燕三条トレードショウ2018開催！
10月3日 ～ 4日 の 二 日 間、 燕 三
条地場産業振興センターで、燕三条
地域の展示商談会「燕三条トレード
ショウ2018」を開催しました。
今年は燕三条地域の卸商社やメー
カー 145社が出展、115小間の出
展数で開催。昨年に比べて企業数も
増え、二日間の来場者数は3,856
人と昨年以上の盛り上がりとなりま
した。
展示会に合わせて今年は「コー
ヒーツール特集」
と銘打ち、
コーヒー
関連器具100点以上の集合展示や、
有名コーヒー店マスターによるデモ
ンストレーションなどを実施。コー

ヒーの切り口から、燕三条の目利き
の力を発信しました。また、九州か
ら東北など全国から、商業系バイ
ヤーが来場した他、カナダ、ペルー、
ブラジル、南アフリカや台湾などの
海外企業が来場。出展企業との商談
を開催しました。
バイヤーからは「産地の高い技術
力を有する日本企業と直接面談し、
技術背景や思想がわかり、海外市場
向けの商材調達および戦略構築に役
立った」と地元開催ならではの感想
があり、
「燕三条の企業の力がわかっ
た」
「具体的な商談ができて、ビジ
ネスに結び付きそうだ」
など好評で、

手ごたえを感じ
ることが出来ま
した。
出展企業の中
にはこの機会に
全従業員から来
てもらい自社の
商品がどの様に
取引されている
のかまた、他の
企業の商品を見
てもらうなど研
修していまし
た。

首都圏と燕のネットワーク！

東京つばめ交流会

燕商工会議所首都圏等人材交流特
別委員会（細川哲夫委員長）は、東

事務効率化の最終兵器

京つばめ交流会を10月４日、燕三条
ワシントンホテルを会場に開催しま

事務効率化の最終兵器

Excel VBA Excel VBA
基礎講習会 実践講習会
日時

11月16日

10:00〜17:00

日時

12月7日

10:00〜17:00

定員

20名 Excelの基本操作や

定員

20名 ExcelのVBAの基礎知識を

締切

11月9日（金）

締切

11月30日（金）

会場

燕三条地場産センター リサーチコア6F
情報研修室

参加料
講師

関数のできる方を対象とします

習得されている方を対象とします

各日共5,000円（パソコン使用料として当日徴収いたします）
ITサポーターTsuchida代表

土田

お申込み
お問い合わせ先

均

Excelで知らないことは何もない

E-Mail support@its-tsuchida.com
TEL 090-1777-6257（平日9：00〜17：00）
URL www.its-tsuchida.com/

社会保険労務士

まつかわ事務所

した。
毎年、首都圏等で活躍する燕市出
身の方や燕市を応援する方を募り、
情報交換等によりネットワーク構築
につなげることを目的に開催。今回
で８回目を数えますが、初めて地元
「燕市」での開催を試みました。当
日は、
「工場の祭典」
と「 燕 三 条 ト レ ー
ドショウ2018」に合
わせ、昼の見学コー
スを設けて首都圏の
方々を招待しまし
た。
また、関東経済産
業局産業部山口部長
をはじめ、首都圏側
42名、燕側から42名
が出席しました。
交流会では、デザ

インコンクール受賞製品や技術、産
業振興等の取り組みを紹介し、燕市
をPR。また、燕市に縁の深い方々
との会話も弾み、終始和やかな雰囲
気の中で交流を深め、盛会のうちに
終了しました。

つばめ会議所ニュース
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分〜正午まで

毎週水曜日・午後７時 分まで

日曜窓口

毎月第２日曜日・午前８時

※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︒
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＝問い合

燕市役所市

0256-

行 政

11
／

燕市役所会議室101

19
（月

＝問い合

燕市役所市民

0256-

メイド・イン・ツバメ商品さらに追加！
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。
（2018/9/25認定）
商

