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燕北バイパスの整備促進を要望

新潟県商工会議所連合会（県内
16商工会議所、福田勝之会頭）は、
2021年度の予算編成に向け、花角
新潟県知事に産業振興施策の要望
を行いました。
例年、新年度の予算編成前に商
工会議所連合会として要望を行っ
ています。今年は10月16日、各地
商工会議所会頭10名で「令和3年
度 新潟県の産業施策に対する要
望書」を花角知事に手渡しました。
今年は特に新型コロナウィルス

感染症の影響を踏まえ、
（1）商工会議所経営相談窓口の体
制強化
（2）中小・小規模事業者の資金繰
り対策
（3）建設産業の活性化対策
（4）新潟県の魅力向上
（5）新 し い 生 活 様 式 に 対 応 し た
取組
（6）新潟県の個別施策
等を要望しました。

また、燕商工会議所からは
（1）国 道116号線吉田バイパスの
整備促進
（2）県央基幹病院設置に係る道路
環境整備の一環として、燕北
バイパスの整備促進
（3）専門高校は地域産業の根幹を
支えており、統廃合について
は地域の声をご配慮いただき
たいと要望しました。

工業部会による
事業所見学を実施しました。

工業部会

台湾企業とのオンライン
商談会
台湾会場

た。また、受け入れていただいた企
業からは、見学を通してこちらも学
べることがあったとの声をいただき
ました。

工業部会（阿部貴之部会長）では9月29日、リ
サーチコアの情報研修室を会場に、台湾企業との
オンライン商談会を開催しました。海外市場への
開拓のため以前から台湾企業への視察や交流会を
実施しておりましたが、新型コロナウイルス感染
症の影響を鑑み、今回はオンラインでの商談会と
なりました。交流のある台日産業連携推進オフィ
ス（TJPO） と の 協 力 の も と、 燕 側 か ら は9社、
台湾側からは13社の企業に参加いただき、全23組
の商談が行われました。

「2021年燕三条産業カレンダー」の販売について

TJPO：
「台日産業連携架け橋プロジェクト」
を推進するための台湾経済部（日本の経済産業省
に相当）直下の組織。

小売販売については、11月14日より燕商工会議所前「セブンイレブン燕
東太田店」で販売しますのでご利用ください。（燕商工会議所での窓口販売
は、会員事業所様予約分のみの販売になります。）

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/
☎0256-63-3131

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
東京西川チェーン

工業部会（阿部貴之部会長）では、
燕市から協力をいただき10月5日、6
日、8日、15日の4日間、新潟県央工
業高校の2年生を対象にした工業部
会会員企業への事業所見学を実施し
ました。
限られた時間でしたが、4日間と
もに2コースに分かれて21事業所を
見学しました。
参加した生徒からは、一生懸命仕
事をしていてかっこよかった、皆さ
ん明るく説明をしてくれた、学校で
習った工場機械が使われていてうれ
しくなった等の感想をいただきまし

燕市仲町2-35

☎62-2491
63-3183

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

11月11日
NEW OPEN
ドルチェを
「月のあかり」
と改め

新たなスタートを踏み出します。
旧ドルチェとしては皆さまから

ご厚情を頂戴し、誠に有難うございました。
（お預かりのボトルは引き継ぎます。）

月のあかり
（旧 ドルチェ）

三条市須頃 1-40
HOXO ビル 2F
Tel. 0256-36-2152
土田 百合子

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
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㈱人力舎

食楽工房 銅冷酒カップ3種揃え 「にぎわい」 ㈱アサヒ
ゆるキャン△おひとりさまファイヤースタンド

㈲フカウミ

2020/
10/23

認定は月1回、委員会を開催して行っております。次回は11月27
日（金)です。認定ご希望の場合、2営業日前（11月25日（水）ま
でに申請をお願いします。詳しくはお問合せください。
【お問い合せ先】燕商工会議所経営支援課

