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「家賃支援給付金申請サポート会場」が
燕商工会議所に開設されました
家賃支援給付金とは？

必要書類

５月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続
を下支えするため、地代・家賃
（賃料）
の負担を軽減する給付金を支給します。

支給対象（①②③すべてを満たす事業者）
①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、
フリーランスを含む
個人事業者※
※医療法人、農業法人、NPO 法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅
広く対象。
②５月～12月の売上高について、
◦１ヵ月で前年同月比▲50％以上または、
◦連続する３ヵ月の合計で前年同期比▲30% 以上
③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っていること。

37.5万円以下
37.5万円超

申請方法
お問合せ

※ 申請にもちいる売上が減った期間が複数事業年度にまたがる場合は、そ
れぞれ比較する事業年度の確定申告書類を添付してください。
※ 確定申告書別表一の控えには、収受日付印の押印、または電子申告の
日時・受付番号が記載されていることをご確認ください。
※ e-Taxにて確定申告をおこなっている方は受信通知
（１枚）
を添付してくだ
さい。

申請にもちいる売上が減った月・期間の売
上台帳など

給付額
（月額）
支払賃料×2/3
50万円＋
［支払賃料の75万円の超過分×1/3］
※ただし、100万円
（月額）
が上限
支払賃料×2/3
25万円＋
［支払賃料の37.5万円の超過分×1/3］
※ただし、50万円
（月額）
が上限

賃貸借契約書の写し
※ 添付する契約書は、申請者ご自身の名義で契約されていること、2020年3月31日と申
請日の両方で有効なものであることが必要です。

直前3か月間の賃料の支払い実績を証明する書類
• 銀行通帳の支払い実績がわかる部分の写し
（３か月分）など
※ 該当する振込が分かるよう対象箇所に印をつけてください。

給付金の振り込みをする口座情報

• 銀行通帳の支払い実績がわかる部分の写し
（３か月分）
など
※ 該当する振込が分かるよう対象箇所に印をつけてください。
以下すべて

以下すべて

• 申請者本名義の口座通帳の表紙
• 申請者本名義の口座通帳をひらいた1·2ページの両方
本人確認書類の写し
•
•
•
•

以下のいずれか

運転免許証
（両面）
個人番号カード
（オモテのみ）
写真付きの住民基本台帳カード
（オモテのみ）
在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書
（両面）

上記の書類がない場合は、以下のいずれかの組み合わせでかわりとすることができます。

• 住民票の写しおよびパスポートの両方
• 住民票の写しおよび各種健康保険証の両方
誓約書

・ 自署の誓約書

・ 自署の誓約書

※ 代表者の方の自署が必要です。

※ 代表者の方の自署が必要です。

◦「家賃支援給付金 :トップ」で検索し、Webから手続きする方法。
（ブラウザ IEは対応していませんのでマイクロソフトエッ
ジやグーグルクロムなどで申請してください）
◦完全予約制となりますのでインターネッ
トで「家賃支援給付金」から「申請サポート会場」→燕市で検索し「燕商工会議
所」で予約をしてください。
（ご予約の際にはメールアドレスが必要です。
）
◦インターネッ
ト環境のない方は電話予約窓口
（9:00～18:00）
で予約してください。 電話番号0120－150－413
家賃支援給付金
ホームページ

燕商工会議所 0256－63－4116まで

世界の食品包装材料の法規制は、
欧
米のポジティブリスト
（PL）
制度を参考
に新たな段階に入っており、
日本も数年
の予備検討を経てPL制度の導入が決定
しました。そして、2018年6月13日に公
布された食品衛生法改正の中で、
国際
整合的な食品用器具・容器包装の衛生
規則の整備として、
食品用器具・容器包
装について、
安全性を評価した物質のみ

