第11回県央３商工会議所
役員・議員等合同研修会
11月13日、三条市ジオ・ワール
ド ビップにおいて第11回県央3商
工会議所役員・議員等合同研修会を
開催し、燕商工会議所、三条商工会
議所、加茂商工会議所から82名の
役員・議員が参加しました。
本研修会の幹事商工会議所である
三条商工会議所の兼古会頭の開会挨
拶 に 続 き、 株 式 会 社JTB総 合 研 究
所 執行役員 企画調査部長 波潟郁代
氏を講師にお招きし講演会を開催し
ました。
「地域特有の資源を活かす
持続的な観光・交流のあり方」～生

活文化を活かした交流まち
づくり～をテーマに「燕三
条工場の祭典」を事例に
とり“新しい観光”の可能
性について講演がありまし
た。
講演終了後、次回幹事商
工会議所の加茂商工会議所
太田会頭より閉会挨拶があ
り、インバウンドの県央地
域に与える経済効果の期待
度が大きく増したとし、閉
会となりました。

県央３商工会議所 正副会頭会議
開催
11月13日、当所が幹事商工会議
所として「ちゃんこ越葉」において
県央３商工会議所正副会頭会議を開
催しました。

来賓に燕市の鈴木市長をお招き
し、その挨拶の中で燕市の産業動向
や現在テレビ放映されている「下町
ロケット」の経済効果などについて

説明がありました。
続いて各商工会議所が現在取り組
んでいる事業の現況報告、また地場
産業の経済動向について説明し、熱
心に議論が交わされました。
その中で田野会頭は、今年度開催
された「燕三条トレードショウ」
「工
場の祭典」
「ものづくりメッセ」の
来場者数に触れ、
「国内外合わせて

約５万人がこの地域に訪れ、その経
済効果は大きなものとなった」とし
ました。
当所からは田野会頭、
中野副会頭、
細川副会頭、原田副会頭、大澤専務
理事が出席し、研修後は各商工会議
所から活発な意見交換があり有意義
な会議となりました。

金型、洗浄、メッキ、レーザーマー
キング等、様々な加工分野の22社
が出展。自動車メーカーや生活関連
用品などさまざまなメーカーが出展
する中、燕の加工技術をＰＲしまし
た。
来場者からは「燕の加工技術に勢
いを感じる」
「多彩な加工技術が地

域に集積していてうらやましい」と
の声をいただくなど、ご好評をいた
だきました。また出展者からは「関
東の展示会では出会えない顧客と名
刺交換できた」との感想があるな
ど、一定の成果を得ることができま
した。

メッセナゴヤ2018
22社で初出展しました！

11月７日～ 10日に名古屋市で
開催されたメッセナゴヤ2018。異
業種交流展示会として１３回目の開
催となる今回、東海地域を中心に、
九州や北海道、アジアを中心とする

海外などから1,400社以上が出展。
4日間のべ61,952名が来場するな
ど、大規模な展示会となりました。
燕商工会議所として初めて共同出
展した今年度。プレス、板金、磨き、

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

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

つばめ会議所ニュース
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からのお 知らせ

窓口延長

市

農商工連携事業 HIENプロジェクト
「フードメッセinにいがた」に出展
第4回 6次化大賞

0

最優秀グランプリ獲得!

〜 月

12
／
19 12
・
6 26
1
3
0

合わせ＝

市民課窓口係

-77-8125

（直通）

相 談

1
／

午前 時〜正午

8
金）
10

燕商工会議所農商工連携事業
HIENプロジェクトでは、11月７日
～９日新潟市朱鷺メッセで開催され
た「フードメッセinにいがた」に出
合わせ＝
展、フードメッセ特別企画「第４回
民課市民生活係
-77-8107 ６次化大賞」にエントリーし、最優
（直通）
秀賞のグランプリを獲得しました。
６次化大賞は、
「にいがた６次化
フェア2018」や同展示
会に出展する６次産業
化に取り組む全国各地
の
の事業者を対象に「事
業内容」
「将来性」
「継
続性」などを基準に選
ば れ る も の で、HIEN
め、
電話
（63−
プロジェクトでは古
工会議所）
下さい。
代 米「 紫 宝 」 を 使 っ
たポップコーン仕立て
1
のキャラメル＆ソルト
17
（４種類の味のおかき）