TEL：0256-63-4116

燕市立小・中学校の
発展を願う市民の会
市長へ要望・陳情
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＝問い合

燕市役所市

0256-

行 政

11

18
燕市役所会議室101

ゆるキャン△
おひとりさま
ファイヤースタンド

食楽工房
銅冷酒カップ3種揃え
「にぎわい」

令和2年4月に新たに校長として赴
任された小・中学校は以下のとおり
燕市立燕東小学校、燕市立大関小
学校、燕市立分水小学校、燕市立小
池小学校、燕市立小中川小学校、燕
市立燕西小学校、燕市立吉田小学
校、燕市立小池中学校、燕市立燕中
学校

12

＝問い合

燕市役所市民

0256-

燕市立小・中学校の発展を願う市民の会（細川哲夫 会長）では、10月30日、鈴木力燕
市長を訪問し、令和3年度の要望・陳情を行いました。
燕市への要望事項は以下のとおり。

相談

の

1．ICT 教育推進に向けた環境整備の充実

会員事業所の
取り組み紹介

フジイコーポレーション株式会社

2．電子教科書の導入

3．英語教育の推進
小学校で英語が教科化されたことに伴い、会話力・表現力を向上させる学習活動充
実のため、ALT や JTE の増員を要望します。
4．特別支援教育・不登校支援の維持・拡充

感染症の影響で

令和3年度固定資産税が軽減されます
対象者

燕市吉田産業会館（燕市吉田東栄町）

会

費

無

そ の 他

料

ご出席の方は、12月21日（月）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
※当日は受付時に検温をさせていただきます。

主

催

／

燕市・燕商工会議所・吉田商工会・分水商工会

償却資産及び事業用家屋
（店舗・事務所・工場・倉庫など）の固定資産税を次の区分で

軽減内容 軽減します。※土地は軽減対象外です。

対象期間と前年同期間の事業収入を比べた減少率が

30% 以上

50% 未満
商工会議所
商工会
税理⼠
⾦融機関など
認定経営革新等
支援機関等

½軽減

❶必 要書類をそろえ確
認依頼
❷書 類 点 検 後 申 告 書
を発⾏

中小
事業者

50% 以上
❸① と② の 書類と
令和3年度償却
資産申告書 を ⼀
緒に提出

全額軽減
燕市役所

申告期限
令和3年2月1日まで

※混雑が予想されます。
「❶必要書類をそろえ確認依頼」
は早めに⾏ってください。

⃝事業収入を確認できる書類
（会計帳簿の写しなど。令和元年・令和2年分）
⃝令和元年分の⻘⾊申告決算書⼜は収⽀内訳書の写し
（個人事業主のとき）
⃝令和2年度固定資産税納税通知書同封の課税明細書の写し⼜は名寄帳兼課税台帳
⃝事業⽤家屋の⾒取図など床⾯積に関する資料
（令和2年中に新増築したとき）

【窓口】燕市役所2階
税務課
9・10番窓口

【郵送】〒959-0295

燕市吉⽥⻄太⽥1934番地
燕市役所 税務課 資産税係 宛て

【お問い合わせ】
燕市役所 市⺠⽣活部 税務課 TEL：0256-77-8146【直通】

30

30

分

場

⃝令和２年２⽉から１０⽉までの任意の連続する３か⽉の期間
（対象期間）
の事業収入が、前年同
期間比で３０％以上減少していること
※事業収入には、
持続化給付⾦や雇⽤調整助成⾦などの事業外収入は含みません。
⃝法人のとき…資本⾦等が１億円以下で、⼤企業の⼦会社でないこと
個人のとき…常時使⽤する従業員数が1,000人以下であること
⃝事業者名義
（個人のときは事業主名義）
の償却資産や事業⽤家屋を所有していること
（⾃宅の
⼀部を事業⽤に使⽤している場合も含みます）

