空会社の制服試着体験や麻薬探知犬デ

モンストレーションなど、空港や飛行機に関する様々

な催しが行われました。 

 当所も実行委員会のメンバーとして、新潟空港整備

推進協議会・新潟市と合同で、スクリーンに映し出され

た CG 映像を見

ながら、操縦桿を

使って飛行機の

離発着操作を体

験する「フライト

シミュレーター」

体験を実施。 

当日空港は多

くの家族連れで

賑わいました。 

 

 東大通と柾谷小路間に面した金融機関等のショーウ

インドーなどに、公募によって選考されたアート作品

を展示する「2017NIIGATA オフィス・アート・スト

リート」を、９月 30 日から開催しています。 

10 月１日には公開審査が行われ、展示された計 25

作品の中から、今年の受賞作品を決定し、表彰を行いま

した。 

展示期間は 10 月 29 日までです。ぜひ多くの芸術

作品に触れながら、新潟の街歩きをお楽しみください。

なお、主な受賞作品は次のとおり。 
 

 

最優秀賞 「まちのちそう - 砂ノ行方知レズ –」 

（近藤 潤さん・新潟市在住） 

 

新潟商工会議所特別賞 「翔け にいがた」 

（にいがたアグリクラフト・新潟市在住） 
 
 

他受賞作品や展示場所など、詳しくはホームページ

をご覧ください。（http://niigata-oas.com/） 

２００２年にスタートし、新潟の初秋の風物詩としてすっかり定着した当祭も、今年で 16 回目を迎え、

２４４チーム・１万５千人の踊り子が、熱気溢れる演舞で新潟のまちを盛り上げました。台風の影響で開

催自体が危ぶまれ、一部休止となった時間帯もありましたが、観客動員数 17 万５千人と、昨年を上回る

多くの皆様から会場に足を運んでいただきました。 

新潟商工会議所 E-mail 通信     Vol.157 

発行日：平成２９年１０月２４日        担当：会員サービス課  service@niigata-cci.or.jp 

〒950-8711 新潟市中央区万代島５番１号 万代島ビル７階 

URL http://www.niigata-cci.or.jp   E-mail office@niigata-cci.or.jp 

http://www.niigata-cci.or.jp/
mailto:office@niigata-cci.or.jp


- 2 - 

 

労務管理のお知らせコーナー 
社会保険労務士相馬事務所 相馬 篤哉 

 

☆彡 今月のテーマ《 最低賃金 》  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

最低賃金制度は、働くすべての人に、賃金の最低額を保障する制度です。常用、臨時、パートタイマー、アル

バイト、嘱託等の雇用形態や呼称にかかわらず、すべての労働者に適用されます。 
 

 

最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定（産業別）最低賃金」の 2 種類があります。「地域別最低賃

金」とは、産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者に対して適用される最低賃

金です。都道府県ごとに最低賃金が定められています。「特定（産業別）最低賃金」は、特定の産業について設

定されている最低賃金です。 

適用される産業は都道府県によって異なり、新潟県では、①電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、

情報通信機械器具製造業（電球製造業及び電気計測器製造業を除く）、②各種商品小売業（衣食住にわたる商品

を小売する百貨店、総合スーパー等、③自動車（新車）、自動車部分品・附属品小売業」になります。10 月 1

日から「７７８円」が適用されるのは、「地域別最低賃金」になります（新潟県最低賃金）。「特定（産業別）

最低賃金」は、例年 12 月に変更されています。現在適用されている特定最低賃金額は、上記①の産業は「８５

２円」、②の産業は「８００円」、③の産業は「８５９円」となっています。①から③の産業に該当する会社

は、12 月の変更にご注意ください。 
 

 

現在支払われている賃金と最低賃金額を以下の計算方法で比較、確認します。ただし、次の賃金は算入しませ

ん。 

（１）臨時に支払われる賃金（結婚手当など）、（２）１ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与など）、

（３）所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金（時間外割増賃金など）、（４）所定労働日以

外の日の労働に対して支払われる賃金（休日割増賃金など）、（５）午後 10 時から午前 5 時までの間の労働に

対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分（深夜割増賃金など）、（６）精皆

勤手当、通勤手当及び家族手当 

＜最低賃金の計算方法＞ 

① 時間給の場合  時間給 ≧ 最低賃金額 

② 日給の場合   日給 ÷ 1 日平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額 

③ 月給の場合   月給 ÷ １ヵ月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額 

※ 基本給が時間給制、各手当が月給制等の場合は、それぞれ上記①、③の式により時間額に換算し、それら

を合計したものを最低賃金額と比較します。 

10 月 1 日から最低賃金額が変更されました。 

新潟県は 9 月 30 日まで「７５３円」でしたが、25 円引上げられて「７７８円」となりまし

た。最低賃金は、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定めており、使用者（事業主）は、そ

の最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。 

今月は最低賃金を取り上げてみたいと思います。 
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10 月の賃金計算は、最低賃金額の引き上げ、厚生年金保険料率の引き上げ等（9 月分保険料から変更されま

