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緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金

●2021年1月に発令された緊急事態宣言※に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50％以上減
少した中小法人・個人事業者等の皆様に、
「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金
（以下
「一時支援金」
という。）
」
を給付
いたします。なお、一時支援金の給付要件等は、引き続き検討・具体化しており、変更になる可能性がございます。

給付額

＝ 前年又は前々年の対象期間の合計売上 ー 2021年の対象月の売上×3ヶ月
上限60万円

中 小 法 人 等

対

上限30万円

個 人 事 業 者 等

象

対

期

1月～3月

間

象

月

対象期間から任意に選択した月

給付対象について
ポイント1

緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けた事業者は対象となり得る。

（飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を示す証拠書類の保存が必要です。申請時に提出は不要ですが、
求められた場合は提出してください。
）

2019年比又は2020年比で、
2021年の1月、
2月又は3月の売上が50％以上減少した事業者

ポイント2

注１
：
「飲食店時短営業又は外出自粛等の影響」
とは、緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域
（以下
「宣言地域」
という。）
の飲食店と直接・間接の取引があること、
又は、
宣言地域における不要不急の外出・
移動の自粛による直接的な影響を受けたことを指します。
注２
：給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。なお、店舗単位ではなく、事業者単位の給付となります。
注３
：一方、
宣言地域に所在する事業者であっても、給付要件を満たさなければ給付対象とはなりません。なお、宣言地域には、緊急事態宣言が一度発令され、
その後解除された地域も含みます。
注４
：飲食店の時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛以外の理由であれば、売上が50％以上減少していても対象外です。
注５
：都道府県から時短営業の要請に伴う協力金を受給している飲食店は、一時支援金と重複受給できません。

2019年及び2020年の両方の確定申告書が必要です。申請をご検討の方は適正な確定申告を行ってください。
なお、持続化給付金及び家賃支援給付金は課税対象ですので、受給された方は確定申告が必要になる場合があります。
※新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成24年法律第31号）第32条第1項の規定に基づき令和3年1月7日に発出した「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」

令和３年４月１日より、税込価格の表示
（総額表示）が必要になります！

ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するための

企業の思い切った事業再構築を支援
（中小企業等事業再構築促進事業）

対

●事業者が消費者に対して行う価格表示が対象です。
●店頭の値札・棚札などのほか、チラシ、カタログ、広告など、どのような表示媒体でも、
対象となります。

新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組
を通じた規模の拡大等を目指す、以下の要件をすべて満たす企業・団体等の
新たな挑戦を支援します！

象

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。
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価値額の年率平均3.0%( 一部5.0％) 以上増加の達成。

中小企業

中堅企業

3
3

通常枠 補助額
卒業枠 * 補助額

100万円～6,000万円
6,000万円超～１億円

3

通常枠

3

グローバルＶ字回復枠 **

総額表示に《該当する》価格表示の例

※税込価格10,780円
（税率10％）
の商品の例

10,780 円

10,780 円（税抜価格9,800円、税980円）

補助率 ２／３
補助率 ２／３

補助額

8,000万円超～１億円

税込価格が明瞭に表示されていれば、

消費者が値札や広告により、商品・サービスの選択・購入をする際、
●支払金額である
「消費税額を含む価格」
を一目で分かるようにし、
●価格の比較も容易にできるよう、

補助率 １／２

総額表示義務は、平成16年４月より実施されているものです。

** グローバル V 字回復枠については、
100社限定。以下の要件を全て満たす中堅企業向けの特別枠。
①直前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、15％以
上減少している中堅企業。
②補助事業終了後３～５年で付加価値額又は従業員一人当たり付加価値額の年率5.0% 以上増加を達成すること。
③グローバル展開を果たす事業であること。

令和２年度３次補正予算案において実施予定

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

総額表示に《該当しない》価格表示の例

9,800 円（税抜）

9,800 円（本体価格）

9,800 円 + 税

※平成25年10月に施行された消費税転嫁対策特別措置法により、令和３年３月３１日までは上記のような価格表
示も認められていますが、令和３年４月１日以後は、総額表示が必要になります。