30

分〜午後３時

会

※午後1時より受付開始

次の３つすべてに該当する中小事業者

30

午後１時

新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が前年比で30％以上減少した中小事業者
が、所定の⼿続きにより申告をすることで、令和3年度固定資産税が軽減される国の制度です。

必要書類

令和3年1月4日（月）午後1時30分～3時

事業収入が減少した中小事業者 の皆様へ

１

貿易取引相談

燕市立小・中学校の発展を願う市民の会は児童・生徒の学力向上の為の諸事業を展開
いたします。

毎月第１・３金曜日
午後 時 分〜午後４時 分

本年発生した新型コロナウイルス感染症に対する種々の情報が行きかっており、児童・
生徒だけでなく多くの保護者が悩んでおり対処に苦慮しております。正しい知識習得
のための支援並びに周知をお願いし心のケアの充実をはかっていただきますことを要
望します。

申告の流れ

時

10 18

5．新型コロナウイルス感染拡大の影響に対する
正しい知識・情報の周知徹底並びに心のケアの充実

開催のご案内

日

11

特別支援学級・通常学級の特別な支援を要する児童生徒が増加傾向にあること、及び、
不登校・不登校傾向の児童生徒が増加傾向にあることから、そうした児童生徒への支
援のため介助員及び学習支援員・指導員の増員を要望します。

令和3年 燕市新春賀詞交換会
新年のご挨拶を行っていただくため、燕市及び商工3団体による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、ご出席賜りますようご案内申し上げます。
なお、今回は昨今のコロナ禍状況を鑑み、感染防止対策の観点から、懇親会は行わず、
参加人数におきましても1事業所1名とさせていただきます。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

あらかじめ
4116、燕商工
でご予約下

日本政策金融公庫国民生活事業１日相談会

GIGA スクール構想の実現に向け、児童生徒の一人一台タブレット導入による個別学
習の充実や学力向上に資するよう、タブレットにデジタル教科書等を導入することを
要望します。

ご案

日㈬
時〜午後３時

通常、金型は製造元が修理や改造な
ど、その後のアフターケアも請け負い
ます。
しかし、近年その製造元が廃業して
しまい、修理や改造などが出来なくな
り困っているプレス屋さんが増加して
います。
経済産業省「工業統計調査」による
とここ10年ほどでおよそ3割ほどの金
型業者が減少しています。
今後も減少していく傾向にあり、年々
金型の修理等が難しくなっていくこと
が予想されます。
弊社でも身近での金型メーカーの廃
業の話を聞くようになり、廃業した他
社製造の金型の修理や改造を依頼され
ることが年々増えてきました。
そのような状況の中、弊社で培った
金型の技術を活かし、受け手のない金
型の修理・改造の受け皿になろうと立
ち上げたのが、”KANAGATAYA”です。
2月に ”KANAGATAYA” 事業を開始

し、HP も開設しました。
”KANAGATAYA” はお客様と直接会
わずに、受注から納品までを行います。
まず、依頼はHP
（https://kanagataya.
jp/）
からメールで受け付けます。
依頼後の打ち合わせは Zoom などを
使い、リモートで行います。
金型を様々な角度から写真をとって
もらったり、リモートで金型を見なが
ら、打ち合わせをします。
納得がいくまで打ち合わせを行った
ら、金型を送付して頂き作業開始です。
完成後にお客様にお送りいたします。
リモートなんて使ったことないとい
う方も大丈夫です。
弊社担当者がお手伝
いさせていただきます。
まずはお気軽にご相
談ください。

児童生徒が学習活動を行う全ての場所で ICT を活用した多様な学習が可能になるよう、
通信ネットワーク・電子黒板等 ICT 環境の一層の充実を要望します。
また、家庭のネットワーク環境の整備を補助するとともに、タブレットや電子黒板
等の活用に向けた教職員対象研修の一層の充実、及び ICT 支援員の配置を要望します。