デリバリー・テイクアウト
承り中！

以下のいずれか

・ 経理ソフトから抽出した売上データ
・ 表計算ソフト
（エクセルなど）
で作成した売上のデータ
・ 手書きの売上台帳のコピー

・ 賃貸借契約書の契約書の写し

直前3か月間の賃料の支払い実績を証明する書類

誓約書

以下すべて

※ 2020年□ と明確に記載されていることをご確認ください。

以下のいずれか

食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度説明会

応援クーポン券

申請にもちいる売上が減った月・期間の売上台帳など

・ 経理ソフトから抽出した売上データ
・ 表計算ソフト
（エクセルなど）
で作成した売上のデータ
・ 手書きの売上台帳のコピー

給付金の振り込みをする口座情報

申請にもちいる売上が減った月・期間と比較する
2019年分の確定申告書類

※ 確定申告書別表一の控えには、収受日付印の押印、または電子申告の日時・受付番号が
記載されていることをご確認ください。
※ e-Taxにて確定申告をおこなっている方は受信通知
（１枚）
を添付してください。

以下のいずれか

・ 法人名義の口座通帳の表紙
（法人の代表者名義も可）
・ 法人名義の口座通帳をひらいた1 · 2 ページ の両方

人

• 2019年分の確定申告書第一表の控え(1枚）
• 月別売上の記入のある2019年分の所得税青色申告決算書の控
えがある方は、その控え (2枚）

・ 確定申告書別表一の控え
（１枚）
・ 法人事業概況説明書の控え
（両面）

※ 添付する契約書は、申請者ご自身の名義で契約されていること、2020
年3月31日と申謂日の両方で有効なものであることが必要です。

申請時の直近１ヵ月における支払賃料
（月額）
に基づき算定した給付額
（月額）
の
６倍

個人
事業者

以下すべて

・ 賃貸借契約書の契約書の写し

算定方法

75万円超

個

申請にもちいる売上が減った月・期間と
比較するすべての事業年度の確定申告書類

賃貸借契約書の写し

法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給。

法人

人

※ 2020年□ と明確に記載されていることをご確認ください。

給付額

支払賃料
（月額）
75万円以下

法

使用可能とするポジティブリスト制度が導入され
2020年6月1日から施行されました。
しかしながら、
ポ
ジティブリスト
（PL）
制度とは何か、
どういった書類
を作成すればよいのか、
どんな対応をすればよいの
か等の問い合わせが多く寄せられたことから、
日本
金属ハウスウェア工業組合では、7月29日に燕市文
化会館大ホールで食品衛生法改正による
「食品用
器具・容器包装のポジティブリスト制度説明会」
を
開催しました。

講師に塩ビ食品衛生協議会常務理事の石動正和
様をお迎えし、
「ポジティブリスト
（PL）
制度」
と2021
年6月1日から施行される、
「器具・容器包装製造事
業者の届け出制度」
についてご説明をいただきま
した。
当日は定員90名のところ104名と多くのご参加を
いただき、
皆様の関心の高さがうかがえました。
なお、
当日の資料等につきましては燕商工会議所
のホームページよりダウンロードが出来ますので、
ご覧ください。

「がんばろう燕！応援クーポン券」ご利用ください！
お弁当・オードブル承ります！

社会保険労務士

まつかわ事務所

お買い物は、Sカード加盟店で!!
Ｓカードで商店街のお得なイベントに参加しよう!!
加盟店地区別紹介③
仲 町大 万
TEL62－2197
仲 町 綿甚ふとん店 TEL63－3183
仲 町 江口紙店
TEL62－2111
仲 町 まぜや呉服店 TEL62－2715

東太田 ヤマトヤプリメ TEL63－7576
南 ㈱あさのや TEL62－3707
秋葉町 リフォームスタジオ田耕 TEL62－2711
秋葉町 ㈲白根屋
TEL62－2635
秋葉町 アルス美容室 TEL62－6209

燕市東太田6856番地
（燕商工会議所内）

（協）燕市商店連合会

Ｓカード事業部 TEL 63-4116

つばめ会議所ニュース

（2）第461号

マルフォルティー
角鍋

㈱ワクイ

2020/
7/28

ペダルBOX
チタン印鑑

天角

チタン印鑑

天丸

㈱Swing

チタン印鑑

マルフォルティー

ペダル BOX

消毒・除菌液用ディスペンサー
（ステンレススタンド付）

天丸

チタン印鑑

角鍋

天角

マスク美人

認定は月1回、委員会を開催して行っております。次回は8月31日（月)
です。認定ご希望の場合、2営業日前（8月27日（木）
）までに申請をお
願いします。詳しくはお問合せください。
【お問合せ先】燕商工会議所経営支援課 0256-63-4116

