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独自の対策としてフェニックス11、
プラス5、県外学生への支援や企業
の PCR 検査補助、広報を活用した
クーポンの発行等を行ってきた」と
振り返り、
「影響はまだまだ続くが
明けない夜は無い。燕は幾多の困難
を乗り越え、不死鳥のごとく蘇って
きた。官民あげてしっかりと取り組
めば必ず乗り越えられる」とし、
「財
政は厳しいが、こうした局面にある
からこそ必要な対策を講じなければ
いけない。ピンチを変革のチャンス
と捉え、社会動向と企業ニーズを的
確に把握し、躊躇なく取り組む。テ

り、1. 伴 走 型 経 営 支 援 と し て、 新
型コロナ感染症対策の情報提供・各
種補助金の申請サポート・会員企業
への巡回訪問・令和3年度会費の減
免について説明後、総合運営委員会
委員長である細川副会頭が『会費の
減免』の答申に至った経緯を説明し
ました。続いて、同専務理事より
2. 会員相互の交流の促進として、会
員大会の実施・会頭杯ゴルフ大会の
実施・会員ビジネス交流会の実施、
3. 販路開拓支援事業として、国・県
補助金の申請・各種見本市への出展
サポート・視察ミッションの派遣、
4. 燕三条トレードショウ2021につ
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骨子について慎重審議をお願いいた
燕商工会議所では1月28日、萬会
します」としました。
館燕店において臨時議員総会を開催
続いて、本総会の議長に同会頭を
しました。
選出し議題審議に入りました。令和
田野会頭は、冒頭のあいさつで新
2年度補正予算（案）については、
型コロナウイルス感染症の感染拡大
一般会計231,223千円（当初予算
について触れ、
「県央地域において
比111.02%）
、中小企業相談所特別
感染者が連日発症しており、様々な
会計92,656千円（同97.70%）
、労
事業が自粛を余儀なくされ、本日の
働保険事務組合事業会計4,846千円
総会も内容を縮小して開催すること
、特定退職金共済特別
となりました。心よりお詫び申し上 （同94.80%）
会 計 219,449 千 円（ 同 93.51%）
、
げます。
」としました。また「コロ
MADE IN TSUBAME 事 業 特 別 会
ナ禍において当初の事業が実施でき
計 8,410 千 円（ 同 71.12%）
、 燕
ず予備費が約2,800万円増加。その
使途について総合運営委員会から、 三条メッセ事業特別会計（燕三条
ト レ ー ド シ ョ ウ ）6,016千 円（ 同
審議していただきました。その結
18.45%）がそれぞれ原案通り承認
果、同委員会より『次年度の事業と
されました。
して会費を減免する』との答申を受
次に、大澤専務理事より令和3年
け、本案件を含め令和2年度補正予
度事業計画骨子について説明があ
算（案）および令和3年度事業計画

燕商工会議所、燕市、吉田商工会、
分水商工会の主催で燕市新春賀詞交
換会を、去る1月4日午後1時30分
から燕市吉田産業会館にて開催し、
産業界はじめ各種関係機関、関係
団体の代表者など102名が参加しま
した。
当日はコロナ禍を鑑み、参加人数
を制限し、予定していた名刺交換会
は行わず、主催、来賓の挨拶のみと
しました。
主催者を代表して鈴木市長が挨
拶。
「昨年は新型コロナで多大な影
響のあった一年だった。燕市では

発行所 燕商工会議所

いて、期日：2021年9月16日（木）
・
17日（金）
、場所：燕三条地場産業
振興センター メッセピア1階多目的
ホール、その他：共同・協業販路開
拓支援事業費補助金の申請、5. 近隣
商工会との連携強化として、吉田・
分水・弥彦商工会との連携強化・農
振除外地域の拡大を継続して要望、
6. 健康経営の推進として、会員事業
所への PR 活動・健康経営への取り
組みのサポートを説明し、3月に開
催を予定している議員総会で承認を
頂くとしました。その後、事務局よ
り報告・連絡事項を説明し、本総会
を閉会しました。