月
午前

”KANAGATAYA” は他社製造のプレ
ス金型の修理、改造、メンテナンスを
請け負う金型のプロ集団です。
お客様の大切な金型を熟練の職人が
修理、改造、メンテナンスいたします。

／2・ ・ ・

男の部屋

認定日

分まで

企業名

GIGA スクール構想に向けたハード
面の整備、先生方に対する研修等の
点についてお話を聞かせていただき
ました。

毎週水曜日・午後７時

商品名

燕市立小・中学校の発展を願う市
民の会（細川哲夫会長）は春の人事
異動で新校長として赴任された燕東
小学校（小林徹哉校長）をはじめ9
校を10月6日・8日の2日間をかけ訪
問しました。
学校訪問では学校の生徒・児童の
学習の進捗度や学力、新型コロナウ
イルス感染症拡大による学校休校の
影響や対応、ICT 教育の現状把握を
させていただきました。
また、燕市に対する要望を聞かせ
ていただき、老朽化し修繕に苦慮し
ている燕市立小池中学校体育館や

30

／

燕製品のPR等にお役立て下さい。

分〜正午まで

30

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、
（2020/10/23認定）

日曜窓口

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。

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

燕市立小・中学校の発展を願う市民の会
学校訪問

※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11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２年11月15日発行

市
からのお 知らせ

窓口延長

0

／ ・

11

〜 月

18 11
25

12

市民課窓口係

-77-8125

新潟県最低賃金は

EC 実践プログラム

【Web プロモーション編】
本ワークショップでは、広告予算の立て方や広告原稿の書き方、今後のプロモーション計画の作
成の仕方など実践的な内容となっています。これから Web プロモーションを始められる方 “ 必見 ”
のワークショップです。
●内容
① Web プロモーションの戦略と分析のポイント
② Web プロモーション戦略策定ワークショップ
※本プログラムはこれから Web プロモーションを始める方向けの
ワークショップとなります。

講

師   中小機構 販路開拓支援アドバイザー 志鎌

開 催 日 時   令和2年12月9日
（水）
13時30分〜15時40分
定

合わせ＝

真奈美氏

Zoom使用

相 談

【お問い合わせ】燕商工会議所経営支援課 TEL：0256-63-4116 FAX：0256-63-8705
主催／（独）中小企業基盤整備機構 共催／燕商工会議所

小規模事業者持続化補助金活用セミナー

／ ㈬

18

午前

燕商工会議所では、補助金の概要説明と申請に必要となる経営計画作成のポイントなどをお伝え
するセミナーを開催いたします。
是非この機会にセミナーにご参加いただき経営計画の作成と補助金活用をおすすめします！！
※「小規模事業者持続化補助金」とは、販路開拓（創意工夫による売り方やデザイン改変等）に要
する経費が上限50万円まで補助されるものです。

時〜正午

10

開 催 日 時   【セミナー】
3回コース

民課市民生活係

-77-8107

（直通）

案内

30

法律相談日

日㈭
時 分〜午後４時

講

師

日㈬
時 分〜午後４時

１ 25
30

●機械装置等の購入
●ホームページ作成
●集客力を高めるための店舗改装
●展示会・商談会への出展
●商品パッケージや包装紙・ラッピングの変更
などで活用いただけます

月
日㈭

社会保険労務士・
働き方改革ほか無料相談会

26

盛也氏

セミナー内容

◆小規模事業者持続化補助金の概要
◆自社の強みを活かした計画作り
◆補助金申請のポイント
◆事例にみる採択される申請書

燕商工会議所  オンラインセミナー ( 燕商工会議所3階ホール会場でも受講できます。)

