日本商工会議所青年部
故郷の新しい風会議 in 燕
日本商工会議所青年部（田中暢之
会長）は11月16日、燕三条ワシン
トンホテルを会場に「故郷の新しい

燕商工会議所

細川副会頭

令和元年度
合同納税表彰式

巻税務署管内税務協力団体協議会
（田野隆夫会長）では、11月11日
に合同納税表彰式を挙行しました。
これは、国税庁が主催する11月
11日～ 17日の「税を考える週間」
に、巻税務署管内の中学生、高校生
を対象に「税に関する作文」を書い
てもらい毎年表彰をしているもので
す。
今年は全国納税貯蓄組合連合会会
長賞を燕市立分水中学校3年生の矢
部彩香さんが、また巻税務署管内税

風会議in燕」を開催しました。本事
業は、国家公務員の方と青年部メン
バーがディスカッションを通して、
情 報 共 有・ 関 係 構
築 を し、 国 や 地 域
への政策提言活動
につなげることを
目的としています。
当日は全国各地
からの参加があり、
燕商工会議所青年
部からは55名のメ
ンバーが参加しま
し た。 日 本YEG田
中会長および燕商
工会議所細川副会
長の挨拶の後、ディ
スカッションがス
タ ー ト。 各 テ ー ブ
ルでは様々な意見
が 出 さ れ、 活 発 な
ディスカッション

日本商工会議所青年部

田中会長

燕商工会議所青年部

中山会長

と な り ま し た。 最 後 に 各
テーブルの発表を行い、情
報を共有しました。
そ の 後、 交 流 会 を 開 催
し、 日 本YEG田 中 会 長、
燕YEG中 山 会 長 の あ い さ
つがありました。鈴木力燕
市長の乾杯の後、交流会を
開始しました。国家公務員
の方および各地の青年部メ
ンバー同士の交流もあり、
盛り上がりました。

小規模企業振興委員
県外視察（金沢市）
小規模企業振興委員は、10
月27日、28日 に 石 川 県 金 沢
市にある金沢商工会議所へ訪問
し意見交換を行いました。金沢
市は平成27年に開業した北陸
新幹線による効果で、観光客が
年間約926万人と開業前の約
3倍 と な り、 そ の 後 も 約860
万人で推移しています。当初はスト
ロー現象による首都圏への人材や支
務協力団体協議会長賞を巻高等学校
店・営業所の流出が心配されていま
１年生小野夏海さんが受賞しまし
したが逆に利便性が向上したことで
た。
増加傾向となっています。観光客も
そして、
関東信越国税局長から
（公
社）燕西蒲法人会会長和田克行氏、 訪日外国人観光客を含め、多くの観
光客が金沢市内を訪れています。そ
燕青色申告会会長岡部幸康氏が、巻
れに合わせて金沢商工会議所では
税務署長から燕西蒲間税会会長山田
「ざわもて運動」を推進しています。
真久氏ら4名が表彰されました。
この運動は、かなざわ商工会議所会
その後の祝賀会では、和やかな雰
員事業所が、みんなで行う“おもて
囲気で被表彰者の方々を囲み祝いま
なし運動”です。会員事業所が率先
した。
しておもてなし運動を展開すること
社会保険労務士

で、市内全体のもてなし力の向上に
寄与することを目的にしています。
また、市内の商業者に対してイン
バウンド対策や販路拡大のセミナー
を開催。商工会議所の職員が企画段
階から一緒に参画して商店街のイベ
ントや新商品開発を行う商店街チャ
レンジ応援事業などの支援も行って
います。
金沢市内は北陸新幹線の開業によ
り、多くの観光客で賑わっており、
各所でその賑わいを感じることが出
来ました。

まつかわ事務所
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㈲小澤工業

市長へ
要望書提出

hecta design Folding Wood Chair
アルチザン二重タンブラー
アルチザン茶筒（M）
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燕市立小・中学校の発展を願う市
民の会
（細川哲夫会長）
は、
11月26日、
鈴木力燕市長に要望を行いました。
昨今、次代に適用できる人材・グ
ローバル人材の育成が急務となって
いることから、燕市内の小中学生の
学力向上と教育支援・教育環境整備
を図るため、予算に対する要望を
行ったものです。
提出した内容について以下のとお
りです。