会員事業所の皆様へ

1月29日三條新聞に掲載された「燕商工会議所職員も感染」についてご報告いたします。
職員は、
事情により以前より休職をしておりました。その期間中に本人からの申し出があり、
感染が判明いたしました。完治するまで休職を継続し、幸い症状も軽く現在は復職してお
ります。直接来館者への影響がなく、個人情報及びプライバシーへの配慮から、公表を
いたしませんでした。
その後のお問い合わせの多さを考えると、説明不足であったと深く反省しております。
会員の皆様にはご心配をおかけし、大変申し訳ございませんでした。
なお、念のため、全館の消毒と、職員並びに館内関係者全てのPCR検査を実施し、
陰性を確認しております。今後とも当商工会議所に対しましてご理解とご支援を賜りますと
ともに、職員が巡回した際には、今までどおりのご指導とご鞭撻をお願いいたします。


燕商工会議所

レワーク等による移住者の受け入れ、
教育・子育て環境の充実、デジタル
化による市民サービスの向上など新
たな展開に積極的に予算を確保して
いく」と抱負を語りました。
産業界を代表し田野会頭は「我々
産業界は中国に負けないように、稼
いで利益を出し、しっかりと税金を
納めるという気概を持ってもらいた
い。起業家精神を発揮して、甘える
ことなく自助努力を懸命にやるべき」
とし、
「燕市にはいち早く的確な施
策を打ってもらった。懸命な努力の

会頭

田野 隆夫

賜物であり、素晴らしい。ふるさと
納税は全国ベスト10に入った。燕
市はアイディアと実行力がある。新
しい政策を力強く発信することで全
国から応援されている。その恩恵を
産業界も受けている」と感謝と労い
を述べ、
「元気を出してこの難局を
乗り切る。通常の生活が出来るよう
になる事を祈念したい」としました。
地元選出の衆議院議員、新潟県議
会議員の祝辞の後、星野吉田商工会
長の三本締めで閉会しました。

『つばめ共済』配当金のお知らせ！

13.9％

つばめ共済配当金

R1.11月
～

■URL http://www.tsubame-cci.or.jp

467

R2.10月

○配当額 １口あたり111.5円
（掛金月額800円の場合）
昨年度の決算が行われ、1口掛金月額800円の場合、
１口あたりの配当金が111.5円とな
り、年間掛金9,600円に対して1,339円を配当金としてお支払することになりました。

■つばめ共済
【入院給付金付災害割増特約・ガン重点保障型生活習慣病一時金特約付定期保険（団体型）】
【燕商工会議所独自の給付制度付（事故通院・病気入院見舞金、結婚・出産祝金、助成金）】
■詳しい内容の問い合せは、
燕商工会議所

総務課

TEL：0256‐63‐4116へ。

お弁当・折詰の出前承ります！
（燕応援クーポン券 2/28まで、
燕店のみ使用可能です）

ホームページ開設しました。
ぜひご覧ください。

品質安心・当店手作り
！
（白名札付きです）

保育園お昼寝ふとん4点セット

¥18,000～¥27,800（税込）
綿混わた使用・手作りです

ミッキー・ミニー・トーマス・
アナ雪・アンパンマン・
トミカ・プーさん 他
新柄見本帳で選べます

燕 店
吉田店

東京西川チェーン

燕市仲町2-35

☎62-2491
63-3183

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

つばめ会議所ニュース
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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

3

3

14 10

（水)です。認定ご希望の場合、2営業日前（2月19日（金）
）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

3

／ ・ ・ ・ ・

認定は月1回、委員会を開催して行っております。次回は2月24日

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

毎週水曜日・午後７時 分まで

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

日曜窓口

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

毎月第２日曜日・午前８時

※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！ 「税制改正に関する
DVD研修会」
開催

TEL：0256-63-4116

17
24
31

＝問い合

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！

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！

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

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

プレス業・
研磨業の方

家内労働労災保険
特別加入

万が一の時のために
加入をおすすめします。

3月19日
（金）

仕事中のけが、
事故などについてかかった

ID：k5098 パスワード：4116
お問い合せ 燕商工会議所まで TEL：0256-63-4116

行 政

2

1

──────── 従業員がいなくても労災保険に加入しましょう！

申込締切

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。

0256-

燕市役所会議室101

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。

コロナ禍のため国税局が作成した
DVD での研修会となりました。令
和2年分から基礎控除、給与所得控
除の改正、ひとり親控除の創設など
改正の内容が中心で、確定申告が間
近に迫る中、12人が参加されました。