2020年の改正点はここ！  年末調整説明セミナー

開催日時

2020年11月26日
（木）
13：30～15：00

会

場

①オンライン受講
（事務所や自宅）
又は ②燕商工会議所

定

員

①オンライン受講

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

40名

      お申し込み締切日

②燕商工会議所

〜労働保険に入っていない会社に、人が集まるでしょうか。〜

労働者（パート、アルバイト等を含む）を1人でも雇っている事業主は労働保険（労災保険・雇用保険）
に加入しなければなりません。
労働保険は、労災保険・雇用保険の各種給付金のほか、雇用の安定のために事業主に支給される
助成金などの各種支援制度も設けられており、労働者はもとより事業主のためにも欠くことのでき
ない制度です。
まだ、労働保険の加入手続きを行っていない事業主におかれましては、管轄の労働基準監督署ま
たは公共職業安定所（ハローワーク）で加入手続きをとられるようお願いします。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先

Zoom使用

巻税務署・燕市からのご案内
「e-Tax用ID・パスワード取得会」並びに「マイナンバーカード申請受付会」を下記のとおり
開催いたします。

「e-Tax用ID・パスワード取得会」・
「マイナンバーカード申請受付会」
会場

午後2時〜午後3時30分

12月16日（水）〜12月18日（金） 午前9時30分〜午後3時30分

女性が活躍する企業は業績が良いという調査結果があります。
女性がもっと活躍できる組織になるためにはどうすればいいのか、
このフォーラムではそのヒントとなる講演と事例発表を行います。

2020.11.24（THU）13:30〜15:00

1

2基

Zoom を活用して

オンライン
で開催！

3 取組事例発表

14：45〜15：00頃

調 講 演

女性活躍促進による

株式会社シンドー

企業力アップセミナー

講師 日野

ウェブ会議システム

Zoom使用

13：40〜14：45頃

13：30〜13：40頃

つばめ
輝く女性表彰
2020

（燕市）

佳恵子 氏

㈱ハー・ストーリィ代表取締役

 市役所つばめホール（1F）をサテライト会場として開設しま
燕
す（人数制限あり）。
 フォーラムは、後日、YouTube で一定期間配信します（申込者のみ視聴可能）
本
。
当日都合が合わない方も！
当日都合が合わない方もお申込みいただければ、後日視聴することができます。

Zoom の利用環境が整っていない方も！

お申し込み
方
法

以下の QR コードから申込み WEB サイトにアクセスし、手続きを行ってください。
申込み完了後、主催者よりZOOMの会議 IDとパスワード、講演資料データ（PDF
形式）、各種連絡事項をメールでご連絡いたします。

【お問い合わせ】燕市企画財政部地域振興課
TEL：0256-77-8361 FAX：0256-77-8305 MAIL：chiiki@city.tsubame.lg.jp
主催：つばめ・やひこ女性活躍推進フォーラム実行委員会、燕市
共催：弥彦村、燕商工会議所、吉田商工会、分水商工会

つばめ・やひこ
女性活躍推進
フォーラム申込
WEB サイト

燕市吉田産業会館 2階大ホール
（燕市吉田東栄町14番12号）

『燕市手話言語の普及等の推進に関する条例』が令和元年 10 月 1 日から施行されました。
燕市では、この条例の趣旨を踏まえ、手話の普及やろう者の理解を促進するため、事業所
などに手話講師 ( ろう・聴講師 ) を派遣する『出前手話講座』を実施しています。
●内

容：聴覚障がい者や手話への理解を広げるための手話の指導
（例）手話による簡単なあいさつ、聴覚障がいとは？など
●対 象 者：事業所（会社、お店など）
、医療機関、各福祉施設、学校、自治会、地域活
動団体など市内在住の方が 5 名以上いる団体
●利用時間：午前 9 時から午後 9 時までのうち 2 時間以内（学校等の場合は 45 分でも OK）
●会
場：受講団体でご用意ください。
●申込方法：希望する日の 14 日前までに申込書を社会福祉課（市役所 1 階 22 番窓口）へ
持参か郵送、ファックス、メールにて
※申込書は、社会福祉課で設置してあるほか、市ホームページからもダウンロードできます。