詳細はこちら

（上記予算案成立を前提としており、今後事業内容が変更等される場合があります。）

9,800 円（税込10,780円）

消費税額や税抜価格を併せて表示することも可能です。

*卒業枠については、400社限定。事業計画期間内に、①組織再編、②新規設備投資、③グローバル展開のい
ずれかにより、
資本金又は従業員を増やし、
中小企業から中堅企業へ成長する事業者向けの特別枠。
※中小企業の範囲については、
中小企業基本法と同様。

補助額 100万円～8,000万円
補助率 1／2(4,000万円超は１／３)

10,780 円（税込） 10,780 円（うち税980円） 10,780 円（税抜価格9,800円）

（経済産業省 HP）

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！

会員募集中！
！

慶弔給付金

生活安定・健康・スポーツ

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

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9,023名

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

「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。

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

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468号

16cm

㈱タマハシ

SCS-18

㈱アサヒ

SCW-18

㈱アサヒ

2021/
2/24

（協）
燕市商店連合会
（遠藤重治理事長）
で
は、
参加店で利用できる特賞３万円を始め
豪華でお得な商品券が当たる
「第８回天神
講まつり」
の大抽選会を３月２日に燕商工
会議所３階ホールにて行いました。
抽選は
燕市と燕商工会議所の代表から、
応募用紙
を引いていただきました。
この天神講まつ
りは毎年恒例で２月９日から25日のセール

期間、
参加25店で1,000円お買い上げごとに
応募券１枚を発行し応募箱に入れていただ
きます。
今年は8,100枚の応募がありました。
賞品は商品券で特賞３万円分１本をはじ
め、
１等１万円分12本、
２等３千円分40本、
３等千円分130本の当選者には引換券を郵
送で連絡。
商品券は参加店でご利用いただ
けます。

4

＝問い合

燕市役所市

0256-

3

1

燕市役所会議室101

＝問い合

燕市役所市民

16cm
SCW-18

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24日
(水)です。認定ご希望の場合、2営業日前（3月22日（月）までに申
請をお願いします。詳しくはお問合せください。
0256-63-4116

キャリア講演会は全4回。
第2回は諸事情
結びに、
自身の経験から生徒たちに
「経験に
0256により延期となり、
第3回の吉田中学校での
勝る知識はない。
経験をたくさんしてもら
ツバメロジス㈱山田剛弘常務取締役による
いたい」
と話されました。
職業講話が2月26日に開催されました。
質疑応答では、
「 仕事をしていての楽し
山田剛弘氏は吉田中学校の1999年卒業
みはなんですか？」
「
、会社経営の不安はあ
生。
久しぶりに学校を訪れたとのことです。 りますか」
などの質問があり、
「仕事の楽し
その後高校、
大学へと進み、
大学生時代にで
みは色々な業種の、
また沢山の方々との出
きた友人等との交流を大切にしている点
会いがありスキルアップにつながること」
、
や、
最初に勤務した物流会社での経験を活 「投資のための借入が不安。
但し、
リスクは
かし現在に至っている点、
運送会社はモノ
あるが成功した際はハイリターンが待って
を運ぶだけの会社ではなく、
資格を取得し、 いるので頑張れる」
と回答されました。
通関、倉庫業、アッセンブリや人材派遣を
生 徒 た ち に は 頼 も し い 卒 業 生 の 話 で あらかじめ
行っている点などについて話されました。 した。
4116、燕商工

相談

の

ご案

します。

おすすめメニューや PR ポイン
トなどお聞かせください。

【特典サービスの内容例】
・ソフトドリンクサービス
・麺大盛り無料
・入場料半額

TEL 0256-32-1311

FAX 0256-32-1310

E-mail:shinko@sanjo-cci.or.jp

主催：三条商工会議所／燕商工会議所／三条市 ( 三条市立大学 )

