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新潟県事業継続支援金のお知らせ
1 支援金の概要
新型コロナウイルス感染症の感染拡大による外出自粛等の影響
を受けて、売上の減少が続いている飲食事業者に対し、事業継続に
向けた支援金を支給します。

（2）支給額

① 県内で単独店舗を経営する事業者 20万円
② 県内で複数店舗を経営する事業者 40万円

2 受付期間

令和3年3月16 日
（火）
から令和3年5月31 日
（月）
※締切日消印有効

3 対象者
以下の要件を全て満たす必要があります。
（1）新潟県内で飲食店
（食堂、居酒屋、バーなど）
又はカラオケ店を
営む法人又は個人であること
（注1）
（2）食品衛生法第52条に定める飲食店営業許可又は喫茶店営業
許可を受け、かつ、その他の法令等により必要とされる許認可
等を全て取得していること
（3）業種ごとの
「感染拡大防止ガイドライン」
等を踏まえ、感染症拡
大防止対策を実施していること
（4）申
 請時点において飲食店の営業を行っており、今後も事業を継続
する意思があること
（5）申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しく
は構成員等が新潟県暴力団排除条例第2条第1号に規定する
暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定
する暴力団員等に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しな
いこと。また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団員等が、申
請事業者の経営に実質的に関与していないこと
以下の店舗は支援金の対象となりません。
○ 飲食スペースを持たない店舗
（弁当店・宅配ピザ屋等のテ
イクアウト・宅配サービス専門店、キッチンカー、
ドリンクス
タンドなど）
○ 他の事業に付随して食事を提供する施設であって、独立し
た店舗形態を持たないもの
（ホテルや旅館に付随する宴会

場、
ネットカフェ・マンガ喫茶など）
○ス
 ーパーマーケット・コンビニエンスストアのイートインス
ペース
○ 自動販売機コーナー
○ 特定の利用者のみの利用に供する施設
（社員食堂や学生
食堂、
介護サービス事業所の食堂など）

事業継続支援金センター

（電話番号）025－248－7270
（受付時間）
午前9時から午後5時まで
（土日祝日を除く）
（注1）
対象となる事業者は、
法人規模・形態を問いません。大企業も対象となります。
また、
財団法人、
社団法人、
NPO 法人等も対象となります。
（注2）
新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の影響により、
前年との比較が適
当でない場合は、
前々年と比較することもできます。
（注3）
令和2年4月及び5月の売上高について、
緊急事態宣言等の影響により、
比較
対象に含めることが適当でない場合は、
平均を計算するための対象月から
除くこともできます。

燕市内の会員事業所が
「健康経営優良法人2021
( 中小規模法人部門 )」
に認定されました
健康経営優良法人認定制度とは、地域の健康課題に
即した取組や日本健康会議が進める健康増進の取組を
もとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や
中小企業等の法人を顕彰する制度です。
健康経営に取り組む優良な法人を「見える化」する
ことで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などか
ら「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的
に取り組んでいる法人」として社会的に評価を受ける
ことができる環境を整備することを目標としています。

NA＆HRコンサルティング社会保険労務士法人
TEL 0256-64-5288

社会保険労務士

まつかわ事務所

mail tomo@na-consulting.jp

※健康経営は、NPO 法人健康経営研究会の登録商標です。

燕市内の認定会員事業所は以下の通り
「中小規模法人部門」
エコー金属株式会社
ＮＡ＆ＨＲコンサルティング社会保険労務士法人
株式会社エムテートリマツ
下村企販株式会社
スワオメッキ有限会社
スワロー工業株式会社
藤次郎株式会社
一般財団法人新潟健康増進財団
株式会社明治屋
燕商工会議所

従業員のためになる投資、
助成金 が活用できるかもしれません
（旧新潟安全研究所）

TEL.0256
（63）
4116
FAX.0256
（63）
8705

受賞したのは今回から新設され
た優良経営指導員「特別枠（全国
で4名）
」です。
「地域経済全体の
活性化を目的として、複数の事業
者による新たなビジネスモデルの
構築を支援することにより、国内
外の新規顧客の開拓や地域産業の
再生・創出を実現する者」という
３月18日に開催された日本商 表彰の条件に「磨き屋シンジケー
工会議所通常会員総会において、 ト」の構築などが該当し今回の受
「経営改善普及事業発足60周年表 賞に至りました。表彰状は3月23
彰」が行われ、当所の高野中小企 日に行われた燕商工会議所通常総
業相談所長が経済産業大臣表彰を 会にて田野会頭より授与されま
した。
受賞しました。

