臨時議員総会
燕商工会議所では1月29日、萬
会館燕店において臨時議員総会を開
催しました。
田野会頭は冒頭のあいさつで「燕
市内の工業用地がまとまっていない
ことから、長いスパンで考えた場
合、燕のまちづくりに大きな損害と
なる」とし、
「燕地区内の農振除外
地域の拡大や国道116号線吉田バ
イパスの早期開通を図りたい。近隣
の商工会や燕市長と連携して国・県
に要望している」としました。
続いて議長に田野会頭を選出
し 議 題 審 議 に 入 り、 平 成30年 度
補 正 予 算 案 に つ い て は、 一 般 会
計224,866千 円（ 当 初 予 算 比
105.74%）
、中小企業相談所特別
会計87,727千円（同101.97%）
、
労 働 保 険 事 務 組 合 事 業 会 計

19,378千 円（ 同83.93%）
、 特
定 退 職 金 特 別 会 計242,817千
円（ 同109.19%）
、MADE IN
TSUBAME事 業 特 別 会 計18,265
千円（同132.70%）
、燕三条メッ
セ 事 業 特 別 会 計28,592千 円（ 同
124.58%） が そ れ ぞ れ 原 案 通 り
承認されました。
次に平成31年度事業計画骨子に
ついて大澤専務理事より説明があ
り、創立70周年記念事業として記
念式典・記念会員大会の開催および
記念誌発行、燕三条トレードショウ
の開催、海外市場調査・海外企業と
の連携、消費税増税（軽減税率）へ
の対応、人手不足対策（つばめjob
ナビ）
、働き方改革への対応、近隣
商工会との連携強化等を説明し、原
案通り承認されました。

燕市新春賀詞交換会

燕商工会議所、燕市、吉田商工会、
分水商工会の主催で燕市新春賀詞交
換会を、1月4日に㈱萬会館燕店に
て開催し、産業界はじめ各種関係機
関、関係団体の代表者など184名
が参加しました。
主催者を代表して鈴木市長が挨
拶。
「昨年は総じて実りある一年」
と振り返り、昨秋TV放映された下

町ロケットにも触れ、
「全国に毎週、
燕市を情報発信する絶好の機会と
なった。下町ロケット米やコラボし
た関連商品も好調で、ふるさと納税
も当初予算を上回る申込があり、下
町ロケット効果は素晴らしい」とし
ました。また、今年は産業団地造成
の着手、産業史料館のリニューアル
や子供医療費助成の年齢を引き上げ

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

TEL0256-61-1305

燕市廿六木三区（スーパー原信前）

社会保険労務士

まつかわ事務所

最後に報告・連絡事項の発表を行
い、その中で専務理事より日本商工
会議所の平成31年度新規事業であ
る「キャッシュレス・消費者還元事

業（予算案額2,798億円）
」につい
て説明し、特に質問はなく予定通り
に総会を閉会しました。

めるのに全く不足が無いというくら
るほか、外国人労働者の受け入れ体
い。求人倍率の高さひとつ見てもど
制の構築に向けた議論や公共施設の
こが不景気なんだと思う」と述べ、
統廃合への意見交換を重ねたいとし
「経営トップの考え方、情熱が大事
ました。
になってくる。事業を発展させ、利
産業界を代表して田野会頭は「今
益を生んで社員に配分する。何とし
年は今上天皇が退位され、新天皇が
即位される。
年号も変わる節目の年。 ても社員を幸せにするんだという強
い信念が必要」と激励しました。
商工会議所にとっても創立70周年
地元選出の参議員議員、衆議院議
の記念式典、会員大会を開催する予
員、新潟県議会議員の祝辞の後、高
定」とし、
「株式は乱高下している
野分水商工会長の乾杯で新年を祝い
がアメリカ、日本ともにすこぶる景
ました。
気がいいと思っている。完全雇用に
近い状態であり、働く人が職場を求

つばめ会議所ニュース
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プレーンアルミアイススプーン
雪だるまアルミアイススプーン

