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共同事業利用実績

【切手・収入印紙類委託販売事業】

【高速道路ＥＴＣ利用手数料】（新潟県異業種交流センター）

【ダンボール箱共同購入事業】

【オートリース紹介斡旋事業（オリックス・トヨタ・日立）】

令和 2 年度 第 1 号会務報告
開催日 会　　　議 内　　　容 出席者

4/7 第 14 期正副理事長・
委員長合同会議

1)第14期委員会組織の見直しについて
2)第14期委員会副委員長及び委員の選
定について
3)通常総会等今後の会議の進め方について
4)令和2年度予算について
5)その他

7名

4/15 総務委員会

1)通常総会開催・懇親会の開催について
2)委員会規約の一部変更について
3)通常総会提出議案の追加について
4)その他

6名

4/16 広報誌委員会正副委員長及び
担当副理事長等会議 1)令和2年度広報誌委員会予算協議 4名

4/27 新販路開拓委員会正副委員
長及び担当副理事長等会議 1)令和2年度新販路開拓委員会予算協議 7名

5/12 監事会 1)令和元年度共同事業・一般会計監査 2名

5/12 新旧正副理事長会議

1)令和元年度決算見込みについて
2)監査報告について
3)令和2年度事業計画、収支予算(案)について
4)令和2年度賦課金の額及びその徴収方
法について
5)通常総会の運営について
6)その他

3名

開催日 会　　　議 内　　　容 出席者
【外部団体】
2/26 企業活動活性化懇談会 三条市役所 山谷副

理事長

3/25 燕三条地場産業振興センター
理事会 燕三条地場産業振興センター 理事長

5/27 燕三条地場産業振興センター
理事会 燕三条地場産業振興センター 理事長

6/12 新潟県中小企業団体中央会
第 2回理事会 ANAクラウンプラザホテル 理事長

開催日 会　　　議 内　　　容 出席者

5/29 通常総会

1)令和元年度事業報告承認について
2)令和元年度収支決算報告承認について
3)委員会規約の一部変更について
4)理事及び監事選挙について
5)令和2年度事業計画について
6)令和2年度収支予算について
7)令和2年度賦課金の額及びその徴収方法について
8)借入金残高最高限度額について
9)その他

出席
22 名
委任状
74 名

6/9 広報誌委員会 1)令和2年度第1回金物ニュース誌面編集について
2)その他 9名

4月～11月累計 12月 1月 2月 3月 合計

利 用 額
平成 30 年度 124,697,585 13,656,292 13,571,986 13,339,878 14,004,218 179,269,959
令和 01 年度 108,024,093 11,542,146 11,794,720 11,137,856 10,773,527 153,272,342

手 数 料
平成 30 年度 3,740,928 409,689 407,160 400,196 420,127 5,378,100
令和 01 年度 3,240,722 346,264 353,842 334,136 323,206 4,598,170

件 数
平成 30 年度 563 68 67 68 68
令和 01 年度 534 62 65 65 63

4月～11月累計 12月 1月 2月 3月 合計

利 用 額
平成 30 年度 13,706,057 1,755,730 1,914,110 1,378,290 1,487,350 20,241,537
令和 01 年度 13,014,642 1,739,493 1,532,920 1,625,268 1,178,623 19,090,946

手 数 料 額
平成 30 年度 445,959 56,197 57,223 53,225 54,403 667,007
令和 01 年度 442,217 57,790 54,844 56,376 52,014 663,241

4 月～ 11月累計 12月 1月 2月 3月 合計

利 用 額
平成 30 年度

西山カートン 2,347,658 271,954 263,942 329,822 262,990 3,476,366
セッツカートン 95,040 37,260 24,840 12,420 12,420 181,980

令和 01年度
西山カートン 2,483,173 282,535 298,595 332,827 334,246 3,731,376
セッツカートン 120,110 25,300 0 0 0 145,410

販売手数料
平成 30 年度

西山カートン 130,426 15,109 14,663 18,323 14,611 193,132
セッツカートン 5,280 2,070 1,380 690 690 10,110

令和 01年度
西山カートン 137,252 15,411 16,287 18,154 18,232 205,336
セッツカートン 6,660 1,380 0 0 0 8,040