「新たに機械を購入したい」｠｠「 職場環境を良くしたい！」

【お問い合わせ・ご相談】

専務理事 大澤則夫

経営改善普及事業発足60周年表彰で
経済産業大臣賞受賞

創業により前年との比較ができない場合は、
県内店舗の売
上高の合計について、
創業の翌月から申請の前月までの売上
高の平均に対して、2か月連続して20％以上減少しているこ
ととします。
（注3）

6 お問い合わせ先

編集発行人

〒959-1289
新潟県燕市東太田6856（廿六木3区）

燕商工会議所労働委員会（藤
田進委員長）では、３月23日
午後５時20分より燕三条ワシ
ントンホテルに於いて永年勤
続従業員表彰30年40年50年の
方々を祝う「感謝慰労の会」を
開催しました。
当日は23事業所38名の被表彰者（50年３名、40
年18名、30年17名）の方々が参加され、燕市長ほか
来賓の方々から祝辞を頂きました。その後は記念撮影
をし、コロナ禍のため祝宴の代わりに＜料理と祝の菓
子＞をお土産にお持ち帰り頂きました。

4 支給要件
県内店舗の売上高の合計について、令和２年12月から令和３年４
月までの期間において、
２か月連続して前年同月比で20％以上減
少していること
（注２）

5 申請書類の入手方法
「新潟県事業継続支援金」
ホームページからダウンロードしてく
ださい。
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/
URL
sangyoseisaku/jigyoukeizokusienkin.html
※ ホームページからの入手ができない方は、下記の
「6 お問い合わ
せ先」
にご相談ください。

発行所 燕商工会議所

令和２年度永年勤続従業員表彰
30年 40年 50年「感謝慰労の会」開催

なお、事業計画の重点事項、および収支予
算額は次のとおりです。
【重点事項】
１．会員企業巡回・情報提供 ２．コロナ禍
における会員支援の強化 ３．会員の情報交
換の場の創出 ４．燕三条トレードショウ
2021の実施 ５．近隣商工会との連携強化
６．健康経営の推進
【収支予算額】
《 一 般 会 計 》253,418 千 円（ 前 年 度 対 比
109.60%）《 中 小 企 業 相 談 所 特 別 会 計 》
92,211千円（同99.52%）《労働保険事務
組 合 事 業 会 計 》5,891千 円（ 同121.56%）
燕商工会議所（田野隆夫会頭）は、３月23
日、燕三条ワシントンホテルに於いて通常議 《特定退職金共済制度特別会計》229,510千
円（ 同 104.58%）《MADE IN TSUBAME
員総会を開催しました。
事業特別会計》7,632千円（同90.75%）《燕
田野会頭は冒頭のあいさつで「コロナ禍で
三条メッセ事業特別会計（燕三条トレード
自粛が続く中ではあるが、東京オリンピック
ショウ）
》50,556千円（同840.36%）
の聖火リレーがスタートし新型コロナウイル
議事承認後、日本商工会議所永年勤続表
スのワクチン接種も始まり、明るい話題が少
彰、および経営改善普及事業発足60周年記
しずつ出てきた」と話されました。また「コ
念表彰が田野会頭より代理授与されました。
ロナの影響で令和２年度事業が殆ど実施でき
被表彰者は次のとおりです。
（敬称略）
なかったため、総合運営委員会に諮り予備費
のうち約3,500万円を会費免除に充てる支援 【役員・議員勤続30年】
燕振興工業㈱ 代表取締役 小柳 孝礼
事業を計画し本総会で審議して頂く。令和３
年度は出来る限り多くの事業を実施したい」 【職員勤続30年】
総務課 佐藤 豊美
としました。
本総会では、令和３年度事業計画（案）並 【同10年】
総務課 牧 正義
びに収支予算（案）の承認、および借入金限
度額の承認について審議され、全て承認され 【優良経営指導員 経済産業大臣賞】
高野 雅哉
ました。

