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燕三条トレードショウ2021
【出展社を募集します！】

今年度のトレードショウは、従来の「対面形式」の展示会に加え、WEB 上で商品閲覧・
商談ができる「オンライン形式」での展示会も同時に開催いたします。
JETRO 新潟の協力のもと10か国以上の海外バイヤーによるオンライン参加や、コ
ロナ禍でも人気の高いアウトドア商品の特別展示を実施予定です。是非とも本展示会を
ご活用ください。

従来の展示会

オンライン展示会

地場産業振興センター
9月16日
（木）
〜17日
（金）
アウトドア関連商品を一堂に集め
た特別展示コーナーを設置予定
です。キャンプはもちろん日常で
も使えるアウトドアグッズをご紹
介ください。

燕商工会議所
参与会開催

8月上旬にサイト開設
10月末までオープン予定

国内バイヤー向け

トレードショウHPに、企
業情報や商品情報、
カタ
ログなどを掲載します。

海外バイヤー向け

JETRO の サ イトで ある
ディスカバリー新潟に掲載
します。
（任意・翻訳無料）

200メートルいちび開催中止のお知らせ
この度、昨今の「新型コロナウイルス」による影響を鑑みまして、お客様、出店者
様、スタッフ関係者の安全を考慮した上で、毎年８月に予定しておりました「200メー
トルいちび」を中止させていただくこととなりました。
毎年楽しみにされていた皆様、出店をしていただいております皆様、ご協力をいた
だいている各団体関係者の皆様、スタッフ関係者の皆様には大変ご迷惑をおかけして
申し訳ございません。
来年「新型コロナウイルス」が収束しましたら、
「200メートルいちび」を開催する
所存です。

200メートルいちび実行委員会

実行委員長 遠藤重樹



飛燕夏まつり中止のお知らせ
本年の飛燕夏まつりは、新型コロナウイルス感染症の全国的な感染拡大や緊急事
態宣言の再発出を受け、感染症の拡大防止を第一に考え、今年度に予定していた飛
燕夏まつりの行事を中止いたします。
まつりの開催を楽しみにされていた市民の皆様をはじめ、ご協賛企業・団体の皆様
の想いに沿うことができず、誠に心苦しい限りですが、何よりも皆様の健康と安全を
最優先に考えての苦渋の決断であり、ご理解をいただきたいと存じます。
なお、令和４年度につきましては、新型コロナウイルス感染症ワクチン接種により感
染が終息へ向かい、新たな生活様式による３密対策等が十分行えるものと判断できれ
ば実施したいと考えておりますので、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。

飛燕夏まつり協賛会

燕商工会議所参与会（笠原吉一代表参与） るウィズコロナ」
、②「アフターコロナを見
は5月26日、萬会館燕店を会場に参与会を開
据えた地域社会の DX 推進」
（市民サービス
催しました。
のデジタル化、企業 DX 推進）
、③「
『ピンチ
今回の参与会では鈴木力燕市長を講師にお
をチャンスに』新たな地方創生で地域活性化」
迎えし「燕市の産業振興策」についてご講演 （イノベーション創出・移住定住促進、新た
をいただきました。コロナ禍で極めて厳しい
な企業誘致・産業の活性化、空き家対策・ま
状況に直面している中であるからこそ、難局
ちなか活性化、人を惹きつける新たな魅力づ
を変革の機会と前向きに捉えた積極的予算と
くり）の3つの施策を重点的に実施していき
して、感染症対策を継続しつつ、第2次燕市
たいとしました。
総合計画に掲げる「3つの人口増戦略」を柱
詳しい内容については広報つばめの4月1
に、①「フェニックス 11＋の継続で乗り切
日号をご覧いただきたいと思います。

ネットで 注文、おうちで受取り

mail tomo@na-consulting.jp

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
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300円引き

商品合計金額が 2,000円（税込）以上のお買いものに使える！

配送料

税込

330円

クーポンコード：hsa4kpgn

ご 注 文 期 間
ご利用可能期間

ク ーポン

2021年 5月14日（金）15時 ～ 6月30日
（水）13時まで
2021年 5月15日（土）～ 6月30日（水）配送分まで

※このクーポンはイオン県央店ネットスーパーでのご注文配送分のみ有効となります。
※期間中4回ご利用いただけます。※複数回同じクーポンが配信されましても、ご利用は期間中4回までとなります。
※配送料がクーポンの値引額を下回っている場合には、配送料金分の割引となります。
※ご注文の確認・変更画面のクーポンコード入力欄に入力ください。
※お電話でご注文をキャンセルされますと、クーポンは使用済み扱いとなります。
※ご注文締め時間前までにお客さまご自身で、Web上より、
ご注文キャンセルされた場合は、
クーポンは未使用扱いとなります。