4 月～ 11月累計 12月 1月 2月 3月 合計

斡 旋 台 数
平成 30 年度

オリックス 9 0 0 1 2 12
トヨタ・日立 0 0 0 0 0 0

令和 01年度
オリックス 8 0 0 0 0 16
トヨタ・日立 0 0 0 0 0 0

手 数 料 額
平成 30 年度

オリックス 97,200 0 0 10,800 43,200 151,200
トヨタ・日立 0 0 0 0 0 0

令和 01年度
オリックス 108,000 0 0 0 0 108,000
トヨタ・日立 0 0 0 0 0 0
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三条金物倶楽部
～ともに新しい世界へ挑戦と飛躍を!!～
三条金物倶楽部

三条金物組合

　三条金物卸商協同組合、組合企業の皆様におかれま
しては日頃より組合活動にご理解ご協力を賜り誠にあ
りがとうございます。
　昨年 12 月の臨時総会からわずか 5 か月、一つの新
型ウィルス COVID-19 の出現により世界が激変してし
まい私自身も目の前の大きな困難にどう立ち向かうか、
毎日気が気ではありません。またこの先の私たちの暮
らし、社会、経済がどうなっていくのか想像する事も
大変困難な状況です。
　その様な中、組合の収入の柱となっている高速道路
共同事業による収入は 4 月 7 日の７都府県の緊急事態
宣言を機に大きく落ち込んでいます。既に歴史ある三
条まつりが中止になり、皆様がふと思い浮かべるこの
地域の大きなイベントは今秋いっぱいほぼ中止、また
は延期が決まりました。最近まで何とか通常開催を模
索していた “ものづくりメッセ” も、オンラインでの展
示会、商談会へ変更して準備を始めると、先の地場産
センターの理事会で報告されました。
　今回は私自身 2 期目の理事長を仰せつかるに当たり

今まで無かった大きな転換期に組合
としてどう対処していけばよいの
か、大変身が引き締まる想いです。
　ここ数年皆様の前で、私たち金物
卸が「この地域のセールスマンとし
て大いに活躍しましょう」とお話し
てまいりました。その気持ちは今でも全く変わってい
ません。しかし、その手法は変えていかなければと強
く感じています。私自身はパソコンの画面を通しお客
様と商談する事に少なからず抵抗がある人間でした。
でも暫くは多くの事が制限される中、新しい技術、新
しい価値観を取りこみ、先輩方が成しえてきた以上に
お客様、エンドユーザー様とより強く繋がり、より多
くの人が安心でき、幸せに感じる手法を組合の皆様と
探していきたいと感じています。
　今期を迎えるにあたり、特に各委員会の委員長の皆
様にはご尽力頂き事業計画を作成していただきました。
しかし少なくともこれから数か月間は多くの制限があ
る中、現在計画している事が実施出来るかわかりませ
ん。海外への販路開拓については、いつ渡航制限が解
除されるかもわかりません。昨年までの状況とは全て
変わってしまいました。だからやれることをみんなで
考えながら進みたいと考えています。まずは今回の
COVID-19 が組合員の皆様にどのような影響をもたら
したのかをお聞きするアンケートの作成に取り掛かり
たいと考えております。その調査結果をもとに行政へ
ご報告し今後の政策・施策に活かして頂けるようお願
いしたいと考えています。
　何はさておき、組合員の皆様の健康と社業を第一に
考え、前例にとらわれることなく臨機応変に組合活動
に取り組んでまいります。また最後になりましたが多
くの制限と不安がある中ではありますが、これからの
三条市、業界、組合活動を牽引していくであろう組合
の仲間たちとまた 2 年間活動出来る事に心より感謝申
し上げます。
　どうか引き続き金物組合の活動に対しましてご理解
ご協力、また積極的にご参加いただきます様心よりお
願い申し上げます。

第 14 期 中條理事長就任挨拶

中條克俊理事長
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広報誌に広告を載せませんか？
体裁：A4・カラー６～８Ｐ（紙質：コート紙）
発行予定：年2回（随時発行）
発行部数：300部
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　この度、第 13 期に引き続き
第 14 期も総務委員長を務めま
す長岡でございます。
　今年度は、世界を脅かす新型
コロナウイルスが３月から蔓延
しはじめ、あらゆるイベントが
中止するという状況に陥りまし
た。組合通常総会も感染を防ぐ