発 送 先
募 集 先
負 担 金
広 報 物
募集件数
募集締切

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）

の

ご案

されました。
議事終了後は、巻公共職業安定所落合直
樹所長より
「最近の雇用情勢およびコロナ
禍における厚生労働省支援策について」資
料に基づき具体的な説明がありました。

外国人のみなさんとの交流会
〜 International Gathering 〜

燕市には大勢の外国人の方々が住んでいます。市内の企業にお勤めの方、日
本の方と結婚された方、技術を習得するために研修している方、留学生として
学んでいる方など様々で、出身国は20か国以上になります。そんな燕市で暮
らす外国人同士や外国人と日本人が、交流を図ることで、お互いの理解を深め、
言葉や文化、習慣など、様々な情報を共有し合えたら、異国での生活の不安や
心理的負担などをもっと軽減することができるのではないかと思います。
今回の交流会はそのきっかけになればと思っております。是非ご興味のある
方はご参加ください。お待ちしております！

１
30

30

30

30

分

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？

相談

和2年3月卒業者）と10年前に比べ25.4％減
少しているものの就職者の割合はほぼ横ば
い状態である。また高卒者の求人倍率につ
いても新型コロナウイルス感染症拡大等
の影響から令和元年度4.33倍だった求人倍
率が2.09倍にまで低下しているとの解説で
した。
あらかじめ
その後の意見交換では、田野会頭より、 4116、燕商工
でご予約下
新型コロナウイルス感染症拡大により休校
が続き生徒たちは従来の就職活動が困難に
８
なっている。夏休みを使い積極的に会社訪
問を行うよう校長先生方から生徒たちに指 10 19
導していただきたいと要望。また、日本金属
ハウスウェア工業組合の峯島健一副理事長
からは、燕市には優良企業が沢山あるので
校長先生から進路指導の先生方に伝えてい
ただきたいと要望がありました。

分〜午後３時

募集！
！広告主を募集します！

産業カレンダーに同封する

0256-

午後１時

今年はコロナ禍の影響が売上に影響してい
るなど、企業に負担をかけないようにする
ことも審議されました。今後の予定として
は両会議所で審議された内容を踏まえ、９
月には発表できるようにしていきます。
永年勤続表彰については昨年同様のス
ケジュールで行っていくことを了承しま
した。

＝問い合

貿易取引相談

（藤田進委員
燕商工会議所労働委員会
長）では、７月17日萬会館燕店において委
員会を開催しました。
議題として2021年の産業カレンダーと永
年勤続表彰について審議しました。
産業カレンダーの休日日数について、昨
年は三条側と調整し107日としたこともあ
り、出来れば同じがいいのではないか、また

10

日本政策金融公庫国民生活事業１日相談会

燕商工会議所労働委員会を
開催しました

9
／

17
（木）

燕市役所市民

巻公共職業安定所管内
雇用協議会
定例総会
巻公共職業安定所管内雇用協議会
（中野
信男会長）は７月２７日、萬会館燕店で令
和２年度定例総会を開催。令和元年度事業
報告並びに収支決算、令和２年度事業計画
（案）並びに収支予算
（案）が原案どおり承認

行 政

毎月第１・３金曜日
午後 時 分〜午後４時 分

も説明されました。
燕市内の製造業を中心に約90名が説明会
を聴講し、
関心の高さがうかがえました。
現在新潟県は燕市内３か所でトリクロ
ロエチレンの濃度を計測しており、今年４
月～７月の平均濃度はいずれも高めになっ
ています。大気中濃度を低くするには地域
全体の取組が必要となります。ガイドライ
ンやチェック表が新潟県のHPからダウン
ロードできます。
「トリクロロエチレンの排出抑制に向け
た自主的取組ガイドライン」で検索すると
出てきます。
ぜひご活用ください。