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②
ヤマトヤプリメ TEL63－7576 仲 町 大万
秋葉町 リフォームスタジオ田耕 TEL62－2711 仲 町 綿甚ふとん店
秋葉町 ㈲白根屋
TEL62－2635 仲 町 江口紙店
秋葉町 アルス美容室 TEL62－6209 仲 町 まぜや呉服店
東太田

燕市東太田6856番地
（燕商工会議所内）

365日24時間いつでも注文。イオンの担当店舗からお届けします。
期

正

→ 全体で前年に比べ0.4％の減少

お買い物は、Sカード加盟店で!!

イオンネットスーパー

新規

TEL 0256-64-5288

誤

概要 全体で前年に比べ0.4％の増加

！
入会金・年会費 無料

NA＆HRコンサルティング社会保険労務士法人

（旧新潟安全研究所）

5月15日発行の会議所ニュースで「経営実績状況報告書」の中に誤りがありました。

会員さま募集中！

【お問い合わせ・ご相談】

隆夫

お詫び申し上げるとともに訂正させていただきます。

県央店からのお知らせ

「新たに機械を購入したい」｠｠「 職場環境を良くしたい！」

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

会長 田野



こちらの
QRコードから
ご 利 用 方 法を
ご確認ください。

（協）燕市商店連合会

TEL62－2197
TEL62－2491
TEL62－2111
TEL62－2715

Ｓカード事業部 TEL 63-4116

つばめ会議所ニュース

（2）第471号

タングスクレーパー

燕器工㈱

輝シリーズ

㈱タマハシ

ぐいのみ
（大）

認定日

コーヒードリップポット
ビアタンブラーシリーズ

㈱シモリュウ

アイスペールシリーズ

2021/
5/26

チアーズシリーズ
アイチテクノメタル
フカウミ㈱

ドアオープナー（丑）
輝シリーズ
ぐいのみ（大）

ビアタンブラー
シリーズ

チアーズ
シリーズ

タング
スクレーパー

ドアオープナー（牛） ドアオープナー（丑）

アイスペール
シリーズ

コーヒー
ドリップポット

認定は月1回、委員会を開催して行っております。次回は6月23日
（水)です。認定ご希望の場合、2営業日前（6月21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

21

取組項目

地域区分

相談

の

ご案

あらかじめ
4116、燕商工
でご予約下

10 23

全国と比較して全体的に低い IT 投資の状況が確認される
⃝本調査は経済産業省「平成 29 年情報処理実態調査」をもとに実施

30

貿易取引相談

毎月第１・３金曜日
午後１時 分〜午後４時

新型コロナウイルス感染症対策
健康経営セミナー開催

日本政策金融公庫国民生活事業１日相談会

6

日㈬
時〜午後３時

A. 新潟県
新規立ち上げ
（新サービス・新製品 B. 全国
の開発・販売等）
C. 差分
（A-B）
A. 新潟県
業務プロセスや
B. 全国
ビジネスモデルの
刷新
C. 差分
（A-B）
A. 新潟県
既存のサービス・
製品の売上・販売の B. 全国
拡大
C. 差分
（A-B）
A. 新潟県
顧客満足度 の 向上
B. 全国
や新規顧客の開拓
C. 差分
（A-B）
A. 新潟県
従業員満足度の
B. 全国
向上や職場の
活性化
C. 差分
（A-B）
A. 新潟県
既存の業務の
効率化やコスト削減 B. 全国
の推進
C. 差分
（A-B）
A. 新潟県
既存業務の管理
B. 全国
（会計・人事・生産 等）
C. 差分
（A-B）

IT 投資の
実施状況
14%
21%
-7%
14%
28%
-14%
19%
24%
-5%
14%
22%
-8%
14%
20%
-6%
48%
60%
-12%
60%
53%
+7%