ため簡素化して懇親会なしのお昼 12 時での開催となり
ました。総務委員会としては、中條理事長をはじめと
する組合員の皆様方のコミュニケーションがとれるよ
う、そして事業が遂行できるよう企画していきたいと
思いますが、新型コロナがある程度収束するまで身動
きがとれません。先ずは、皆様の安全を確保しながら
事業を進めていきたいと考えます。
　今期、組合員の皆様が楽しみにしていたゴルフコン
ペも何とか開催できるよう準備だけはしっかりしてい
こうと思います。こんな時代だからこそ皆さんで力を
合わせ、新型コロナがもたらす困難に打ち勝ちましょ
う。

　第 13 期に引き続き、副理事
長を務めさせていただきます馬
場長金物㈱の馬場と申します。
　第 14 期では広報誌委員会の
担当をさせていただくことにな
りました。
　今期は様々な組合活動を計画
しており、その活動報告を広報

誌及びホームページを使いながら組合員の皆さんにお
伝えしたいと考えておりますが、新型コロナウィルス
の影響で組合活動にもかなりの制限を設けなければな
りません。
　そのため今年は従来とは異なる活動となりますが、
意義のある活動報告を、広報誌を通じてお伝えしてい
きたいと思います。
　2年間よろしくお願いいたします。

長岡信治総務委員長

馬場眞樹副理事長

宿泊プラン比較サイト「旅くら」絶賛稼働中！
三条金物卸商協同組合HP　http://www.kanamono.gr.jp

　第 13 期に引き続き副理事長
を務めさせていただきます㈱山
谷産業の山谷です。馬場・髙波
副理事長と一緒に中條理事長を
バックアップし、金物卸商協同
組合を盛り上げていきたいと思
います。
　新販路開拓委員会では展示会

出展にむけ、Web プロモーション委員会では Instagram
などの活用方法について、会員の皆様と学びながら日常
の業務に展開できるように活動して参ります。
　ただし、COVID-19 の影響もあることから展示会出展
は不透明ですが、Web プロモーション委員会では zoom
会議を行うなどして、ピンチをチャンスに変えられるよ
うな金物卸商協同組合にしていきたいと思います。
　２年間よろしくお願いします。

　この度、第 14 期の副理事長
を仰せつかりましたパール金属
㈱の髙波と申します。はなはだ
微力ではございますが、中條理
事長をサポートし、組合員の皆
様のご協力を賜りながら、組合
事業が円滑に運営進行できるよ
う努めて参ります。

　年初からの世界的な COVID-19 感染拡大の影響によ
り、商談会、展示会の開催が延期または中止といった不
安定な状況となっておりますが、新販路開拓委員会担当
として、髙橋委員長、山谷副理事長と共に、今できるこ
とを模索し、組合員の皆様の販路開拓に寄与できる事業
を検討して参ります。
　組合員の皆様におかれましては、この状況下ではござ
いますが、組合活動にご理解の程、お願い申し上げ、ま
た、ご参加を賜りますようお願い申し上げます。

山谷武範副理事長

髙波久義副理事長

副理事長・委員長就任挨拶
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　この度、第 14 期三条金物卸
商協同組合 Web プロモーショ
ン委員長に就任させていただ
きます角利産業㈱の加藤と申
します。
　今期は COVID-19 の出現に
より、今までとは全く違う環境
や経済状況へと変わってしまい
ましたが、中條理事長の基本方

針の基、委員会メンバーと共に一致団結して、組合活
動を通した社業の発展に邁進して行きたいと思ってお
ります。
　Web プロモーション委員会は主にインターネットを
活用し、製品やサービスのプロモーションについて学び、
実践していく委員会です。具体的には、メンバーと動画
配信や VR などを活用して、新しい表現方法やユーザー
獲得についても挑戦してみたいと考えています。
　一人や 1 社では踏み出せない一歩も共に取り組むこと
で意外と簡単に踏み出せる一歩になる様に、メンバーと
コミュニケーションを積極的に取りながら、進めたいと
思っています。
　委員会メンバーを始め、組合員の皆様のご協力、そし
て積極的なご参加をいただきますよう、何卒宜しくお願
い致します。

加藤將利
Webプロモーション委員長

　この度、新販路開拓の委員長
に就任させていただきました㈱
髙儀の髙橋竜也です。
　新販路開拓造委員会は、前年
までの未来創造委員会の活動の
内、組合員の新販路開拓に注力
特化した委員会となります。
活動としては、国内では展示会
や商談会への参加、海外では燕