す。また、先生方へのタブレット
や電子黒板等の研修を更に充実す
ることを要望するとともに、先生
方に最先端の先進地視察を行うこ
とを要望します
特別支援教育の維持・拡充
特別支援学級だけでなく、通常学
級にも特別な支援を要する児童・
生徒が増えているところから、そ
うした学級への介助員の増員をお
願いします

■市長への要望事項
プログラミング教育の推進
小学校の新学習指導要領ではプロ
グラミング教育が令和２年度より
必須化されることから、児童のプ
ログラミング教育が推進されるよ
う要望します
英語教育の推進
小学校で英語が教科化されること
に伴い、
会話力を充実させるため、
ALTやJTEの増員を要望します
ICT教育推進に向けた環境整備の充実
将来を見据え、タブレットや電子
黒板等の一層の充実を要望しま

燕市立小・中学校の発展を願う市
民の会では学力向上、グローバル人
材の育成、プログラミング教育への
対応・支援等の為、果敢に事業を展
開します。企業並びに市民の皆様の
協力を引き続きお願いいたします。

＝問い合

0256-

相談

の

ご案

あらかじめ
4116、
燕商工
でご予約下
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10 22

具体的な内容は決まっていない方も！
大した相談じゃないし…と思っている方も！
当日の飛び込みも歓迎！

無料窓口相談会

いいの？
結局なにから取り組めば
活用できる助成金って？
められない！
有休5日取得をうまく進

１
30

貿易取引相談

働き方改革

なんと
無料で

1

燕市役所市民

働き方改革でお悩みの事業主・労務経理担当者の方へ

■開催日時

実際に燕で働く先輩社員のインタビュー記事と動画も掲載しています！
高い技術力を誇る燕地区の魅力や、やりがいについて話してくれていま
す。各事業所個別の紹介動画も随時追加中です！工場内部や社内の雰囲
気、社長の考え方などを知ることが出来ます。少しでも興味があれば、当サ
イトよりお気軽にお問い合わせください。

0256-

日本政策金融公庫国民生活事業１日相談会

つばめで実際に働く先輩の声を紹介します。

＝問い合

燕市役所市

毎月第１・３金曜日
午後 時 分〜午後４時 分

0256-63-4116
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燕商工会議所では、
「地元就職を考えている学生」、
「転職・再就職を検討さ
れている方」を対象に、求人企業情報サイト「つばめjobナビ」を運営しておりま
す。現在80件以上の企業が登録されています。是非一度ご覧ください。
また、サイト内にて、実際の職場を体験できる「社会人イン
ターンシップ」の受付も行っております。就職前に仕事内容や職
場の雰囲気を、知ることが出来る貴重な機会です。自社製品やお
米などの記念品もご用意しております。奮ってご活用ください。

1
／

月
午前

認定は月１回、委員会を開催して行っております。次回は12月20
日（金）です。認定ご希望の場合、2営業日前（12月18日（水）
）
までに申請をお願いします。詳しくはお問合せください。
【お問合せ先】燕商工会議所経営支援課 0256-63-4116

30

燕市役所会議室101

スクエアトレー

つばめjobナビ事務局●五十嵐

燕市立小・中学校の発展を願う市民の会が

30

毎週水曜日・午後７時 分まで

名

日曜窓口

品

懇談会は11月26日、燕市吉田産業
会館を会場に行われ、
燕市長より
「商
工施策の進捗状況と今後について」
をテーマに話があり、その後、意見
交換を行いました。
燕市役所、燕商工会議所、吉田商
工会、分水商工会、オブザーバーと
して弥彦村商工会が参加しました。

分〜正午まで

商

燕商工会議所では平成27年より、
吉田商工会、分水商工会との連携に
より燕市商工団体懇談会を開催し、
市長を招き意見・情報交換を行って
います。
今年は、５月23日に角野然生関東
経済産業局長による講演会を開催し
ました。当所の議員改選により懇談
会を実施しました。

毎月第２日曜日・午前８時

燕商工会議所メイド・イン・ツバメ認定委員会では、会員の皆様から
申請された商品を審査し、
「メイド・イン・ツバメ」
として認定しています。
商品は随時募集しております。
輸入品との差別化やブランド力のアップ、
燕製品のPR等にお役立て下さい。
（2019/11/25認定）

