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新潟県の産業振興施策に対する要望

新潟県商工会議所連合会（県内16商工会議

新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえ、

また、燕商工会議所 田野会頭から

所、福田勝之会頭）は、令和４年度の予算編成

（１） 商工会議所経営相談窓口の体制強化

（１） 国道116号線吉田バイパスの整備促進

に向けた産業振興施策への要望を、花角新潟県

（２） 中小企業・小規模事業者支援

（２） 県央基幹病院設置に係る道路環境整備

知事に行いました。

（３） 建設産業の活性化対策

新潟県商工会議所連合会は、例年新年度の予
算編成前に県に要望を行っています。今年は

（４） 新潟県の魅力向上

新潟県の産業振興施策に対する要望

・主要地方道燕分水線の改良及び拡幅

（５） 中 小企業・小規模事業者の DX（デジ

10月18日、県内商工会議所会頭15名で「令
和４年度

・燕北バイパスの整備促進

タルトランスフォーメーション）推進
（６） 新潟県の個別施策

書」を花角知事に手渡しました。

と要望しました。

あったらいいな、こんな祭り

開催のご案内

飛燕夏まつり
アイディアコンペ開催

深秋の候、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
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、新型コロナ感染症の状況を鑑み、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。
時

令和4年1月4日（火）午後１時30分～３時

会

場

燕市吉田産業会館（燕市吉田東栄町）

会

費

無

そ の 他

最優秀賞 30,000円 1名

料

応募期間 2021.11.5[金]〜12.3[金]

ご出席の方は、12月20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

催

／

燕市・燕商工会議所・吉田商工会・分水商工会
の

品数 42品 4〜5人前用

￥22,000（税込）

応募方法

右記のQRコードからご応募ください

問合せ先

飛燕夏まつり事務局 0256-63-4116

【お問い合わせ・ご相談】

一段重おせち料理

品数 24品 1人前用

￥8,000（税込）

12月31日

やってみたいまつり企画のアイディア

中小企業の
「ホワイト化」
を支援します

TEL 0256-64-5288

引渡し日

募集内容

■ 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！

三段重おせち料理

※締め切りは12月10日まで
数量限定の為、
売り切れ次第終了
※詳細はHP又は直接お問い合わせください

NA＆Well-Being株式会社

mail tomo@na-consulting.jp

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。

各種ご宴会もご予約承り中

tel
（0256）
66-2000（婚礼・宴会フロント）

（0256）66-1111（宿泊フロント直通） Email tswh@ts-wh.com

優秀賞 10,000円 2名

参加者の中から抽選で10名様に燕製品が当たる！
！

※午後１時より受付開始

※当日は受付時に検温をさせていただきます。
また、お申込みいただいた方には、後日「健康チェック表」を送付いたしますので
ご記入の上、当日ご持参ください。

主

いため、存続に配慮していただきたい

等を要望しました。

令和４年 燕市新春賀詞交換会

日

（３） 専 門高校は地元産業との結びつきが深

燕 店
吉田店

こちらから
ご応募ください

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

（2）第476号

（2021/10/28認定）

クローバースプーン
竹の庵

認定日

㈱岡部洋食器製作所

令和４年度 市長への要望事項

アサヒナフード
イノベーション㈱

オリジナル日本酒グラス

１．ICT 教育推進に向けた先進校の調査
NRT の結果では、長年、毎年必ず中学校では全国平均を下回り、学年が進む程、
成績が下降する傾向にあります。この際、先進校を、ある程度の期間を掛けて、
ICT 教育を含め、調査していただく事を要望いたします。

「WABISABI」鎚起銅器タンブラー 刃鎚目
「WABISABI」鎚起銅器タンブラー 鬼荒らし
三層鋼鍋1.0mm白ハンドルシリーズ 片手鍋

㈱シモリュウ

2021/
10/28

ガールズ＆パンツァーファイアスタンド

22

＝問い合

燕市役所市

0256-

２．電子教科書の導入

行 政

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
別学習を更に充実させる為、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。

1

1

国際化の波が益々進んでいく現状に鑑み、更に一層の会話力・表現力を向上させ
る為、ALT や JTE の増員を要望します。
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。
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
昨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。