燕 青 色 申 告 会（ 岡 部 幸 康 会 長 ）
は、1月28日に燕商工会議所を会場
に「税制改正に関する DVD 研修会」
を開催しました。毎年、巻税務署担
当官を迎えて確定申告に関する説明
会を行っておりましたが、本年度は、

燕市役所市

の

（雇用する従業員がなく、同居親族
のみで事業を行っている方）

注）
通勤災害は適用になりません

0256-

相談

家内労働者 及び
補助者 が対象

医療費全額無料

＝問い合

燕市役所市民

ご案

休業補償は

１年

基礎日額の６～８割程度

（４月１日から翌年３月３１日まで）
毎年更新

注）
全く働くことが不可能な状態のみ該当

４日目より支給
（待機期間３日間）

※粉じん作業を行う業務に３年以上従事している方は、加入の際に健康診断が必要です。

2

10 17

日㈬
時〜午後３時

保険期間

【申込・お問い合わせ】燕商工会議所／総務課 TEL 63-4116

容 13：30～15：00 講
 話『もっと知りたい！不妊症と不育症』
15：00～16：00
たかだあんな

個別相談 ※個別相談は要予約

●講

師 髙田杏奈さん
（県立吉田病院 産婦人科非常勤医師）

●定

員 講話：20名

個別相談：3組

●参 加 費 無料
●申込方法 電
 話または、
ファックス、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 3月1日
（月）
まで

申込、問合せ

燕市保健センター

℡0256-93-5461

日

程

学校名

令和3年
14:00～
2月18日
（木） 
14:50

燕北中学校

令和3年
13:50～
2月26日
（金） 
14:40

吉田中学校

令和3年
13:55～
3月12日
（金） 
14:45

小池中学校

講
㈲栄工業



師
（敬称略）
代表取締役

山村

ツバメロジス㈱
栄光海運㈱



則子

常務取締役

代表取締役

廣田法律事務所



30

分

●内

象 妊
 娠を希望する人、不妊に悩んでいる人、
不妊治療を始めようと思っている人、
不妊治療について学びたい人 等

30

分～午後３時

●対

30

午後１時

●と
き 令和3年3月7日
（日）
13：30～16：00
●と こ ろ 燕市保健センター

30

分

妊活応援セミナー

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、燕市
教育委員会からの依頼で Good Job
つばめ事業におけるキャリア講演会
の講師を４名推薦いたしました。
キャリア講演会は全４回で、第１
回の講師は Harvest コーチの土田陽
子さん（東京都出身、燕市在住、専
業農家・コーチング指導）を講師に
燕中学校で行われました。１年生が
対象で、今回は「人間万事塞翁が馬」
をテーマに自身の経験を踏まえ、中・
高校時代、大学での経験、また燕市
に嫁いできた経緯と現在の仕事から
「今を楽しみ、生きること。話を聞いてくれる、信頼のできる大人をみつ
けること。世界は広いということを知る。たくさんの出会いをもつこと。
たくさんの知識を身につけること」と話され、生徒たちは真剣にメモをとっ
ていました。
次回からの講師と日程等は以下のとおりです。

貿易取引相談

●つばめjobナビ事務局●
五十嵐 0256-63-4116

Good Job つばめ
職業講話・キャリア講演会開催

毎月第１・３金曜日
午後１時 分〜午後４時

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。

日本政策金融公庫国民生活事業１日相談会

月
午前

あらかじめ
4116、燕商工
でご予約下

山田

弁護士

廣田

剛弘
貴子

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2月16日発行

市
からのお 知らせ

窓口延長

0

／ ・

2

17

〜

2

24

月

3

2月9日（火）～25日（木）
り
つ
ま
講
天神

第8回

1,000円お買い上げ毎に
「応募券」
を進呈！ 応募箱に入れるだけ！

福福天神講
『商品券』

ドーンと当たります！

30,000円

特賞

10,000円
3,000円
1,000円

１等
２等
3等

-77-8125

抽選日 令和3年3月2日
（火）

（直通）

1名様
12名様
40名様

130名様

ご当選された方には、当選のご案内をもって発表にかえさせていただきます。

相 談

＊参 加 店＊ チラシの貼ってあるお店で！
東太田
南
桜 町
秋葉町
仲 町
宮

町

穀

町

中央通
白山町
協 賛

ヤマトヤプリメ／FACTORY FRONT
あさのや／フルハウスフルカワ
星野電業社
井土巻 美容室Room
リフォームスタジオ田耕
綿甚ふとん店／日野庄薬局／江口紙店
大万
吉田屋／江口呉服店／お菓子の飴屋本舗
レディースファッションかなや／紅屋呉服店
竹内化粧品店／七里書店／サロンドさわ
大岩時計店
アイバ屋酒店／かね五ふとん店／坂徳商店
丸山屋
本 町 かねまつ商店
協栄信用組合 ／ 燕タクシー