品

名

ロックタンブラー

2018/
9/25

11月1日㈭

日時
会場

午後3時30分〜午後5時

受講料

無料

燕商工会議所 ３階ホール

（燕市東太田6856番地）

＊課税標準を市町村の特例で定める割合（ゼロ〜１／２）を乗じて得た額とする

【生産性向上特別措置法案】 POINT!
国
（導入促進指針の策定）
協議

同意

生産性向上特別措置法案の成立・施行後
１「導入促進基本計画」の同意が受けた
地域に所在している中小企業が対象

年率３％以上の労働生産性の向上を
市区町村
見込む「先端設備等導入計画」の認定
２
（導入促進基本計画の策定）
を受けた設備投資（詳細下記）が対象
申請

認定

固定資産税の特例率をゼロと措置した地
中小企業※
３ 域で本措置対象の事業者等は、各種補助
金において、その点も加味した優先採択
（先端設備等導入計画の策定）
※中小企業基本法上の中小企業が対象。ただし、固定資産税の特例を利用できるのは、
資本金１億円以下の法人等（大企業の子会社を除く）に限ります。

事業承継税制説明会

5名様より50名様くらいまで

開催
日時

第1部
第2部

（受付

午後1時30分〜）

事業承継税制の説明（午後2時〜午後3時40分）
関東信越税理士会三条支部 落合 孝夫 氏
施策紹介
①税理士会の事業承継支援の施策・取組み（午後3時10分〜午後3時40分）
関東信越税理士会三条支部 落合 孝夫 氏
②事業引継ぎ支援センターの施策・取組み（午後3時40分〜午後4時10分）
新潟県事業引継ぎ支援センター 統括責任者補佐 田中 隆一 氏

●会場 三条商工会議所会館１階ホール（三条市須頃１-20）
●定員 30名（定員を超える場合は、お申込みを締め切らせて頂くことがあります。）
●対象者 事業承継を考えている経営者の方、後継者候補の方、支援機関など
●申込方法 参加申込書に必要事項をご記入の上、FAXまたは郵送にてお申込み下さい。
●問い合わせ先 日本政策金融公庫三条支店国民生活事業
電話番号：0256‒34‒7511 担当土屋、加藤
主催：日本政策金融公庫 三条支店

M＆A事
支援事

4,000円コース（オール込み）
5,000円コース（オール込み）

TEL0256-61-1305

参加費無料

10月18日（木）午後2時〜午後4時10分

■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

いさみ

燕市廿六木三区（スーパー原信前）

10

平成30年度税制改正では、事業承継税制（非上場株式等についての贈与税・相続税の納税
猶予・免除制度）
について、
これまでの措置に加え、今年から10年間の措置として、納税猶予
の対象となる非上場株式等の制限の撤廃や、納税猶予割合の引上げ等の特例措置が創設さ
れました。本説明会では、
本特例措置のポイント等をご説明します。

幹事さん、お任せください

◎飲み放題コース（2時間）

30

23

時〜午後３時

市町村の判断により、新規取得設備の固定資産税が
最大３年間ゼロ* になります

■定員：50名
■申込締め切り：10月25日（木）
■申込方法：申込書に必要事項を記入の上、FAXにてお申込み下さい。
■申込先／問合せ先：燕商工会議所経営支援課（担当：松川／小柳）
TEL0256-63-4116 FAX0256-63-8865
■主催：燕商工会議所労働委員会
■後援：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、
（協）つばめ物流センター

１

10

午前

中小企業の設備投資を支援します！

講師 特定社会保険労務士
井上 智玄 氏

分〜午後４時

認定は月１回、委員会を開催して行っております。次回は10月30
日（火）です。認定ご希望の場合、2営業日前（10月26日（金）
）
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

25

時

琥珀色 純銅マグカップ
ロックタンブラー

10

午後

ピアスシリーズ

あらかじめ
4116、
燕商工
でご予約下

日㈭

18-8ステンレス

ご案

日㈫

セミナー内容

★働き方改革における10のテーマとは？
★働き方改革の背景には 法令 あり
★各テーマに求められる社内への施策（制度導入）
とは？
★ 10のテーマ と助成金の関係
（すべて助成金が活用できる！）

の

月

純銅マグカップ

㈲片力商事

〜働き方改革の最終目標である人材活用戦略〜

相談

月

琥珀色

認証日

中小企業が助成金を活用して
「働き方改革」
を実践する方法

産業財産権窓口相談日

18-8ステンレス ピアスシリーズ

企業名

経営者、管理職及び人事・労務担当者の皆さまへ

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
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市
からのお 知らせ