燕市商工団体 正副懇談会開催

※燕・分水サービスコーナーでは︑窓口延長・日曜窓口業務は行っておりません︒

メイド・イン・ツバメ商品さらに追加！

令和元年12月15日発行

30

毎月第４木曜日 午後1時30分〜午後3時

［12/26、1/23、2/27、3/25］※3月のみ水曜日
■開催場所 燕商工会議所（燕市東太田6856）
■対 応 者 新潟働き方改革推進支援センター登録アドバイザー（社会保険労務士）
■申
込 電話またはFAXでお願いします
■主催：燕商工会議所 燕中小企業相談所
TEL 0256-63-4116（担当：経営支援課

小柳）

労働保険に入っていない会社に、人が集まるでしょうか。

2018年4月から本格稼働となり、現在までの1年半で累計27名の求職者
の方からお申込みいただいております。燕地域企業に限定している分、写真や
動画など、情報量も盛りだくさんで、登録企業数もどんどん増えています。当
サイトの有効な使い方をWEB漫画でもご紹介しておりますので、是非ともご
一読ください。燕で仕事を探すなら「つばめjobナビ」
！
！

労働者（パート、
アルバイト等を含む）
を1人でも雇っている事業主は労働保険（労災保
険・雇用保険）
に加入しなければなりません。
労働保険は、労災保険・雇用保険の各種給付金のほか、雇用の安定のために事業主に支
給される助成金などの各種支援制度も設けられており、労働者はもとより事業主のために
も欠くことのできない制度です。
また、人手不足の折、事業主にはコンプライアンスが求められており、
より良い人材を確
保する意味でも、
労働保険に必ず加入している必要があります。
まだ、労働保険の加入手続きを行っていない事業主におかれまし
ては、管轄の労働基準監督署または公共職業安定所（ハローワー
ク）
で加入手続きをとられるようお願いします。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

問い合わせ先
新潟労働局総務部 労働保険徴収課（電話 025-288-3502）
又は、お近くの労働基準監督署・公共職業安定所（ハローワーク）
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■第三者に事業
と考えてい
■廃番になると
製造してい
■地場産業に不
設備を有し
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民課市民生活係
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法律相談日
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産業財産権窓口相談日
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働き方改革無料窓口相談会

毎月第４木曜日
午後 時 分〜午後３時

１

事業承継
事業

業を譲りたい
いる方
と困る商品を
いる方
不可欠な技術や
している方

課（63-4116）
ください

デモの影響は感じられず
香港で金属製ぐいのみ大好評
ハウス組合
香港インターナショナル・
ワイン＆スピリッツフェア出展
社と共同でブースを構え日本酒と燕
11月７日から９日まで日本金属ハ
ウスウェア工業組合
（池田弘理事長） の酒器と連携した展示となりまし
た。同社は日本酒をインターネット
は「香港インターナショナル・ワイ
通販で香港に輸出をしており、今回
ン＆スピリッツフェア」に出展しま
の連携をきっかけに燕のぐい呑みを
した。同フェアには30カ国から1,075
社の出展があり21,000名の来場があ 「酒虎」というサイトに載せて一緒
に販売を行うことになりました。
りました。
展示会にはワインやウィスキー、
組合は主に金属製ぐいのみなどの
ジンのほか日本酒のブースが多数
酒器やバーグッズを展示しました。
出展しており、来場者で大変にぎ
今回はトランス・コスモス株式会
わっておりました。当組合のブース
では金属製のぐいのみとガラス製の
ぐいのみで日本酒の飲み比べをして
味の違いを確かめてもらいました。
来場者は飲み物の味がおいしくなる
ことに一様に驚き、ブースの試飲
コーナーには黒山の人だかりができ
ました。
デモの影響は特に感じられません
でしたが、中国からのお客様がほと
んどいませんでした。
帰国後見積依頼や発注が来てお
り、今後に期待できる展示となりま
した。

鎌倉商工会議所
視察研修
燕商工会議所では、11月17・18日
に神奈川県の鎌倉商工会議所を視察
しました。
鎌倉商工会議所は「経営支援の強
化による、組織・財政基盤強化（会
員増大）
」を実現したことにより、
日本商工会議所から第129回の商工
会議所表彰を受賞しており、優良商
工会議所として各商工会議所から多
くの視察を受けいれています。実
際の支援内容としては補助金の採
択率が神奈川県下でNo. １という素
晴らしい成績を収めており、補助金
獲得を中心とし、会員の皆様のため
に支援活動を行って成果をあげてい
ます。鎌倉商工会議所が行っている
経営支援の先進的な事例は、今後の
燕商工会議所の事業活動をより活発
に、効果的に行うために大いに参考
となる有意義な視察でした。
また、鎌倉商工会議所会頭企業で
ある㈱豊島屋を訪問しました。名物