す。会社によっては 9 月分の賃金控除から変更されている場合もあります）にご注意ください。 
 

 

☆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☆ 
 

 

 

 
 

 

 

 

  

「低迷する外食産業で光る『平和園』」 
 

十勝平野の母都市・帯広市の中心街の一角に「平

和園」という店名の外食産業がある。経営母体は株

式会社平和園で、主事業は焼き肉レストランの経営

である。同社の設立は１９７０年で、現社長の新田

隆教氏の父親である新田良基会長が、実父の経営し

ていたホルモン焼き屋をいったん整理し、焼き肉屋

として再スタートさせた。 

 きっかけは、当時の焼き肉屋は繁盛店が多かった

が、多くの店の配膳や接客サービス、さらには商品

価格を見るにつけ、リーズナブルな価格と親切丁寧

な接客サービスを提供すれば、顧客に支持されると

考えたからである。そしてもう一つの理由は、新田

会長自身、貧困な生活の中で育った体験から食を通

じて多くの人々に喜ばれることをしたかったからで

ある。 

 設立当初からこのことを肝に銘じ、愚直一途に経

営を続けた。その結果、現在は帯広市を中心とした

十勝管内に６店舗、札幌市内に３店舗の計９店舗を

展開し、社員数も１４０人の規模となっている。よ

り驚かされるのは、多くの外食産業は外部環境の変

化や自社の業績悪化を口実に店舗の移転や退店を繰

り返す中、設立以来 47 年間、撤退が１店舗もない

どころか、この間、おおむね黒字経営を持続してい

る点である。 

 先日、恒例の大学院のゼミでの夏期合宿の一環 

で、同社を久方ぶりに訪問させていただいた。新田

社長に話を伺い、食事をさせていただいたが、その

経営の考え方・進め方には参加者一同感嘆するとと

もに、その肉のおいしさや接客サービスに驚かされ

た。 

 新田社長にその訳をお聞きすると、牛肉は全て十

勝牛を中心とする国産牛を使用し、しかもその加工

は全て肉職人さんの手切りという。15 年以上のキ

ャリアのある肉職人さんが一枚一枚丁寧に切り落と

し、余分な脂身を取り除きながら切り分けていると

いう。だからこそ肉はやわらかく、しかもボリュー

ムがあったのである。また、その味付けは、肉の状

態に合わせ 10 数種類の調味料を調合した「秘伝の

タレ」をもみ込む「一丁付け」という手法をとって

いるという。加えて言えば、これだけ品質にこだわ

っているにもかかわらず、その値段はというと想像

を絶する安さなのである。 

 「私は病気で中途失明をしてしまい、今は全く見

えません。でも社員が私の経営への思いをよく理解

し、頑張ってくれています。世の中、経済的に恵ま

れた方々ばかりではありません。皆さまに安心・安

全なお肉をリーズナブルな価格で、お腹いっぱい食

べて、喜んでいただきたいからです……」と、新田

社長は私たちにニコニコ顔で話してくれた。その話

を聞いたとき、私たちは涙があふれ出てきた。 

 

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。 

http://www.sr-niigata.jp/


- 4 - 

 
 

 

 

秋の行楽シーズン 高速道路利用 

ドライブパス 乗り放題 

ドライブパス組み合わせ、カニ面を食べよう 

  

  

  

 
ロダン・タイムズにて時々取り上げる、高速道

路の『ドラ割り』ドライブパス。秋の行楽シーズ

ンを迎え、今回は北陸方面を旅するドライブパス

です。新潟ゾーンと富山ゾーンを組み合わせて利

用したら、お得なの？得しないの？ 

 

（その１）新潟・北信濃・会津周遊プラン 

２日間 5,700円 ３日間 7,500円  

 周遊エリアの終着 I.C まで、通常の休日料金 

（普通車）と比較。 

 片道 往復 

新潟西 I.C 

～猪苗代磐梯高原 I.C 間 
2,220 円 4,440 円 

新潟西 I.C～湯沢 I.C 間  2,400 円 4,800 円 

新潟西 I.C～親不知 I.C 間  
① 

3,000 円 
6,000 円 

新潟西 I.C～更埴 I.C 間  3,470 円 6,940 円 

単純な往復ではこのプランを利用しても大きな得

はありません。但し、片道が平日（月・金）ならば

お得です。（平日料金の求め方、0.7 で割り返す。

3,470 円 ÷ 0.7 ＝ 4,957 円 → 4,960 円） 

このプランのお得な使い方は、土日利用なら２日

間とも連続日帰り旅行をする。お申し込みの詳細

は、新潟観光ドライブパスで検索してください。 

 

（その２）速旅（はやたび）飛騨＆富山 

ドライブプラン ２日間 3,500円 曜日指定なし 

ネクスコ中日本のドライブプランです。富山県内

フルゾーン。金沢東と飛騨清見まで行けます。この

エリアは、曜日指定のない２日間（日帰り利用可） 

 

親不知 

I.C 

 