30

午後１時

三条商工会議所 産業振興課

分

お問合せはこちら

休業補償プラン

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。

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｡

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。

●政府労災で認定された業務・通勤による精神障害、自殺、ケガを補償

●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

●入院中のみならず、自宅療養期間中の就業不能も補償

●政府労災で認定された業務・通勤による脳・心疾患や
新型コロナウイルス などの疾病を補償

制度運営

日本商工会議所

●保健所指示による 新型コロナウイルス の消毒費用および消毒に伴う営
業休止にかかる損失を補償

●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

https://hoken.jcci.or.jp

新 潟 商 工 会 議 所 TEL：025-290-4411 上越商工会議所 TEL：025-525-1185 長 岡 商 工 会 議 所 TEL：0258-32-4500 柏 崎 商 工 会 議 所 TEL：0257-22-3161 三条商工会議所 TEL：0256-32-1311 新発田商工会議所 TEL：0254-22-2757

お 問 い
合わせ先

新 津 商 工 会 議 所 TEL：0250-22-0121 燕 商 工 会 議 所 TEL：0256-63-4116 小千谷商工会議所 TEL：0258-81-1300 糸魚川商工会議所 TEL：025-552-1225 村上商工会議所 TEL：0254-53-4257
十日町商工会議所 TEL：025-757-5111 新井商工会議所 TEL：0255-72-2425 加 茂 商 工 会 議 所 TEL：0256-52-1740 五 泉 商 工 会 議 所 TEL：0250-43-5551 亀田商工会議所 TEL：025-382-5111

引受損害
保険会社

東京海上日動火災保険株式会社

損害保険ジャパン株式会社

三井住友海上火災保険株式会社

●この広告は制度の概要を示したもので、
補償内容・対象業種は引受保険会社によって異なります。
ご加入にあたっては必ず
「重要事項のご説明」
をご覧いただくとと
もに詳細は引き受け保険会社の約款・パンフレットをご確認ください。 ●本広告は、
日本商工会議所が有限会社石垣サービスの協力のもと制作したものです。

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

新潟県商工会議所連合会

〒950 - 8711

新潟県新潟市中央区万代島5 -1

新潟商工会議所内

TEL：025 -290 - 4424

30

分

ビジネス総合保険制度

30

分～午後３時

新型コロナウイルスに関するリスクも補償します｡

業務災害補償プラン

30

貿易取引相談

の情報を発信して、お店をＰＲ

まずはお気軽に
ご連絡ください

日本政策金融公庫国民生活事業１日相談会

大学・専門学校の学生へ協賛店

CONT
AC
US T

10 24

毎月第１・３金曜日
午後１時 分〜午後４時

学校ＨＰなどで
協賛店情報を公開

目立てを施す技術を確立。
本目立てのおろ
し刃は家庭用だけでなく業務用加工機に
も利用されるなど、
伝統技術である
「本目立
て」
に新たな活用手段の道を開きました。
精密なおろし刃を安定的に製造するため
には、
材料や加工器具の温度や湿度、
そして
鏨
（のみ）
の刃先の形状や状態を加工時間の
経過にあわせて調整していく作業が不可欠
となります。
長年にわたり蓄積したデータと、
本目立
て職人としての経験と技を使い、
最適な加
工条件を維持することで、
今まで誰も成し
得なかった多種多様なおろし刃の生産を実
現しています。
今後は燕三条のものづくりのPRなどに
活躍されることが期待されます。

