第48回 飛燕夏まつり
7月20日・21日の2日にわたり
飛燕夏まつりが行われ、メイン会場
の商店街ストリートはたくさんの人
で賑わいました。
初日午前中は雨天のため音楽パ
レード・交通安全パレードが中止
となりましたが、お昼にはバーベ
キューで、焼肉が無料で振舞われま
した。
夕方からは1000人みこし・よさ
こいソーランが開催。今回はみこし

の30周年・よさこいの20周年を記
念してスペシャルゲストとしてお笑
い芸人のサンシャイン池崎さんを招
き、空前絶後の盛り上がりを見せて
いました。
また、
「つばめ屋台村」では、焼
き鳥、
タピオカドリンク、
チーズドッ
グなどが販売され、多くの来場者で
賑わっていました。
2日目は、チビッ子広場、つばめ
いちが開かれ、特設ステージでは人
気お笑いコンビ『ロッチ』のお笑い
ステージ、飛燕太鼓やフラダンスな
どで賑わっていました。夕方からは
民謡タイム、燕甚句踊り流し大会、
燕ばやしが開催され
「飛燕夏まつり」
を締めくくりました。
2日間で32,000人の来場者があ
りました。

第15回燕商工会議所会員大会の
参加者440名が決定
燕商工会議所会員拡大サービス委員会
（吉塚道夫委員長）は、７月19日燕商工会
議所において、９月７日に開催予定の第15
回燕商工会議所会員大会
（創立70周年記念）
の「参加者抽選会」を実施しました。
事前に行った本大会の「予約申込」受付
の結果、定員440名に対し、338事業所583
名の予約がありました。
当委員会は、
「予約申込」の全員を受け
入れるには①料理の提供に支障を生じる。
②混みあってショウを楽しんで頂けない。
③サービスが不十分では逆に不満を与えて
しまう。④多くの会員事業所の皆様から参
加していただきたい。
とし、
「参加者抽選会」
を計画、実施しました。
抽選会は、燕市自治会協議会田邉会長の
立ち合いの下、会場を一般公開し、当委員

会メンバーにより厳選に抽選を行い、定
員の440名を選出しました。
予約が１名の93事業所については、す
べて当選とし93名が最初に決定しまし
た。続いて、予約が２名の245事業所を
対象に抽選し、102事業所204名が決定し
ました。
当選から外れた残りの143事業所は、
予約が２名から１名になりましたが、そ
の中から「キャンセル待ち」として10事
業所に順位をつけ、
「次点事業所」とし
て選出しました。
また当委員会は、この143事業所に対
して１事業所１名に限り、本大会の「清
水アキラ トーク＆ライブ」を無料で観
覧できるとしました。
「当選はしなかっ
たが、食事が無くてもショウだけは観て
いただきたい」
として急遽決定しました。
抽選の結果を「予約申込」頂いた338
事業所に報告するとして抽選会を終了し
ました。

日本政策金融公庫からのお知らせ
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。

★国の教育ローンのご案内★
（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1.90％
（28.5.10現在）
（固定金利）
65％
※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

今年も燕三条トレードショウを開催致します！！燕三条地域の
メーカー、卸売業者が一堂に会する展示会です。今回は、海外バイ
ヤーからの評価も高い「日本の包丁」の特設ブースをご用意してお
り、プロユースから家庭用まで、多くの包丁がずらりと並びます。
是非ご来場ください。

つばめ会議所ニュース

（2）第449号

企業名

エジソン スプーン＆フォーク

燕物産株式会社

板厚9ｍｍ

若林工業有限会社

ステーキ鉄板

ケヴンハウン
煌

日本洋食器株式会社

XELA
燕三条イタリアンBit秋山シェフコラボ包丁
クラッド鋼コースター

認証日

2019/
7/31

アイチテクノメタル
フカウミ

会場に「ツバメルシェ」と同時開催
致します。
盛りだくさんの内容でお待ちして
おりますので、楽しい夏の思い出に
家族揃ってお越しください。

■イベント内容

昭和の名店街、昭和のお化け屋敷、遊びの天才広場、プ
チ商店街、浴衣で来ると良いことあるよ、Ｓカード変身大会、１００燕（え
ん）商店街、除雪車・消防車・パトカーの展示、白山町児童館のお店、東児
童センターのお店、ステージイベント「燕芸祭」ほか