0256-

日㈬
時〜午後３時

７月27日、燕三条地場産業振興センター
リサーチコア７階マルチメディアホールに
て、新潟県県民生活・環境部の主催でトリク
ロロエチレンガイドライン説明会が開催さ
れました。
このガイドラインは平成30年７月より新
潟県が
「トリクロロエチレン排出抑制検討
会」
を設置し、
議論を重ね令和２年３月に制
定されたものです。
ガイドラインでは、現状や関連する法令
のほか排出抑制の具体的な手法や濃度の測
り方などが解説されています。
また、説明会ではトリクロロエチレン排
出抑制に対する補助金や支援制度について

燕商工会議所
（ 田 野 隆 夫 会 頭 ）で は、燕
市、弥彦村、三条・燕・加茂地区高等学校長会
（会長 内田卓利 新潟県立三条高等学校校
長）
、巻公共職業安定所からの依頼により、
日本金属洋食器工業組合並びに日本金属ハ
ウスウェア工業組合と合同で７月１５日、
萬会館を会場に求人要請訪問に対応しま
した。
求人要請訪問では、加茂農林高等学校の
椎谷一幸校長より要請文が各団体に渡さ
れ、その後、巻公共職業安定所の落合直樹所
長より巻公共職業安定所管内の求人状況や
高卒者の状況について解説していただきま
した。
内容としては、新型コロナウイルス感染
症拡大により一般有効求人倍率が0.88倍
（令和2年5月）に。高校生の進路状況では人
口減少の中、卒業者数については752人
（令

＝問い合

燕市役所市

月
午前

トリクロロエチレン
排出抑制ガイドライン
説明会

新規高等学校
卒業予定者に係る
求人要請訪問

2 1
92
・
16
・
23
・
30

13 ・ ・

時〜正午

クイックワン笛吹き
ケトル 2.5ℓ

9
／

燕市役所会議室101

㈱ツバメ教材製作所

9
／

午前

マスク美人

員会の了承を得ました。
また、
本大会を例年通り二回の開催とし、
参加者の定員数は、新型コロナウイルスの
影響による各行政機関の指針を参考にし、
前半100名、後半100名、合計200名を募集す
るとしました。定員数を超えて申込があっ
た場合は
「抽選会」を開き、参加者を定員数
まで絞り込むとしました。
アトラクションのゲストについては、新
型コロナウイルスの感染を未然に防ぐた
め、首都圏等から招かず、県内在住者を軸に
選定することとしました。
次 回 委 員 会 で は、本 会 開 催 の 最 終 決 定
をし、会頭に委員会の意向を伝えるとしま
した。

30

分まで

消毒・除菌液用ディスペンサー（ステンレススタンド付） ㈱慎研工業

燕商工会議所会員拡大サービス委員会
（吉塚道夫委員長）は、７月20日に第１回会
員拡大サービス委員会を開催しました。
吉塚委員長は、
冒頭のあいさつで
「新型コ
ロナウイルスの影響で、イベントや会議等
の多くが中止または延期されるところでは
あるが、田野会頭の本年度第16回会員大会
開催の意向を受けて、開催を前提に審議を
お願いする。本日は、骨格並びに重要事項に
ついて決定する。委員の皆さんには忌憚の
ない意見をお願いしたい」
と述べました。
議題では、
最初に
「開催日については正副
会頭会議で11月15日
（日）に決定している。
会場については燕三条ワシントンホテルに
仮予約をしている」
と事務局より報告し、
委

毎週水曜日・午後７時

認定日

㈲竹井器物製作所

日曜窓口

企業名

2.5ℓ

30

分〜正午まで

商品名

クイックワン笛吹きケトル

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
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
のPR等にお役立て下さい。
（2020/7/28認定）

令和２年度 第１回
会員拡大サービス
委員会開催

※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８月15日発行

※新型コロナウイルスの感染拡大により、中止する場合があります。

日
時：令和２年９月５日（土） 12：00 ～ 13：30
場
所：燕市民交流センター ３階多目的ホール
定
員：30名
対 象 者：燕市に在住・在勤・在学の外国人、外国人と交流したい方
参 加 費：500円
内
容：外国人向け生活に関するミニ講座＆交流会（軽食付き）
申込方法：
８月31日（月）までに電話かFAXにてお申込み下さい。
問合せ／申込先