（1）趣旨

469

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

つばめ会議所ニュース

（2）第469号

【お問い合せ先】燕商工会議所経営支援課

会員事業所の
取り組み紹介

TEL：0256-63-4116

フジイコーポレーション株式会社

文部科学省が企業の青少年体験

活動の優れた実践をたたえる「青

楽しさを体験。また、作業の報酬

を受け取り、買い物する経験を通

少年の体験活動推進企業表彰」に

して働くことの大切さを実感でき

ポレーション ( 株 ) が最優秀賞で

ムとなっている。

おいて、機械メーカーのフジイコー
ある文部科学大臣賞を受賞。

同社では2015年より毎年夏休

みに小学生が職業体験できる「ぅ
わ～きっず」を開催しており、こ
の活動が高く評価された。

「ぅわ～きっず」は、小学生の

る小学生向けの職業体験プログラ
担当者は、
「ぅわ～きっずを通

して、子どもたちが地元である燕
市の企業を知り、将来職業を選択

する際のきっかけになればと思う。
そして、参加された子どもたちが

弊社に就職希望してくれたらとて

製品づくりを通してものづくりの

きたい。
」と話した。

製造する工場で、実際に販売する

が、工夫して取り組みを続けてい

＝問い合

燕市役所市民

0256-

人の女弁護士」から自身もドラ
マのようなカッコいい弁護士に
なりたいという強い気持ちが変
わらず司法試験に挑戦し、平成
19年に弁護士になりました。
の
生徒たちには、自身の司法試
験合格までの道のりについて、
また弁護士業務（法律を使って
トラブル解決を目指す仕事）な あらかじめ
どについて大変分かりやすくご 4116、燕商工
でご予約下
説明をいただきました。
質疑応答の時間では、生徒から
３月12日午後、小池中学校を会場
4
に対象は１年生で講師に弁護士の廣 「三条高校時代、友だちはどれくら
いいましたか」
「学生時代は何をし 10 21
田貴子さん（廣田貴子法律事務所
ていましたか」
「弁護士をしていて
弁護士・所長）をお迎えしキャリア
楽しいと思ったことはなんですか」
講演会が開催されました。
「司法試
講師の廣田さんは燕中学校を卒業 「執行猶予とはなんですか」
後、三条高校、東北大学に進学し、 験に何度も挑むことができた点はな
んですか」と沢山の質問がでました。
中学生時代にみたテレビドラマ「７

相談

ご案

日㈬
時〜午後３時

最終審査

価値額の年率平均3.0％（一部5.0％）
以上増加の達成を行う①～③要件
をすべて満たす中小企業等に対し、
補助額100万円～8,000万円（補助率
1/2（4,000万円超は1/3）
）とする補
助事業です。
例えば、飲食業（喫茶店経営）で
飲食スペースを縮小し、新たにコー
ヒー豆や焼き菓子のテイクアウト販
売を実施するために、先程の①～③
の要件をすべて満たした場合に投資
額（対象経費：建物費、建物改修費、
設備費、システム購入費、外注費（加
工、設計等）
、研修費（教育訓練費
等）
、技術導入費（知的財産権導入
に係る経費）
、広告宣伝費・販売促
進費（広告作成、媒体掲載、展示会
出展等）等に対する補助です。
なお、予算規模は１兆円を超える
ものです。

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70
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

30

分

燕商工会議所では、つばさ税理士
法人（山田眞一代表社員・税理士）
との共催で、3月19日、セミナーを
開催しました。
講師は同税理士法人経営支援室の
印牧雄亮氏。
事業再構築補助金とは、新分野展
開、業態転換、事業・業種転換、事
業再編又はこれらの取組を通じた規
模の拡大等、思い切った事業再構築
に意欲を有する、①申請前の直近6
か月間のうち、任意の３か月の合計
売上高が、コロナ以前の同３か月の
合計売上高と比較して10％以上減少
している中小企業等であること。②
事業計画を認定経営革新等支援機関
や金融機関と策定し、一体となって
事業再構築に取り組む中小企業等。
③補助事業終了後3～5年で付加価値
額の年率平均3.0％（一部5.0％）以
上増加、又は従業員一人当たり付加