主催：
（協）燕市商店連合会 後援：燕市／燕商工会議所
お問い合わせ先 TEL 63－4116

／

2

㈭

18

午前
時〜正午

令和3年3月１日から
障害者の法定雇用率が引き上げになります

合わせ＝

障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる
「共
生社会」
実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害
者を雇用する義務があります
（障害者雇用率制度）
。この法定雇用率が、令和３年
３月１日から以下のように変わります。

10

民課市民生活係

-77-8107

（直通）

談会

事業主区分

の

案内

25

30

25

30

現行

民間企業

2.2％ ⇒

国、
地方公共団体等

2.5％ ⇒

都道府県等の教育委員会

2.4％ ⇒

2.3％
2.6％
2.5％

改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月から施行されます
65歳までの雇用確保
（義務）

「ザ・ビジネスモール」は、全国387の商工
会議所・商工会で共同運営する商取引支援サイ
ト。 現在、約26万会員が登録する日本最大級
の企業情報を掲載しています。
商談支援サービス「ザ・商談モール」は、イ
ンターネット上で商談ができるサイト。 買い手
企業が提案・見積もりを募集する案件を提示し、
それに売り手企業が応募する仕組み。 昨年度、
買い手企業が募集した案件は910件。 それに
対し、 売り手が提出した見積もり・提案は約
4,825件あり、そのうち2,390件が商談に進みました。その後、198件の成
立報告が届いており、募集案件に対し高い割合で商談が成立しています。
掲載した企業ＰＲは取引先データベースの対象になるだけでなく、ｉタウンペー
ジにも企業ＰＲ文が無料で掲載されるなど自社の宣伝につながります。
その他、自社をさらにＰＲできる「ＢＭプレミアム」や店舗用のホームペー
ジができる「ＢＭテンポ」などの有料サービスもあり、ニーズに合ったメニュー
が選べます。ぜひご登録下さい。
料

70歳までの就業確保
（努力義務）

70歳までの就業確保措置を講じることが
「努力義務」
となったことに伴い、
再就職援助措置・多数離職届等の対象が追加されます。

対象となる
事業主

◦定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
◦65歳までの継続雇用制度
（70歳以上まで引き続き雇用す
る制度を除く。）
を導入している事業主

対象となる措置

次の①～⑤のいずれかの措置
（高年齢者就業確保措置）
を講
じるよう努める必要があります。

① 70 歳までの定年引き上げ
② 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

自社ＰＲの掲載、
ｉタウンページ連携、ザ・商談モールの利用無料、
ＢＭプレミアム
（年間19,440円）
、
ＢＭテンポ
（年間6,480円）
中小企業相談所

☎0256-63-4116

担当：高野

践できる！

分かりやすくて実

WEB・SNS 活用マーケティング
SNS を活用して集客したい！売上を上げたい！
コンテンツ制作や文書の作り方など基本から学べ、明日からの実践に生かせる
セミナーです。

１回

第

第

第

第

2回
3回
4回

自社のマーケティング施策を見直す！

⃝マーケティング＝
「売れる仕組みづくり」
とは ⃝自社、商品、サービスの独自の強み（＝USP）
を考える
⃝理想のお客様（ペルソナ）
を考える ⃝売上アップの方程式とは？ ⃝マーケティング戦略マップを描く

2/15月

18：30～20：30

自社で取り組む WEB マーケティングはじめの一歩セミナー

⃝ WEB マーケティングの基本 ⃝ホームページとポータルサイト活用について
⃝安価に活用できるホームページ作成ツール紹介 ⃝ BASE で始めるオンラインショップ運用

2/22月

18：30～20：30

LINE 公式アカウント活用セミナー【応用編】

3/1月

⃝クーポン配信機能の活用 ⃝ショップカードの活用 ⃝自動返信、応答機能の活用
⃝ビデオ通話でのリモート接客 ⃝リッチメニューの活用 ※アカウントをお持ちの方が対象となります。

