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本年１１月１日、新潟商工会議所の役員・議員が改選されます   

 

 

 

 

 

◆議員改選とは 

議員の任期は３年で、現議員は本年 10 月末日で

任期満了となり、８～10 月にかけて、定められた

日程に沿って新議員が選出されます。詳しい日程は

別記スケジュールをご覧ください。 

 

◆議員とは 

会員の中から選任され、当所の最高議決機関であ

る議員総会の構成メンバーとして新潟商工会議所の

事業運営に参画していただきます。 

総合経済団体として商工業の振興と地域社会の発

展を図る当新潟商工会議所の議員は地域経済の代表

的存在と言えます。 

 

◆議員の区分とは 

議員の定数は 140 名と定められており、多数の

商工業者からの意見が反映できるように様々な業種

からバランスの取れた構成となるように１号議員、

２号議員、３号議員の３区分があります。 

 

【議員】 

１号議員 

（定数 70 名） 

会員のうちから選挙によって

選ばれる議員です。 

なお、立候補者が定数を超えな

いときは無投票当選となります。 

2 号議員 

（定数 49 名） 

会員が所属する業種別部会（８

部会）から選任される議員です。 

部会毎の議員割当数は、部会の

会員数及び会費額を勘案して決

定され、各部会を開催して選出し

ます。 

3 号議員 

（定数 21 名） 

会頭が常議員会の同意を得て

会員の中から選任します。 

  

 

以上のように各号の議員は、選挙・選任方法が異な

るだけで、議員としての権利や義務に差はありません。  

 

 

 

 

 

 

◆役員の選任 

 会頭、副会頭、専務理事、常議員、監事は来る

11 月１日に開催される臨時議員総会で選任されます。 

 

【役員】 

会 頭 

（１名） 
議員総会において会員のうちから選任 

副会頭 

（４名） 

議員総会の同意を得て会頭が会員のう

ちから選任 

専務理事 

（１名） 
議員総会の同意を得て会頭が選任 

常議員 

（46 名） 
議員総会において議員のうちから選任 

監 事 

（３名） 
議員総会において会員のうちから選任 

 

 

2019 年度  

新潟商工会議所議員選挙・選任日程 
 

＜１号議員：70 名＞ 

内  容 期  日 

選挙人名簿閲覧期間 ８/19(月)～8/28(水) 

選挙期日告示 ９/9(月) 

立候補受付期間 ９/９(月)～10/4(金) 

立候補届出締切 10/4(金) 

選挙期日 10/9(水) 

＜２号議員：49 名＞ 

内  容 期  日 

常議員会で２号議員 

部会別割当数決定 
９/24(火) 

２号議員を各部会で選任 ９/24(火)～10/8(火) 

＜３号議員：21 名＞ 

内  容 期  日 

常議員会で３号議員選任  10/21（月） 
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よしとみ社会保険労務士事務所  
社会保険労務士 吉田 明弘 

 
 
★☆今月のテーマ《 健康保険・厚生年金保険 》☆★ 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

業務や通勤に起因しない、病気やケガをしたときの給付を対象にしています。 

保険証を提示して治療を受ける療養の給付以外にも、高額な医療に対応する給付、病気やケガで会社

を休んだときの手当金、子供が生まれたときの一時金、出産で会社を休んだときの手当金、本人や家族が

亡くなったときの給付などがあります。 

 

 
  

一般的に年金というと、高齢者に支給される老齢年金を思い浮かべる人が多いと思いますが、高齢者

が受ける老齢給付以外にも、病気や障害のために働けなくなった方が受けられる障害給付や、一家の大

黒柱が亡くなって、扶養されていた家族が受けられる遺族給付もあります。 

   

 
 

法人の事業所は従業員数にかかわらずすべての事業所、および、常時従業員が 5 人以上の個人の事業

所(飲食や理美容など一部の業種を除く)が強制適用事業所になり、それ以外の個人事業所でも、従業員

の半分以上の同意を得られれば、任意適用事業所になれます。 

 