企業名

認証日

会場

㈲片力商事

2018/
1/29

珈琲考具・茶考具 シリーズ

下村企販㈱

燕盃

㈲本間器物製作所

午後7時〜午後9時

受講

料
燕商工会議所 ３F新館研修室 無

講師 富田IT経営コンサルティグ合同会社

富田

良治

セミナーカリキャラム
①キャッシュレス決済とは ②キャッシュレス決済の動向
③キャッシュレス決済サービス比較 ④導入までの流れ
⑤事例紹介 ⑥キャッシュレス決済導入のポイント
⑦デモンストレーション

3
／

＝問い合

燕市役所市民

0256平均値であるのに対して環境省の調
査は半年間であり、あくまでも参考
値であるとのことです。燕市で１年
間通じて測定しているのは中央公園
に設置してある燕測定局です。そち
らの値は直近の平成29年では８μg
の
／㎥で基準はクリアしており年々減
少傾向にあります。
新潟県としては検討会を組織し、
今後の対策など議論しています。
あらかじめ
今回の排出セミナーでは、冷却温 4116、燕商工
度の設定や洗浄槽にこまめに蓋をす でご予約下
るなど、どのようにすれば排出を抑 2
2
制できるか具体的に講義されまし
25
21
た。
新潟県は今後もこのようなセミ
ナーなどの啓もう活動をすると同時
に、トリクロロエチレンの環境濃度
を実際にきちんと測り実態を把握し
１
10
ていくと考えを話しました。

相談

ご案

（Microsoft Excel）

業務に役立つ表計算ソフトの関数の活用
日時

分〜午後４時

基礎的ＩＴセミナーのご案内

時〜午後３時

時

燕商工会議所後援

午前

午後

ポリテクセンター新潟 主催

日㈭

日㈪

30

月

月

3月7日（木）午前10時〜午後5時

●会 場 ビジネス・インターネットカレッジ三条校（三条市猪子場新田109番地）
●対象者 事業主からの指示を受けた在職者の方に限ります
●定 員 15名
●受講料（1人） 2,160円（税込）
●応募締切 2月20日（水）
●問合せ ポリテクセンター新潟
TEL 0258-33-2455 FAX 0258-33-2422
●申 込 ポリテクセンター新潟のHPより申込書を印刷して下さい
ポリテク新潟

IF, ERROR,SUMIF, COUNTAなど
知っていると業務により役立つ関数
を学ぶことができます！
講習 売上管理表作成
内容 勤務時間・給与計算書作成

北陸自動車道

概要

講師

パジュ・ブレーン株式会社

田崎

久美

三条燕I.C

燕三条駅
中越ドライブ
イン様
◀至長岡

8

国道8号線

セブンイレブン
斉藤 ビジネス・インターネットカレッジ
電気様
三条校
三条信用組合様
●●●

日頃より当センターをご利用いただき有難うございます。
この度は、これまでご利用いただいていない皆様へも併せて、業務内容と新しく取
り組むこととしました試験・検査機関名の表記制度について、ご案内申し上げます。
1.企業紹介
当センターは、昭和32年に新潟県燕市において洋食器等の輸出検査を行う「財団法
人日本金属洋食器検査協会」として発足し、その後輸出検査の廃止により、現在の日
用生活用品にかかわる試験・検査機関「一般財団法人日用金属製品検査センター」と
して創業から60年にわたり皆様のお役に立つべく歩んでまいりました。
2.業務内容
・材質試験（金属・樹脂・ガラス・陶器等）
・成分試験（金属・樹脂・ガラス・陶器等）
・性能試験（各製品対応）
・耐久性試験（各製品対応）
・SGマークに関る検査（クッキングヒーター調理器具・圧力鍋等）
・破損原因・異物特定等クレーム調査
その他評価方法等について適宜相談対応致します。
3.表記制度
従来、一般的に確立された評価及び特殊な独自の評価等、ご依頼に対応して評価結
果を報告してまいりました。
しかし、折角の一般消費者への安心・安全について第3者評価により確認したものが、
消費者が認知出来なく購入の判断に生かされてないのが現状です。
そこでこの度、関連する業界団体等と連携して、当センターで依頼を受けて実施し
た中から性能・安全評価につきまして、責任を持てるものについて商品パッケージ等
へ試験機関名を表記する登録ルールを制定して消費者・販売者・検査機関ともに安心・
安全についての差別化やメリットが得られるように取り組みを開始しました。
どうぞ、お気軽にお問合せいただきますよう宜しくお願い致します。
4.詳細問合せ
一般財団法人 日用金属製品検査センター
ホームページ URL：http://www.jmhic.or.jp/
Tel：0256-62-3131 Fax：0256-62-3879 mail：nitiyken@rose.ocn.ne.jp