◇燕市国際交流協会

TEL 0256-63-4116

FAX 0256-63-8705

※申込時には、①名前、②住所、③電話番号、④出身国、⑤勤務先、
⑥食べられないものを伝えてください。

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８月15日発行

市
からのお 知らせ

窓口延長

0

8
／

19
・
26

つばめ輝く女性表彰
2020候補者を 募集
あらゆる場面で女性が活躍できるような社会の実現を目指し
て、燕市では「つばめ輝く女性表彰 2020」を実施します。
様々な分野で挑戦し、輝いている女性個人や女性の活躍推進
に積極的に取り組む事業所・団体を募集します。

9

合わせ＝

市民課窓口係

■表彰対象

〜 月

8

-77-8125

（直通）

相 談

月はありません。

8

）

0

合わせ＝

民課市民生活係

つばめ輝く
女性賞

燕市在住もしくは市内で事業所や地域などさまざ
まな分野で挑戦し、活躍している女性で、輝く女性
の身近なモデルになる女性。1名程度。

つばめ輝く
女性応援賞

女性が活躍しやすい環境づくりに積極的に取り組
む燕市内の事業所、団体。1事業所（団体）程度。

第461号（3）

国民健康保険税減免（新型コロナウイルス感染症関係）

簡易判定フローチャート

ここから

国民健康保険税の納付が困難
はい

新型コロナウイルス感染症が原因で
主たる生計維持者の収入が減少した
いいえ

はい

新型コロナウイルス感染症により
主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った
いいえ

はい

主たる生計維持者の
以下のいずれかの収入が前年に比べて30%以上減少した
【事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入】
いいえ

はい

主たる生計維持者の前年の所得の合計額が1,000万円以下
いいえ

はい

上記収入以外の
主たる生計維持者の前年の所得の合計額が400万円以下

■応募方法（自薦・他薦は問いません）
推薦書（自薦の場合は応募用紙）を電子メールまたは郵送で提出してください。用
紙は、燕市のホームページからダウンロードできるほか、燕市役所・燕商工会議
所・吉田商工会・分水商工会・農協などの窓口にも用意してあります。
■応募期間 8月3日（月）～9月30日（水）まで
■お問い合わせ・提出先
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地 燕市企画財政部地域振興課地域振興係
☎ 0256・77・8361(直通) ／電子メール chiiki@city.tsubame.lg.jp

いいえ

はい

減免 非該当

減免 該当（全部もしくは一部）

保険税の減免を受けるには、申請が必要です。
※詳細については、下記へお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

燕市役所 税務課 市民税2係（2階6番窓口）
電話：0256-77-8144（直通）

-77-8107

（直通）

30

30

■お問い合わせ
〒959-0295 新潟県燕市吉田西太田1934番地

燕市企画財政部地域振興課地域振興係

☎0256-77-8361（直通）
電子メール chiiki@city.tsubame.lg.jp

日㈭

0

事業承継
事業

●問合せ 燕市役所 市民課 窓口係  TEL 0256-77-8339

緊急告知

令和２年度
燕商工会議所 第１２回会頭杯ゴルフ大会

『開催中止』

令和２年９月22日（火）に開催を延期しておりました本大会を、
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、会員事業所の皆様の健
康と安全を第一に考え、また、大会趣旨の達成が困難なため、開催
を「中止」いたします。
お楽しみ頂いておりました会員事業所の皆様には、大変ご迷惑
をお掛けいたしますことをお詫びを申し上げます。
商工会議所会員相互の交流の機会として、また商
工会議所の活動や役割を地域の皆さまから理解し
て頂くきっかけづくりとして開催するものです。
燕商工会議所
TEL