古川医院

田耕酒店

（仲町茶の間）

みなみ
調剤薬局

北越銀行
燕支店

三條屋

戸隠神社

協栄信用組合
仲町支店

仲町
駐車場

ステーキ鉄板

クラッド鋼コースター

認定は月１回、委員会を開催して行っております。次回は8月28
日（水）です。認定ご希望の場合、2営業日前（8月26日（月）
）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

募集！
！広告主を募集します！

産業カレンダーに同封する

2020年の産業カレンダーを１１月上旬ころ
（予定）
に商工会議所会員事
業所へ送付します。御社、
貴店の広告チラシを一緒に同封しませんか？

要

国税局や税務署において、税のスペシャリストとして働く職員（国
家公務員）を募集します。
■受 験 資 格 平成31年４月１日において、大学等（短期大学を除く。）を卒業
した日又は大学院の課程等を修了した日のうち最も古い日から起
算して８年を経過した者
■申込み方法等 ◎【原則】インターネット申込み
◯次のアドレスへアクセスし、説明に従って入力
http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
◯受付期間 令和元年8月2日（金）午前9時〜8月20日（火）
［受信有効］
日 第１次試験日 令和元年9月29日（日）
■試 験
第２次試験日 令和元年11月2日（土）、3日（日）、4日（月）、
9日（土）又は10日（日）で指定する1日
第３次試験日 令和元年12月上旬で指定する１日
地 第１次試験地 東京都
■試 験
第２次試験地及び第３次試験地※ さいたま市ほか
■合格者発表日

※採用を希望する国税局（所）に対応した都市

第１次試験合格者 令和元年10月24日（木）午前９時
第２次試験合格者 令和元年11月27日（水）午前９時
最 終 合 格 者 令和元年12月25日（水）午前９時
■採 用 予 定 数 約220名 ※全国のいずれかの国税局（所）管内に採用となります。
■問 合 せ 先 ◯インターネット申込みに関する問合せ
人事院人材局試験課 TEL:03-3581-5311 内線2332
午前9時から午後5時（土・日曜日及び祝日等の休日は除く。）
◯上記以外の問合せ
関東信越国税局人事第二課試験係 TEL:048-600-3111 内線2097
午前8時30分から午後5時（土・日曜日及び祝日等の休日は除く。）

時下 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
燕商工会議所では、
工業系会員企業のビジネス機会創出のために、
テクニカルショウヨコ
ハマ2020加工技術部門に共同出展します。
今年度で8度目となるテクニカルショウヨコハ
マ共同出展事業では、
これまでも多くの出展者が県外からの受注機会を獲得しております。
出展経験の少ない企業様に対するサポート体制を厚くしております。
県外や新分野への
販路開拓の機会に、
皆様のお申込みお待ちしております。
日

時

会

場

■小間数
■出展料

ご案

あらかじめ
4116、
燕商工
でご予約下

8

26

１
30

8

23

10

時〜午後３時

■概

共同出展
のご案内

の

午前

令和元年度国税庁経験者採用試験（国税調査官級）要綱

松川までご連絡下さい。
（電話63-4116）

相談

日㈮

援

燕商工会議所会員事業所
（1,900件程）
飲食業、小売業、サービス業の燕商工会議所会員事業所
小規模事業者 ３万円
（税込） 中規模事業者 ５万円
（税込）
A4サイズ。同封するチラシは事業所側で1900部程ご用意下さい。
５件程度
9月30日（月）
（予定数に達しましたら締め切ります。
）

＊お申し込みは経営支援課

0256-

分〜午後４時

後

《第1回 相談会実施予定 ９月６日（金）》
※金曜日が休日の場合は週明け月曜日の相談会となります
燕商工会議所 １階 第１相談室
【対象】燕商工会議所会員事業所または燕市国際交流協会法人会員事業所
【運営】実施予定日（金曜日）の前々日（水曜日）までに電話等で申し込み
をお願いし、申込みがなかった場合、次回に相談受付となります
事務局：燕商工会議所総務課（担当：佐藤/山﨑/瀬戸）宛、
電話またはファックスにてお申込みください
電話（0256）63−4116 ファックス
（0256）63−8705
燕市国際交流協会

募集締切

＝問い合

時

申込み等

午後１時30分〜午後４時30分（１案件30分）

募集件数

1

燕市役所市民

午後

会
場
要 件 等

2019年9月〜毎月 第1・第3金曜日（予定）

広 報 物

9
／

18
（水

月

負 担 金

行 政

日㈪

燕商工会議所では、有志企業の多大なる協力のもと通関士の派遣をいただき、
９月より貿易取引に係る無料相談窓口を開設いたします。
貿易実務でお困りの会員の方は、是非ともご活用ください。