3

日㈬
時〜午後３時

三条市立大学と三条看護・医療・歯科衛生専門学校（HOSP!）の学生を対象とした
学割に協賛いただけるお店を募集しています！

令和３年２月５日、
おろし金製造の株式
会社ツボエ代表取締役笠原伸司
（かさはら
しんじ）
氏は
「にいがた県央マイスター」
に
認定されました。
〔略歴〕
〇昭和46年に
「本目立て」
による製造を業と
するツボエ製作所
（現
「株式会社ツボエ」
）
の４代目として生まれる。
〇平成５年に株式会社ツボエに入社。
〇難加工材のステンレスやチタンの
「おろ
し金」
の本格生産に取り組む。
その後も創
意工夫を重ね、
「本目立て」
の適用範囲を
家庭用から業務用機械まで広げた。
〇平成22年 株式会社ツボエ代表取締役社
長に就任。
～「本目立て技術」
の機械化に成功～
職人の経験や勘に頼っていた加工条件を
把握し、
精密な定量化により、
今まで銅にし
か施せなかった
「本目立て」
をステンレスや
チタンなどの難加工金属に適用することに
成功。
これにより本目立てによる多種多様
なおろし刃を精密かつ安定的に製造できる
ようにしました。
また、
平面だけでなく曲面に対しても本

でご予約下

月
午前

株式会社ツボエ 笠原伸司氏が
「にいがた県央マイスター」に
認定されました。

PR

15
22
29

行 政

SCS-18

【お問合せ先】燕商工会議所経営支援課

1

10 8

Good Job つばめ
職業講話・キャリア
講演会開催

プルーン 蓋付天ぷら鍋

4

／ ・ ・ ・ ・

蓋付天ぷら鍋

認定日

毎週水曜日・午後７時 分まで

企業名

30

／

プルーン

30

（2021/2/24認定）

商品名

日曜窓口

燕製品のPR等にお役立て下さい。

大抽選会

分〜正午まで

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、

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。

（協）燕市商店連合会
第８回天神講まつり

※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3年3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3月15日発行

市
からのお 知らせ

窓口延長

0

／ ・ ・

3

17

〜

3

24
31

（公財）
燕西蒲勤労者福祉サービスセンター共催事業
〉
〉
〉燕市国際交流協会・

英会話 韓国語 令和3年度 前期（４月～９月）語学講座
燕市国際交流協会会員の方は、参加費 13,000 円で受講できます。
この機会にチャレンジしてみてはいかがでしょうか？
※各講座は前期と後期を受講するとテキスト 1 冊を終了する内容となります。
講座名

コース

トラベル
英会話

２０回

月

4

韓国語

合わせ＝

市民課窓口係

-77-8125

（直通）

相 談
／
㈭

18

午前
時〜正午

10

合わせ＝

民課市民生活係

-77-8107

（直通）

案内

開講日

テキストを使用した初級レベルのト
ラベル英会話を学習します。

火

19：00～20：00
【１時間００分】

4/6
(火)

基 礎
２０回

始めて学ぶ方対象。ハングル文字
の読み方から基礎的な挨拶等を学
習します。

金

19：00～20：00
【１時間００分】

4/9
（金）

初 級
２０回

基礎クラス終了者もしくはハングル
文字が読める方対象。基礎的な日
常会話や文法を学習します。

金

20：10～21：10
【１時間００分】

4/9
（金）

※詳しい日程は燕市国際交流協会事務局までお問い合わせください。

: 燕勤労者福祉サービスセンター（燕市大曲 3015 番地）
: 各２５名【最少人数 各８名】
:【会員】13,000 円 【一般】18,000 円
: 高校生以上
: エコール国際ネットワーク
: 三条市興野 2 丁目 2 番 58 号りとるたうん A2-1 
TEL：0256-33-0471
●テキスト代 : 各コースともに別途テキスト代がかかります。申込時にテキスト希望の有無を
お伝えください。エコール国際ネットワークが開講日に販売いたします。
	  ＊英会話 2,893 円
（テキスト：Passport Second Edition Level 1 Student Book With CD）
	  ＊韓国語
  ＜基礎クラス＞2,200円
（テキスト：新装版 できる韓国語 初級Ⅰ）
  ＜初級クラス＞2,200円
（テキスト：新装版 できる韓国語 初級Ⅱ）
	  ※申込期限を過ぎてからの購入申し込みには対応できません。
ご自身でテキストをご用意いただくようお願いいたします。
●参加申込方法 : 受講希望の方は 3 月 19 日（金）までに参加費を添えて事務局へお申込
FAX：0256-63-8705）

コロナ禍でも不況知らず! 事例からひも解く
法律相談日

月 日㈭
午後１時 分〜午後４時

め、
電話
（63－
工会議所）
下さい。

成功企業の秘密とは?