 
  

適用事業所に常時使用されている方は、法人の代表者を含め、被保険者になります。また、パート従業

員でも、通常の従業員の 4 分の 3 以上の労働時間や日数で働いている人も被保険者になります。(4 分の

3 未満でも被保険者になる場合もあります) 

 

 
  

一定の条件で被保険者に扶養されている配偶者は、健康保険の被扶養者になり、国民年金の第 3 号

被保険者になります。配偶者以外の扶養されている家族は、後期高齢者に該当する家族を除き、健康保

険の被扶養者になります。 

 

 

７月号 

一般的に社会保険と言われている、健康保険(協会けんぽ)と厚生年金保険、給付の手続きは別々

に行いますが、加入や保険料の納付などの手続きは、一括して行います。 

今月は、協会けんぽと厚生年金保険の制度について説明いたします。 
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法律で定められた最低限の福利厚生制度が、社会保険といわれている、健康保険と厚生年金保険です。

確実な加入手続きを行い、また、給付の手続きも漏れのないように致しましょう。 
 

☆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☆ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

「後継者によってよみがえった松葉畳店」 
 

 

今からおよそ 30 年前、全国にはいわゆる畳屋

さんが１万社以上存在していたが、総務省・平成

28 年経済センサスー活動調査によれば約５１０

０社（畳等生活雑貨製品製造業全体）と、この

30 年間で半減している。 

 その最大の要因は、30 年前は新設住宅着工戸

数が１７０万戸あったものが、現在は約 95 万戸

と大幅に減少している（国土交通省・平成 30 年

度建築着工統計調査）ことに加え、住宅の洋風化

の影響も大きい。事実、かつては一般住宅では、

平均２～３部屋あった和室が、今や平均１部屋、

畳の数では６枚分しかない。加えて、経営者の高

齢化や職人不足、さらには後継者も少なく、廃業

が多発していることもある。 

 こうした厳しい業界ではあるが、全国各地に

は、後継者が育ち、新たな活路を見いだし、元気

いっぱいの企業も少なからず存在する。その１社

が、今回紹介する、パート女性を含め従業員数６

人の松葉畳店である。 

 同社は、静岡県のＪＲ藤枝駅で下車し、車で

10 分ほど走った、いまだのどかな田園風景が見

られる焼津市郊外のロードサイドにある。１９７

７年、現代表の松葉榮氏が、静岡市内の老舗畳店

で５年間の住み込み修業の後、現在地で創業した。 

 

 数年前までは、妻と２人で畳の製造や修繕、さ

らには張り替えサービス中心の、いわゆる畳専門

店であったが、２０１５年前後から、大きく変貌

していった。そのきっかけは、一度、嫁いだ三女

の伊藤知美さんが、「父が苦労して創業した大好

きな畳屋を廃業させたくない」と、サラリーマン

であった夫と共に入職したことである。 

 その後、畳の製造や張り替え工事だけでは事業

の発展は難しいと考え、「国産のイ草という天然

素材の心地よさを身近な生活雑貨という形で提案

してみてはどうか」と思い立った。それまでの職

業経験を生かし、寝る間も惜しんで、さまざまな

ユニークな生活雑貨の開発に取り組んできたので

ある。知美さんたちがこれまでに開発した商品

は、小畳、名刺入れ、ポーチ、ブックカバー、し

め縄花飾り、祝儀袋、コースターなど、優に 25

種類を超えているという。 

 そして、開発した商品を地域のイベントや東京

で開催される展示会・ギフトショーなどへ出品し

たほか、ホームページも充実させていった。こう

した努力が実を結び、今や全国各地の著名な百貨

店や専門店との取引が成立し、４年前まではゼロ

であった新規事業が、現在では事業全体の３割を

占めるまでに拡大しているだけでなく、本業の畳

の販売にも好影響を与えている。 

 