募 集 先

0256-

月

発 送 先

＝問い合

燕市役所市

産業財産権窓口相談日

貿易取引相談窓口開設
窓口開設

中央橋

板厚9ｍｍ

燕三条イタリアンBit
秋山シェフコラボ包丁

8

9
／
4
・
11
・
18
・
25

正午〜午後5時まで
車両通行止め

燕橋

XELA

9
／

燕市役所会議室101

至燕駅

専養寺

旧ＮＴＴ跡地

エジソン スプーン＆フォーク

まつや

煌

30

主要地方道新潟燕線

※自動車でおいでの方は、大曲交通公
臨時交通規制（予定）
園駐車場をご利用ください。
（無料シャ
当日は次の通り交通規規制を行う予
トルバスを運行します）
定です。皆さんのご理解とご協力をお
◆問合せ先…燕商工会議所
願いします。
（TEL 0256-63-4116）
◆メインストリートを歩行者天国にす
るため、下記により車両
出店箇所
臨時交通規制箇所
通行止めを行います。
◆期日 ８月24日（土）
車両通行止
一方通行
◆時間 午前9時～
午後9時
本部
仲 町
宮 町
◆場所 別図のとおり
秋葉町
穀 町
車両の乗り入れ
イベントのため交通渋
滞が予想されます。市街
地への車両の乗り入れ
中ノ口川
は、ご遠慮ください。
午前9時〜午後10時
正午〜午後6時

ケヴンハウン

30

毎週水曜日・午後７時 分まで

名

商店街の地域交流イベントとし
て、200メートルいちびはおかげ
さまで19回目を迎えることになり
ました。
今年も商店街メインストリートを

日曜窓口

品

８月２4日（土） 午前11時～午後7時

分〜正午まで

商

第19回 ２００メートルいちび

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。
（2019/7/31認定）

燕笑店街
イベント

※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８月15日発行

2月5日（水）・6日（木）・7日（金）

令和2年

パシフィコ横浜展示ホールＡ・Ｂ・Ｃ

30小間 （予定）
出展枠① 小規模企業
（従業員20名以下）： 100,000円
出展枠② 中小企業（従業員21名以上） ： 140,000円
■申込締切 8月27日
（火）
■申込・お問い合わせ 燕商工会議所（山口・井畑） TEL63-4116

起業したい！ そのイメージだけの集団から飛び出そう
受講料

どなたでも
会場は、全講座 協栄信用組合本店にて開催
キラリ☆創業講座の
ポイント

1 無料でも価値ある講座
2 協力体制万全でサポート

無料

3 過去受講生の創業実績多数
4 燕での創業に全力で応える講座

創業・事業見直し・第二創業にチャレンジしたい人が事業を成功させるために必要なスキルを
身に付ける講座です。
●講座全8回 時間9：00〜12：00
（共通） ●締切：8月19日
（月）
※定員になり次第締切

主催：協栄信用組合／共催：燕市、燕商工会議所、日本政策金融公庫／協力：ハート♥美人

M＆A事
支援事

社会保険労務士

まつかわ事務所

■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

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

窓 口
経営支援課（
までご連絡く

つばめ会議所ニュース

令和元年８月15日発行

市
からのお 知らせ

窓口延長

0

〜 月

8
／
21 8
・
1 28
9
8
5

合わせ＝

市民課窓口係

-77-8125

（直通）

相 談

9
／

午前

8
水）

時〜正午

10

合わせ＝

民課市民生活係

燕市国際交流協会
総会開催

第449号（3）

工業部会による
事業所見学を
実施しました

燕市国際交流協会
（山崎悦次会長） 和 や か な 雰 囲
は７月９日、燕三条ワシントンホテ
気 の 中、 会 員
ルを会場に総会を開き、平成30年度
同士の親睦を
事業報告並びに収支決算、令和元年
深めました。
度事業計画
（案）
並びに収支予算
（案）
燕市国際交
を承認。
流協会では燕
会長あいさつでは、山崎会長が協
商工会議所と
会設立の2002年からの経緯並びに現
タイアップし、
在燕市在住する外国人の人数・国籍
９月より貿易
等について話しました。
取引窓口相談会を実施します。詳し
総会終了後の交流イベントでは、 くは事務局へお問い合わせ下さい。
事務局：燕商工会議所総務課
燕市英語スピーチコンテスト入賞者
の３名が、
流暢な英語を披露しました。 （担当：瀬戸／佐藤／山崎）
TEL（0256）63-4116
懇親会では『サムライアパートメ
ント』のライブステージを開催し、