総務課

0256-63-4116

「3 級簿記講座」開催中止のお知らせ
水 19：00～21：00 定員50名
8月19日●

▶プレセミナー創業の基礎を学ぶ
土
月5日●
1 9
▶ビジネスをはじめる前に

第

回

土
月12日●
2 9
▶ビジネスモデルを作ろう

第

回

土
月3日●
3 10
▶会計が事業を強くする

第

回

土
月24日●
4 10
▶経営とブランディングは繋がる

第

回

土
月14日●
5 11
▶特別講座

第

回

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

便利な出張申請受付をご利用下さい！

お問い合せ

社会保険労務士・
働き方改革ほか無料相談会

８月
27

※本冊子は、女性の活躍創造プロジェクトチーム「活働☆つばめこまち応
援隊」と協働で企画・製作しました。

▲

企業や地域団体などの会場に市職員が出張して申請受付を一括して行います（10 人以
上の申請希望者が見込まれる場合）
。
⃝対象：市内に事業所を置く企業、市内の地域団体（自治会、まちづくり協議会）など
※受付できるのは燕市民のみです。
⃝申込：電子メールまたはファックス、電話にて。
電子メール：shimin@city.tsubame.lg.jp
市ホーム
ファックス：0256-77-8106
ページ

大会趣旨

日㈫
時 分〜午後４時

１ 25

知的産業財産権窓口相談日

月
午後
８

燕市は、市内企業5社にインタビューを行い、
各社の取り組みをまとめた『燕にもこんな会
社があったのか！？』を発行しました。経営
者が強い想いを持って、従業員の働く環境に
ついて様々な工夫や取り組みを行っている５
社を紹介し、多くの企業のヒントとなる内容
となっています。燕市公式ウェブサイトでデー
タ版を公開中ですので、ぜひご一読ください。
また、付録のポスターに自社の働き方のモッ
トーを書き込んで、社内や就職説明会等で掲
示してください。Instagram
（インスタグラム）
や燕市公式ウェブサイトと連動した取り組み
も実施しています。
【URL】http://www.city.tsubame.niigata.jp/participate/008001122.html

マイナンバーカード

主催：協栄信用組合／共催：燕市・燕商工会議所・日本政策金融公庫／協力：ハート 美人

マイナンバーＰＲキャラクター

１ 20

法律相談日

８

日㈭
時 分〜午後４時

0

月
午後

め、
電話
（63－
工会議所）
下さい。

会社で申請！会社で受け取り！

マイナちゃん

市内企業 5 社の取組をまとめた
談会 『燕にもこんな会社があったのか！？』
の
を発行しました
案内

毎年開催している3級簿記講座は、新型コロナウィルス感染防止
のため今年度は中止いたします。

「燕青空即売会」開催中止のお知らせ
10月4日（日）に、つばめ物流センターで開催を予定しておりま
した「燕青空即売会」は、新型コロナウィルス感染症拡大が続いて
いることから、お客様と出店者等関係者の健康と安全を最優先に
考え、今年度の開催を中止いたします。
周知等にご協力いただければ幸いです。
お問い合せ

燕青空即売会事務局（協同組合つばめ物流センター内）
TEL

0256-63-7660

つばめ会議所ニュース

（4）第461号

青年部だより
会員数113名（8月1日現在）
燕商工会議所青年部（藤
原康博会長）では、7月8日
に燕市に大型扇風機41台と
非接触型体温計50台を寄付
し ま し た。5月16日・17日
に燕商工会議所の駐車場に
おいてドライブスルー方式
でマスクを販売。その際の
収益が燕市の子供たちの

大型扇風機と非接触型体温計 青年部は会員を
募集しています！
を寄付しました！
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！

ためにすぐに役立つよう
に、扇風機と非接触型体温
計の寄付としました。新型
コロナウイルス感染症と熱
中症対策を目的に、市内小
中学校20校に対して届けま
した。

会議所の動き

ミシュランガイド新潟2020特別版

MICHELIN

STAR REVELATION

NIIGATA
2020

令和２年８月15日発行

ミシュランプレートを
会員事業所3店が受賞

8月

７月17日、
日本ミシュランタイヤより
「ミシュランガイド新潟2020特
別版」
が発売され、
ミシュランの基準を満たした料理
「ミシュランプレー
ト」
に、
杭州飯店、
酒麺亭 潤 本店、
ビストロナオミが選ばれました。