窓口延長

0

〜 月

10
／
17 10
・
4 24
・
1 31 11
8

合わせ＝

市民課窓口係

-77-8125

（直通）

相 談

1
／

午前

9
月）

時〜正午

10

海外経済視察
イギリス

磨き屋シンジケート
金属バフ研磨
社内検定
事前講習会
研磨業者の共同受注グループ「磨
き屋シンジケート（平浩昭チェアマ
ン）
」では、９月23日に磨き屋一番
館で磨き屋シンジケート金属バフ研
磨社内検定の事前講習会を実施致し
ました。
本年度受験者12名全員が参加し、
実技試験講習、学科試験講習に取り
組みました。実技試験講習では普段

不慣れな課題に対して検定員へ何度
も質問し、学科試験では講師のバフ
研磨で発生する不良原因についての
説明へ熱心に聞き入っており、受験
者の検定本番へ対する真摯な態度が
見受けられました。
検定本番は10月20日に同じく磨き
屋一番館で開催予定です。

働き方改革推進シンポジウム

合わせ＝

民課市民生活係

-77-8107

日時

10 月 24 日㈬

場所

新潟県民会館大ホール

場所

事業主（人事労務担当者を含む）
、
労働者、学生等

（直通）

談会

の

案内

め、
電話
（63−
工会議所）
下さい。

月
日㈭

8

午後
分〜午後４時

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

〜なぜ、いま働き方改革なのか〜」
氏

コーディネーター

公益財団法人日本生産性本部参与

パ ネ ラ ー

(株) 笠原建設 代表取締役
(福) 見附福祉会 特別養護老人ホーム大平園園長
(株) 弘新機工 代表取締役
(株) 銀座 代表取締役社長

武蔵大学

客員教授

北浦

正行 氏

鈴木 秀城 氏
若井 和実 氏
渡辺 修士 氏
薄田
誠 氏

■主催：新潟労働局／新潟県／新潟県働き方改革推進会議
（独）労働者健康安全機構／新潟産業保健総合支援センター
シンポジウム開催会場にて、働き方改革に向けての取組、助成金等についての
各種ご相談を承ります。（相談対応時間 12:30〜13:45及び17:00〜17:30）

時

事業承継
事業

「働き方改革と人材確保

パネルディスカッション 「働き方改革による魅力ある職場づくり」

１
30

※定員になり次第締め切らせていただきます。

講師：独立行政法人 労働政策研究・研修機構理事長
慶應義塾大学商学研究科特任教授
樋口 美雄

法律相談日

日本政策金融公庫国民生活事業個別相談会

11

参加費無料

午後1時45分〜午後5時

基調講演

巻税務署からの 「平成30年分 年末調整」
お知らせ
説明会のお知らせ
開 催 日 11月19日（月）
開催時間 午後１時30分〜午後４時
開催場所 燕三条地場産センター リサーチコア６階研修室（三条市須頃1-17）
対象地域 燕市・弥彦村
開 催 日 11月21日（水）
開催時間 午後１時30分〜午後４時
開催場所 新潟市巻文化会館大ホール（新潟市西蒲区巻甲635）
対象地域 新潟市西蒲区
※

都合により、指定された会場（日時）に出席できない場合には、他の会場（日時）
に出席することができます。
※ 上記の会場では、年末調整説明会に引き続き、消費税の軽減税率制度等の説明会も
併せて開催しておりますので、是非ご参加ください。

説明会についてのお問合せ先

巻税務署 代表電話番 TEL 0256-72-2355
自動音声案内の「２」をお選びください。税務署の担当部署におつなぎします。

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

第439号（3）

９月10日～ 18日、燕商工会議所
（田野隆夫会頭）は、海外経済視察
を実施しました。今年は、国民投票
でEU離脱を表明したイギリス。ジェ
トロロンドン事務所、各地の市場調
査を実施したほか、ジャパンハウス
ロンドンを見学しました。
10日、 燕 三 条 駅 を 出 発 し た メ ン
バー 14名（団長：田野隆夫会頭）は、
成田空港からロンドン郊外のヒース
ロー空港へ。翌11日、ジェトロロン
ドン事務所を訪問し、ジェトロロン
ドン事務所・欧州調整センター長＝
藤野琢巳所長から、イギリスの経済
情勢についてのブリーフィングを受
けました。
藤野所長は「イギリス経済は、総
じて好調。18年第２四半期は、前期
比0.4％増、22期連続プラス成長と
なった。雇用も好調で2017年の失業
率は、4.5%と1975年以来の42年ぶり
の低水準。さらにIMF（４月発表）
で は、 実 質GDP成 長 率 を、18年 は
1.6％、19 ～ 20年は1.5％と予想して
いる」としました。さらに、英国の
キッチンウェア・テーブルウエア市
場について、①英国生活、②トレン
ド、③日本製品の存在感の説明を受
けました。
① 英国生活：家庭の設備は、オー
ブンやグリルが多い。特別の日に
はローストビーフを作る。また、
スーパーでは、肉は塊で売られ、
人参・ジャガイモなどは、１パッ
クの量が多い。など
② トレンド：料理ブームで調理道
具へのこだわりがある。キッチン
用品は「ノンジェンダー化（男女
が区別なく使いやすい）
」が進ん
でいる。緑茶を含む和食に人気が
高く、SNS映えするものや健康志
向が高い。プラスチック製品は、