クローバースプーン
ガールズ＆パンツァー
ファイアスタンド

燕市立小・中学校の発展を願う市民の会では、学力向上と健全な青少年育成に
向け諸事業を展開いたします。

Transformation

竹の庵 オリジナル日本酒グラス

について考えよう

デジタルトランスフォーメーション（DX）
って必要なの？

0256-63-4116

おうといった仕組みです。これによ
り①②③④が一気に改善でき品質向
上・生産性向上に繋がりました。
いかがでしょうか？これなら簡単
にできそうだな、ちょっと試して見
たい。どんなものか実際に見てみた
いと思いましたら、お気軽にお問い
合わせ下さい。また、弊社サイト
「DXビタミン21」にその他の事例も
紹介していますの

違い③パソコンに入力の際の入力ミ
ス④そもそも検査結果を管理するだ
けでこれだけの手間（作業）が発生
する。といったことをデジタルノギ

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

30

3

DXビタミン21はこちら



株式会社ウイング
県央R&Dオフィス

30

30

分

やりがいなどについての話をしまし
た。新型コロナウイルス感染症の影
響で企業訪問などの中止が相次ぎ、
企業を知る機会が少ない生徒たちは、
興味深く話を聞いていました。

で、ぜひご覧下さい。

30

時

査表をパソコンに入力して管理して
いました。これではせっかく正しく
計測された数値でも①目視の際の見
間違い②検査表に記入の際の書き間

10 24

分〜午後

燕商工会議所工業部会（阿部貴之
部会長）では、9月29日に加茂農林
高等学校の2年生を対象に、企業説
明会を開催しました。13社の事業所
が参加し、教壇で自社の事業内容や

において、検査結果（記録）の質で
あったり、検査に時間がかかると
いった課題があり、品質向上・生産
性向上に取り組みたいと思い始めま
した。これは製造業であれば、ほと
んどの企業様が当てはまることかと
思いますが、今回のケースでは、今
まではデジタルノギスで計測した結
果（数値）を目視で確認し、それを
手書きで検査表に記入、その後、検

11

午後１時

加茂農林高等学校での
企業説明会開催

デジタルノギスのIoT化とは、デ
ジタルノギスにパソコンと無線で通
信できる通信機を取り付け、計測し
た結果（数値）をそのまま直接パソ
コンに送信し記録（入力）してしま

あらかじめ
4116、燕商工
でご予約下

分

【お問合せ先】燕商工会議所経営支援課

第五回目の今回は実際にDXに取
り組んでいる企業様の事例を紹介し
たいと思います。
新潟県内にある製造業様の事例と
なりますが、製品・部品の検査工程

ご案

貿易取引相談

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22
日（月）です。認定ご希望の場合、2営業日前（11月18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。

スのIoT化により見事に解決されま
した。

の

毎月第１・３金曜日
午後１時 分〜午後４時

三層鋼鍋1.0mm 白ハンドルシリーズ 両手鍋

皆さんこんにちは。燕商工会議所
会員の恩田です。

相談

日本政策金融公庫国民生活事業１日相談会

デジタルトランスフォーメーション

このコーナーはDXについて、
全6回にわたって連載いたし
ます。

0256-

日㈬
時〜午後３時

No.5

＝問い合

燕市役所市民

月
午前

DX

Digital

三層鋼鍋1.0mm
白ハンドルシリーズ 片手鍋

8

15

３．英語教育の推進

㈲フカウミ

「WABISABI」
鎚起銅器タンブラー
鬼荒らし

1

12

４．特別支援教育・不登校支援の維持・拡充

「WABISABI」
鎚起銅器タンブラー
刃鎚目

12

燕市役所会議室101

三層鋼鍋1.0mm白ハンドルシリーズ 両手鍋

12

／ ・ ・ ・

企業名

燕市立小・中学校の発展を願う市民の会（細川哲夫会長）は10月27日、燕市役所
を訪問し、鈴木力燕市長に『令和４年度 燕市の教育に対する陳情』を行いました。
陳情の内容は以下のとおり。

30

／

商品名

30

毎週水曜日・午後７時 分まで

燕製品のPR等にお役立て下さい。

日曜窓口

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、

分〜正午まで

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

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

燕市立小・中学校の
発展を願う市民の会
市長へ陳情

※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
メイド・イン・ツバメ商品
さらに追加！
追加！

令和3年11月15日発行

恩田

実

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11月15日発行

市
からのお 知らせ

窓口延長

0

／ ・

11

〜

17 11

24

月

12

令和３年10月１日より消費税の適格請求書発行事業者の登録申請書の受付が開始さ
れ、
令和５年10月１日より適格請求書等保存方式
（インボイス制度）
が導入されます。
「インボイス制度」
の概要を確認していただき、免税事業者の方々の事業や納税に直接
どのように関わってくるのかの事業判断等の一つの材料として頂きたく、標記説明会を
開催しますので是非ともご参加ください。

