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補助金を有効活用して、経営の効率化、
販路拡大を図りませんか
小規模事業者持続化補助金
補助対象者

ものづくり補助金
補助対象者

事業を営んでいる
「小規模事業者」
及び、一定要件を満たす特定非営利活動法人
小規模事業者の定義
業 種

人 数

中小企業、小規模事業者等

補助対象

中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービ
ス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うため
の設備投資等。

補助上限

一般型：
１,000万円 グローバル展開型：
３,000万円

商業・サービス業
（宿泊・娯楽業除く） 常時使用する従業員の数 ５人以下

一般型

コロナ特別対応型

サービス業のうち宿泊業・娯楽業

常時使用する従業員の数 20人以下

製造業その他

常時使用する従業員の数 20人以下

◆補助対象 経
 営計画に基づく、販路開拓や
（例：商品の改良・開発、
チラシ作
成など）
や、業務効率化
（生産性の向上）
の取組みに要する経費
の一部
◆補助上限 50万円
◆補助率 ２／３
◆公募締切 第３回締切 2020年10月２日
（金）
（郵送：当日消印有効）
第４回締切 2021年  ２月５日
（金）
（郵送：当日消印有効）
◆補助対象
◆補助上限
◆公募締切

申請方法

補助率

A：サプライチェーンの毀損への対応
B：非対面型ビジネスモデルへの転換
C：テレワーク環境の整備
100万円
◆補助率２／３又は３／４
第４回締切 2020年10月２日
（金）（郵送：必着）

◆申請方法 事業所が所在する地区によって申請方法が異なりますので、
お
近くの商工会・商工会議所にお問合せ下さい。

※一般型・コロナ特別対応型共に、コロナ対策として業種別ガイドライン等に照らして事業を継続する上で必要
最小限の感染防止対策を行う取組み（マスク・消毒液の購入、空気清浄機の設置など）については、さらに上
限を50万円上乗せします。

補助要件

以下を満たす３～５年の事業計画の策定及び実行
・付加価値額 ＋３％以上／年
・給与支給総額 ＋１．
５％以上／年
・事業場内最低賃金≧地域別最低賃金 ＋30円

応募締切

（木）
17時 （４次締切）
令和２年11月26日

申請方法

電子申請システムでのみです。
同システムにはGビズIDプライムアカウントの取得
が必要です。

※業種別ガイドラインに基づいた感染拡大予防の取組を行う場合は、定額補助・上限
50万円を別枠で上乗せします。

応募条件がございます。
詳しくはお問合せください。 【問い合わせ】
燕商工会議所
市内事業者
の皆様へ

感染症へのリスク管理
として唾液 PCR 検査を
受けることができます
新型コロナウイルス感染症への感染防止対策と
社会経済活動の両立に向け、事業者に対しても感
染症へのリスク管理が求められています。こうし
た状況の中、市内の民間検査機関が県内初の唾液
PCR 検査を開始するなど、検査体制の整備も進ん
でいます。
そこで、県外との往来を伴う事業活動等を行う市
内で事業を営む者に対し、民間検査機関が実施する
唾液 PCR 検査にかかる費用を補助することで、感
染症へのリスク管理を支援します。

対象者

❶県外への出張 ❷県外からの来訪者への対応

※燕市に納税義務がありかつ滞納がないこと
※検査結果が「陽性」であった場合、「帰国者・接触者相談センター」に
必ず報告する旨などをあらかじめ同意すること

対象費用

無症状ではあるが、民間検査機関が実施する「唾液PCR検
査」を事業者自ら受けた場合、または従業員や専従者等に
受けさせた場合にかかる費用

補助額

1検体あたり
定額

8,000 円

従業員数

対象期間

申請フロー

1 社あたりの上限
15 検体

30 検体
※同 一 人 が 複 数 回 検 査 を
100 人以上
50 検体
受けた場合も対象
※参考：燕 市内の民間検査機関の唾液PCR検査料（令和2年8月現在）
一般社団法人県央研究所 14,850円（検査キット発送料と消費税込）

市のホームページから
申請書類をダウンロー
ドし、必要書類を添えて
申請してください

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1.66％
（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