月
午前

サイバーセキュリティ
対策セミナー開催

分類

DX

ら昨年の職業紹介状況をはじめ求人
申込み手続き等の注意点と公正な採
用選考について説明がありました。
第二部の企業と学校との名刺交換
会では、企業74社、学校19校・36名
の先生方の参加があり、企業担当者
が各学校全てのブースを導線にそっ
て巡回し、名刺交換に加え各企業の
情報を学校担当者へ提供していくと
いう形式で行われました。

新潟県の現状：IT 投資状況の全国と新潟県の比較
IT 投資の実施状況

広義の

巻公共職業安定所管内雇用協議会
（中野信男会長）では、ハローワー
ク巻との共催、燕市の協力により５
月14日、燕市吉田産業会館を会場に
「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」を三密に配慮し
開催しました。
第一部の説明会では、企業84社が
参加し、ハローワーク巻の担当官か

7

14

から段階的な導入を推奨しています。
28
導入にあたっては「システム・機器
＝問い合
の導入支援」
「DX 化のための技術 燕市役所市
0256相談」等を事業案とし今後展開予定
です。
行 政
燕商工会議所としても、会員の皆
6
様への経営支援として DX 化に対す
る情報、知識を蓄え、DX 化の為の
相談窓口として、
「DX 化の情報提
供・成功事例紹介」
「専門家への橋
渡し」や「適切な補助金紹介」
「資
金調達まで含めたアドバイス」など
を積極的に行っていきたいと考えて
＝問い合
燕市役所市民
おり、今回の研修会はそのための足
0256掛かりとなる研修会でした。

DX

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

燕商工会議所では、５月19日に新
潟県産業労働部に講師としてお越し
いただき、
「県内産業デジタル化構
想策定事業」について職員研修会を
実施しました。
兼ねてより少子高齢化による労働
人口減少や、昨今の新型コロナウイ
ルスの影響を受けて、全国的に DX
（デジタルトランスフォーメーション）
の必要性が高まっています。
DX とは「企業がテクノロジー（IT）
を利用して事業の業績や対象範囲を
根底から変化させる」という意味を
もっています。
一方で企業での DX の浸透は未だ
低く、経済産業省の調査では「新潟
県は全国平均と比較して浸透率が低
い」という結果が報告されています。
新潟県による県内企業へのアン
ケート結果では、
「人材不足を補う
ために DX 化を推進したい」
、
「DX
を推進するための人材育成を行いた
い」
、
「DX をもっと理解したい、成
功事例を知りたい」といった意見が
多 く、 一 方 で「DX に 対 す る 認 知、
意識が不足している」
、
「何から DX
に取り組めばいいかわからない」
、
「DX に取り組んだが成果が出てい
ない」といった意見もみられました。
新潟県では、
「金属加工業」
「繊維
業」
「飲食業」
「建設業」
「卸・小売
業」
「飲食・宿泊・その他サービス
業」の各業界について、それぞれ産
業別 DX 推進戦略を展開し、特に取
り組みやすいツール導入から DX 化
をスタートする「スモールスタート」

狭義の

【お問合せ先】燕商工会議所経営支援課

11

7

月はありません。

ドアオープナー（牛）

7

／ ・ ・ ・

企業名

30

／

商品名

毎週水曜日・午後７時 分まで

（2021/5/26認定）

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、
燕製品のPR等にお役立て下さい。

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。

毎月第２日曜日・午前８時

職員研修（DX化について）

※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6月15日発行

分

30

3

時

30

分

社会保険労務士

まつかわ事務所

30

分〜午後

部、燕警察署の担当者2名から警察
に寄せられた事例や営業秘密侵害事
犯といった自社の営業秘密を守るた
めの対処法についてクイズ形式で話
をしていただきました。続いて第2
部「情報セキュリティ対策」では、
（株）IT スクエアの佐野様より、サ
イバー攻撃に対するセキュリティ対
策の必要性とポイントについてお話
いただきました。

⑥夫婦仲を良くするなど異性に関心
を持つ、⑦適度に運動する、⑧興味
を持つ、⑨腹を割って話す友達を持
つ、⑩ヨーグルト、納豆などの発酵
食品やキノコをよく食べるようにと
話されました。
また、講演終了後、燕市の羽入田
様より「働きざかり世代のためのこ
ころの健康づくり」
、
「燕市こころの
健康スワロー運動推薦宣言団体募
集」について PR をしていただきま
した。