延期となっておりました第２回の
キャリア講演会が３月12日に燕北中
学校で（有）栄工業 代表取締役
山村則子さんを講師に開催されまし
た。
（有）栄工業は、有害鳥獣駆除

30

貿易取引相談

事業再構築補助金
セミナー開催

毎月第１・３金曜日
午後１時 分〜午後４時

製造体験

器や園芸用品メーカーで、燕市
のつばめ輝く女性応援賞に輝く
など、他企業への見本となる女
性の活躍を推進する取組みや働
きやすい環境づくりを行なわれ
ている企業です。今回の職業講
話では、
「身の回りで起こってい
る動物の諸問題」
「人間と動物の
共存・共生」をテーマにお話い
ただきました。普段あまり意識
する機会の少ない野生動物と人間の
係わりについて、動画やクイズを交
えて、正しい動物との付き合い方や
動物保護の大切さを話されました。

日本政策金融公庫国民生活事業１日相談会

も嬉しい。コロナ禍の中ではある

Good Job つばめ職業講話
キャリア講演会開催

月
午前

親子が除雪機や高所作業機などを

12

9
オンラインによる商談が既にコロナ
19
禍により常態化していることもあり、
26
トレードショウが開催される前から
商談ができるように、また会期後も
＝問い合
商談が進められるようにシステムを 燕市役所市
整えて欲しいとの意見もありニーズ
0256や環境に合わせて進めることで了承
行 政
を得ました。
4
５月には DM「速報版」を全国に
1
発送したいことから、次の会議では
特別展示について具体的に内容を検
討していきます。

燕市役所会議室101

令和2年度
「青少年の体験活動推進企業表彰」最優秀賞
文部科学大臣賞（中小企業部門）

5

／ ・ ・

でに申請をお願いします。詳しくはお問合せください。

燕三条トレードショウ実行委員会
では、３月16日に燕商工会議所に於
いて令和３年度開催予定の「燕三条
トレードショウ2021」の開催につい
て審議しました。
令和２年度については新型コロナ
ウイルス感染症の影響で開催ができ
ませんでしたが、令和３年は、９月
16日（木）～17日（金）に開催する
とし、対面とオンラインを併用する
ハイブリッド方式の商談会を開催す
る事を委員の皆さんと確認しました。

毎週水曜日・午後７時 分まで

日（水)です。認定ご希望の場合、2営業日前（４月19日（月）
）ま

5

30

／

ド力のアップ、燕製品のPR等にお役立て下さい。

分〜正午まで

30

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
認定は月1回、委員会を開催して行っております。次回は４月21

日曜窓口

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

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

燕三条トレードショウ
実行委員会を開催

※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・ツバメ商品募集！

令和3年4月15日発行

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3年4月15日発行

市
からのお 知らせ

窓口延長

0

／ ・

4

21

〜

4

28

月

5

燕商工会議所のWEBセミナーを利用して経営に役立てよう
▶セミナーは受講したいけど忙しくて時間がない！
▶継続的に社員研修を行いたい！
▶受講したいセミナーが開催していない！

WEBセミナーは、インターネットでセミナー映像を視聴することにより、様々な経営情報が取得できるサービスです。
いつでも

どこで も

好きなだけ

２４時 間 い つ で も
受 講 で き ま す！

会 社・自 宅・出 先
ど こ で も O K！

気 になるセミナ ー を
自 由 に 選 べ る！

燕 市
度
令和3年

http://tsubame-cci.or.jp/

相 談

ID：k5098 パスワード：4116

各種がん検診が
すべての
年齢で

／
㈪

午前
時〜正午

コロナに負けない身体をつくる

-77-8107

（直通）

談会

の

― 免疫力アップとストレスとの上手な付き合い方 ―
新型コロナウィルス感染症が世界中を席巻し、一年が経ちました。生活様
式も様変わりし、心も身体も疲弊が見える昨今、メンタル面、免疫力の低下
が懸念されます。免疫力を高め、ストレスに負けない穏やかな心と丈夫な
身体を維持し、健康寿命を延ばすポイントをわかりやすくお伝えいたします。
是非、ご参加ください。