三条貿易振興会が運営するベトナムホーチミンのアンテ
ナショップへの共同出品を計画しております。しかしな
がら、現況では国内外の様々な展示会の延期・中止や渡
航の制限がある中、どこまでの活動が出来るのか見えな
い部分が多いことから、状況の変化を注視しながら、慎
重かつ柔軟に対応、活動していきたいと考えております。
　さまざまな活動の判断が難しい状況ですので、組合員
の皆様には様々な情報やご意見をいただけたらと思いま
す。組合員皆様の積極的なご参加を何卒よろしくお願い
致します。

　この度、広報誌委員会の委員
長を務めることになりましたホ
クリク総業㈱の加藤です。
　広報誌委員会は、年 2 回の金
物ニュースの発行、および当組
合のホームページの管理が主た
る活動となります。
　今年は新型コロナウイルスの
流行により、組合の活動が制限

される可能性があり、会員の皆様にお伝えできる内容が
限られてしまう恐れがありますが、金物ニュースという
誌面での情報提供、ホームページ等での Web による情
報提供、それぞれの良さを活かして皆様に有用な情報を
提供していく所存です。
　今期はたくさんのフレッシュな方々が組合の委員会活
動に参加してくださいます。
　当委員会においてもフレッシュな方たちが新メンバーと
なりました。これまで広報誌・ホームページを支えていた
だいたベテランとフレッシュなメンバーを一つにまとめて
いくことで、よりよい情報提供ができるものと信じて努め
てまいりますので、どうぞよろしくお願いします。

髙橋竜也
新販路開拓委員長

加藤正樹
広報誌委員長

第４号議案 

第 14 期三条金物卸商協同組合組織図 
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◎ 委員長 

 ○ 副委員長 

総 会 

理 事 長  

副理事長 

委 員 会  

内田良昭 大橋康弘 加藤正樹 加藤將利 金子太一郎 
柄澤隆博 柄沢利文 佐野 徹 髙橋竜也  田崎尚志 
髙野 武 長岡信治 広野悦弘  

◎ 長岡信治 
○ 金子太一郎 

  柄澤隆博 
  広野悦弘 

◎ 加藤正樹 
○ 大橋康弘 
〇 大橋和由 

 五十嵐義己

柄沢利文 
北沢 徹 

  小林利造 
平松伸規 

◎ 加藤將利 
○ 内田良昭 
○ 佐野 徹 
  青木秀一 
 大橋和由 
  加藤達郎 
 渋谷孝政 
韮澤 剛 
芳賀勝寿 
渕岡優介 
松谷英吉 
丸山暁光 