午後１時

現在、新型コロナウイルス感染症
の影響により、ネット販売やオンラ
イン会議等のインターネット活用が
進んでいます。便利である反面、情
報漏洩やサイバー攻撃等に十分注意
する必要があります。当所ではセ
キュリティ意識の向上と知識の習得
を図るために、5月28日3階ホールに
てセミナーを開催しました。
セミナーでは、第1部「サイバー
犯罪の実態」と題して新潟県警察本

燕商工会議所では５月18日に萬会
館を会場に健康経営セミナーを開催
しました。
講師は（一社）新潟県労働衛生医
学協会の大西金吾専務理事で「コロ
ナに負けない身体をつくる～免疫力
アップとストレスとの上手な付き合
い方～」をテーマにご講演をいただ
きました。
講演では、長寿の習慣として、①
よく歩く、②ゲラゲラ笑う、③夜更
かししない、④細かいことは気にし
ない、⑤何でも、ほどよく食べる、

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6月15日発行

市
からのお 知らせ

窓口延長

0

／ ・ ・

6

6

30

7

〜

16

月

23

合わせ＝

市民課窓口係

-77-8125

（直通）

相 談

6

合わせ＝

民課市民生活係

-77-8107

（直通）

燕市立小・中学校の
発展を願う市民の会
理事会開催
燕市立小・中学校の発展を願う市
民の会（細川哲夫会長）は、５月
13 日、燕商工会議所３階ホールを
会場に理事会を開催しました。燕市
立小・中学校の発展を願う市民の会
は地域教育の発展を願い、産業界と
市民の代表等から組織し、市内の
小・中学校の学力向上のための支援
を行っています。主な事業として、
燕市教育委員会及び関係者との懇談
会、新任学校長への学校訪問、燕市

オンラインセミナー

ソサイエティ5.0とは

～日本が目指すべき新しい社会の姿～

への陳情、Good Job つばめ推進事
業実行委員会への参画等を行ってい
ます。理事会では、事業報告・決算
報告の承認、事業計画（案）
・収支
予算（案）が承認されました。現在、
市民の会は125名の法人・個人会員
により構成されており、皆様への参
加を呼びかけています。
子どもたちの教育に関心のある方
はぜひとも事務局（TEL：63-4116）
へお問い合わせください。

日本金属ハウスウェア工業組合
第57回通常総会開催

案内

30

25

30

月
日㈭

24

社会保険労務士・
働き方改革ほか無料相談会

6

ンピック開催によるインバウンド効
果を期待していましたが、新型コロ
ナウイルス感染症により飲食関係が
多大な影響を受けてしまいました。
燕産地への影響も大きく組合員の皆
様も大変ご苦労された年だったと思
います。今後、ワクチンの接種が進
んでいけば経済活動も良い意味で影
響が出てくると思います。また、皆
様のご意見を国へ挙げていきますの
でどんどん組合の方にご意見をくだ
さい。
」と挨拶しました。
今年度が役員改選にあたり、池田
理事長、峯島副理事長、竹越副理事
長の3名が再任されました。

『商工会議所福祉制度キャンペーン』実施のお知らせ
知的産業財産権窓口相談日

6

法律相談日

17

月 日㈮
午後１時 分〜午後４時

0

月 日㈭
午後１時 分〜午後４時

め、
電話
（63－
工会議所）
下さい。

日本金属ハウスウェア工業組合
（池田弘理事長）は、5月27日に第57
回通常総会を萬会館燕店で開催し、
令和2年度事業報告・収支決算、令
和3年度事業計画、収支予算等につ
いて原案通り承認、可決しました。
燕市のふるさと納税事業が好調で令
和2年度は49億円となり50億円に迫
る勢いで、当組合の事業規模は2億
円を超すものとなりました。
また、令和2年度は昨年度に引き
続き燕市へ200万円の寄付とともに
市内の小中学校へ調理器具（総数
1,360点）を寄贈しました。
池田理事長は「昨年度は東京オリ