「BPAフリー（人体に有害だとさ
れるビスフェノールAが含まれな
い）
」
。
③ 日本製品の存在感：包丁・南部
鉄器・弁当箱・園芸用ステンレス
製刃物・ステンレス製理美容刃物
など。弁当箱の中身は、パンが多
い。
また、ジャパンハウスロンドンの
見学では、玉川堂の山田さんから
ジャパンハウスのPR効果やイギリ
ス人の燕三条地域の製品への反応な
どの説明を受けました。
翌日からは、①エジンバラの市場
調査、②スコッチウィスキー「グレ
ンキンチー」工場見学、③イギリス
湖水地方のリーゾート関連産業の視
察、④レイクランドの産業博物館の
見学、⑤チェスターの市場調査、⑥
ストラトフォード・アポン・エイボ
ンの市場調査、を行い、17日午後帰
路につき、成田空港に18日無事到着
しました。

社会人
インターンシップ
受付開始！
！
燕商工会議所では、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。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は、是非一度ご覧ください。
また、9月からサイト内にて「社会人インターンシップ」の受付を開始いた
しました。実際に1日事業所に入り、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、採用面接をする前に知ることがで
きます。体験後には、お米などの記念品も受け取ることができ
ますので、是非ご活用ください。
※「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

つばめ会議所ニュース

（4）第439号

青年部だより
会員数115名（10月1日現在）

平成30年10月15日発行

９月例会
青年部は会員を
家族参加型！絆づくりの大運動会 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！

燕商工会議所青年部（齋藤隆範会長）は９月
30日、燕市民体育館にて９月例会を開催しまし
た。
「家族参加型！絆づくりの大運動会」
と題し、
会員とその家族で運動会を開催しました。障害
物競争、綱引き、リレーなど各種競技を行いま
した。参加した会員からは「普段運動をしてい
ないので、これを機に健康に気をつけて体を動
かしていきたい」
「団体競技だったので、多く
の人と絆を深められた」とありました。

『商工会議所福祉制度キャンペーン』
実施のお知らせ
ベストウイズクラブでは、
「福祉制度キャンペーン」を９/18 ～ 11/30に実
施いたします。本キャンペーンは、
『商工会議所福祉制度』を会員の皆様に
ご理解いただき、会員事業所の福祉向上にお役立ていただくことを主な目的
としています。
『商工会議所福祉制度』は、経営
者・役員の皆様の保障や退職金
準備他、入院・介護・老後に備
えた様々な保障ニーズにお応え
するものです。
商工会議所職員とアクサ生命保
険株式会社の担当社員がお伺い
した際には、是非ご協力いただ
きますようお願い申しあげます。
※「ベストウイズクラブ」は、商工会議所共済制度・福祉制度の普及・推進を目的とし全国
各地の商工会議所およびアクサ生命保険株式会社により運営されている組織です。

燕商工会議所

総務課

－連絡先－ TEL 0256-63-4116

第87回東京インターナショナル
ギフト・ショー 春 2019
共同出展企業募集のご案内

燕商工会議所では、下記日程で開催されます「ギフト・ショー」へ共同枠にてご
出展を頂ける企業を募集します。同見本市では、東京を中心とした関東圏のバイ
ヤーはもちろん、国内外の専門性の高いバイヤーとの商談が可能です。
【出展要項】