談会

月
日㈭

法律相談日

午後

日本政策金融公庫国民生活事業個別相談会

時
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

展示会にはジェトロのジャパン
ブースと新潟県酒造組合のブースが
あり、日本酒の試飲を行い来場者で
大変にぎわっておりました。当組合
のブースもそれらと隣接した場所に
出展し、金属製のぐいのみやタンブ
ラーとガラス製のコップと日本酒と
ビール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。
香港は日本酒ブームで、すでに日
本酒は日本から輸入され流通し、世
界中でアメリカに次ぐ日本酒輸入量
２位を誇ります。一方でぐいのみや
とっくり、ちろりなどの日本酒周辺
の道具はあまり流通していない様子
で、潜在的な需要があるという感触
を得ました。

燕市長へ
平成31年度
事業要望を
実施

30

事業承継
事業

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

燕市立小・中学校の発展を願う市民の会

くらしを支える税
―合同納税表彰式―
巻税務署（笹崎浩孝署長）と巻税
務署管内税務協力団体協議会（田野
隆夫会長）は11月15日、萬会館燕店
で平成30年度合同納税表彰式を開催
しました。
毎年11月11日から17日までの「税
を考える週間」の活動の一環として
行われるもので、納税に関して功績
のあった巻税務署管内の個人・団体
を表彰するほか、中高生を対象にし
た税についての作文の優秀な作品を
表彰しています。

香港で金属製ぐいのみ大好評

11月８日から10日まで日本金属ハ
ウスウェア工業組合
（池田弘理事長）
は11月８日～ 10日にかけて「香港
インターナショナル・ワイン＆スピ
リッツフェア」に出展しました。同
《HIEN/BLACK RICE
フ ェ ア に は33カ 国 か ら1,075社 の 出
CRACKER（ 黒 米 ラ
展があり24,000名の来場がありまし
イスクラッカー）
》をエ
た。
ン ト リ ー し ま し た。11
組合は主に金属製のタンブラーや
月８日のプレゼンテー
ぐいのみなどの酒器やバーグッズを
ションの最終選考会を経てみごとグ
展示しました。
ランプリを受賞することが出来まし
当初
「第１回中国国際輸入博覧会」
た。
の「日用品」のカテゴリーで出店を
HIENプロジェクトは、来年２月
計画していましたが、中国の主催者
に東京ビッグサイトで開催される
の都合で「日用品」のカテゴリーの
「feel NIPPON春2019」 に 出 展 し、 ブースが事実上なくなってしまい、
燕から≪新しいお米の楽しみ方≫を
香港貿易発展局の勧めもあり急遽
全国へ発信していきます。
「香港インターナショナル・ワイン
＆スピリッツフェア」へ出展するこ
とになりました。

案内

１

第441号（3）

今年は納税功労に㈳燕西蒲法人会
の宮崎明彦理事と西蒲燕地区資産税
協議会の武藤幸雄前会長が巻税務署
長表彰を受けました。
税に関する作文では高校生７人、
中学生５人を表彰しました。
また、作文で関東信越国税局管内
納税貯蓄組合連合会長賞を受賞した
燕市立吉田中学校３年生の滝沢周大
さんが、
「納税の考え方を変える」
を朗読披露しました。

燕市立小・中学校の発展を願う市
民の会（細川哲夫会長・燕商工会議
所副会頭）は、11月26日、燕市役所
にて鈴木力市長に、平成31年度事業
要望を行いました。
要望では、文部科学省が進めるグ
ローバル人材の育成、地域愛の醸成
等の観点から５つの重点事業につい
て要望しました。
①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
ミング教育が平成32年度より必須化
されることから、児童のプログラミ
ング教育を推進されるよう要望）②
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）③特
別支援教育の維持・拡充（特区別支
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・生徒がいる
ことから、そうした学級への介助員
の配置を要望）④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、会話力を充実されるため、
ALTやJTEの 適 切 な 配 置 を 要 望 ）
⑤図書館の充実（読書活動をより一
層推進するために、本年度同様に蔵
書の充実を要望。
学校図書館の運営・
サポート体制の充実を要望）
燕市立小・中学校の発展を願う市
民の会では小・中学生の学力向上な
どを目指し引き続き活動を展開して
参ります。
また、会員を募集しておりますの
で、ご興味ある方は事務局（燕商工
会議所総務課）までお問い合せくだ
さい。