周遊エリアの終着 I.C まで、休日料金（普通車）

で走行したら。 

 片道 往復 

朝日 I.C～金沢東 I.C 間 2,000 円 4,000 円 

朝日 I.C～飛騨清見 I.C 間 2,620 円 5,240 円 

新潟から、ドライブパスを使わない休日料金は？ 

 片道 往復 

新潟西 I.C～金沢東 I.C 間 4,570 円 9,140 円 

新潟西 I.C～飛騨清見 I.C 間 4,960 円 9,920 円 

さて、この２プランを組み合わせた１泊旅行で 

の料金を計算してみます。ゾーンの未接続区間 

があります。（親不知 I.C～朝日 I.C）休日片道 

430 円、往復 860 円 

 

（その３）新潟県も、富山県及び石川県も、 

ドライブゾーンを購入し、走行する。 

 片道 往復 

新潟・北信濃・ 

会津ゾーン 
2,850 円 5,700 円 

親不知 I.C～朝日 I.C 間 430 円 860 円 

朝日 I.C～ 

金沢東 I.C 間（ゾーン） 
1,750 円 3,500 円 

小計 A 5,030 円 10,060 円 

Ａ－③＝460 円 金沢への往復弾丸ツアーが、

⇒ ダブルゾーンより、460 円割安!！ 

 

（その４）飛騨＆富山ドライブプランを利用。 

新潟県は流出しない。 

 片道 往復 

新潟西 I.C～朝日 I.C 間 3,240 円 6,480 円 

朝日 I.C～ 

金沢東 I.C 間（ゾーン） 
1,750 円 3,500 円 

小計 B 5,030 円 9,980 円 

Ａ－③＝460 円 金沢への往復弾丸ツアーが、

⇒ シングルゾーンより、460 円割安！ 

 

（その５）ダブルゾーン、シングルゾーン、 

弾丸ツアー 旅行の仕方で選択しよう 

沢の秋のグルメといえば『香箱カニ』。11 月～

12 月上旬限定。毎年、晩秋の定番コース。ならば

富山県で遊び、金沢の夜を楽しむコースを紹介。 
 

↓ダブルゾーンの利用例↓ 

①新潟西→立山（流出）称名の滝見学（車を停めて

30 分歩きます。） 

②富山→金沢東 [ゾーン利用］時間があれば『新出

製パン所』によります。（日曜休）   

③繁華街片町おでん屋さんは、開店と同時がベスト 

黒百合は超行列。高砂、菊一、大関に良く行きま

す。赤玉も良い。 

④翌日は、金沢東→沼津 金太郎温泉日帰り入浴。 

⑤帰りは新潟県内を素通りなら、初めからシングル

ゾーン。ロダン君は、長岡にお家があるので、長

岡で夕ご飯を食べて新潟に帰ります。 
 

↓もう一つ、ゾーンのお得な利用法↓ 

ゾーン区間内なら、ガソリン給油のため、高速道

路の流出できます。これ以外に、飛騨方面ゾーンを

利用して、温泉三昧も良い。紅葉の時期の楽しみ方

も、皆さん工夫してみてください。 

 

万代くんとつばさくんの 

“ロダン・タイムズ” 

税理士：八百板 誠 

金沢東 I.C － 小矢部 JCT － 朝日 I.C 

－  
飛騨清見 I.C 

ドラ割り 研究 
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▶▶ 日商の動き 
 

 

 

早期景気観測（日本商工会議所）調査結果のポイント  LOBO 調査 2017 年 9 月結果 
 

 

業況ＤＩは、3 ヵ月ぶりに改善。先行きは慎重な見方残り、ほぼ横ばいの動き 
 

日本商工会議所が 29 日に発表した 9 月の商工会議所 LOBO（早期景気観測）調査結果によると、9 月の

全産業合計の業況 DI は、▲15.3 と、前月から＋2.9 ポイントの改善。ただし、「悪化」から「不変」への変

化が押し上げ要因となったことに留意が必要。堅調な建設・設備投資に加え、インバウンドを含む好調な観光

需要が全体を牽引した。また、電子部品、自動車関連の生産が引き続き底堅く推移した。他方、人手不足の拡

大や、天候不順等による農水産物の出荷減・価格上昇、消費者の低価格志向を指摘する声は依然として多い。

中小企業の景況感は総じて緩やかな回復が続くものの、そのマインドには依然として鈍さが見られる。 

 先行きについては、先行き見通し DI が▲15.0（今月比＋0.3 ポイント）とほぼ横ばいを見込む。輸出や

設備投資の堅調な推移、秋の行楽シーズンに伴う観光需要の拡大、消費持ち直しなどへの期待感がうかがえ

る。他方、最低賃金を含め人件費の上昇や受注機会の損失など人手不足の影響拡大、地政学的リスク、運送費・

原材料費の上昇などを懸念する声は多く、中小企業においては先行きへの慎重な見方が続いている。 

詳細は、日商ホームページ（http://www.jcci.or.jp/lobo/lobo.html）を参照。 