 

坂本 光司／さかもと・こうじ 

 人を大切にする経営学会会長。１９４７年生まれ。福井県立大学教授、

静岡文化芸術大学教授、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などを歴任。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。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/
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イチゴやマンゴーのカップデザートや  
ふわふわロールケーキが彩り豊かに並ぶ店 
 

ひと口食べると、パンナコッタの甘みとイチゴ

のみずみずしさが広がってくるのが「ごろごろ苺

のパンナコッタ」(380円)。夏に向けての新商品

です。同じく新商品なのが「果肉たっぷりマンゴ

ープリン」(380 円)。マンゴーの豊潤な甘みと優

しい風味のプリンが一緒になって満足感で口の中

がいっぱいになります。「ちょっと甘いものが食

べたいと思ったり、口寂しいなと感じたりしたと

きに食べてほしいです」と話すのはこの店のオー

ナーの宮崎沙織さん。昨年２月にオープンしました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「甘いものを食べたいなと思ったときに、気軽に立ち寄って

ください」とオーナーの宮崎沙織さん 

 

 

 
 

朝焼きふわふわロールケーキ(1,300円)と５月からの新商品

カップデザート２種(各 380円)。ほかにマドレーヌなども数

多くそろっている 

 

通年で人気なのが「朝焼きふわふわロール」

(1,300 円)です。毎朝、生地を焼いて作っている

自慢の一品。「ふわふわ感を味わってください」

と笑顔で話します。ほかにもショーケースには常

に 12 種類ほどのケーキ類が並び、店名が付いた

クルミクッキーのクウボールやパウンドケーキ、

マドレーヌやレモンケーキなどが約５坪の店内に

そろっています。予約すると要望通りのデコレー

ションケーキを作ってもらえます。 

店名は宮崎オーナーが大好きな空色や空に浮か

ぶ雲をイメージしたという「Kuu」。女性が楽し

そうにケーキを選んで買っていくのはもちろんの

こと、男性が会社帰りにふらっと立ち寄って一品

買っていったり、家族の土産用に嬉しそうに持ち

帰ったりする姿も見ることができる菓子工房で

す。 

※商品の価格表示は全て税込です 

 

お菓子
オ カ シ

工房
コウボウ

－Kuu
ク ウ

－ 

住所：新潟市中央区姥ケ山４-19-１ 

 レジデンス桜ヶ丘 A 棟 101 

TEL：025-282-5362 

営業：11：00～18：00 

休日：火曜 水曜   

Ｐ ：３台 

HＰ：http://kuu.itigo.jp/ 
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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 201９年６月結果  
 

 

業況 DI は、足踏み状況 先行きは、不透明感増す中、慎重な見方が根強い 
 

・全産業合計の業況 DI は、▲18.3（前月比▲1.2 ポイント） 
 
・インバウンド需要の堅調な動きに加え、都市部の民間工事を中心とする建設業が底堅く推移する一方、 

深刻な人手不足による受注機会の損失や人件費・外注費の増大、根強い消費者の節約志向、原材料費

の高止まりによる収益圧迫が広く業況の押し下げ要因となった。また、米中貿易摩擦の影響に伴う半

導体や産業用機械、自動車関連の不振や、世界経済の先行き不透明感の広がりを指摘する声は依然と

して多く聞かれ、中小企業の景況感には足元で鈍さが見られる。 
 
・先行き見通し DI は、▲19.5（今月比▲1.2 ポイント） 
 
・個人消費の拡大やインバウンドを含む夏の観光需要拡大への期待感がうかがえる。他方、人手不足の

影響の深刻化や、原材料費の上昇、コスト増加分の価格転嫁の遅れ、貿易摩擦の激化、世界経済の動

向、消費税引上げの影響など不透明感が増す中、中小企業においては、先行きへの慎重な姿勢が続く 。 

 

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

https://www.jcci.or.jp/lobo/lobo.html