令和２年3月新規高等学校
卒業予定者
企業説明会

燕商工会議所工業部会（長谷川克
紀部会長）では、
燕市の協力のもと、
７月８日、９日、16日の３日間、新
潟県央工業高校の２年生を対象にし
た事業所見学を実施しました。
３日間とも２コースに分かれて12
事業所を見学しました。
参加した生徒からは、工場が整理
整頓されており作業しやすい環境が
保たれている、清潔感がある、最新

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

（直通）

談会

の

案内
月
日㈭

法律相談日

午後

毎月開催中

時
分〜午後４時

日本政策金融公庫国民生活事業１日相談会

「新潟県よろず支援拠点サテライト in 燕」

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

消費税価格転嫁対策・軽減税率制度に関するご相談は燕商工会議所に

座長

横田悦二郎

（第一回）“驚愕の深圳”を訪問した

当初米中貿易戦争は、
「単なる米国
大統領の個人的概念から始まったこと
で、いつかは落ち着く所に落ち着くで
あろう」と思われていたが、現実は両
巻公共職業安定所管内雇用協議会
前年より７社・団体多い83社・団体
国の“摩擦”は益々高まり、今や世界中
（中野信男会長）は、ハローワーク
が参加しました。また学校側につい
がその“終結点”が見えない状態までに
巻との共催と燕市の協力により７月
ては277名の参加がありました。今
なっている。当然ながら、米中貿易戦
11日、燕三条地場産業振興センター
回は後半の時間に保護者の方の参加
争は両国経済だけでは無く、世界中に
のメッセピア多目的大ホールを会場
も受け入れ、その熱心さがうかがえ
その影響が広がる案件である。その中
に企業説明会を開催しました。この
ました。
でも特に日本は両国への経済依存度が
説明会は来年３月に高等学校等卒業
この企業説明会は企業にとっても
高く、今後の展開次第では燕地域の“モ
ノづくり産業”への影響も避けられな
予定者の採用を考えている企業を対
大変好評な説明会で、来場した生徒
め、
電話
（63−
くなる可能性もある。しかしながら、
象としたものです。
たちは積極的に企業ブースへ訪問し
工会議所）
下さい。
昨年に引き続き開催したもので、 担当者の説明に耳を傾けていました。 「なぜ突然、“米中貿易戦争”が始まった
のか？」や「なぜ主戦場が、
中国“深圳”
8
なのか？」に加え「“深圳”とはどのよ
うな場所なのか？」については一般的
22
売上拡大や経営改善など、ビジネスのあらゆる
にはあまり理解されていない。その為、
お悩みの相談に専門コーディネータが対応します。
今年３月燕三条産業振興センタが主催
相談は無料ですので、是非、ご利用ください。
する燕三条海外展開戦略会議では「中
国・香港地域への調査ミッション」を
●詳しくは、市ホームページをご覧ください。
実行した。本連載ではこれから６回に
http://www.city.tsubame.niigata.jp/industrial/016001172.html
わたり「驚愕の未来都市“深圳”」の報
１
告と、
「今後、燕地域の産業としてど
う将来に向き合えば良いか」について
30
記述する。
筆者が深圳を最初に“見た”のは今か
ら40年程前のことである。“見た”と言
うのは深圳を直接訪問したのではな
く、遠くに深圳が見渡せる香港側の丘
から“見た”だけの“漁村の町深圳”だっ
たからである。その時の印象は「そう
か、あれが深圳か！近代化されている
香港とは大違いだ。こんな所でモノづ

-77-8107

の設備による機械加工だけではなく
手作業の大切さを感じた、一生懸命
やっていてかっこよかった、皆さん
明るく挨拶をしてくれた、身だしな
みがきちんとしておりメリハリをつ
けて仕事をしていた等の感想があり
ました。
また、受け入れ企業からは、企画
があればまたお願いしたいとの声が
挙がりました。