である「鳩サブレー」の本家であり、
多くの観光客で店内は大賑わいでし
た。創業120年を超える歴史と、経
営に対する
思いや、地
域だけでな
く全国的に
愛されるモ
ノづくりへ
の思いに触
れ、職員一
同感銘を受
けました。
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中国・香港地域への調査ミッション報告
燕三条海外展開戦略会議

日本工業大学

客員教授

座長

横田悦二郎

（第五回）香港における”モノづくり産業”の今
1997年香港が英国から中国に変換さ
れ、事実上の「一国二制度」が発足し
て以来、現在香港は「民主主義と中国
共産主義の狭間」の紛争で大きな岐路
にさしかかっている。香港市民はどち
らの制度を選択するかは香港市民が考
えることであり、ここではその是非に
ついては記述を避けたい。しかしなが
ら、我々使節団が訪問した際に親切に
対応してくれた大学が休学になり、そ
の学生も授業が出来ずにデモに参加
していることを考えると、１日でも
早く以前の様な“華やかなで平和な香
港”が訪れることを心から祈らざるを
得ない。
以前から香港は東アジア地域にお
ける“モノづくり産業”の中心地であっ
た。終戦後日本で開発されたプラス
チック製造花の製造拠点は、日本から
香港に移り、世界中に販売され、香港
で造られたそのプラスチック製の造花
は“香港フラワー ”と呼ばれ多量に生産
された。その“香港フラワー ”の流行が
一段落すると、次に香港はプラスチッ
ク製が中心のデジタル腕時計の生産が
行なわれ、これも又世界中に輸出され
た。それらの製造を支えたのは、香港
に以前から存在していた中小零細の金
型製造企業であった。狭い領土しか持
たない香港での金型製造は世界にも稀
な特異な製造方法であった。その方法
は、狭い土地に立てられた鉛筆の様な
高いビル（ペンシルビルと呼ばれてい
た）の最上階に製造場所を持つ企業に
材料を運び、一工程毎に順に下の階の
別の企業に運ばれ、最終的に一階の
企業が金型を完成させる方法であっ
た。これは他の地域には見られない効
率的な金型製造方法であったが、大重
量の材料や大型工作機械は細いビルの
高層階には運べないため、香港での金
型製造は小型金型が中心になり、その
後の半導体用精密金型製造の礎となっ
て行ったのである。当時、幸いにも香

港はアジア地域の中でも最も裕福な国
の一つであり、その富を目指して多
くの中国からの移民（多くは違法移
民）が流入していた為、安価な労働
力は充分にあった。又、香港には金型
製造の分業体制の構築や金型技術の向
上を目的とした「香港金型工業会」は
日本とほぼ同じ時代に設立されてい
た。資金的にも海外の情報に関しても
豊富に持つ香港金型工業会はアジアの
金型業界の中心であり1992年に設立さ
れたFADMA（アジア金型工業会協議
会）にも設立当初から参加していたが、
1997年に香港が中国の一部となったこ
とでFADMAから退会した。昨年度、
香港がFADMAに再入会した為、筆者
が今回の香港訪問を連絡した所「是非
皆さんとお会いして情報交換したい」
との申し出があり、我々視察団との交
流会が実現した。その交流会における
情報によると、香港地域では土地や人
件費を始め、全てのインフラ費用が高
騰したため金型製造を続けることが出
来なくなり、現在ではその製造拠点を
中国・東芫地域に移しており、香港で
金型製造を行なっている企業は数社に
止まっている様である。当然ながら金
型製造が無い香港では“モノづくり産
業”が維持出来ることは難しく“モノづ
くり香港”の地位を保つことは今後も
出来ないと考える。
香港はシンガポールと同様にアジア
の金融の中心であることは間違いな
い。最近急速に発展した中国のIT関連
企業は別にして、外国取引に必要な為
替取引に対する優位性を持つ香港は、
今後も中国の貿易の窓口としての重
要な役目持つばかりでなく、所謂民主
主義国家である“西側”と呼ばれる国々
との情報交流の窓口であることも確実
である。香港は今、大きく変化を迫ら
れつつあるが、今後とも中国や世界に
とっても重要な地域であることを今回
の視察で再認識させられた。