経営支援課

以下のような事業活動等を行い、市内で事業を概ね1年以上営む者

20 人以下

◆通常枠 中小企業 １／２、 小規模事業者 ２／３
◆特別枠
２／３又は３／４
※特別枠は、
新型コロナウイルスの影響を乗り越える
ための投資
（一定要件あり）
を行う事業者に対して、
通常枠とは別に、補助率を引き上げ、営業経費を補
助対象とした枠です。

21 人以上

【窓口】

燕市役所3階 商工振興課
25番窓口

TEL 0256-63-4116

令和2年8月1日
（土）
〜3月31日
（水）

※対象期間中の検査は、1社あたりの上限内で何回でも
申請可

①受検前に市役所へ同意書を提出
②民間検査機関へ電話で検査依頼
③民間検査機関へ検体を直接持込
④市 役所へ検査成績に関わらず検査成績書
写しを提出
陽性の場合、本人が居住地を所管する帰国
者・接触者相談センターに報告
⑤市役所へ補助金申請書兼実績報告書に以
下の書類を添えて提出
・検査を受けた事業者宛の領収書等の写し
・
「NO!!3密」
実践宣言書
・燕市の納税証明書・通帳の写し

【郵送】

〒959-0295 燕市吉田西太田1934番地
燕市産業振興部商工振興課 宛て

申請書類のダウンロードはこちらから→ URL：http://www.city.tsubame.niigata.jp/industrial/016001288.html

【問い合わせ】燕市産業振興部 商工振興課 TEL 0256-77-8231【直通】

応援クーポン券

デリバリー・テイクアウト
承り中！

燕市と弥彦村の事業所単位で入会できます。

受けられる給付・
サービス・割引・
イベントが多数！

慶弔給付金
結婚・出産・入学・永年勤続
等のお祝い金から、傷病・火
災・死亡等の見舞金
割引協賛店
200店舗の飲食店や
レジャー施設の
割引サービス

会員募集中！
！
生活安定・健康・スポーツ

趣味・教養

人間ドック・予防接種・乳がん検診等への補助
茶道・アロマ・料理教室
や、ヨガ教室・生活セミナー・スポーツ教室等へ
等に会員料金で参加
の割引や補助
愛称：タンポポ 事業所数 873社・会員数9,057名
「タンポポニュース」
を発行
し、教室・チケットの案内や
イベント、お得な割引等
をお知らせしています。

燕市、弥彦村の支援を得て、中小企業の勤労者が豊か
で充実した生活が送れるよう、大企業並みの福利厚生
事業を行うことを目的としている公益財団法人です。

イベント

遊び・旅行

納涼会・忘年会・コンサート
チケット・体験会等に会員
料金で参加

レジャー施設や宿泊施設な
どの割引・補助券の発行

公益財団法人

燕西蒲勤労者福祉サービスセンター
燕市大曲3015番地
（燕勤労者総合福祉センター内）
TEL: 0256-61-1430 FAX:0256-61-1431

つばめ会議所ニュース

（2）第462号

認定日

マスクリーン
㈱ツバメ教材製作所
マスク美人・王子

2020
8/31

マスクリーン

認定は月1回、委員会を開催して行っております。次回は9月18日（金）

燕市トリクロロエチレン
排出抑制検討会

0256-63-4116

①保健所からの調査協力要請に基づき、職場における接触者と接触状況を確認しリストを
作ります。→（⃝様式任意 ⃝記載項目：
「氏名」
「
、性別、
「生年月日」、
「住所」、
「最終接触日及
び接触状況」）
※リストを基に保健所が接触状況に応じて職場内の濃厚接触者を特定します。
②自宅待機期間中の濃厚接触者の健康観察結果を電話で確認のうえ取りまとめ、発熱や咳
など風邪様症状が出現した場合は、保健所に連絡します。
※健康観察期間は、陽性者との最終接触日の翌日から起算して14日間です。