くりをするのは大変だ！これでは近い
将来、先進国に追いつくことは出来な
いだろう」と感じたことを思い出す。
その後30年間、何回か深圳を訪問する
機会があったが、大抵の場合、ホテル
と特定のモノづくり工場を往復するだ
けで、本当の深圳の発展に気を配るこ
とをしなかった為、残念ながら“深圳
の発展”の本質を見極めることは出来
なかった。しかし、今回の深圳視察ツ
アーの訪問先が「EV自動車用大手部
品製造企業」
「ロボット製造企業」
「世
界最大ドローン製造企業」に加え、イ
ンスタントメッセンジャーアプリを供
給する「大手IT有名企業」等最先端技
術でビジネス展開する企業群であった
為、“驚愕の深圳”の本質を見せつけら
れ、
「今まで持っていた中国の概念は
大きな間違いであった！」事を痛感さ
せられた。“深圳”はハイテク産業振興
の目的で「経済特区」に指定され “政
府 主 導 で 作 ら れ た 近 代 都 市”で あ る。
人口は公称1,300万人であるが、実際に
は2,800万人以上が活動していると言わ
れ、そのほとんどの人達は所謂“ハイ
テク関連産業”に従事しており“東洋の
シリコンバレー深圳”とも呼ばれてい
る。深圳の発展は、当初は台湾資本に
よるパソコン生産や携帯電話生産等の
電子機器の受注委託生産を行うEMS産
業から始まっている。この始まりの過
程は、米国シリコンバレーが、現地の
IBM社やHP社等からの受注委託生産
で始まったのと同様であったことから

“東洋のシリコンバレー ”と呼ばれる
ことになった所以でもある。
しかし、
その後の発展は我々の想像を超える
スピードで進化し、今や本家米国シ
リコンバレーを凌ぐ“未来世界”が形
成され、米中貿易戦争の主戦場“深
圳”であることが強く認識出来る場
所である。次回以降“驚愕の深圳”の
具体的な実態について記述したい。

つばめ会議所ニュース

（4）第449号

青年部だより
会員数112名（8月1日現在）

令和元年８月15日発行

青年部は会員を
飛燕夏まつりに参加！
ちびっこ広場も大賑わい！
！ 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！

青年部（中山聡会長）では、７月20日～ 21日
に開催された飛燕夏まつりに参加しました。20日
は１０００人みこしに参加し、まつりを盛り上げ
ました。
21日のちびっこ広場では、
例年の
「キーホルダー
作り」を開催。猛暑にも関わらず、多くの子供た
ちで賑わいました。また、
つばめいちにも出店し、
メンバーが持ち寄った品物を販売しました。最後
は、つばめばやしに参加し、まつりを締めくくり
ました。

第5回

会議所の動き

金型シンポジウム in 新潟

8月

20日㈫
21日㈬
		
22日㈭
		
24日㈯
26日㈪
28日㈬
29日㈭
		
9月
2日㈪
5日㈭
7日㈯
10日㈫
11日㈬

次世代自動車産業の変革に対する金型産業の在り方

日時

9 月 26 日㈭

会場

燕三条地場産業振興センター リサーチコア棟 7階

第1部

午後1時〜午後4時30分

基調講演

午後1時10分〜午後2時30分

世界トップのBYD社EV車の最新戦略とは
講師

BYD COMPANY LIMITED日本商務部 統括部長兼BYD
Eletronic Japan 総代表 陳 浩 様

第2部 パネルディスカッション

午後2時40分〜午後4時30分

■定員：120名（先着順受付）
■お問い合わせ：一般社団法人日本金型工業会 TEL03-5816-5911（川田）
主催 一般社団法人 日本金型工業会

第3回総合運営委員会
工業部会正副部会長会議
第2回小規模企業振興委員会連絡会議
マル経資金審査会／燕西蒲間税会女性部会発足会
法律相談会
200メートルいちび
知的産業財産権相談会
メイドイン・ツバメ認定委員会
巻公共職業安定所管内雇用協議会第3回正副会長会議
議員協議会
第2回労働委員会
にいがた県央金型協同組合納涼会
創立70周年記念式典／創立70周年記念 第15回会員大会
工業部会正副部会長会議
青空即売会 出店者説明会

No.4

令和元年度 3級簿記講座

～第153回日商簿記検定試験（試験日：11月17日）に向けて！～

時●9月27日
（金）～ 11月5日
（火）
午後6時30分～午後8時30分
（12回）
会 場●燕商工会議所 ３階 新館研修室ⅠⅡ
講 師●税理士 高頭 日出夫 氏
受講料●会員 10,000円
（主催・共催団体会員）
非会員12,000円
（非会員事業所及び一般の方）
日