18：30～20：30

Instagram 活用セミナー【応用編】

3/8月

⃝ストーリーズの活用 ⃝効果的なハッシュタグ活用 ⃝ Instagramとネットショップ連携
⃝ Instagram のアクセス解析 ※アカウントをお持ちの方が対象となります。

18：30～20：30

※第3・4回の応用編では、
演習を行いますのでノートPC、
タブレット、
スマートフォンなどをご持参下さい

■講

③ 70 歳までの継続雇用制度（再雇用制度・勤務延長制度）の導入
※特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む

金

問合せ

法定雇用率
令和3年3月1日以降

高年齢者就業確保措置について

知的産業財産権窓口相談日

2

法律相談日

2

月 日㈭
午後１時 分〜午後４時

師

グローカルマーケティング株式会社
マーケティング支援部
プランナー 武田 知浩氏

■会 場
■定 員
■参加費

■申し込み

下記のお申込みフォームまたは QRコードよりお申し
込みください。
●お申込みフォーム
または ● QRコード
URL：https：//form.run/@
tbmcciy-1609205575

燕商工会議所3階ホール
（燕市東太田6856）
20名
（定員になり次第締め切ります）
無料
（会員・非会員問わず）

※お問い合わせ先 燕商工会議所経営支援課
TEL：0256-63-4116 FAX：0256-63-8705

【参加される皆様へ】
必ずマスクを着用されてご参加くださいます様、お願い致します。セミナー実施に当たりましては、会場の換気・ソーシャルディ
スタンスに配慮した配席・消毒用アルコールの設置・講師と運営側の手洗いとマスク着用の徹底等、新型コロナウィルス感染予
防に努めて参ります。また、開催日までの状況変化により、中止または延期とさせて頂く事もありますので、ご承知おきください。

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

月 日㈭

2

25

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！
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。
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

100万円～8,000万円
1／2(4,000万円超は１／３)

3

グローバルＶ字回復枠 **

3
3

補助額

8,000万円超～１億円

補助率 １／２

** 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

（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。）

新型ウイルスに対する
国の新しい補助金がはじまります！

オンラインで開催（ZOOM）

詳細はこちら

（経済産業省 HP）

参加
無料

※後日 WEB サイトにて動画の
配信も行います。

（金）
日 時 令和3年3月19日
13：30〜15：00

補助率 ２／３
補助率 ２／３

*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
補助率

事業再構築補助金無料説明会

講演内容

課（63-4116）
ください

中堅企業

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

中小企業

事業承継
事業

（中小企業等事業再構築促進事業）

象

0

企業の思い切った事業再構築を支援
対

社会保険労務士・
働き方改革ほか無料相談会

0

月 日㈭
午後１時 分〜午後４時

め、
電話
（63－
工会議所）
下さい。

全国の会員と商取引のチャンス
「ザ・ビジネスモール」

燕市商店街

合わせ＝

市民課窓口係

第467号（3）

来 場 希 望 の 方 30名限定で来場可能
会場：燕商工会議所大ホール

1. 事業再構築補助金の制度概要

本館3階

詳しくはこちら

2. 補助金申請にあたっての注意点
3. 事業再構築補助金の活用事例
4. その他制度のご紹介

つばさ税理士法人
TEL：0256-61-5810
主催：つばさ税理士法人

燕市南 7 丁目 17 番 9-5 号
県央ランドマーク ANX
FAX：0256-64-2964
E-mail：tsubasa.anx@gmail.com

共催：燕商工会議所

つばめ会議所ニュース

（4）第467号

青年部だより
会員数120名（2月1日現在）

青年部は会員を
募集しています！

臨時総会を
開催しました！

燕商工会議所青年部（藤原康博会長）では、
1月23日に臨時総会を開催しました。
令和3年度の単会会長として鈴木康仁君が承
認されたほか、令和3年度の基本方針および役
員組織等が承認されました。
令和3年度のスローガンを「恩故知進」と掲
げた鈴木次年度会長は、次年度で設立40周年を
迎えることから、
「燕 YEG を盛り上げ創り上げ
てきて下さった先輩方へ『恩返し』
、そしてい