●費
用：無料 ※資料の印刷代や会場使用料等に要する費用は受講団体の負担になります。
●そ の 他：受講団体は、会場のこまめな換気や３密の回避など、新型コロナウイルス感染
防止に十分配慮願います。

お問い合わせ：社会福祉課 TEL：0256-77-8172 FAX：0256-77-8108
Eメール：shakaifukushi@city.tsubame.lg.jp

※会場への直接のお問い合わせはご遠慮ください。
※会場にご来場される際は、マスクを着用していただき、できる限り少人数でお越しください。
※咳・発熱等の症状のある方は入場をご遠慮いただく場合があります。

産地産業
活性化
セミナー

巻税務署からのお知らせ

○国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書をパソコンやスマ
ホからマイナンバーカードのほか、e-Tax用のID・パスワードを利用して、e-Taxで提
出することができます。
上記会場において、e-Tax用のID・パスワードを取得できますので、ぜひご利用ください。
（取得には申告者ご本人の運転免許証などの本人確認書類が必要です。）
○例年開催しておりました決算等説明会につきましては、新型コロナウイルス感染症の感
染拡大防止の観点から開催を中止します。

【お問い合わせ先】巻税務署 個人課税第一部門 TEL：0256-72-2357（部門直通）

「コロナ後のモノづくり産業の行方」

新型感染症により、世界的に経済社会の枠組みが大きく変わりつつあります。今後の社会をイメー
ジし、新たな事業の在り方を考える一助として開催します。

日

（金）
午後6時～8時
（受付 午後5時30分から）
時   令和2年11月27日

会

場   吉田産業会館 多目的大ホール

対

象   市内事業者

内

定

員   60人程度

参 加 費   無料

容   第1部：講演会「コロナ後のモノづくり産業の行方」
講師

一橋大学名誉教授

第2部：ディスカッション

関

満博（せき

みつひろ）氏

事前に事業者の皆さんからいただいた相談内容について登壇者がディスカッションを行います。

燕市からのお知らせ

○燕市では、マイナンバーカードの申請サポートを実施中です。
上記会場において、タブレット端末を利用し、顔写真の撮影から申請受付まで行います。

（持ち物） ①マイナンバーカード交付申請書
②本人確認書類
○1点で確認できるもの（顔写真付き及び有効期限内のものに限る。）
運転免許証、パスポート等
○2点で確認できるもの

健 康保険証（後期高齢者医療被保険証含む）、介護保険証、医療受給者証、
年金手帳（証書）、学生証等

【お問い合わせ先】燕市役所

新潟労働局総務部 労働保険徴収課（TEL：025-288-3502）
又は、お近くの労働基準監督署・公共職業安定所（ハローワーク）

手話出前講座 ～講師を派遣します～

【連絡先】燕商工会議所経営支援課 担当：小柳 / 松川 T
 EL：0256-63-4116
e-mail：main@tsubame-cci.or.jp
主催／燕商工会議所 燕中小企業相談所 共催／燕青色申告会

開催日時

TEL：025-288-3504

一人でも雇ったら、労働保険に必ず加入を

3階ホール

30名

11月19日（木）

・新潟労働局労働基準部賃金室
・各労働基準監督署

最低賃金に関する
お問い合わせは

※最終日に個別相談会の日程調整をいたします。

お問い合わせ・お申し込みは、燕商工会議所経営支援課 TEL：0256-63-4116
令和2年11月30日（月）までにお申し込み下さい。

12月15日
（火）

11

新潟県最低賃金額は、従来の時間額830円から1円引き上げられ、本年10月1日から831円になります。
新潟県最低賃金は、県内で事業を営む全ての使用者及びその事業場で働く全ての労働者（臨時、パー
ト、アルバイト等を含む。）に適用されます。
この機会に、最低賃金額を確認しましょう。
また、最低賃金引き上げに向けた業務改善助成金や働き方改革推進支援センターの無料相談制度
も設けられておりますので、ご相談ください。