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

まなご

ひろし

講

師

真子

日

時

令和３年

会

場

〇サテライト会場
〇オンライン

博氏

〇サテライト会場
〇オンライン

催

社会公共コンサルティング部

燕商工会議所3階ホール
各事業所等

無料／非会員1,000円

会員

定

員

情報通信総合研究所
上級コンサルタント

６月２４日 ( 木 )１３:３０～１５:００

受 講 料

申込方法

談会

6

「ソサイエティ5.0」
は
「第５期科学技術基本計画」の中で提唱された日本が
目指すべき新しい社会の姿です。中小企業同士をネットワーク化することによっ
て無数の中小企業の工場があたかもひとつの工場のように稼働できる等、こ
れから日本が世界に負けない競争力を身につけるために必要な
「新しい社会」
の在り方です。
これから広がる5G（高速通信技術）によって、DX（IoT、AI の活用）はどん
どん加速することが予想されます。それは大手企業に限ったことではなく、中
小企業の環境も大きく変えていきます。ぜひご聴講ください。

主

の

第471号（3）

20名（定員になり次第締め切り）
20名（定員になり次第締め切り）

６月１７日
（木）
までに ＦＡＸ 又は メール でお申込みください。
e-mail 【workshop@tsubame-cci.or.jp】
※オンライン受講をご希望される方は必ず一人１つのメールアドレス
をご記入ください。

燕商工会議所産業経済委員会

本件担当 経営支援課 小柳 / 山口 / 伊藤
TEL 0256
（63）
4116

東京商工会議所６検定が
インターネット経由での試験に変わります
東商検定は新型コロナウイルス感染拡大防止、自然災害による検定試験の
中止のリスクに備える、受験機会の制約をなくすという３つの観点から、インター
ネットで受験できる東商検定 IBT 試験※に一新されます。今後は、業務の都合
や学習の到達度に合わせた受験が可能となるため社内研修など、様々な場面
でご活用いただけます。

※ IBT 試験：インターネット経由で施行できる試験（Internet Based Testing）

仕事に活かせる
カラーコーディネーション力
合否を学生の成績＋教師の
評価基準に活用（専門学校）

ビジネスの共通言語
簿記と英語を一緒に学ぶ
スコアを英文会計習得度の
目安として活用（製造業）

お問合せ

コンプライアンス強化に
直結するビジネスの現場に
即した法律知識
合格を社内の昇格要件と
している（鉄鋼商社）

持続可能な社会の
実現のために不可欠な
環境問題の基礎知識

SDGs の取組み推進に向けて、
全社員に受験推奨（建設業）

福祉×建築×医療で
提案力を磨く

福祉住環境コーディネーターの
称号は業務上有用（専門商社）

管理職に必須の
マネジメントの基礎

合格をライン管理職登用の
必須要件としている（流通業）

東京商工会議所 検定センター
☎ 03-3989-0777

（土日・祝休日・年末年始を除く10:00～18:00）

アクサ生命は商工会議所と協力して健康経営を推進しています。

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

～さらなる企業の発展のために～

健康経営に取り組みませんか？
健 康 経 営は 、アクサ 生 命 がサポートします！

お問合せ先

燕営業所

☎ 0256-63-4969

※
「健康経営」
はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。 AXA-A2-2020-0077／847 2020.03.10

つばめ会議所ニュース

（4）第471号

青年部だより
会員数113名（6月1日現在）
燕商工会議所青年部（鈴
木康仁会長）では、5月13
日に令和3年度第一回定時
総会を開催しました。鈴木
会長は「新型コロナウイル
ス感染症の拡大が続いてお
りますので、感染対策を万
全に活動していきましょ
う」と挨拶しました。総会

青年部は会員を
募集しています！

第一回定時総会を
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！

では令和2年度事業報告書
及び収支決算書について、
藤原常任理事より説明さ
れ、承認されました。
来賓には燕市 鈴木市長
と、燕商工会議所 田野会
頭をお招きし、例年にも増
して格式ある会となりま
した。

会議所の動き

新入会員紹介
小さな花屋 Tette

令和3年6月15日発行

6月

仕入れてきた生花を店内の
天井から吊るしてドライフラ
ワーを作るところから行って
いる、ドライフラワー専門店
です。
ドライとは思えないほど鮮
やかな色のお花も揃えている
ので、贈り物などにもぴったり
です。
店 頭 販 売 は も ち ろ ん、オ ー
ダーも承っています。
大人の方も子どもさんも気軽に立ち寄って、
ほっとひと息ついて頂けるお店づくりを心がけて
います＊
所 在 地 〒959-1257
新潟県燕市宮町6-5
連 絡 先 080-1522-8208
営業時間