案内

講師

15

30

26

開催日

方法１

方法2

お電話で

インターネットで

会

場

定

員

萬会館燕店

50名
主

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

燕市白山町3丁目22－22

参加無料
燕商工会議所

催／燕 商 工 会 議 所

場

所

申込締め切り

総務課
後

5月10日（月）
TEL 0256-63-4116
援／燕 市

いずれも申込みが必要です。申込期間等、詳しくは巻公共職業安定
所管内雇用協議会またはハローワーク巻までお問合せください。
※新 型コロナウイルスによる感染防止対策の動向次第で、予定通り
開催できない場合がありますのであらかじめご了承ください。
巻公共職業安定所管内雇用協議会
（燕商工会議所内）

TEL（0256）63-4116
ハローワーク巻・学卒担当

TEL（0256）72-3155

春の異動（転入）

〔敬称略〕

三条支店】 国民生活事業

兼務

支店長
国民生活事業統轄 加藤

【巻 公 共 職 業 安 定 所】 所長

統括職業指導官
〃

【（独）日本貿易振興機構（ジェトロ）】 新潟貿易情報センター
【燕

警

察

署】 署長

NEW

変わります

対象年齢や実施方式が変わる
健 ( 検 ) 診があります。
大腸がん検診 乳がん検診

子宮がん検診 前立腺がん検診

★予約の際は、4月下旬に送付される個人予約ＩＤ番号が必要です。★

詳しい予約方法や、各種健 ( 検 ) 診の日程等については、令和3年度燕市健康診査・
がん検診等申込書を提出された方に、後日案内等を送付します。
お問い合わせ

燕市健康福祉部健康づくり課
燕市保健センター

TEL 0256-77-8182
TEL 0256-93-5461

各事業所では大切な従業員の安全や健康を守るために様々な工夫や取組
をしておられると思います。
今回は県央地域の事業所の多くを占める「20人未満の事業所」から取
組をご紹介します。

土田工業株式会社（燕商工会議所） 従業員 11人
Q1 受動喫煙防止対策の内容は？
A1
製造業

令和３年５月 14 日（金）
求人申込み説明会 午後１時 00 分から
名刺交換会
午後２時 30 分から
燕市吉田産業会館 ２階大ホール

【日本政策金融公庫

04 がん検診の体制が

受動喫煙防止対策！ ～我が社の取組～

令和４年３月新規高等学校卒業予定者を対象とした求人申込み説
明会、及び求人申込み予定企業と高等学校等進路指導担当者との名刺
交換会を開催します。
時

POINT

にいがた健康経営推進企業における実践例

『令和４年３月新規高等学校卒業予定者
求人申込み説明会』及び
『企業と学校との名刺交換会』を開催します

日

※乳がん・子宮がん検診の医療機関検診
は予約が必要な医療機関があります。

変わる
４つの
ポイント

インターネット予約が
できるようになります！

金 吾（おおにし きんご）

（火）
午後2時～4時
令和3年5月18日

お申し込み・お問い合わせ

知的産業財産権窓口相談日

月 日㈪
午後１時 分〜午後４時
4

法律相談日

月 日㈭
午後１時 分〜午後４時
4

大西

（一社）新潟県労働衛生医学協会 専務理事
新潟医療福祉大学客員教授
産業カウンセラー・心理相談員

め、
電話
（63－
工会議所）
下さい。

30

500円

〉
〉
〉コロナ対策健康経営セミナー

民課市民生活係

◎特定健康診査
◎健康診査
◎胃がんバリウム検診
◎乳がん検診（集団）

03 予約方法が増えます

お問い合せ 燕商工会議所まで TEL：0256-63-4116

合わせ＝

健
（検）
診があります

ンコイン
ワ

POINT

19

10

02 予約が必要な

【対象の検診】肺がん・胃がん・大腸がん
乳がん・子宮がん・前立腺がん検診

会員は専用IDとパスワードを入れてログイン
する事により500 全てのコンテンツが
視聴可能とまります。

4

POINT

変わります

合わせ＝

（直通）

一部変わります

01 自己負担額が

市民課窓口係

-77-8125

健 ( 検 ) 診が

POINT

映 像 と 音 声 に よ る 本 格 的 な セ ミ ナ ー！さ ま ざ ま な 情 報 が 満 載！
●使 い や す い サ イトデ ザ イ ン ●高 画 質「 ハ イビ ジョン 」サ イ ズ！ ●P C ・ M a c ・ A n d r o i d ・ i P h o n e対応