【問い合わせ先】 燕市役所健康福祉部健康づくり課 TEL0256-77-8182
【新潟県新型コロナウイルス感染症コールセンター】

受付電話番号：025-282-1754（ダイヤルイン）
受付時間：月曜日から金曜日（祝日除く）の8：30 〜 17：00
※症状がない方やどこに相談したらよいか迷った方」は上記にご相談ください。

令和2年度

燕市のトリクロロエチレン
排出抑制関連の支援制度

1．中小企業研修受講料補助金
市内中小企業者が指定機関で受講する資格認定講習受講料の一部を補助します。

補 助 対 象 市内に事業所を有してる中小企業者若しくは小規模事業者（従業員20人以下）
対 象 研 修 ①一般社団法人産業環境管理協会「公害防止管理者等資格認定講習」
②一般社団法人新潟県労働衛生医学協会
「有機溶剤作業主任者講習」

補 助 内 容 指定講習の受講料（限度額1人あたり20,000円）
①小規模事業者
②中小企業者

2分の1
3分の1

受 付 期 間 令和2年4月1日～令和3年3月31日

2．環境負荷低減対策支援事業専門家派遣補助金
市内中小企業者が公益財団法人にいがた産業創造機構
（NICO）
の実施する生産工程の環境対策に
資する専門家派遣事業を受ける際に要する費用の一部を補助します。

補 助 対 象 ①市内に事業所を有し、1年以上事業を営んでいること

②環境負荷低減対策事業を行うために必要な許認可並びに免許等
（公害防止管理者、
有機溶剤作業主任者等）
を受けている、
若しくは受けることが確実であること
③過去にこの補助金を受けたことがないこと など

補助内容

あらかじめ

4116、燕商工
間の平均値で評価されます。
１年間の
でご予約下
平均値はいずれの計測地点も基準値の
130μg/㎥を下回っているものの若干
９
の増加傾向がみられます。
各業界団体、
販売事業者、
自治体が一 10 23
体となり、
トリクロロエチレンの排出
抑制を図り地域全体で環境に対する意
識を高めていかなくてはなりません。
燕市では洗浄設備に関する補助金を
新設し対策をしているところです。
ま
た、
燕商工会議所では補助金申請に対
する支援を行っています。
業界団体で
は新潟県が策定した
「トリクロロエチ
レン排出抑制に向けた自主的取組ガイ
ドライン」
の周知に取り組んでいます。

NICOが実施する専門家派遣事業のうち、
中小企業の生産工程の環境対策に資する
経費の3分の1以内
（限度額1回あたり15,000円）

受 付 期 間 令和2年4月1日～ 12月28日 ※事前にご相談ください

１
30

30

30

30

分

発生時における事業所の役割

８月24日、燕市吉田産業会館２階研
修室にて
「第２回燕市トリクロロエチ
レ ン 排 出 抑 制 検 討 会 」が 開 催 さ れ ま
した。
同検討会は燕市主催で、
燕商工会議
所、
日本金属ハウスウェア工業組合、
日
本金属洋食器工業組合、
新潟県県民生
活・環境部、
三条地域振興局健康福祉環
境部環境センターのほかトリクロロエ
チレンの販売事業者、
検査機関で構成
されています。
検討会ではまず、
現在新潟県が燕市
内３か所で実施しているモニタリング
測定値などの現況が報告されました。
トリクロロエチレンの大気濃度は１年

分〜午後３時

①保健所から調査協力要請があった場合の連絡担当者を決めておきます。
②陽性者、濃厚接触者の休暇の扱いを決めておきます。
陽性者は入院となり、濃厚接触者は自宅待機を要請されるので、その間、病気休暇や有給
休暇、特別休暇など休暇で対応するのか、又は、自宅勤務の扱いとするのか予め決めてお
きます。

の

午後１時

事業所における発生前の事前準備

相談

貿易取引相談

保健所は、陽性者の発症前の行動と接触者について調査を行い、必要に応
じて陽性者本人の同意を得て会社
（就業先）
に調査協力を要請します。

＝問い合

燕市役所市民

日本政策金融公庫国民生活事業１日相談会

【従業員に新型コロナウイルス陽性者や濃厚接触者が出た場合の対応】

9
／

1
（木

毎月第１・３金曜日
午後 時 分〜午後４時 分

「職場における新型コロナウイルス
感染症対策」
について

行 政

日㈬
時〜午後３時

事業主の
皆さまへ

を反映させていきたいことから
「燕地
域労働関係実態調査」
を11月に送付す
る産業カレンダーと合わせて同封し調
査を行うことにしました。
また、会員向けweb経営セミナー開
催について、
これからの新しい在り方
を議論しました。