参加：無料

様々な環境変化の中でもブレない企業の共通点・企業戦略の重要性を講演で学ぶ

燕三条ものづくり × 価値づくりラボ
日時
会場

参加：無料

4月6日（火）

2021年

18：30〜20：30
燕三条地場産業振興センター
リサーチコア6階 研修室
（三条市須頃1丁目17番地）

実施
内容
▪他社や業界でのビジネスモ
デル転換や創出事例
▪ B to B 企業の事業転換の有
効性や可能性
▪自社発展の基礎となる企業
戦略を創出する必要性
▪行政など支援機関からの支
援内容紹介
など

講演会
講師

公益財団法人にいがた産業創造機構
にて長年企業支援を行ってきた豊富な
経験を持ち、製造業への造詣も深い。

40名

定員・
対象者 定員：

対象：燕三条地域の製造業およ
び製造業に関わる小規模事業者
（従業員20人以下の企業）

ワークショップを通し企業戦略を作成し、様々な業種の JCメンバーが一緒になって考えます

25

30

月 日㈭

25

社会保険労務士・
働き方改革ほか無料相談会

3

知的産業財産権窓口相談日

3

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

燕三条ものづくり × 価値づくりラボ
4月27日（火）19：00〜21：00

参加：無料

セミナー

自社の
企業戦略
作成 他

主催：一般社団法人燕三条青年会議所／後援：三条市、燕市、三条商工会議所、燕商工会議所、
にいがた産業創造機構

参加お申込み・お問合せ
HP

Junior Chamber International Tsubamesanjo

一般社団法人
TEL.

0256-32-5151

燕三条
Facebook ページ

燕三条青年会議所

〒 955-0092 新潟県三条市須頃 1-20 三条商工会議所内
HP https://tsubamesanjo-jc.or.jp/ MAIL jimukyoku@tsubamesanjo-jc.or.jp

産業保健に関する個別訪問
皆様の職場を訪問して、各事業場が取り組む、両立支援や
メンタルヘルス対策を支援します。
（例）
⃝治療と仕事の両立支援：がん・糖尿病等の長期療養が
必要な労働者への対応
⃝メンタルヘルス対策：メンタル不調で休職中の労
働者への対応
など

職場のメンタルヘルス相談

新規学卒就職者
歓迎会のご案内

参加費

無料

４月に就職する方をお祝いするため、新規学
卒就職者歓迎会を開催します。
歓迎会では式典終了後、新社会人としてのビ
ジネスマナーを学ぶ機会として研修会も行います。
多数の皆さんの参加をお待ちしております。

４月６日（火）

日●令和３年

期

時
間●午後１時30分～午後4時10分
（予定）
参加手段●オンラインによる視聴または会場
（燕市吉田産業会館）
へ来場
内
容●式典・ビジネスマナー研修会
（木）
申込期限●令和３年３月18日
共
催●燕市、燕商工会議所、吉田商工会、分水商工会、
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、協同組合つばめ物
流センター、巻公共職業安定所
後
援●公益社団法人燕西蒲法人会、巻公共職業安定所管内雇用協議会

申し込み・ 燕市役所商工振興課 産業支援係
問 合 せ 先 TEL 0256-77-8231 FAX 0256-77-8306

燕市からのお知らせ 02

｢クリーンデー燕｣にご参加ください
4月10日
（土）全市一斉の環境美化活動
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。

内容
申込方法

４月１０日
（土） 午前６時～７時３０分
※雨天中止などの判断は、各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。

⃝ごみ拾い
（空缶・空ビンなど）

⃝道路沿い等に生えている雑草の除去
収集したごみは、市役所生活環境課が収集いたします。
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。