杭州飯店

9月

（8月中旬〜 9月）

18日 ㈫

にいがた県央金型協同組合理事会

20日 ㈭

法律相談会

25日 ㈫

知的産業財産権相談会

27日 ㈭

働き方改革無料窓口相談会

31日 ㈪

メイドインツバメ認定委員会

5日 ㈯

燕市国際交流協会  外国人交流会

8日 ㈫

工業部会

正副部会長会議

MICHELIN

住 PLATE 所 燕市燕49-4
電話番号 0256-64-3770
営業時間 11時～14時30分、
17時～20時
（土・日曜は11時～20時）
※売り切れ次第終了
定 休 日 月曜
（祝日の場合は翌
日）
、月１回月・火曜連休
駐 車 場 50台

No.46

＜不動産に関する法律問題③＞
１ 前回は、
「不動産に関する法律問
題」のお話の第２回目として、
「賃
借人の原状回復義務」についてお
話をしました。
今回は、
「不動産に関する法律問
題」の第３回目として、
「賃貸借契
約における保証人の責任」のお話
をしたいと思います。
２ 賃貸借契約における保証人の責任
（１）Aさんは、友人 Bさんから、
「家
賃５万円のアパート１室を賃借
することになったので、保証人
になってほしい。
」と頼まれたこ
とから、
「借金の保証人になるの
は嫌だけど、アパートを借りる
ための保証人だったら、なって
あげてもいいかな。家賃もそん
なに高額ではないから、保証人
といっても、大きな責任を負う
こともないだろう。
」と考え、１
年前に、保証人を引き受けてい
ました。
A さんは、保証人として、ど
のような責任を負う可能性があ
るのでしょうか。
（２）A さんが負う可能性のある責
任の内容は、
「契約で定められた

酒麺亭 潤 本店
MICHELIN

住 PLATE 所 燕市小牧464-12
電話番号 0256-66-3685
営業時間 11時～15時 / 17時～
23時
（平日）
11時～23時
（土日祝）
（LO/22:45）
定 休 日 火曜日
（祝日の場合は翌日）
駐 車 場 37台

BISTRO NAOMI
(ビストロナオミ)

MICHELIN
PLATE

住

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。

所 燕市吉田堤町3-1 ２F

電話番号 0256-92-2234
営業時間 11時30分～13時30分

LO、17時30分～22時

定 休 日 月・火曜
駐 車 場 10台

内容」
ということになりますが、
「賃
貸借契約から生じる賃借人の一
切の債務を負担する」などと定
められていることが通常でした。
そのため、A さんは、B さんに
賃料の滞納があれば滞納賃料を
支払う、B さんが故意等で発生
させた部屋の汚損等があればそ
の修繕費（原状回復費用）を支
払う、といったように、広い範
囲にわたって責任を負う可能性
があり、高額な負担になること
も考えられます。その場合、A
さんは、当初想定していた以上
の責任を負うことになり、酷な
結果であるともいえます。
そこで、個人である保証人の責
任が過度にならないようなルー
ルが民法改正により導入され、
2020年４月１日以降に締結され
る契約では、保証人が支払いの
責任を負う金額の上限（極度額）
を定めなければ、保証契約は無
効とされるようになりました。
平山勝也法律事務所
弁護士

平山

勝也

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。

●ネット注文のデータを効率よく取り込みたい
●前任者が作ったAccessを修正したい

あらゆる事業資金をバックアップします

●Excelで毎回同じ手作業を自動化したい
などなど

先着5社は無料で作成します

IT経験豊富な代表者の土田均が対応いたします。
ただしモニターになっていただくには、PR動画のお客様の
声として参加いただけることが条件となります。

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

■お問合せは電話かメールで

ITサポーター

Tsuchida

電 話: 090-1777-6257
メール: support@its-tsuchida.com

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

９

月 日（火）折込みです。

ITでお困りの企業はチャンスです

日本政策金融公庫からのお知らせ

★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

モニター募集

15