18
（月

産業財産権窓口相談日

一般財団法人日用金属製品検査センター業務及び
機関名表記制度のご案内

１月22日、燕三条地場産業振興セ
ンターリサーチコア７階マルチメ
ディアホールにて新潟県環境対策課
の主催でトリクロロエチレン排出セ
ミナーが行われました。
トリクロロエチレンは平成26年に
国際がん研究機関により発がん性
物質のグループ１に指定されまし
た。
グループ１にはタバコや加工肉、
ニッケル化合物など120種類のもの
があります。
それを受けトリクロロエチレン環
境 基 準 は 平 成30年11月 に200μg ／
㎥から130μg ／㎥に改定されまし
た。
環境省は燕市内で平成28年度に大
気環境中のトリクロロエチレン濃度
を計測しました。その中で工場から
300メートル以内の地点も含まれて
おり、高い数値を示す個所がありま
した。ただし、環境基準は１年間の

●●●

珈琲考具 ツードリップポット

認定は月１回、委員会を開催して行っております。次回は3月4日
（月）です。認定ご希望の場合、2営業日前（2月28日（木）
）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

トリクロロエチレン排出
セミナー

●●●

珈琲考具
ミルクパン

珈琲考具 ドリッパー

行 政

●●●

珈琲考具
ワンドリップポット
珈琲考具
キャニスター

燕盃

0256-

●●●

珈琲考具
シェイクdeラテ 茶考具
ドリッパー＆
スタンド
珈琲考具 2cupメジャー

＝問い合

燕市役所市

■申 込：申込書に必要事項を記入の上、FAXにてお申込みください。
■申込先：燕商工会議所経営支援課 FAX0256-63-8705
■主 催：燕商工会議所小売商業部会