つばめ共済
2017年11月1日スタート
［お問合せ先］
燕商工会議所
〒959-1289 新潟県燕市東太田6856
TEL 0256-63-4116
［取扱店］
アクサ生命保険株式会社 新潟支社 燕営業所
〒959-1289 新潟県燕市東太田6856 燕商工会議所会館
TEL 0256-63-4969

つばめ会議所ニュース
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企業名

エラストマー製ハンドル包丁
チタン製シェラカップ

認証日

㈱片岡製作所

300ml

目盛付

2018/
11/26

㈲片力商事

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

チタン製シェラカップ

300ml

目盛付

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25
日（火）です。認定ご希望の場合、2営業日前（12月20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

H30年度 BWC福祉共済制度キャンペーン
PARTⅡ御礼

燕三条ワシントンホテル 錦・雅・椿

師

祝賀会

ご連絡・お問合せ先

つばさ税理士法人（つばさM＆Aパートナーズ） TEL 0256-61-5810
つばさM&Aパートナーズ公式サイト http://www.ma-partner.jp まで

１
30

19

10

燕三条地場産業振興センター メッセピア4階大会議室

場

■締
切
■申し込み

※当日、会場で現金にてお支払いください。
※ジェトロメンバーズ・NICOクラブ会員企業様は１社につき１名のテキスト代を無料と致します。

12月7日（金）午後5時
下記ジェトロ新潟ウェブサイトよりお申込みください。
（URL：https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/niigata/）
※受講票は発行いたしません。（定員に達した場合のみご連絡します。）
■問合せ先 燕三条地場産業振興センター 担当：山田、武藤 TEL：0256-32-5806
ジェトロ新潟 担当：戸嶋、川村 TEL：025-284-6991
■主
催 燕三条地場産業振興センター、ジェトロ新潟、にいがた産業創造機構
■共
催 新潟県
■後
援 燕三条貿易振興会、三条商工会議所、燕商工会議所、第四銀行、北越銀行、大光銀行

つばめ・やひこ女性活躍推進フォーラム2018開催

ところ

入場

無料

杉村 太蔵 氏
午後5時45分〜 祝賀会 会費 お一人様 6,000円
元衆議院議員

25

12

■講
師 国際行政書士事務所H＆Jコンサルティング 代表 植村 浩康 氏
■定
員 80名
（定員になり次第締め切ります。)※１社から３名まで参加いただけます。
■参 加 費 お申込み1名につき2,000円（テキスト代）

とき

人生、
何が起きるかわからない！
講

12

「ワーク・ライフ・バランス」
「女性活躍」
をテーマとしたフォーラムを開催します。

午後3時〜午後5時30分 （受付）午後2時30分〜

〜伝えたい、
タイゾー流キャリアと資産形成〜

あらかじめ
4116、
燕商工
でご予約下

時〜午後３時

2019年 1 月 20 日㈰

会

ご案

午前

講演会

午前9時30分〜午後4時30分

の

日㈬

場

12 月 11 日（火）

時

相談

月

参加費
無料

県央ランドマークANX
竣工記念講演会
会

「貿易実務講座（中級編）」の開催のご案内

（午前9時〜受付開始、午前12時30分〜午後1時30分は昼休憩)

つばさ税理士法人

時

と得する天神講セール」です。
今年度は役員改選にあたり、任期
満了による２名の理事の退任と、新
任の理事３名を含む21名の理事を選
出し承認されました。また、平成22
年から８年間理事長を務めていただ
いた坂田文昭さんから遠藤重治さん
に理事長をバトンタッチして新体制
となりました。
遠藤新理事長は「皆さんからの強
い要請を受けまして、理事長を務め
させていただきます。厳しい経営環
境ですが、皆さんと協力して商店連
合会の事業に取り組み、若い世代に
繋いでいきたいと思います」と挨拶
されました。

海外マーケティングや取引先開拓の実践や輸出入通関と関税の徹底理解といった項目を
含む実践的な内容となっております。貿易実務に関する専門用語、書類や手続きについ
て理解力のレベルアップを図りたいと考えている皆様のご参加をお待ちしております。