このセミナーでは年末調整の基本や改正点などを学び、自力で年末調整業務をできるように致
します。効率的な事前準備から源泉徴収票の作成まで、初心者も年末調整経験者も知っておきたい
知識が満載です。年末調整に必要なポイントを実際の用紙を用いて説明致します。

知的産業財産権窓口相談日

11

受 講 料   無料（会員・非会員問わず）

合同会社ベクトルプラスコンサルティング 代表社員 中小企業診断士 佐野

受 講 料 無料

月
午後

0

月
午後

め、
電話
（63－
工会議所）
下さい。

１ 19

場   燕商工会議所 3階 新館研修室

対象となる取り組み

の

11

会

831円になります

つばめ・やひこ女性活躍推進フォーラム2020

  令和2年12月8日
（火）
、14日
（月）
、22日
（火）
午後7時〜9時
【個別相談】
  令和3年1月12日
（火）
、13日
（水）
午前9時〜午後4時

合わせ＝

談会

時間額

員   20名程度
（定員になり次第、締め切ります） 参 加 費   無料
（会員・非会員問わず）

（直通）

11

第464号（3）

市民課

6番窓口

TEL：0256-77-8339（直通）

満博 氏
燕商工会議所工業部会長 阿部 貴之（あべ たかゆき）氏
吉田商工会工業部会長
関
大造（せき だいぞう）氏
大倉 龍司（おおくら りゅうじ）氏
分水商工会工業部会長
（市役所3階25番窓口）
に設置の申込書をファクスにて提出。
申 込 方 法   申込フォームか、商工振興課
（金） ※申込フォームＱＲコードあり
申込期限11月20日
登壇者

関

そ の 他   第2部のディスカッションで扱う相談内容を募集！

相談したい内容を Eメールまたはファクスでお寄せください
（テーマ、様式は不問）
。

お申し込み・
お問い合わせは

商工振興課新産業推進係 TEL：0256-77-8232 FAX：0256-77-8306
Eメール：shinsangyou@city.tsubame.lg.jp

つばめ会議所ニュース

（4）第464号

青年部だより
会員数116名（11月1日現在）

令和２年11月15日発行

青年部は会員を
募集しています！

10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、10月
19日に10月例会を開催しました。
「しくじり先生
～失敗から学ぶ一歩踏み出す勇気～」と題し、大型
倒産を経験し、現在は創業支援・経営改善支援を
行っているよろず支援拠点の中嶋修氏を講師に招き、
講演会を開催しました。
講演会においては、感染症対策を実施し、ZOOM
を併用した開催としました。厳しい時代であります
が、講師の話を踏まえ、気持ちを新たにしました。

会議所の動き

新入会員紹介

11月

（株）
クラウン電装 法人営業部ソフトバンク県央

弊社では、
中小企業の抱えるITに関する
お悩みの解決、
ソリューションやサービス
の活用による業務効率化や利便性をご提案
しております。
主に、
法人様向けのソフトバンク回線の
ご 案 内 を さ せ て 頂 い て お り、各 企 業 様 に
合った特別な料金体系をご用意しており
ます。
更 に、導 入 に 際 し て の サ ポ ー ト や ア フ
ターフォローなどもお手伝いさせて頂きますので、
ご安心ください。
営業担当が貴社までお伺い致しますので、
お困り事などありましたら何なりと
ご連絡くださいませ。
【お問い合わせ先】 担当者名：斉藤 連絡先：0256-46-8500
所
代
連
H

在
表
絡

地
者
先
P

〒955-0092 三条市須頃2丁目31
加藤学
0256-46-8500
http://crowndenso.co.jp/

株式会社 TOMOMI RESEARCH

工業製品の外観検査は人手による目視
で検査されています。目観検査は、検査員
の熟練度や、
疲労による精度の低下が懸念
されます。弊社では、お客様の製品にカス
タマイズしたAIを利用した検査システム
をご提案いたします。AI検査システムの精
度は検査員と同等またはそれ以上で、24
時間、稼働可能でコスト低減が可能です。
燕三条地区への納入実績もあります。
対象
は工業製品のほか、
食品や農産物なども可能です。
お客様の製品で簡易のトライア
ル検査も可能ですので、
ぜひお問い合わせください。
所
代
連
EH