問合せ先

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

側溝の泥上げの協力について

お願い

市では春の大清掃運動の一環として
「側溝の泥上げ」
事業を実施しています。
泥上げ袋の配付及び収集を希望される工業団地内の事業所は次のとおりお申
し込みください。

申込方法

燕市のホームページもしくは、
市役所生活環境課窓口
（２階１４番
窓口）
に用意してある側溝の泥上げ袋収集依頼用紙に必要事項を
記入の上、
４月３０日
（金）
までに市役所生活環境課へお持ちくださ
い。申し込みと引換に泥上げ袋をお渡しします。

５月１９日
（水）

収集日

⃝泥上げは、水抜きのため収集日の３日前までに実施くださるよう
お願いします。
⃝交通の妨げにならないように１事業所につき１箇所にまとめてください。
※収集日以降に泥上げされた場合は収集できません。

問合せ先
イメージキャラクター
ちりょううさ

※事前予約が必要

対 象 者：労働者またはそのご家族、産業保健スタッフ
相 談 員：産業保健相談員
（産業カウンセラー等の資格を有する当センターの専門スタッフ）
開設時間：毎週
（月～木）
13：30～16：30 
（センター来所または電話・メール対応）

お問合せ

燕市からのお知らせ 01

とき

芳賀修一 氏

※感染症対策を十分に行ったうえで開催いたします。

月 日㈭
午後１時 分〜午後４時

0

時間

	  燕市国際交流協会事務局（TEL：0256-63-4116
燕商工会議所内

の

30

曜日

み下さい。

談会

18

徴

●会
場
●募 集 人 数
●参 加 費
●受講対象者
●講
師

3

3

特

第468号（3）

新潟産業保健総合支援センター （全て無料）

※詳細は、下記へお問い合わせください。
新潟市中央区礎町通二ノ町2077番地 朝日生命新潟万代橋ビル6階
受付時間：8時30分～17時15分
（土日・祝日、年末年始は休業）
e-mail：sanpo@niigatas.johas.go.jp TEL 025-227-4411

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

燕市からのお知らせ 03

たい肥、チップを無料配布します。

たい肥『せんてい君』、チップを無料配布します。たい
肥は土壌改良剤として、花壇や畑、プランターの土と混
ぜて利用することで、植物の成長に寄与します。チップは
地面に撒くことで、雑草の発生抑制に寄与します。ぜひ、
事業所の緑化にご活用ください。 配布量や配布日など、
詳細については下記にお問い合わせください。

問合せ先

燕市せん定枝リサイクル施設（指定管理者・㈱吉田環境衛生公社）
TEL 0256-93-2693

つばめ会議所ニュース

（4）第468号

青年部だより
会員数124名（3月1日現在）

令和3年3月15日発行

青年部は会員を
募集しています！

２月例会を開催しました！

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、2月6日に2月
例会を開催しました。
「プレ燕版風会議」と題し、感染症対
策を徹底したうえでディスカッションを開催しました。
政策提言活動に向け、現在会員が直面している問題や改善
方法についてディスカッションを行いました。参加者からは
「自社で困っていることで、他社でも困っている点が多くあっ
た。改善策を模索することができ、今後の政策提言活動を進
めていくことで、より良い社会の実現へと活動していきたい」
と話がありました。