ところ●燕市保健センター
対 象●燕市に住所がある人で不妊治療をしたことがなく①〜③に当てはまる人
①結婚して1年以上たつが、まだ妊娠したことがない人
②このままでは妊娠できないのではないかと心配している人
③不妊治療について考えるが、不安や抵抗感がある人
内 容●個別相談、ミニ講話、茶話会
相談員●高田杏奈さん（産婦人科医、女性ヘルスケアアドバイザー）
吉森容子さん（済生会三条病院母性看護専門看護師）
定 員●6名 各回とも3名ずつ
申込方法●電話または市ホームページのかんたん申請からお申し込み下さい
申込期限●12月19日（水）〜1月18日（金）
その他●すでに不妊治療を始めている人は、ご遠慮下さい。
申込、問合せ●健康づくり課 育み相談コーナー TEL 0256-77-8182

日

0256-

分〜午後４時

午後1時30分〜午後3時
午後3時10分〜午後4時40分

＝問い合

燕市役所市民

時

第1回
第2回

1
／

18
（金

㈿燕市商店連合会
平成30年度
通常総会

日

行 政

午後

妊娠に関する相談会を
開催します
（土）
とき 平成31年2月2日

0256-

日㈫

総務課 －連絡先－ TEL 0256-63-4116

＝問い合

燕市役所市

月

燕商工会議所

13

1
／
9
・
16
・
23
・
30

産業財産権窓口相談日

全国商工会議所メンバーによるベストウイズクラブでは、『商工会
議所共済・福祉制度キャンペーンPARTⅡ』を9/18（火）～ 11/30（金）
の期間実施致しました。
お蔭様をもちまして、PARTⅡ実績（募集）において、全国上位入
賞（480％）
（会員数1,500 ～ 2,000会員の部：C組）を達成するこ
とができました。これも会員の皆様のご理解とご協力の賜物と心より
感謝申し上げます。
本キャンペーンは、「商工会議所共済制度」を会員の皆様にご理解
いただき、福利厚生向上のお役立ていただくことを目的としておりま
す。経営者・役員ならびに従業員の皆様の保障・退職金準備の他に、
入院・介護・老後資金準備等様々な保障ニードにお応えするものです。
今後も引き続きご支援ご協力を賜りますようお願い致します。

1
／

0256-63-4116

㈿燕市商店連合会は11月28日、吉
田屋において通常総会を開催しまし
た。
坂田理事長は「来年は消費税10％
への増税を控えており、皆様におか
れましては苦しい経営となっている
と思います。
今年度の当会の決算は、
昨年度に続いて赤字決算となりまし
たが一層の努力をして参ります。
」
と挨拶。総会では事業報告、収支決
算、役員改選等について審議を行い
ました。
主な事業は、200メートルいちび
での「100燕商店街」
「Sカード大変
身大会」イベントと飛燕夏まつりへ
の参加、共同売り出し事業「ドーン

30

燕市役所会議室101

エラストマー製
ハンドル包丁

毎週水曜日・午後７時 分まで

名

日曜窓口

品

30

分〜正午まで

商

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。
（2018/11/26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！

内容

1月20日（日）午後1時30分〜 3時30分
燕市中央公民館 3F 中ホール

入場
無料

つばめ輝く女性表彰2018（表彰式）
基調講演「イクボス式マネジメントの心得とは

〜中小企業の５年後の持続可能性を見つける！〜」
かわしまたかゆき

講師：川 島 高 之 さん
（NPO法人コヂカラ・ニッポン 代表）

事業所による取組事例発表

株式会社新越ワークス／株式会社博進堂／ドコドア株式会社

対
象●燕市・弥彦村内の事業者・住民
定
員●100名程度
申込方法●電話または電子メールでお申し込みください。
申込期限●12月3日（月）〜1月18日（金）
申し込み・問い合わせ●地域振興課地域振興係 ☎0256-77-8361（直通）
電子メール chiiki@city.tsubame.lg.jp

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

（4）第441号

平成30年12月15日発行

燕三条８青年団体交流会に
参加しました！

青年部だより
会員数114名（12月1日現在）

青年部は会員を
募集しています！

燕商工会議所青年部（齋藤隆範会長）は11月
18日、
燕三条８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
議所青年部の８団体で毎年開催しています。本
年度は、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。
事業主の
退職金制度です