0256-

月
午前

燕商工会議所労働委員会
（藤田進委
員長）では、８月26日 燕商工会議所に
於いて委員会を開催しました。
議題として2021年の産業カレンダー
で三条側と調整した休日日数107日に
ついて了承を得ました。
そして、
今後作
成する産業カレンダーに燕地域の現状

＝問い合

燕市役所市

ご案

いします。詳しくはお問合せください。

燕商工会議所
労働委員会開催

28

0256-

です。認定ご希望の場合、2営業日前（9月16日（水）までに申請をお願
【お問合せ先】燕商工会議所経営支援課

10
10 ／
／
7 1
11 ・
14 2
・
21 3
・

燕市役所会議室101

マスク美人・王子

30

分まで

企業名

関空）
を順に結び経済交流人口を増や
し、
経済活性化を進めるという事業計
画についてご説明いただきました。
また、
業務効率化等については、
航空
人材を防衛省定年パイロットや海外の
ATRパイロット等の登用、
航空機材を
小型機等にし、
空港においては入場券
機器の共用化や整備士・整備パーツの
共用化等を図るとのこと。
空港を利用
した地域活性化について地方自治体
と連携し、
丘珠
（又は千歳）
を除き概ね
10,000円程度で移動が可能になるとの
こと。
今 後 は、出 資 者 を 募 り、９ 月 中 に
14,167株
（ １ 株 ＝ 約120,000円 ）を 発 行、
2022年６月には23,056株を発行し事業
を進め、2024年６月での黒字化を目指
していくとのことでした。

毎週水曜日・午後７時

商品名

燕商工会議所
（田野隆夫会頭）
では、
８月５日、
萬会館燕店を会場に格安航
空会社
（LCC）
「TOKI AIR」
事業計画説
明会を開催しました。
説明会では、
田野会頭が冒頭の挨拶
で
「桜井甚一新潟県議会議長より、
格安
航空会社について紹介をいただき、
ま
た新潟県商工会議所連合会の会頭会議
で新潟県の経済活性化策の１つとして
交流人口の増加を含め新潟空港利用の
利便性を高めることが重要である」
と
述 べ ま し た。そ の 後、TOKI Aviation
Capital（TOKI AIR）の 長 谷 川 政 樹 社
長並びに原口史也事業推進室長より、
経営のスリム化、
業務の統一化等によ
り、ATR42-600機等を導入し最大飛行
距離2,500㎞を実現、新潟から丘珠
（又
は千歳）
、
佐渡、
仙台、
羽田
（又は成田、
調
布）
、
小牧
（又は中部）
、
神戸
（又は伊丹か

日曜窓口

のPR等にお役立て下さい。
（2020/8/31認定）

30

分〜正午まで

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

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

格安航空会社（LCC）
「TOKI AIR」
事業計画説明会
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２年９月15日発行

3．環境負荷低減対策支援事業設備改善資金補助金
市内中小企業者が専門家の診断に基づいて実施する環境負荷低減のための設備投資に要する費用
の一部を補助します。

補 助 対 象 ①市内に事業所を有し、1年以上事業を営んでいること

②環境負荷低減対策事業を行うために必要な許認可並びに免許等
（公害防止管理者、
有機溶剤作業主任者等）
を受けている、
若しくは受けることが確実であること
③専門家の診断により、
揮発性有機化合物等の排出抑制に取り組むものであること
④過去にこの補助金を受けていないこと など

補 助 内 容 等 ①洗浄装置、排出ガス回収装置等の新設 対象経費の2分の1、限度額250万円
②洗浄装置、
排出ガス回収装置等の改修 対象経費の2分の1、
限度額50万円