会員事業所の
取り組み紹介

会議所の動き

株式会社 大泉物産

3月

（3月中旬〜 4月）

18日 ㈭ 法律相談会
23日 ㈫ 通常議員総会

金属細工師 キャスリーン・ライリー
スコットランド出身の金属細工

師 キャスリーン・ライリーさんが、

24日 ㈬ メイドインツバメ認定委員会

程を学びながら、自身がデザイン

燕市の金属製品メーカーの（株） したカトラリーの試作品を作って

大泉物産で研修し、燕の職人と共

にカトラリー制作を進めている。

来日のきっかけは、2018年に

るのは本当に貴重な機会です。大

一高社長と出会い、高度な技術を

持つ燕三条の職人と一緒に新しい

洋食器を作ることを熱望した。

大和日英基金の奨学金を得て、

2019年９月から日本に大和スコ

ラーとして滞在。早稲田大学日

No.49

場が集積している金属の街に住め
切にしていることは手工芸技能を

保つために、技能を継続すること。

＜不動産に関する法律問題⑥＞

技術が組み合わさった作品を日本

1  今回は、
「不動産に関する法律
問題」の最終回として、
「建物の
賃貸借と使用貸借」についてお話
をします。
2 建物の賃貸借と使用貸借
（1）
 Aさんは、親戚のBさんに建物
を貸していたのですが、今後は
自分で使おうと思い、
「建物を返
してほしい」とBさんに申し入れ
たところ、Bさんに拒まれてしま
いました。Aさんが、建物を返し
てもらうことは難しいのでしょ
うか。
（2）
 まず、AさんとBさんの契約が
賃貸借契約なのか、使用貸借契
約なのか、を考える必要があり
ます。
もっとも、AさんとBさんは親
族なので、契約書を作成してい
なかった、あるいは、契約をし
たのが先代であって、AさんやB
さんは、契約の内容を知らなかっ
た等により、賃貸借契約なのか
使用貸借契約なのか、すぐにわ
からないこともありえます。
そのような場合は、建物使用
の対価の支払いがあるか、支払
いがあるとしてもその額が近隣
の賃料相場と比較して極端に低

イギリスの考え方と燕三条の高い

の金属細工師と協力して作ってい

きたい」と今後の展望を語った。

本語教育研究センターで１年間

日本語を学習し、その後1か月の

佐渡島でのホームステイを経て、

2020年10月から、専門分野の知
識と経験のために、燕三条に滞在

し、大泉物産で研修をしている。

現在は、燕三条でカトラリーを

15日 ㈭ 法律相談会

工場はそれぞれ遠く離れたところ

示会「ジャパン・ハウス

ロンド

6日 ㈫ 新規学卒就職者歓迎会
13日 ㈫ 工業部会正副部会長会議

ライリーさんは「イギリスでは、

にありますが、燕三条のように工

ン」
。そこで「大泉物産」の大泉

働き方改革無料窓口相談会
4月

いる。

ロンドンで開催された燕三条の金

属製品や洋食器をテーマにした展

25日 ㈭ 知的産業財産権相談会

始めとする様々な製品の生産工

キャスリーンさん
（写真左） 大泉一高社長
（写真右）

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

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

平山

勝也

社会保険労務士

まつかわ事務所

4

月 日（木）折込みです。

【お問い合わせ・お申し込み】

弁護士

次回は
「人を大切にする経営を目指して」を掲載いたします。

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。
※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。

くないか等を踏まえて、賃貸借
契約なのか使用貸借契約なのか
を考えることになります（対価
が極端に低額であれば、賃料で
はなく、賃貸借契約ではないと
判断されることも考えられま
す）
。
賃貸借契約であれば、賃料不
払などにより信頼関係が破壊さ
れた等の事情がなければ貸主の
解除は認められず、また、法定
更新の制度もあり、さらには、
賃借権が相続されることもある
こと等から、Aさんが、建物を
返してもらうハードルは、高い
と言えます。
一方、使用貸借契約であれば、
「使用貸借の期間並びに使用及び
収益の目的を定めなかった」場
合は、貸主は、いつでも契約の
解除ができますし（民法598条2
項）
、また、借主が死亡すれば、
契約は終了しますので（民法597
条3項）
、賃貸借契約に比べれば、
Aさんが、建物を返してもらう
ハードルは低いと言えると思い
ます。
平山勝也法律事務所

★次号は

助成金支援サービス
「Jマッチ」

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.44 から全６回
にわたり、
「不動産に関する法律問題」
をテーマにお話をしていただきます。
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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
吉田店