会員事業所の
取り組み紹介

つも協力し合い高め合え
る YEG メンバー同士で『恩返し』
、自社の社員
や燕市民の皆様・燕商工会議所の皆さまなど、
我々を支え関わって下さるすべての方々に今年
度の活動を通じて『恩返し』する。会員各々が
改めて周りの人々へ感謝の気持ちを持ち活動し
ていけるような青年部になることを目標とし励
んでいきます。そして、記念すべき式典にも臨
んでいきたいと思っています」と説明しました。

2月

新社屋をオープン。

同社はステンレス製業務用厨

房用品の OEM 生産と自社ブラン
ドの製造、販売を行っている。

旧社屋内は、工場と事務所が、

向 上 に 繋 が っ て い る。 今 後 は、
ワークショップを開催するなど
一般の方々に向けた開放も予定

ほしいと今回の新社屋建設に踏

28日 ㈰ 日商簿記検定試験
3月

9日 ㈫ 工業部会正副部会長会議
11日 ㈭ 常議員会

している。

江口社長は、
「現在コロナ禍で、

移している。今後は、従来の業

手に取り、体験してもらう場が

法律相談会

員のやる気やモチベーションの

一連の作業体制が整っているた
工場の生産体制向上と、商品を

働き方改革無料窓口相談会

利厚生を充実させることで、社

油引きやボウルといった製品は

め、スペースが手狭になっていた。

16日 ㈫ 第2回産業経済委員会
25日 ㈭ 知的産業財産権相談会

一体化しており、金属プレス加

工、溶接、研磨、洗浄、検品と

（2月中旬〜 3月）

24日 ㈬ メイドインツバメ認定委員会

ショールーム 併設の新社屋をオープン
㈱が、ショールームを併設した

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！

会議所の動き

一菱金属株式会社

厨房用品メーカーの一菱金属

令和3年2月16日発行

No.12

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。

巣ごもり需要により、好調に推
務用厨房用品製造に加え、自社

ブランドの強化を計っていきたい」
としている。

み切った。

新型コロナウイルス感染症の

影響により、展示会や催事等が

中止やオンライン開催となる中、
ショールームにはボウルやオイ
ルポット、計量スプーン等自社

商品を約60種類展示し PR してい

る。また、社員食堂としての活
用や更衣室を設置するなど、福

江口正恒社長

ショールーム・調理施設

2月になりました。今年は節分が124
年ぶりに2月2日と1日早くなり、立春
も2月3日となりましたが、まだまだ
寒い状況が継続しています。よく太っ
ている人を見て暖かそうとおっしゃ
る方もいるのですが、いくらおデブ
でも寒いものは寒く、風邪などひか
ないよう健康に気を付けています。
さて、当グループでは、全国健康
保険協会の新潟支部が行っている「に
いがた健康経営宣言」に賛同し健康
経営宣言を行い、また「けんこう職
場おすすめプラン」を職員全員参加
で毎日実施しています。自分で決め
た、食事や運動、その他の3つのチャ
レンジを行い、A ～ Eまでの自己採
点を表にまとめて社内に掲示するの
ですが、所長の私が一番ダメという、
お恥ずかしい状態になっています。
そんな会社の健康状態を良くする
取り組みをしましょう、という「健
康経営」をご存知ですか？
「健康経営」とは、従業員等の健
康管理を経営的な視点で考え、戦略
的に実践することです。企業理念に
基づき、従業員等への健康投資を行
うことは、従業員の活力向上や生産
性の向上等の組織の活性化をもたら
し、結果的に業績向上や株価向上に

つながると期待されます。
（経済産業
省のサイトから引用／※健康経営は、
NPO法人健康経営研究会の登録商標
です。
）
そんな健康経営を推進するために、
特に優良な健康経営を実践している
法人を顕彰する制度として、
「健康経
営優良法人」という認定制度を日本
健康会議が行っています。新潟県で
も64社、燕市でも2社認定されていま
す（令和2年3月2日現在）
。今年度は燕
市からまた認定される会社があると
思いますので、楽しみです。
健康経営は社員の健康増進だけで
はなく、従業員へのブランディング効
果や、自社商品のイメージ向上、求職
者へのPRにもなるという、1つの行動
で4つ以上の効果が達成できる素晴ら
しい取り組みと私自身思っています。
燕の多くの会社で健康経営をはじめ
とする認定制度へ取り組みが広がり、
若者が安心して働ける地域と認識さ
れ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

（2021年1月120㌔・前回から
12㌔減／初回から15㌔減）

次回は「身近な法律相談」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1.66％
（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

3

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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