受 付 期 間 令和2年4月1日～ 12月28日 ※事前にご相談ください。

【お問合せ先】 燕市産業振興部商工振興課 産業支援係 燕市役所3階 23番窓口
電話：0256-77-8231 FAX：0256-77-8306

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

令和２年９月15日発行

市
からのお 知らせ

窓口延長

0

9
／

〜 月

16
・
9
23
・
30 10

合わせ＝

市民課窓口係

募集！
！広告主を募集します！

産業カレンダーに同封する

永年勤続従業員の表彰該当者推薦について
９月上旬に燕商工会議所会員
事業所様宛に永年勤続従業員表
彰該当者推薦書を送付いたしま
した。従業員のうち該当者がい
られる場合は、９月30日（水）
までに燕商工会議所経営支援課
までお申し込みください。記念
品は希望制（有無の選択可能）
です。記念品無しで賞状のみの
場合は負担金不要です。

第462号（3）

表彰年数

負担金（記念品「有」の場合）

満10年

1人につき 1,700円

満15年

1人につき 3,100円

満20年

1人につき 3,100円

満30年

1人につき 4,500円

満40年

1人につき 6,500円

満50年

1人につき 8,000円

2021年の産業カレンダーを１１月（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？
発 送 先
募 集 先
負 担 金
広 報 物
募集件数
募集締切

（注）満20年勤続者の表彰は新潟県商工会議所連合会会頭との連名で、また満30年以上の勤続者に
は日本商工会議所会頭及び新潟県商工会議所連合会会頭との連名で表彰いたします。

燕商工会議所会員事業所
（1,850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1,850部程ご用意下さい。
３件程度
9月30日（水）
（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

松川までご連絡下さい。
（電話0256-63-4116）

-77-8125

（直通）

日常に潜む「もしも」に備えた充実のラインナップ

相 談

低廉な保険料でご加入いただける、
会員のための商工会議所保険制度

9
／

午前

17
木）

時〜正午

10

日 時

合わせ＝

民課市民生活係

-77-8107

（直通）

定

の

案内

日㈭
時 分〜午後４時

30

法律相談日

月
午後

１ 17

象

員

参加費

め、
電話
（63－
工会議所）
下さい。

９

場

集合場所
対

談会

〆

切

日

私たちは、地域総合経済団体として、
地域の未来を拓くため、中小企業の活力強化と地方創生を、
全力で応援しています。

雨天決行

ひうら農場
ビジョンよしだ（燕市吉田本所 153 番地 1）

ビジネス総合
保険制度

※会場まで送迎します。（女性 13：50 集合 / 男性 14：30 集合）

30代・40代の独身男女

（男性は燕市在住または在勤）
※イベント当日の年齢です。

男女各 15 名

（申込み多数の場合は抽選）

男女ともに 2,000 円

（嬉しいお土産付き）

14:00
14:40
15:00
15:45
16:00

イベント協力： 吉田本町自治会、
本町そ菜出荷組合

16:20
16:50
17:00

ハートのきゅうりを探せゲーム

TEL.0256-77-8364
主催：燕市／つばコンde ハッピー∞プロジェクト実行委員会

燕市からの
お知らせ

日㈮
時 分〜午後４時

１ 25
30

月
日㈭

24

社会保険労務士・
働き方改革ほか無料相談会

９

知的産業財産権窓口相談日

９

と

内

き

容

申込方法

10月10日（土）

午前６時～７時30分

※雨天中止などの判断は、ボランティア団体及び
事業所でお願いします。
※上記日程以外の日時での実施も大歓迎です。

⃝空缶・空ビンなどごみ拾い
⃝道路沿い等に生えている雑草の除去
回収したごみは、市役所生活環境課が回収いたします。
生活環境課へお問い合わせください。
後日、申込用紙をお渡しいたします。