藤田 實 
髙波久雄 
坂井範夫 
坂本洋司 
髙橋 司 
内田良治 

長沼重昭 
石黒隆夫 
田辺健一 

顧 問 
加藤敏敦 
宮原洋一 
髙森武志 

相 談 役  
中條克俊 

山谷武範・髙波久義・馬場眞樹 

理 事 

監 事 

新販路開拓 
委員会 

広報誌委員会 

担当副理事長 
馬場眞樹 

Ｗeb プロモー 
ション委員会 

担当副理事長 
山谷武範 
髙波久義 

◎ 髙橋竜也 
○ 田崎尚志 
○ 髙野 武 
○ 涌井 敏 

浅野優次 
石部進次 
坂井謙介 
高森啓太 
中川勇太 

総務委員会 

担当副理事長 
山谷武範 

第 14 期三条金物卸商協同組合組織図
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　去る 5月 29 日㈮餞心亭おゝ乃にて、出席人数 96 名
（本人出席 22 名、委任状出席 74 名）で通常総会を開催
いたしました。今回は、新型コロナウイルス流行に伴い、
三密を避けるための対策を取っての総会となりました。
会は馬場副理事長の司会により開始しました。
　はじめに中條理事長より開会にあたり、「みなさまこ
んにちは！昨年 12 月の臨時総会にて皆様のお許しをい
ただきまして 2期目を務めさせていただくことになりま
した中條です。本日は三条金物卸商協同組合令和二年度
通常総会にお集まりいただきまして誠にありがとうござ
います。大変厳しい状況が続いておりますが、今日ここ
にお集まりの皆様のお元気そうな顔を拝見いたしました
ら、私自身少しほっとした気持ちでおります。」と挨拶
されました。
　続いて、議長選出になり、馬場副理事長より長岡総務
委員長が指名され、承認されました。
　議案審議に入り、第 1号議案　事業報告、第 2号議
案　収支決算報告・剰余金処分、それぞれ事務局より説
明のあと、承認されました。
　第 3号議案については、第 14 期の委員会を総務委員
会・新販路開拓委員会・Web プロモーション委員会・
広報誌委員会の４つの委員会とする委員会規約の変更で
あり、こちらも承認されました。
　第 4号議案　新体制の理事・監事の指名・承認では、
定款に定めのある員外役員として田辺健一氏の指名があ
り、理事長は監事の任を遂行するにあたり、同氏が申し
分のない人であることを丁寧に説明され、同議案は承認
されました。
　第 4号議案においても承認され、以降の議案について
は新体制での審議となり、新正副理事長・委員長が旧正
副理事長・委員長と席を交代しました。
　第 5号議案　基本方針について中條理事長より、展示
会が中止・延期またはオンライン開催など、それまで考
えられない大きな変化が起きていること、地域のセール
スマンとして組合員は活躍してもらいたいが手法を変え
ざるを得ない状況であること、そういった中で今期の組
合の事業計画が実際実行できるかどうかわからない状況
であること、COVID-19 により組合員の皆様がどのよ
うな影響を受けているか聞き取り、市・商工会議所・関
連機関に報告していくこと、さらには組合員の従業員の
健康や、社業に努める組合員のための組合活動を行って
いくこと、などの説明がありました。
　続いて第 6 号議案　収支予算案では事務局より
COVID-19 による移動制限で高速道路支払事業の収入

通常総会
が前年より少なくなると見込んでおり、さらに三条市よ
り販路開拓推進事業負担金としての 300 万円があるも
のの、事業が未執行となった場合、返還せざるを得ない
旨、話がありました。続く、第 7号議案　賦課金・徴収
方法についても説明があり、第 5号・第 6 号・第 7 号
議案はすべて承認となりました。
　第 8号議案　借入金残高最高限度額 3000 万円につい
ても承認となりました。
　第 9号議案　その他については誰からも声が上がら
ず、全ての議題を終えました。
　最後に司会の馬場副理事長より閉会のあいさつがあり
通常総会は終了しました。例年の総会であれば、この後
ご来賓等をご招待しての懇親会を行なうのですが、今年
は COVID-19 の影響により、懇親会を開催しないとい
う異例の総会となりました。

▲挨拶する中條理事長（右）と司会の馬場副理事長
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　御社の商品、サービス等を三条商工会議所の会報誌で PR しませんか。会議所職員が商品等の概要、
特長をお伺いして、記事を作成、掲載します。

■原　稿　　文字数 300 字程度、モノクロ写真 1 枚～ 2 枚。校正１回。
■発行日　　毎月 25 日（新年 1 月号は 15 日）
■発行部数　2400 部　会員事業所、関係機関、県外商工会議所へ配布
■申込締切　会報発行日の 1 カ月前まで（締切が早まる場合があります）。
■掲載要件　三条商工会議所会員であること。法令、公序良俗に反する商品、
　　　　　　サービスでないこと。
　　　　　　複数の掲載希望がある場合、ご希望に添えない場合がございます。
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　去る 1 月 20 日㈪から 22 日㈬にかけて幕張メッ
セにおいて「ライフスタイル Week2020 年 春」
が開催されました。全体では 310 社が出展してお
り、当組合からは 10 社が「第 3 回国際テーブル
＆キッチンウェアＥＸＰＯ」に出展しました。
　この展示会に初参加の ㈱ワクイの小林美咲さ
んより感想を寄稿していただきました。

　
　今回初めて出展させていただきました。右も左
も分からない中、組合の皆様よりご指導いただけ
ましたこと心より感謝致します。出展させていた
だき自社商品のディスプレイの仕方や来場者に対
する接客など反省すべき点がたくさんありました。
　また今後、商品商材のジャンルを増やしていく
ために他社様が出展されていた商品も拝見しまし
た。実際に商品に触れ、説明を聞き商品のイメー
ジが具体的に沸いてきました。これも EXPO な
らではの良い機会となりました。
　今回のライフスタイル総合 EXPO では出展者側の立
場、そして来場者の立場で EXPO の良さや接客のやり
方を学ぶことができた有意義な展示会でした。
　まだまだ自分自身足りない部分も多々ありますが、反
省点を見つめ直し今後に活かしていきたいと思います。

『ライフスタイルWeek2020年 春』に出展

第３回国際テーブル＆キッチンウェアEXPO
会場の様子▶

出店ブース1

出店ブース2