ジャパン・ツバメ・インダストリアルデザインコンクールは、金属洋食器、金属ハウスウェアをはじめと
する燕産地が生み出す様々な製品に対し、新規性、デザイン性、機能性および市場性について、専門的
視点により評価・発信することで、産地としての競争力を高め、持続的発展を目指すコンクールです。

募集対象製品

審査基準

1.金属洋食器、金属ハウスウェア（国内の事業所 １.新規性・革新性➡優れたアイデアが盛り込まれ
（本店）が企画・開発・製造のいずれかに関
ており、既存類似品との差別
わっているものに限る、※販売のみは不可）
化が図られているか。
２.「1」以外の新製品（燕市内の事業所（工場、 ２.デザイン性 ➡ 造形的に美しいか。
営業所等）が企画・開発・製造のいずれかに関 ３.機能性
➡ 既存類似品と比較してどの程
わっているものに限る、※販売のみは不可）
度優れているか。
４.市場性
➡ 市場ニーズやトレンドを反映
賞と賞 金
しているか。
賞
点数
賞 金
※以上4つの基準による定量評価と、審査委員の主
1点 賞金20万円
グランプリ 経済産業大臣賞
観による定性評価を合わせて総合的に審査します。
準グランプリ 経済産業省製造産業局長賞 1点 賞金12万円
募集期間
中小企業庁長官賞 1点 賞金12万円
優秀賞
関東経済産業局長賞 1点 賞金10万円 2019年11月1日（金）から2020年1月31日（金）まで
新潟県知事賞
1点 賞金10万円
審査委員会
審査委員特別賞 審査委員特別賞
複数 賞金なし
日 時 2020年2月28日
（金）
会 場 燕市産業史料館

燕西蒲間税会
例会

応募資格者

国内の事業所（本店）

表彰式兼企業交流会

2020年2月28日
（金）
午後4時30分から午後6時まで
制限なし
会 場 燕市産業史料館
※シリーズの単位は出品者によるものとし、シリー
参加費 1,000円
（予定）
ズとして出品される場合は１点とみなします。
※詳細は参加希望者へ後日ご連絡いたします。

応募点数

燕西蒲間税会（山田真久会長）は、
消費税を中心とした間接税の納税者
で組織する団体です。
12月４日に年一回の例会≪地酒と
日本料理を楽しむ夕べ≫を「岩室温
泉高島屋」を会場に開催しました。
今年赴任された春日巻税務署長よ
り、税のスペシャリストの立場から

経験してきた秘話を披露頂き、懇親
会に入りました。
会員の笹祝酒造㈱様から毎回地酒
を寄贈してもらっており、今年も全
員で味わって楽しみました。
巻管内の異業種交流会としての例
会は、会員の楽しみの一つになって
いるようです。

審査方法

日 時

お問い合わせ先

現品、申込書、使用シーン動画（希望者のみ）に
燕市 産業振興部 商工振興課
よる審査
（新潟県燕市物産見本市協会事務局）
※製品パッケージは審査対象外とします。
〒959-0295 新潟県燕市吉田西太田1934番地
出品料
TEL 0256-77-8289 FAX 0256-77-8306
E-mail jtidc@city.tsubame.lg.jp
無料
燕市、燕商工会議所、
日本金属洋食器工業組合、
日本金属ハウスウェア工業組合（新潟県燕市物産見

主催 本市協会）

吉田商工会、分水商工会、協同組合つばめ物流センター、公益財団法人燕三条地場産業振興セン

共催 ター

つばめ会議所ニュース

（4）第453号

青年部だより
会員数111名（12月1日現在）
燕商工会議所青年部（中
山聡会長）は11月17日、県
央９青年団体交流会に参加
しました。当交流会は、三
条商工会議所青年部主催の
もと、栄商工会青年部、下
田商工会青年部、吉田商工
会青年部、分水商工会青年
部、
三条エコノミークラブ、
（一社）燕三条青年会議所、
燕商工会議所青年部で毎年