茶考具 茶筒

3
／
6
・
13
・
20
・
27

●●●

雪だるま
アルミアイススプーン

3
／

燕市役所会議室101

プレーン
アルミアイススプーン

30

10

氏

毎週水曜日・午後７時 分まで

名

日曜窓口

品

3月6日㈬

30

分〜正午まで

商

日時

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。
（2018/1/29認定）

※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！

無料駐車場完備

個人企業
経済調査
6 月 1 日現在で
個人企業経済調査を
実施します

個人企業経済調査は、
国が実施する
統計調査のうち、
統計法により
特に重要なものとされる
「基幹統計調査」です。

M＆A事
支援事

■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

窓 口
経営支援課（
までご連絡く

つばめ会議所ニュース
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市
からのお 知らせ

窓口延長

0

〜 月

2
／
20 2
・
3 27
3
0
7

合わせ＝

市民課窓口係

-77-8125

（直通）

相 談

3
／

午前 時〜正午

8
月）
10

合わせ＝

民課市民生活係

-77-8107

（直通）

談会

の

め、
電話
（63−
工会議所）
下さい。

月
日㈬

法律相談日

日本政策金融公庫国民生活事業個別相談会

20

工業部会（長谷川克紀部会長）で
は、
「外から見た燕、内から見た燕」
と題して講演会とディスカッション
を行いました。今回は工業部会に限
らず広く会員に案内したところ、多
くの方々よりご参加をいただきまし
た。前半の講演では、TSOの設立当
初からアドバイザーとしてご支援い
ただいている㈱TBCソリューショ
ンズ主任コンサルタントの大山俊一
郎氏と2015年に燕の経営者に新しい
発想やアイディアを提供し、経営強
化に貢献することを目的に市内にて
創業された㈱燕屋代表取締役の深津
章氏の２名から燕市に来る前の印象
と通い続けて感じることを中心とし
た内容でご講演いただきました。後
半では、
「燕で起業家がなぜ出てこ
ないのか」について山後副部会長と
講師２名によるディスカッションを
行いました。参加者も大山氏、深津

氏の講演をメモを取りながら興味深
く聞き入っていました。
また、講演会とディスカッション
終了後に、鈴木市長と田野会頭から
ご出席いただき新年会を開催いたし
ました。

午後
時
分〜午後４時

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

相談

無料
午後1時〜午後4時

和栗

相談申込

相談は事前申込が必要です。必要事項をご記入のうえ 、FAXもしくはEメール
でお申し込みください。申込多数の場合は先着順とさせていただきます。

申込締切

2月20日㈬

お申し込み・お問い合わせ
燕市役所 産業振興部 商工振興課 産業支援係

燕市吉田西太田1934番地
TEL：0256-77-8231 FAX：0256-77-8306 E-mail：shoko@city.tsubame.lg.jp

新潟県よろず支援拠点

新潟市中央区万代島５ 万代島ビル10階（公益財団法人にいがた産業創造機構内）
TEL：025-246-0058 FAX：025-246-0033 E-mail：yorozu@nico.or.jp

中小企業向け設備投資減税の延長・拡充
改正内容

概
要
・機械装置、
ソフトウェア、工具・器具備品、建物附属設備
延長
等に係る即時償却or税額控除10％
（2年間）
・働き方改革に資する設備（休憩室、食堂の整備等）の
強化
適用明確化
延長 ・機械装置、
ソフトウェア、工具等に係る30％特別償却or
（2年間） 税額控除7％

器具備品、建物付属設備等に係る30％特別償却or税額
商業・サービス業等 延長 ・控除7％
活性化税制 （2年間）・
「売上高or営業利益が1年間で2％以上向上」が新たに要件化

プレス業・
研磨業の方

従業員がいなくても労災保険に加入しましょう！

家内労働労災保険特別加入 ３月22日（金）
申込締切

万が一の時のために加入をおすすめします。

仕事中のけが、事故な
どについてかかった

医療費全額
無 料
注）通勤災害は適用に
なりません

◆「自社の強みを活かした計画作り」
◆「補助金申請のポイント」
◆「事例にみる採択される申請書」
◆「持続化補助金を活用した販路開拓の事例」

◆申込み

代表

無料

中小企業診断士 佐野 盛也 氏

対象となる取り組みの例
1）広告宣伝
2）集客力を高めるための店舗改装
3）展示会・商談会への出展
4）商品パッケージや包装紙・ラッピング
の変更などで活用いただけます

申込書に必要事項をご記入のうえ、FAX又は電話にてお申し込みください。
燕商工会議所 TEL 0256-63-4116／FAX 0256-63-8705

燕機械工業会
新年講演会

聖

燕市役所4階401会議室（燕市吉田西太田1934番地）

中小企業投資
促進税制

燕商工会議所 3階 新館研修室
ベクトルプラスコンサルティング

受講料

中小企業診断士・社会保険労務士

師

相談会場

中小企業経営
強化税制

3月22日㈮、23日㈯

場
師

セミナーカリキュラム

・相談時間は１社あたり45分。
・申込時に希望間帯をお知らせください。

称

2月28日㈭、3月7日㈭、14日㈭

■会
■講

2 月 27 日㈬

名

【セミナー】 午後7時〜9時

【個別相談】 午前9時〜午後5時

相談日時

講

不足の実態や課題をデータに基づき
読み解き、第二部ではハローワーク
のより効果的な求人票の書き方を話
され、第三部では採用面接のノウハ
ウを実体験をもとに説明しました。
明日からすぐに使える資料や内容
に参加者は満足していたようで、耳
を傾け頷きながら聴講していまし
た。

