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・常議員会開催報告
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月
日 、当
所の前田
会頭ら県
内会議所
の会頭が
県庁を訪
ね、花角
英世知事
に、「県の
産業施策
に対する
要望書」
を手渡しました。
要望は、県内 商工会
議所で組織される（一社）
新潟県商工会議所連合会
名で行われ、全体の要望
として、新型コロナウイ
ルスの影響長期化を踏ま
えた中小・小規模事業者
の資金繰り支援の継続や
新しい生活様式に対応し
た各種取組みへの支援、
県の魅力向上への強化な
どを求めました。
当所関連では、『ＳＬば
んえつ物語』号の広域的
ＰＲ促進への支援などの
ほか、当所が、磐越西線
沿線地域の関係団体で構
成される「ＳＬ定期運行
推進協議会」の事務局を
担っていることもあり、
新型コロナ収束後には地
元に一段の経済効果が波

及するような仕組み作り
への協力も要望しました。
花角知事は、「ＳＬ号は
新潟の大切な魅力の一つ
であり、広域で連携して
プロモーションを行える
大事なツール。地元や福
島などとしっかり連携を
図りながら取り組んでい
きたい。新津起点でその
まま東京という流れは地
域への経済効果も限られ
る。その辺りの対策や知
恵出しを一緒に考えたい」
などと応じました。
また、 月２日 には、
当所と新潟、亀田の三商
工会議所の会頭らが新潟
市役所を訪ね中原八一市
長ならびに佐藤豊美市議
会議長に、「新潟市の政策
に対する要望書」を提出
しました。コロナ禍にお
ける各種支援施策・事業
の周知・ＰＲの強化と申
請等に係る行政手続きの
簡素化などを求めたほか、
当所関連の要望では、前
田会頭が、まちなかに集
うための仕掛けや「泊ま
らせる」ことを念頭に置
いたまちづくりへの支援
などを求めました。中原
市長は、「新津の状況は認
識している。只今三年間
の集中改革プランに取り
組んでいるが、落ち込ん
だ経済の回復は急務。新
しい時代を切り開いてい
く施策も必要で、個々の
可能性を検討しながら支
援していきたい」などと
応じました。
県・市への要望書提出
は、新年
度の予算
編成を前
に、例年
この時期
に行われ
ています。

にいがた ＢＩＺ ＥＸＰＯ ２０２０に︑

新潟エスラボ株式会社
ではＬｏＲａＷＡＮ温度湿
度管理・監視ソリューショ
ン、医療福祉施設スマー
トヘルスソリューション
等の提案を行い、来場者
の関心を集めていました。
また、環境アース株式
会社ではプライベート陶
板浴、個室タイプの温熱
ルーム等の提案を行い来
場者の足を引き止めてい
ました。

当所会員２社が出展！

月 日、 日の２日
間、１１５社・団体が出
展する県内最大級の商談
型産業見本市「にいがた
ＢＩＺＥＸＰＯ２０２０」
が新潟市産業振興センター
で開催されました。
今年は新しい生活様式
にのっとったスタイルで
の開催となりましたが、
新津地域からは当所会員
２社が出展し、多くの来
場者へ自社製品などの提
案を行いました。
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健康づくりを推進する経
営の後押しとなる定期健
康診断を 一
(社 新
) 潟縣
健康管理協会に委託し毎
年秋に行っています。
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当所事業の一つとして、
会員事業所の経営者や従
業員を対象とする定期健
康診断が、 月 日～
日の四日間ににわたり実
施され、約５００名が受
診しました。
会場となった新津地域
交流センターでは、三密
対策でいつもより検査に
やや時間を要した場面も
みられましたが受診され
る方々の協力もあり滞り
なく実施することができ
ました。
当所では、事業所に勤
められる方の健康管理・
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後には当会議所にも様々
な意見が寄せられていま
す。「花火の音がうるさい」
「動画を見る術がない」
と
いった如何ともしがたい
ものもありましたが、ほ
とんどが「よくやった！」
「感動した 」
など好意的
なものでした。
このほか、「新津のポテ
ンシャルの高さを見直し
た」など激励の声も届い
ています。今回は花火の
打ち上げ自体はもとより
打ち上げに奔走した実行
委員会の熱意と行動力を
評価する声が多く、地域
のこれからを支える若い
世代の可能性を示す機会
ともなりました。
異例ずくめの今回のあ
きはなびでしたが、次回
は多様な楽しみ方はその
ままに密・密になりなが
らいつもの大きな会場で
観覧できることを願って
います。
なお、花火
のユーチュー
ブ動画は当会
議所のホーム
ページからも
アクセスでき
ます。

ɣ۪ޏͺȜΑڼٛ২͈ήȜΑ

947

というのが人情。どうし
ても密は避けられません。
このため、
新しいスタイル
として、
工夫を凝らした楽
しみ方が試みられました。
駐車場に止まって車の中
から花火を観る「ドライ
ビングビュー」と「ユー
チューブ」
による生配信が
それです。
「ドラビュー」
は 県 内 初 の 試 み 、「 ユ ー
チューブ」配信もあきは
なびでは初めてです。
ユー
チューブは配信開始とと
もに区内、県内はもとよ
り全国からも多くのアク
セスがあり、花火イベン
トへの関心の高さを窺わ
せました。
当会議所は実行委員会
から事務局を委託されて
いますが、
花火の打ち上げ
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第八回目となる今回は、
新型コロナウイルスの感
染症対策のため、大勢の
観客を一カ所に集めての
開催は断念せざるを得ま
せんでしたが、幾多の思
いと願いを乗せた花火の
打ち上げだけは途切れさ
せたくないとの「阿賀野
川あきはなびまつり実行
委員会」
（委員長 長澤竜
也氏）の熱意により決行
されました。
当日は、同日に予定さ
れていたハロウィン仮装
まつり中止の無念さを癒
やすかのような満月をも
味方につけて絶好の打ち
上げ日和となりました。
花火を打ち上げるだけ
なら密は回避できても、
できるだけ近くで観たい
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・新津地域景況調査結果
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