令和元年12月15日発行

県央９青年団体交流会に
参加しました！

青年部は会員を
募集しています！
燕商工会議所青年部は、若手経営者として
の資質向上を目指し、様々な企画・セミナー・
視察等の企画運営を通じて、自己研鑽に努め
ています。若手経営者としての悩みや相談を
共有できる仲間作りの場として、仕事の情報
やつながりを得る場として活用されていま
す。
満20歳～ 45歳の商工業等に従事する若手
経営者ならびに後継者であれば入会が可能で
す！詳細は事務局（TEL：63-4116）までお
気軽にお問合せください！

開催しており、本年度より
加茂商工会議所青年部が加
入し、
９団体となりました。
大運動会として日ごろの運
動不足を解消するともに、
競技を通じて交流を深めま
した。
地域は近くても普段交流
する機会がないことから、
有意義な交流会となりまし
た。

会議所の動き
今回、北越銀行の協力のもと、調査ミッションのコーディネーター周思謀氏を講
師にセミナーを開催いたします。多数の皆様よりご聴講いただき参考にしていただ
ければと存じます。なお、セミナー終了後、講師を囲み懇親会を計画しております
ので、併せてご参加いただければと存じます。当日は正副会頭も出席されます。
日時

令和２年2月21日㈮
セミナー
懇親会

午後3時〜午後5時
午後5時15分〜午後7時

会場

萬会館燕店（燕市白山町3-22-22）

講師

㈱北越銀行 ソリューション営業部
海外ビジネス支援担当部長

演題

「中国経済の発展の源泉

周

12月

セミナー

無料

17日㈫

県央３商工会議所正副会頭会議

19日㈭

燕市国際交流協会クリスマスパーティ

20日㈮

メイドイン・ツバメ認定委員会

25日㈬

知的産業財産権相談会

		

燕三条トレードショウ第3回実行委員会

26日㈭
1月

思謀 氏

6日㈪
14日㈫

働き方改革無料窓口相談会
新年賀詞交換会
工業部会

懇親会：【会員】3,000円・【非会員】7,000円
（当日、会場にて事務局にお支払いください）
★申込方法 申込用紙に必要事項を記載の上、事務局（燕商工会議所総務課）
2月10日（月）までファックスにて、お申込みください。
★問合せ等 燕商工会議所 総務課（担当：瀬戸／牧／治田／佐藤）
TEL（0256）63-4116 FAX（0256）63-8705

燕市新春賀詞交換会開催のご案内
新年のご挨拶を行っていただくため、
燕市及び商工３団体による燕
市新春賀詞交換会を下記日程にて開催いたしますので、
多数のご出席
を賜りますようご案内申し上げます。
時

令和２年１月６日
（月）午後6時〜午後8時（予定）
※午後5時3０分より受付開始

㈱萬会館燕店（燕市白山町３ TEL0256-64-4371）
※駐車場満車の場合は燕商工会議所駐車場をご利用下さい

会

場

会

費 １人 4,000円

そ の 他 ご出席の方は、
会費を添えて、
12月20日
（金）
までに

燕商工会議所または燕市商工振興課へお申し込み下さい。

主

正副部会長会議

〜経済特区にみる中国の世界戦略！〜 」

No.6

★参 加 費

日

（12月中旬〜 1月）

・燕商工会議所 （TEL 0256-63-4116 ／ FAX 0256-63-8705）
・燕市商工振興課（TEL 0256-77-8231 ／ FAX 0256-77-8306）

催 燕市・燕商工会議所・吉田商工会・分水商工会

平成から令和へのたすき
〜燕商工会議所70周年記念誌〜

このほど当所の70周年記念誌が完成いたしました。
この70周年記念誌は会員事業所と関係団体に無償で配布させ
ていただきます。欲しい方は当所まで取りに来てくださいますよう
お願い申し上げます。数に限りがございますのでご了承ください。