巻公共職業安定所管内雇用協議会
（中野信男会長）では１月18日萬会
館燕店で人材確保戦略セミナーを開
催。
「欲しい人材」を逃さない！ど
の事業所にも当てはめられる求人・
面接のポイントと題し、社会保険労
務士で求人票コピーライター野間信
行氏を講師に開催しました。
第一部では中小企業白書から人材

日時

売上拡大、経営改善、資金繰り、商品開発、創業などの様々な相談に「新潟県よろず支
援拠点コーディネーター」が対応しています。皆さにより気軽にご相談いただける機会と
して、出張相談を開催することにいたしました。ぜひお気軽にご相談ください。

30

人材確保戦略セミナー
開催！

販路開拓セミナー

無料個別相談会

１

巻公共職業安定所管内雇用協議会

小規模事業者持続化
補助金を活用した
〜商工会議所が補助金の申請と採択に向けてサポートします〜

燕市役所×新潟県よろず支援 拠点 共催 プレサテライト in 燕

案内
2

工業部会幹事会・新年会
「外から見た燕、
内から見た燕」

第443号（3）

保険期間

家内労働者
及び補助者が

１年

対象

（雇 用する従 業員が
なく、同居親族のみで
事業を行っている方）

（４月１日から
翌年３月３１日まで）
毎年更新

休業補償は

基礎日額の
６〜８割程度

４日目より支給
（待機期間３日間）
注）全く働くことが不可
能な状態のみ該当

※粉じん作業を行う業務に３年以上従事している方は、加入の際に健康診断が必要です。

＜申込・お問い合わせ＞

燕商工会議所／総務課

TEL 63-4116

手不足対策など多岐にわたる事業の
燕機械工業会（長谷川博会長）で
説明がありました。参加者からは、
は、２月１日に新年講演会を開催し
ました。講師に田野会頭を迎え、年 「紙面だけでは伝わらない田野会頭
頭所感として講話いただきました。 の思いを知ることができ、あっとい
う間の講演会であった」と感想があ
田野会頭は、業界をはじめ燕の動向
りました。その後、新年会に移り、
を説明しました。また、会議所が来
交流を深めました。
年度行う70周年事業の内容や現在取
り組んでいる農振除外地の拡大、人

軽減税率対策補助金

中小企業・小規模事業者等消費税軽減税率対策補助金

□複数税率対応として、２つの申請類型があります。
Ａ型

複数税率対応レジの導入等支援

複数税率に対応できるレジを新しく導入したり、対応できるように既存のレジを改修
したりするときに使える補助金です。

A-１型 レジ・導入型

A-2 型 レジ・改修型

A-3 型 モバイルＰＯＳレジシステム

A-4 型 ＰＯＳレジシステム

B型

受発注システムの改修等支援

電子的な受発注システム（EDI/EOS 等）を利用する事業者のうち、複数税率に対応す
るために必要となる機能について、改修・入替を行う場合に使える補助金です。

B-１型 受発注システム・指定事業者改修型 B-2 型 受発注システム・自己導入型
□申請はいつでも受付、できるだけわかりやすく。申請サポートもあります。

●基本的には、申請書（数枚）と、証拠書類（内訳の分かる支払いの証拠書類（領収書や
請求書）、製品の証明書など）で申請できます。申請は随時受付を行います。
※複数台をまとめて申請するなどの場合は、追加で書類を作成いただく必要があります。
●Ａ型及び B-2 型は事後申請、Ｂ-1 型は事前申請になります。
●申請書の作成サポートも充実しています。
・Ａ型は一部販売店等による代理申請等が利用可能です。
・Ｂ型はシステムベンダー等による代理申請を原則としています。（※自らパッケージ製
品・サービスを購入し導入した場合には、その限りではありません。）