燕商工会議所のホームページから
無料でセミナーがご覧いただけます

第469号（3）

謙一

吉沢 幸子
古畑 玲子
河野 邦彦
荏原

昌

渡辺

将

01

屋外に喫煙場所を設け、屋内は完全禁煙としています。「場内
禁煙」の表示をしています。
朝礼では「場内禁煙の厳守」「たばこは減らした方が良い」な
どを伝えています。

Q2

従業員の反応は？

Q3

にいがた健康経営推進企業登録のきっかけは？ 03

Q4

受動喫煙防止対策以外の取組は？

A2
A3
A4

02

悪天候の時は少々の愚痴もありますが、社長をはじめ、お客様
や従業員も守っています。
「このご時世だから」との風潮が後押ししていると思います。

社会保険労務士に勧められたのがきっかけです。

04

健康診断の全員受診及び要精検者への受診勧奨をしています。
健康づくりと作業前のウオーミングアップを兼ねて朝礼時にラ
ジオ体操を実施しています。

令和 2 年 4 月から「望まない受動喫煙」をなくすために、健康増進法
の改正により事業所・工場等の全ての施設の屋内禁煙が義務化されました。
また、当部では受動喫煙防止対策や健康づくりに関するご相談について
も承っておりますのでお気軽にお電話ください。
新潟県は健康づくりに積極的に取り組む
「にいがた健康経営推進企業」を募集しています。
詳細は下記 URL をご覧ください。
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/
kenko/1356922556747.html

受動喫煙対策推進マスコット
けむいモン

詳しくは「なくそう！望まない受動喫煙」Web サイトをご覧ください
https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/

なくそう！望まない受動喫煙

新潟県三条地域振興局健康福祉環境部地域保健課
TEL 0256－36－2292

つばめ会議所ニュース

（4）第469号

青年部だより
会員数109名（4月1日現在）
燕商工会議所青年部（藤原康博会
長）では、３月24日に予算総会・卒
業式を開催しました。卒業生からは
青年部会員に「青年部では一生の付
き合いができる素晴らしい出会いが
たくさんあった」
「青年部での活動
が今後の会社経営に必ず役立つ。積
極的に青年部を利用してほしい」と
の激励のお言葉をいただきました。

令和3年4月15日発行

卒業式を開催！ 15名が新たな門出

■令和２年度 卒業生
井上 智玄	NA＆HRコンサルティング（労務）
今井 大輔 ㈱今井技巧
大橋 和明 ㈱明治屋
岸本 克良 ㈱エスシービー
小林
博 西蒲中央印刷㈱
斉藤三四郎 ㈱ヨシワ工業
佐藤
剛 新潟精密鋳造㈱
渋木
淳 ㈲渋木プレス工業所

緊急 令和３年度 燕商工会議所
告知 第13回会頭杯ゴルフ大会

開催延期

陳
野崎
橋本
船山
星野
本多
吉田

玉華
猛
京典
貴吉
泰助
貴之
智

㈱マスミ産業
㈲野崎製作所
㈲橋本工業所
㈲船山理研工業所
㈱星野電業社
ミノル製作所
（株）
㈱吉田工業

会議所の動き
4月

令和３年10月31日
（日）
開催予定

（4月中旬〜 5月）

15日（木）
法律相談会
20日（火）
燕三条トレードショウ実行委員会
21日（水）
第1回会員拡大サービス委員会
26日（月）
知的産業財産権相談会

新型コロナウイルス感染症の感染者数が連日増加しており

5月

また変異ウイルスの感染拡大が懸念される中

11日（火）
工業部会正副部会長会議

会員事業所の皆様の健康と安全を第一に考え
令和３年６月５日
（土）
に予定しておりました本大会を

No.13

10月31日（日）に延期し開催を予定いたします

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。

なお、
諸般の事情により変更する場合がございます
ご了承を賜りますようお願い申し上げます

燕商工会議所

会頭杯ゴルフ大会実行委員会

『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5/6～6/30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。