12:00~18:00

定 休 日 水曜日 ( 不定休あり )

ベースライン

レギュラー古着をメインにインポー
トから国内ブランドを扱うセレクト
ショップです。
特にトレンドに左右されないアメカ
ジアイテムはアメリカ本国で1点1点買
い付けています。
アメカジ、インポート、国内ブランド
を上手くミックスして洋服を楽しく着
ていただけるようお客様にあったスタ
イルを一緒に考えご提案します。
喫茶併設の店舗なので飲食をしなが
らゆっくりとお買い物をお楽しみいた
だけます。
所

在

地

〒959-1257
新潟県燕市宮町2-17

連

絡

先

090-1993-3829

営業時間
定
H

休

12:30～20:00

毎週水曜日
日 （祝日の場合、翌日木曜日）
隔週で水・木と連休有
P

https://baseline1012.com/

※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

7月

29日
（火）
8日
（木）
13日
（火）
15日
（木）
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6月になりました。湿度が高くてジ
メジメした季節となり、正直なとこ
ろ私が一番苦手な時期となります。
労務管理の分野では「事務所衛生基
準規則（事務所則）
」においてオフィ
スの環境基準があり、
「空気調和設備
を設けている場合は、室の気温が17
度以上28度以下及び相対湿度が40%
以上70%以下になるように努めなけ
ればならない」とされています。
猛暑の時期に気温28度は高すぎる
と以前書きましたが、湿度について
も70％はちょっと高いので、夏は40
～ 55％、冬は45 ～ 60％程度に保つ
ことをお勧めいたします。特に季節
外 れ と な り ま す が 冬 の 湿 度 が40 ％
切っている事業所が多くありまして
労働生産性の低下はもとよりウィル
ス対策のためにも、温度だけではな
く湿度にも注目して職場の環境改善
に取り組んでいただけたらと思い
ます。
さて今年の4月から燕市男女共同参
画推進審議会の委員を拝命しまして、
この度の任期においては、
「第4次燕
市男女共同参画推進プラン」の策定
についても意見を述べる機会をいた
だきました。
そもそも男女共同参画社会とは、
男女がお互いにその人権を尊重しつ

つ責任も分かち合い、性別にかかわ
りなく、その個性と能力を十分に発
揮することができる社会のことをい
います。その中でも私が取り組んで
いる分野の職場については、〇男女
がともに、育児休業や介護休業をと
りやすく働きやすい職場環境整備が
進み、ワーク・ライフ・バランスが
実現している 〇女性が活躍する環
境が整い、男女が平等に能力を発揮
できる機会と待遇が確保されている、
といったことが実現している社会と
なります。
この社会の実現に向けて様々な取
り組みが以前より行われていますが、
特に（SDGsもそうですが）企業の持
つ力を積極的に活用出来た方がより
実現しやすいと個人的に考えていま
す。企業を持続的に発展させるため
の本業に直結するお話とご理解いた
だき、各職場において改めて働きや
すい職場環境整備に取り組んでほし
いと思います。

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5月117㌔・前々回から
5㌔減／初回から18㌔減）

次回は「身近な法律相談」を掲載いたします。

中小企業の
「ホワイト化」
を支援します
■ 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！
【お問い合わせ・ご相談】

TEL 0256-64-5288

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。

NA＆Well-Being株式会社

mail tomo@na-consulting.jp

燕応援 フェニックスクーポンご利用いただけます。
うなぎご予約承り
ます。
燕 店
吉田店

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

7

月 日（木）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。

25日
（金）~
25日
（金）

常議員会
法律相談会
燕青色申告会通常総会
「Socitey5.0」
オンライン講演会
社会保険労務士の働き方改革の無料窓口相談会
6日
（火）窓口源泉指導会
知的産業財産権相談会
通常議員総会
燕市立小・中学校の発展を願う市民の会 定期総会
新規高卒予定者企業説明会
工業部会正副部会長会議
法律相談会

★次号は

助成金支援サービス
「Jマッチ」

16日
（水）
17日
（木）
22日
（火）
24日
（木）

（6月中旬〜 7月）
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