□「所得税法等の一部を改正する法律」の成立日(2016年3月29日)から
2019年9月30日までに導入または改修等が完了したものが支援対象となります。
●申請受付期限
A型及びB-2型：2019年12月16日までに申請（事後申請）
B-1型
：上記期限（2019年9月30日）までに事業を完了することを前提に、
2019年6月28日までに交付申請を行ってください。
完了報告書は2019年12月16日までに提出してください。

□詳細は、お近くの公庫の支店までお問い合わせ下さい。

つばめ会議所ニュース

（4）第443号

平成31年２月15日発行

青年部だより 臨時総会・新年会を開催しました！
会員数114名（2月1日現在）
青年部（齋藤隆範会長）では、
１月26日に臨時総会・新年会を
開催しました。
臨時総会では、2019年度の単
会会長として中山聡君が承認さ
れたほか、2019年度の基本方針
および役員組織等が承認されま
した。
2019年 度 の ス ロ ー ガ ン を
「
『CREATIVE POWER』 ～ 一
人はみんなのために みんなは
一つの目的のために～」と掲げ

た中山聡次年度会長は「みんな
が目的に向かって
「自分の考え」
を持ち寄り、お互いをリスペク
トし合い、フォローする、我々
自身による我々のための会を
創っていきましょう」と説明し
ました。
新年会では、燕商工会議所
田野会頭および大澤専務理事、
燕商工会議所青年部ＯＢにご臨
席いただき、新年の賀詞交歓を
盛大に執り行いました。

ロシア向けネットショップ
出品者募集のお知らせ

■2019年度
会

長

主な役員
中山

丸田工業㈱

副 会 長

山崎雅文

㈱山崎研磨工業

副 会 長

池田武史

池田工業㈱

副 会 長

伊部恒治

㈱アイマーク

副 会 長

藤原康博

㈱藤原商店

副 会 長

廣田誠悟

㈲広一化学工業

平成30年度新潟県委託事業

会議所の動き
2月

【ロシア向けネットショップ
「Я-MAPT（ヤーマルト）
」】
https://www.japan-niigata.com

3月

※Я（ヤー）
は
「日本」
を意味する
「Япония（イポーニヤ）
）」
の頭文字で、
英語の表現では
「J（ジャパン）
マーケット」
となります。

◇出品メリット
●ロシア向け輸出の経験がない企業をサポートします 出品料
サイトトップページ
●サイト出品料が無料です
無料
●出荷業務の負担を減らします
●ロシア語翻訳を行ないます
●ロシアのネット通販市場は拡大しています
お問 株式会社JSN 〒951-8068 新潟市中央区上大川前通4-113
合せ TEL:025-211-6515 FAX:025-211-6516 mail:kamoi@jsn.co.jp

『つばめ共済』配当金のお知らせ！
○配当額

H29.11月
〜

29.0％

H30.10月

1口あたり232.4円
（掛金月額800円）

昨年度の決算が行われ、1口掛金月額800円あたり232.4円の配当となり、年間掛金に
対して2,789円を配当金としてお支払することになりました。

■つばめ共済
【入院給付金付災害割増特約・ガン重点保障型生活習慣病一時金特約付定期保険（団体型）】
【燕商工会議所独自の給付制度付（事故通院・病気入院見舞金、結婚・出産祝金、助成金）】
■詳しい内容の問い合せは、燕商工会議所

総務課

TEL：0256‐63‐4116へ。

燕商工会議所では、「地元就職を考えている学生の方」、「転職・再就職
を検討されている方」を対象に、燕地区の事業所に特化した求人企業情報サ
イト「つばめjobナビ」を運営しております。ご興味ありましたら、是非一度
ご覧ください。
また、サイト内にて、事業所の仕事を1日体験できる「社会人インターン
シップ」の受付も行っております。朝礼から終業までをまるごと体験しても
らうことで、仕事内容や職場の雰囲気を、就職前に知ることが
できます。体験後には、お米などの記念品も受け取れます。
※「つばめjobナビ」「社会人インターンシップ」に登録してい
ただける事業所も引き続き募集しております。
つばめjobナビ事務局●五十嵐