【問い合わせ】

市役所生活環境課 環境政策係
（２階14番窓口）
TEL 0256-77-8167
（直通）

●パート・アルバイト、派遣、委託作業者のほか、下請負人も補償

●政府労災で認定された業務・通勤による精神障害、脳・心疾患
や新型コロナウイルスなどの疾病、
自殺などを補償

●入院中のみならず、
自宅療養期間中の就業不能も補償

●就業外での病気（新型コロナウイルス・新型インフルエンザ含
む）
・ケガまで補償

●医師の診査が不要で加入手続きが簡単

●経営者本人とその従業員が、
病気やケガで働けなく
なった場合に、
収入の減少部分を補います。

輸出製品などの海外におけるPLリスク、リコールリスクに備えるなら

●天災（地震・噴火・津波など）
によるケガも補償

海外での緊急避難・安全確保に備えるなら

中小企業
海外PL保険制度

｢クリーンデー燕｣に
ご参加ください

私たちの住む地域を清潔で美しいまちにするため、地域住民やボランティア団体及び事
業所から主体的に参加していただき、市内全域のごみ拾いなどの清掃を一緒に行います。
また、道路沿い等に生えている雑草の除去もお願いします。
各事業所のまわりの環境美化にご協力をお願いします。

●政府労災保険の給付を待たずに保険金のお支払いが可能

休業補償
プラン

［お問い合わせ］ つばコンdeハッピー∞プロジェクト事務局

●事業休業補償により災害に遭った際の事業継続のための資金
を確保

●労災賠償に備える
「使用者賠償責任保険」
を標準セット

●多様化•複雑化の傾向にある
「労災事故」
から会社も
従業員もお守りします。

フリータイム
最終投票 ·カップル発表
終了予定

（燕市役所地域振興課交流推進係）

●賠償責任（PL、
リコール、情報漏えい、サイバー、施設・事業遂
行等）
リスクを総合的に補償

業務災害
補償プラン

（もとまちきゅうりの収穫体験）

9/23（水）
17：00まで

●会員事業者を取り巻くリスクに対する補償のモレ・ダブリを解
消し、一本化して加入可能

●事業活動における賠償リスク、
災害による事業休業リスク、
財物損壊リスクを総合的に補償します。

女性受付＆事前講座
男性受付
イベントスタート・自己紹介
中間投票

海外危機対策プラン

燕 商 工 会 議 所

10月10日
（土）
全市一斉の環境美化活動
月
午後

0

会

2020.10.18

雇用調整助成金の受付窓口が
燕市吉田産業会館内に開設されました
燕市地域職業相談室は、燕市とハローワーク巻が連携して燕市吉田産業会
館内に設置した施設で、求人情報の提供、職業相談、職業紹介などを行っ
ています。
9月1日から雇用調整助成金の相談・申請書類の受付を開始いたしました。
なお、事前予約制となりますのでまずはお電話ください。
【所

在

地】燕
 市地域職業相談室
（燕市吉田東栄町14-12 燕市吉田産業会館内）
【予約・お問い合わせ】ハローワーク巻 燕相談室 TEL 0256-94-7055

アクサ生命は商工会議所と協力して健康経営を推進しています。

0

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

～さらなる企業の発展のために～

健康経営に取り組みませんか？
健 康 経 営は 、アクサ 生 命 がサポートします！

お問合せ先

燕営業所

☎ 0256-63-4969

※
「健康経営」
はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。 AXA-A2-2020-0077／847 2020.03.10

つばめ会議所ニュース

（4）第462号

青年部だより
会員数113名（9月1日現在）

令和２年９月15日発行

青年部は会員を
募集しています！

HPをリニューアル
しました！

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（藤原康博会長）では、
HPのリニューアルを行いました。青年部の活動
を広く周知するとともに、燕市内で活躍する企業
を取材し、まとめたレポートを
掲載していきます。また、会員
にとっても使いやすいようにリ
ニューアルしています。
是非一度、ご覧ください。

新入会員紹介
喫茶軽食 ルーム217

「ノーホステス ノーカラオケ
明朗音楽の店」
燕市宮町商店街に2019年9月
オープン。昭和レトロな家具や照
明、
食器などに囲まれながら、
当店
のオリジナルの浅煎りの
「宮町ブレ
ンドコーヒー」などの喫茶、
スパイ
スを惜しみ なく使った
「 キ ーマカ
レー」などの軽食はいかがでしょう
か。
また、
不定期でピアノなどの楽器の生演奏やビンテージオーディオで
のレコードの視聴の他、
ハンドマッサージ、
占い、
趣味教室、
炭火やきとり
の出店などを開催しております。さらに店内奥には、
輸入古着のショップ
「ベースライン」
も併設。他店にはない空間を是非お楽しみください。
所 在 地
連 絡 先
営業時間