●会
●会

2 12

期 2019年 月
日
（火）
〜
場 東京ビックサイト

15日（金） 4日間

■募集数：20小間程度（小規模事業者10小間、小規模事業者以外10小間）
■小間サイズ：１小間（間口3m×奥行き3m×高さ2.7m）
■出展フェア（予定）：キッチン＆テーブルコーディネーションフェア（東6ホール予定）
■出展負担金：小規模事業者
１小間 220,000円程度
小規模事業者以外
１小間 420,000円程度
☆上記負担金には小間代、基本装飾費が含まれています。
☆出展企業数により負担金が変動する場合があります。
◇小規模事業者の定義（中小企業基本法より）
卸売業・小売業
常時使用する従業員の数５人以下
製造業・その他
常時使用する従業員の数20人以下

☆事業内容が複数の業種に該当する場合、売上高の最も多い業種をお選び下さい。
☆会社役員及び個人事業主は「常時使用する従業員」には含まれません。
☆上記の他に、従業員数等でご不明な点がございましたら担当者へ問合せ下さい。

■出展要件：下記2つの条件満たしている事業所
①資本金が3億以下または常時使用する従業員数が300人以下の中小企業
②燕商工会議所会員企業
■申込〆切：10月17日(水)
問合せ先： 燕商工会議所 大岩・早川

TEL 0256-63-4116

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

15日㈭

第4回総合運営委員会
磨き屋シンジケート社内検定
第３回会員拡大サービス委員会
知的産業財産権相談会
第14回燕商工会議所会員大会
第214回珠算検定試験／つばめハッピー婚シェルジュ
メイドインツバメ 認定委員会
働き方改革セミナー
法律相談会
参与会
県央地区３商工会議所正副会頭会議
県央地区３商工会議所役員・議員合同研修会
巻税務署管内税務協力団体協議会合同納税表彰式

＜民法の改正④＞

このコーナーはみなさまの生活に
関係する法律問題について、平山勝
也法律事務所のご協力により隔月で
連載しています。No.33 から全６回
にわたり、民法の改正に関するお話
をしていただきます。

１ 今回は、昨年の民法改正のうち、
これは、経済活動にスピードが
「社会・経済情勢の変化に対応する」
求められる中、①権利を行使でき
との観点から改正された「消滅時
ることを知った以上、短期間で権
効」のお話をしたいと思います。
利を行使すべきだし、②紛争はで
２ 消滅時効とは、一定期間、権利
きるだけ早く決着した方がよい、
が行使されない状態が続いた場合、
と考えられるようになったからで
その権利が消滅してしまう、とい
す。
う制度です。たとえば、Ａさんが ４ 職業別短期消滅時効
Ｂさんにお金を貸していたとして
旧民法には、たとえば、
「医師の
も、「お金を返してもらう権利」を
診療に関する債権は３年」
、
「弁護
一定期間行使しないでいると、お
士の職務に関する債権は２年」
、
「飲
金を返してもらえなくなってしま
食店の飲食料に係る債権（飲み屋
う、という制度です。
のツケ）は１年」といったように、
この消滅時効について、今回、
職業別に短い消滅時効の期間を定
改正がありました。
めた条文が複数存在していました
３ 消滅時効の一般原則
（旧民法170条～ 174条）
。
旧民法では、「権利を行使するこ
しかし、時代の流れから、職業
と が で き る 時 」 か ら10年 経 つ と、
や契約内容が多種多様となり、ま
債権は時効で消滅する、と定めら
た、職業別に異なる時効期間を定
れていました（旧民法166条１項、
める合理的な理由もない、と考え
167条１項）。
られるようになり、今回の民法改
この一般原則は、今回の民法改
正で、職業別の短期消滅時効の条
正によっても維持されていますが
文は削除されました。その結果、
（民法166条１項２号）、新たに、
「債
いずれの職業でも、先ほどの消滅
権者が権利を行使することができ
時効の一般原則が適用されること
ることを知った時から５年間行使
になりました。
しないときも、債権は時効で消滅
平山勝也法律事務所
する」との規定が加わりました（民
弁護士 平山 勝也
法166条１項１号）。
次回は「元気WAカルテ」を掲載いたします。

11

月 日（木）折込みです。

あらゆる事業資金をバックアップします

10月 15日㈪
20日㈯
22日㈪
25日㈭
27日㈯
28日㈰
30日㈫
11月
1日㈭
8日㈭
9日㈮
13日㈫

（10月中旬〜 11月）

★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

FAX 0256-63-8705

会議所の動き
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