お問合せ●燕商工会議所

このコーナーはみなさまの生活に
関係する労務管理について、隔月で
連載いたします。

年末の時期になりました。この時 議の資料（令和元年５月15日）の中
期は忘年会が多くあり、私もちょこ に成長戦略実行計画案があり、その
ちょこと顔を出す予定でいます。し 中にて既に70歳までの就業機会の確
かしながら、今年は年末年始になる 保が載っています。（骨太方針2019に
前から既に５キロ太るという状況で、 もあり）
現状として高齢者の体力・運動能
「これはゼロキロカロリーだから大丈
夫」などと、私へ甘い言葉で惑わさ 力が５歳若返っており（体力テスト
、健康
ないよう、お願い申し上げます。サ の合計点において５歳若返り）
状態においては、高齢者の就業率が
クッと負ける自信があります。
忘年会が勤めている会社で行われ 現在よりも大幅に高い水準になる余
るようになったのは、昭和の高度成 地がある。また、70歳以降まで働く
長期の頃からと言われています。そ ことを希望している高齢者が８割に
の頃は社員が練習を行い、ものまね のぼる、との記載があります。
11月29日に開催された厚労省の審
や手品などの宴会芸を披露するとこ
ろが多かったと聞きました。令和の 議会資料を読みましても、方向性に
新入社員にはびっくりの状況で、も 変わりはなさそうです。現時点にお
しかしたらお酒の席でのパワハラと いても、70歳以上働ける制度がある
企業が３割弱ある状況です。多くの
思うかもしれません。
お酒を飲める人も飲めない人にも、 方が年の老いたことを忘れて70代も
楽しい宴席となり、嫌なことを忘れ 元気に働く時代が、どうやらもうす
られる忘年会が一番ですよね。ちな ぐ来るようです。私も元気に長生き
みに忘年の語源は、中国にて年の老 できるよう頑張ります。
いたことを忘れるの意だったのを、
１年の苦労を忘れるの意として日本
燕商工会議所
人が解釈し直した、とのことです。
顧問社労士
さて、先日に安倍総理が、「法案の
早期提出を図る」と明言したことで、
井上智玄
「70歳までの就業機会の確保」が現実 （2019年12月128㌔・前回から
5㌔増／初回から7㌔減）
味を帯びてきました。首相官邸のHP
で確認できるのですが、未来投資会
次回は「身近な法律相談」を掲載いたします。

電話63-4116

日本政策金融公庫は、みなさまの身近な政策金融機関です。

あらゆる事業資金をバックアップします

★国の教育ローンのご案内★

燕商工会議所 〒959-1289 燕市東太田6856
建設業部会

TEL 0256-63-4116 FXA0256-63-8705

広告掲載募集
燕市全域25,000部発行 日報・読売・朝日・毎日・日経に毎月15日折込

（土･日･祝の場合翌日）

時間外は本店ローン相談日をご利用いただけます。
毎 週 水 曜 日 17：30〜20：00
第１・第３土曜日
9：00〜17：00

◆１コマサイズ 39×79㎜
会員様限定
◆掲載料 7,200円／月
◆年間契約での一括払いの場合 70,000円／年
■お問い合わせ･お申込み

燕商工会議所総務課まで
TEL63-4116

（融資限度額） お子さま１人につき３５０万円以内
※海外留学
（一定の要件があります）
は４５０万円以内
（ご返済期間） １５年以内
（交通遺児家庭、
母子家庭または
世帯年収
（所得）
200万円
（122万円）
以内の方は１８年以内）
（金
利） 年1.66％
（R1.11.1現在）
（固定金利）
26％
※母子家庭または世帯年収（所得）200万円（122万円）以内の方は年１．
（お使いみち） ・学校納付金（入学金、授業料、施設設備費など）
（大学、短大、専修学校、高校などが対象）
・受験にかかった費用
（受験料、
受験時の交通費・宿泊費など）
・住居にかかる費用
（アパート・マンションの敷金・家賃など）
・教科書代、教材費、パソコン購入費、通学費用、留学費用、学生の国民年金保険料など
※今後１年間に必要となる費用がご融資の対象となります。

【お問い合わせ先】
（その他、事業資金の取扱いも行っております。）
国の教育ローン
事業資金のお問い合わせ先
教育ローンコールセンター
三条支店 国民生活事業
ＴＥＬ ０５７０−００８６５６
〒９５５―００９２ 三条市須頃１−２０
受付時間 平 日９時〜２１時
三条商工会議所会館２階
土曜日９時〜１７時
ＴＥＬ ０２５６−３４―７５１１
受付時間 平日９時〜１７時

国民生活事業

1

月 日（水）折込みです。

カンタン手続き、スピード審査、担保や第三者保証人は
不要です！
最高500万円、
返済期間７年以内

★次号は

日本政策金融公庫からのお知らせ

15