〒959-1257 燕市宮町2-17
0256-46-8392
12：30-25：00

定 休 日

火曜日
店内禁煙・駐車場有り
・お持ち帰り/ 出前有り

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。

●つばめjobナビ事務局●
五十嵐 0256-63-4116

会議所の動き
9月 17日 ㈭

（9月中旬〜 10月）

法律相談会

23日 ㈬

にいがた県央金型協同組合理事会

24日 ㈭

社会保険労務士無料窓口相談会

25日 ㈮

知的産業財産権相談会

10月 1日 ㈭
7日

燕西蒲間税会例会

㈬ 県央食品衛生協会燕支部 食品等の自主検査

13日 ㈫

工業部会

正副部会長会議

No.10

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。

9月になりました。まだまだ暑く
て熱中症に気を付けたり、夏バテに
ならないよう温度調整や休養、食事
の工夫をされていると思います。私
の場合、夏でも冬でも変わらず夜に
アイスを食べる習慣が止められず、
妻のアイスも食べて叱られる日常を
送っております。
昔から暑かったかなとデータを確
認 す る と、100年 間 で1.4 ℃ 上 昇 し、
また熱帯夜が増加傾向、さらに短時
間強雨の発生回数も増加傾向でした。
21世紀末までに年平均気温が5℃上昇
し、現在の鹿児島市と同程度になる
との予測もあります。そうならない
ためにも、企業と個人がどのように
【持続可能な変革（SX）】に取り組ん
でいくか、そのわかりやすい目標と
して、国連で採択された2030年まで
に達成する行動計画【SDGs（持続可
能な開発目標）】があります。
SDGs成立の背景は、現代人が既に
地球1.7個分の暮らしをしている・温
暖化の影響で熱中症や感染症にかか
りやすい要因が増えるなど、
「世界が
持続可能ではない状況」であるため、
すべての利害関係者が役割を果たし、
環境問題を解決するだけではなく、
社会発展と経済発展と環境問題を統
合的に取り組むことが求められてい
るからです。
「地球1個分で暮らしが出来る（環

境問題解決）」、しかし同時に「誰一
人取り残さない世界（社会問題解決）
」
を実現するためにも、経済発展と技
術革新も同時に実現しなくてはなら
ず、【現在を起点とした積み上げでは
なく、目標から逆算して計画を策定
し（バックキャスティング）
、
イノベー
ションを起こす】必要があります。
企業においては、社会貢献的発想
で自社の事業がSDGsのどこに該当す
るのか「タグ付け」して整理整頓す
るだけではなく、自社をバックキャ
スティングにより変容させ、イノベー
ションを起こして社会課題の解決に
貢献しつつ業績を向上させる、更に
は採用や人財育成にもつながるため、
会社全体の発展へ大きなチャンスと
なります。
当グループでもいくつかの会社へ
コンサルを行い、直近では燕三条青
年会議所様にてセミナーを行うなど、
少しずつSDGsの認知度が上がってい
ると感じています。個人から企業ま
で、自分事として取り組む人が増え
ると嬉しく思います。
燕商工会議所 顧問社労士
NA & HRコンサルティング（労務）

井上智玄

（2020年8月129㌔・前回から
増減なし／初回から6㌔減）

次回は「身近な法律相談」を掲載いたします。

★次号は

社会保険労務士

まつかわ事務所

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

15

あらゆる事業資金をバックアップします

「がんばろう燕！応援クーポン券」ご利用ください！ おふとん作り替えセール
掛ふとん 9 ,200 円＋税より 敷ふとん 9 ,900 円＋税より
お弁当・オードブル承ります！
☎62-2491
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

月 日（木）折込みです。

10

東京西川チェーン

燕市仲町2-35

63-3183

羽毛ふとん・リフォームセール

新しい側と足し羽毛200g付で 22,000円＋税より