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！

小規模企業共済

・掛金は全額所得控除。
・共済金…「一時払、分割払、一時払と分割払の併用」
・共済金は退職所得扱い。または公的年金等の雑所得扱い。
・貸付制度有り

制度の特色

会議所の動き
12月 17日㈪
25日㈫

・1,000円〜70,000円。（500円きざみ）
・増額・減額可。

毎月の掛金

がんばる経営、
応援します

経営セーフティ共済

webマーケティングセミナー第三回（消費税転嫁対策事業）
第150回簿記検定試験（１〜３級）
知的産業財産権相談会
マル経資金審査会

・常時使用する従業員数が20人以下の個人事業主および会社の役員。
（商業・サービス業は従業員５人以下）
・個人事業主の配偶者や後継者をはじめとする「共同経営者」（２名まで）

加入できる方

（12月中旬〜 1月）

1月

26日㈬

燕市国際交流協会クリスマスパーティ

28日㈮

年末大掃除

4日㈮
10日㈭

平成31年燕市新春賀詞交換会
常議員会

（中小企業倒産防止共済）

この制度は、取引業者の倒産の影響を受けて中小企業自らが連鎖倒産する等の事態を阻
止し、経営の安定を図るための制度です。
・貸付限度最高8,000万円。
・貸し付けは無担保・無保証人・無利子。
・掛け金は損金。（必要経費）

制度の特色
加入できる方

・１年以上継続して事業を行っている中小企業者。

毎月の掛金

・5,000円〜200,000円の範囲で5,000円きざみ。
（800万円になるまで） ・増額・減額も可。

共済金の貸付

・加入後、６ケ月以上経過後、取引先事業者が倒産し、売掛金債権等について回収が
困難となった場合には、契約者の請求により共済金の貸付けが受けられます。
↓
・返済期間 5,000万円未満
５年
掛金総額の10倍または
5,000万円以上6,500万円未満
６年
被害総額のいずれか少ない方
6,500万円以上8,000万円以下
７年
（貸付限度額）

詳しい内容は中小企業基盤整備機構ホームページをご覧ください。経営セーフティ
申込先

燕商工会議所

経営支援課

TEL

0256-63-4116

平成31年

燕市新春賀詞交換会開催のご案内
深秋の候、
ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
新年の挨拶を行っていただくため、燕市及び商工３団体による平成
31年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。
日

時

平成31年1月4日
（金）
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

会

場

会

費 １人当たり 4,000円

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

そ の 他 ご出席の方は、
会費を添えて、
12月20日
（木）
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。

・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）
主

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。

催 燕市・燕商工会議所・吉田商工会・分水商工会

＜民法の改正⑤＞
１ 今回は、昨年の民法改正のうち、
「社会・経済情勢の変化に対応する」
との観点から改正された「保証」
のお話をしたいと思います。
２ たとえば、ＡさんがＢさんから
お金を借りる際、Ａさんの保証人
となったＣさんは、Ａさんがお金
を返せなくなった場合、Ａさんに
代わって、Ｂさんにお金を返さな
ければなりません。保証人Ｃさん
には、自らは借りていないお金を
返さなければならない、といった
重い責任があるのです。
保証人になる経緯はさまざまだ
と思いますが、個人の方が保証人
になる場合としては、親戚関係な
どの関係性から断りきれなかった
ケースや、安易に「きっと借りた
本人が返すだろう」と考えて保証
人になるケースもあると思います。
経緯はどうであれ、保証人にな
れば重い責任を負担することにな
りますが、特に、事業に関する債
務の保証人となった場合は、債務
額が多額であることも多く、ひと
たび保証人の責任が追求されてし
まうと、保証人の生活まで破綻し
てしまうことも多くなります。

そこで、そのような重い責任を
安易に負うことがないように、今
回の民法改正で導入されたのが、
「事業に関する債務の保証契約に対
する規制」です。これは、事業を
している人や会社の債務について、
個人が保証する場合の規制であり、
事業のために負担した貸金等の債
務について個人の方が保証人にな
る場合は、特別な手続きが要求さ
れるようになりました。具体的に
は、保証人になろうとする者は、
公正証書で「保証債務を履行する
意思」を表示することが必要にな
りました（改正民法465条の６第１
項）
。このような手続きを要求する
ことで、公証人が、しっかりと保
証人の意思を確認し、安易に保証
人となるケースを防ごう、という
考えによるものです。なお、この
規制は、たとえば、会社の債務を
その取締役が保証するような場合、
いわゆる経営保証の場合には、適
用されません。
平山勝也法律事務所
弁護士

平山

勝也

次回は「元気WAカルテ」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

1

月 日（火）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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