在
表
絡
MA

地
者
先
IL
P

〒251-0861 神奈川県藤沢市大庭5454-7
佐藤 友美
0466-54-9003
info@tomomi-research.com
http://www.tomomi-research.com/

（株）センザイセンター

ステンレス線材事業。
販売、
切断加工、
切断面の加工、
加工受託
を受け賜ります。
所

代
連

在

表
絡

地

者
先

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

法律相談会
福祉住環境コーディネーター検定試験
知的産業財産権相談会
年末調整説明セミナー
働き方改革無料窓口相談会
（協）商連 通常総会
27日 ㈮ メイドインツバメ認定委員会
8日 ㈫ 工業部会正副部会長会議
9日 ㈬ EC実践プログラムセミナー

No.11

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。

11月になりました。食欲の秋がま
だまだ継続中です。私の場合は春も
夏も冬も食欲旺盛で、妻のお菓子を
勝手に食べては、
「しばらく絶交」と
メッセージが飛んでくる日々を送っ
ているわけですが、世間的には秋が
最も食欲の増進する季節であり、な
ぜなら夏の暑さで落ちた体力も回復
し、また食材の収穫期であるからと
されています。
ただ私もそろそろ暴飲暴食を控え
ようと考え始めまして、それは健康
経営を当グループが始めたこともあ
るのですが、SDGsの考え方の1つであ
る「風が吹けば桶屋が儲かる」に影
響されたこともあります。
スナック菓子が気候変動につなが
る！？というお話を聞いたことがあ
りますか？スナック菓子には「パー
ム油」が使われており、
チョコレート、
アイス、カップラーメンなどや、シャ
ンプー、洗剤、化粧品などにも使わ
れています。
そのパーム油はアブラヤシ、パー
ムやしという樹木を絞ることにより
採れるのですが、パーム油の需要が
増えた結果、ここ20年間でインドネシ
アとマレーシアにおいてアブラヤシ
農園を作るために約360万ヘクタール
もの森林が伐採されました。これは
九州の全面積に匹敵する広大な森林
です。熱帯雨林の減少が地球温暖化

忘・新年会、お正月用オードブル
承ります！

を悪化させるといった話は数十年前
から常識的なこととして語られてき
たのにもかかわらず森林伐採が止ま
らなかったのは、なぜでしょう。
日本の状況ですが、これほどパー
ム油が広く使われるようになったの
はここ20 ～ 30年で、現在では日本人1
人あたり年間約5キロのパーム油を使
うようになり、日常生活に欠かせない
ものとなっています。しかし、例え
ば植物油脂と表記されてますと、そ
れがどのように作られたか消費者の
立場で知る方法がほとんどないのが
実状です。
『安いスナック菓子⇒安いやし油⇒
大きなやし農園⇒ジャングルが切ら
れる⇒温室効果ガスが増える⇒気候
変動/生物への影響』
、スナック菓子で
気候変動につながる、というわけで
す。社会問題や環境問題などは大き
な話で自分に出来ることはなさそう
と思われがちですが、実は私たちが
毎日行っている小さな選択が世界に
繋がっているということを少しでも
知っていただけたら嬉しく思います。
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10月132㌔・前回から
3キロ増／初回から3㌔減）

次回は「身近な法律相談」を掲載いたします。
社会保険労務士

まつかわ事務所

12

月 日（火）折込みです。

あらゆる事業資金をバックアップします

19日 ㈭
22日 ㈰
25日 ㈬
26日 ㈭

★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

〒959-1232
燕市井土巻3丁目11番
スギコビル501号
吉村 陽三
0256-47-4216

12月

（11月中旬〜 12月）
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