使用。
）

定 員●20名
（定員になり次第締め切ります）
申込方法●9月6日（ 金 ）迄 に 電 話 か Ｆ Ａ Ｘ、ま た は、メ ー ル で（matukawa@
tsubame-cci.or.jp）お申し込み下さい。
その他●筆記用具及び計算機を必ずご持参下さい。
問合せ●燕商工会議所経営支援課
（担当：松川・高澤）
TEL（0256）63-4116 FAX（0256）63-8705
主催●燕商工会議所／中小企業相談所 共催●(公社)燕西蒲法人会／燕青色申告会

巻税務署
部

異動状況(令和元年7月10日付)
門 ・ 職

名

署長
総務課長
管理運営統括徴収官
管理運営徴収統括徴収官
個人課税第一統括調査官
個人課税第二統括調査官
法人課税統括調査官

転

入 者
氏 名
春日 裕司
蓮沼 充孝
長谷川正之
高島
孝
齋藤
茂
武樋 徳雄
西山 貢祐

〔敬称略〕
転

出 者
氏 名
笹崎 浩孝
桒山 路子
長谷川正之
佐々木勝成
本間 佳明
柿田 正之
辰口
晃

井上智玄
推進計画認定」を受けた会社が燕に
も多くあったと思います。快適な職 （2019年8月122㌔・前回から
10㌔減／初回から13㌔減）
場環境を実現することは、気持ちよ
く仕事をすることができ、能率の低

次回は「身近な法律相談」を掲載いたします。

★次号は

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

月 日（火）折込みです。

9

17

あらゆる事業資金をバックアップします

幹事さん、お任せください

5名様より50名様くらいまで

◎飲み放題コース（2時間）

4,000円コース（オール込み）
5,000円コース（オール込み）
いさみ

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

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。

８月は一番暑い時期となりますが、 下を防ぎ、生産性を向上させること
「人手不足」や「働き
皆さんお体の調子はいかかでしょう ができるため、
か。私のような体型の人間は、溶け 方改革」が叫ばれている今こそ、改
てなくなりそうな状態になりまして、 めて快適な職場環境を形成すること
お客様の会社へ訪問する度に、奥様 について、みなさんの職場内で検討
がエアコンの温度を思いっきり下げ してみてはいかかでしょうか。
最後に『室内温度』を25℃と28℃
てくださり、本当に申し訳なく感じ
に設定して作業をする実験をしたと
る季節となります。
だったら早く痩せろとお叱りを受 ころ、28℃の方が６％の生産性低下、
けそうですが、前回よりも10㌔ほど ８時間作業した場合、最後の１時間
痩せました。しかし誰にも気づかれ には15％低下した、といった実験結
ないという。夏は痩せやすい！わけ 果が多数あること、安衛法の事務所
「事
でもないと聞きます。夏バテになら 衛生基準規則第５条３項には、
ないよう、さらには熱中症にならな 業者は空調調和設備を設けている場
いよう、対策を取る必要があります。 合は、室の気温が17度以上28度以下
社会保険労務士は労働社会保険諸法 （略）になるように努めなければなら
」とあり、クールビズの『室内
令に関して日々相談に乗っておりま ない。
すが、その諸法令の中に「労働安全 温度』28℃というのは、許容限度の
衛生法（以下安衛法）」があります。 上限で、かつ、エアコンの『設定温度』
安衛法は「職場における労働者の安 ではないことをお伝えして、遠回し
全と健康を確保」するとともに、「快 にエアコンの温度を下げ・・・頑張っ
適な職場環境の形成」を促進するこ て痩せようと思います。
とを目的としています。
会社は、快適に働くための環境づ
燕商工会議所
くりに努めることとなりました。約
顧問社労士
８年前に終わりましたが「快適職場

簿記の仕組みから試算表作成までを、
わかりやすく説明する講座内容です
ので、
複式記帳者の青色申告特別控除
（65万円）
を活用される方にも大変勉強
になります。
この機会に是非ご参加下さい。

※上記受講料にはテキスト代が含まれています。
（みんなが欲しかった簿記の教科書 日商３級 商業簿記 第７版
※受講料は、9月27日
（金）
の開講前に徴収させて頂きます。

（8月中旬〜 9月）

TEL0256-61-1305

燕市廿六木三区（スーパー原信前）