0256-63-4116

㈱中山製作所

丸田修司

株式会社JSNでは、
平成30年度新潟県委託事業として、県内企業の海外販路拡大を
支援するため、
ロシア向けインターネットショップを運営しております。
現在、
このネット
ショップへ出品される企業・団体を募集しています。
出品料は無料です。
ご関心のある方
は、
お気軽にお問合せ下さい。

つばめ共済
配当金 ≒

聡

専務理事

（2月中旬〜 3月）

16日㈯ 新年総会（ハウス組合）
18日㈪ 振興委員連絡会議・新年会
20日㈬ 法律相談会
22日㈮ マル経資金審査会
24日㈰ 第151回簿記検定試験（2・3級）
25日㈪ 知的産業財産権相談会
26日㈫ 第6回会員拡大サービス委員会
26日㈫〜 3月1日㈮ 燃料水素電池展共同出展
4日㈪ メイドイン・ツバメ認定委員会
6日㈬ 小売商業部会セミナー
9日㈯〜 11日㈪ ブリッジにいがた即売会（ハウス組合）
12日㈫ 常議員会
13日㈬ 燕三条トレードショウ実行委員会
15日㈮ 金融・保険業部会 経営者セミナー

No.1

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、社会保
険労務士法人新潟安全研究所のご協
力により隔月で連載いたします。

この度、隔月に労務管理に関する
コーナーを担当することになりまし
た、特定社会保険労務士の井上智玄
（イノウエ トモハル）と申します。
宜しくお願いします。
初回なので、まずは自己紹介から。
1976年３月生まれ。燕市横田で育ち
まして、島上小学校・分水中学校出
身です。子供の頃から本を読んだり、
パソコンをいじったりすることが大
好きで、今でもデジタルガジェット
（新しい・面白い、情報機器やソフト
ウェア）好きは続き、それが仕事に
繋がっています。最近の出来事とし
ては、体重を36㌔減らしましたが35
㌔戻しまして（ダイエット方法は後
日に）
、人からは、いつもニコニコし
ている太った人と言われます。
さて、労務管理についてお話を始
める前に、「社会保険労務士」（以下
社労士）のことについて、ご説明し
たいと思います。
社労士は、社労士法に基づいた国
家資格者です。そして社労士法第１
条（目的）に「労働及び社会保険に
関する法令の円滑な実施に寄与する
とともに、
『事業の健全な発達』と『労
働者等の福祉の向上に資する』こと」
と掲げて、業務を行っています。人
手不足が加速する時代に、ますます

重要になる目的と考えています。
さらに具体的には、①労働社会保
険手続業務 ②労務管理の相談指導
業務 ③年金相談業務 ④紛争解決
手続代理業務 ⑤補佐人の業務とな
ります。
①労働社会保険手続業務は、円滑
で的確な手続き業務の代行を行い、
経営者・担当者の時間を大幅に削減
しています。また今後はクラウド系
の給与計算もしくは勤怠管理システ
ムの導入支援を行い、手続き業務の
電子申請化（2020年４月１日大規模
法人において義務化）に向けて、お
手伝いをすることもあるでしょう。
②労務管理の相談指導業務は、こ
の数年多くなっていると感じます。
労務管理の重要性について、改めて
考えられた経営者や担当者の方が増
えたからでしょうか。「人を大切にす
る経営」や③以降について、次回詳
しくお話したいと思います。
燕商工会議所
顧問社労士
社会保険労務士法人
新潟安全研究所

井上智玄

（2019年2月135㌔）

次回は「身近な法律相談」を掲載いたします。

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

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

★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

３

月 日（金）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
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