お問い合わせ

燕商工会議所

総務課

TEL ０２５６-６３-４１１６

※助成金診断は無料、助成金申請の依頼、助成金受給時
に利用料金が発生します。
※詳しくは協栄信用組合営業推進部または各営業店へお
問い合わせください。
【お問い合わせ・お申し込み】

協栄信用組合 営業推進部
TEL 0256-61-1507
mail eigyosui@kyoei-shinkumi.jp

■ 人を大切にする
「企業認定」
取得支援で、
若くて優秀な人材を採用！
■ 労働環境を改善支援で、人材定着！

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

（2021年３月122㌔・前回から
２㌔増／初回から13㌔減）

次回は「身近な法律相談」を掲載いたします。

歓送迎会用
お弁当・折詰の出前承ります！
ホームページ開設しました。
ぜひご覧ください。

燕 店

【お問い合わせ・ご相談】

TEL 0256-64-5288

NA＆Well-Being株式会社

一般財団法人

日用金属製品検査センター
・日用製品の安心・安全の為に試験・検査を
・
ＳＧマーク製品認証の試験検査機関です
新潟県燕市物流センター1-9
http://www.jmhic.or.jp/
☎0256-62-3131

17

吉田店

mail tomo@na-consulting.jp

広告掲載募集
燕市全域25,000部発行 日報・読売・朝日・毎日・日経に毎月15日折込

（土･日･祝の場合翌日）

◆１コマサイズ 39×79㎜
会員様限定
◆掲載料 7,200円／月
◆年間契約での一括払いの場合 70,000円／年
■お問い合わせ･お申込み

5

月 日（月）折込みです。

国や自治体が用意する年間3,000種類もの公的
支援制度の中から自社に合わせた助成金を選定
し、適切な資金確保を支援致します。

中小企業の
「ホワイト化」
を支援します

全員継続雇用する （２）②定年を60歳
のまま、70歳まで希望者全員継続雇用
すると、大きく４つのパターンが考え
られます。各会社の状況に応じてどの
ような措置を講ずるか、少なくともこ
の春から検討を開始されるよう努めて
いただけたらと思います。
なお、今回の法改正に伴い、
「65歳超
雇用推進助成金」が拡充されています。
60歳以上の雇用保険被保険者が１年以
上継続して雇用されており、かつ、先
ほどの（１）～（３）の導入を検討す
る際には（他にも要件あり）
、80万円か
ら160万円の助成を活用できる可能性
もありますので、独立行政法人 高齢・
障害・求職者雇用支援機構もしくは、
助成金申請を独占業務としている社会
保険労務士へ、定年制度の変更の件と
共に相談してみるのもよいでしょう。
世の中がいつも同じであり続けるこ
とはできません。新社会人の皆さんが
燕に活発な変化を起こしてくれること
を楽しみにしています。

★次号は

助成金支援サービス
「Jマッチ」

４月になりました。今年も新型コロ
ナウイルスの影響で、桜の花を車の中
から鑑賞する程度と少し寂しい季節と
なりましたが、それでも満開に咲いて
いる桜を鑑賞していると、ようやく冬
が終わり春を迎えた喜びと、無常観に
ついて考え始めてしまいます。
さて、４月は様々な新しい制度が
始まる季節でもあり労務管理の分野で
は、高年齢者雇用安定法の一部が改正
され、４月１日より施行されています。
「定年が70歳に変わるらしいですね」と
聞かれることもあるのですが、正確に
は以下のいずれかを講じるよう求めら
れています。
（１）定年を70歳に引き上げ
（２）70歳まで継続雇用する制度の導入
（３）定年制の廃止
（４）70歳まで継続的に業務委託契約を
締結する制度の導入
（５）70歳まで継続的に以下の事業に従
事できる制度の導入
a.事 業主が自ら実施する社会貢献
事業
b.事業主が委託、出資（資金提供）
等する団体が行う社会貢献事業
現実的には（１）～（３）を選択す
る会社が多くなると思いますが、そう
なりますと（１）か（３）
、
もしくは（２）
①定年を65歳にして、70歳まで希望者
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