●経験と勘の成り行き経営から脱却したい。
お考えをお持ちの事業者様は
●ずっと同じことをやっているとジリ貧で
是非ご参加ください！
危機感を持っている。
相 談 員   
●ウィズコロナに対応するための取り組みをしたい。
グローカルマーケティング（株） コンサルティング部
●補助金や助成金、
融資を勝ち取り経営改善したい。
●新たな事業を立ち上げて、
さらなる発展を目指したい。 コンサルタント 山倉 正稔 氏

内容

（直通）

このようなお悩みや

○「消費税インボイス制度」は免税事業者にどのように関わってくるか。
○取引企業の動きや企業との取引関係に何か影響があることなのか。
○これからのインボイス制度のスケジュールと免税事業者の今後のスケジュールと課題

／
㈭

講

師

日

時

午前
時〜正午

主

催

後

援

セントラル税理士法人 税理士 高頭日出夫 氏
場
令和３年11/24（水）13：30～15：00 会

燕商工会議所 ３階ホール

燕商工会議所

燕青色申告会

無

受 講 料

10

経営サポート個別相談会のご案内

具体的な事業者 … 下
 請け事業者  保険の外交員  検針  サービス業  小売業
２年以内に創業した方など

-77-8125

18

概要について の説明会

新型コロナウイルス感染症の影響による経営状況の悪化や、これからの自社の事業につ
いて新たな事業を立ち上げて将来に向けて行動したい、補助金や助成金を勝ち取りこの状
況を乗り越えたい、ウィズコロナ対応するための取り組みしたいとお考えの事業者様に経
営サポート個別相談会を開催いたします。

合わせ＝

相 談

小さな企業が勝ち方を見つけるための

★対象事業者 … 年
 間売上金額が1000万円以下の免税事業者で、
「売上先が事業者
である」
又は
「消費者の他に事業者への販売売上げがある」
方

市民課窓口係

11

燕商工会議所 2021年度 経営相談体制強化事業

消費税インボイス制度の

免税事業者
向け

料

定

員

30名

燕商工会議所中小企業相談所

日
会
定

民課市民生活係

（直通）

案内

内

容

18

30

法律相談日

11

燕商工会議所経営支援課  
（TEL.0256-63-4116）

１．増え続けるハラスメントとその特徴
（１）
ハラスメントの定義と近年の状況
（２）
近年のハラスメントとその特徴
２．ハラスメントの行為者にならないために
（１）
職場における代表的なハラスメント
（２）
パワハラの境界線と気を付けるべきポイント
（３）
ハラスメントに関する法令と事業主の義務
３．厚生労働省の主要な助成金の紹介

25

月
日㈭

25

TEL：0256-63-4116 FAX：0256-63-8705

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）

〜三条・燕の地域活性化に向けた取り組み〜
DIY・家庭菜園などの製品安全・消費者安全とSDGs

Li-ion

講

メッセピア ４階 大会議室
師   新潟働き方改革推進支援センター長 社会保険労務士 石丸 歩 氏

安全であることは全ての基本、
その取り組みもスマート社会に即応した新たな安全対策が求め
られます。リチウム電池を利用したもの、
ガソリンエンジンやカセットボンベの製品が誰でも簡
単に手に入れることができるようになり事故が多発しています。

主

催   燕商工会議所労働委員会

⃝製品事故に際し知識のない多くの人が泣き寝入りしています。
⃝製品リコールで大量の製品が廃棄され環境負荷を与えています。
⃝大規模リコールでは事業も存続しません。
⃝
「製品事故未然防止・再発防止」
を推進しましょう。

負 担 金   無料 （非会員

千円） 定

員   70名

（金）
まで
申 込 〆 切   11月26日

巻公共職業安定所管内雇用協議会

問 合 せ 先   燕商工会議所経営支援課 （TEL.0256-63-4116）

社会保険労務士・
働き方改革ほか無料相談会
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経営支援課

誰一人取り残されない
持続可能な社会

場   燕三条地場産業振興センター

会

知的産業財産権窓口相談日

11

燕
燕商工会議所
 商工会議所

お問い合わせ先

（午後１時30分～午後３時）
時   令和３年12月３日
（金）

日

受 講 料   無料
（会員、非会員問わず）

〜労働保険に入っていない会社に、人が集まるでしょうか。〜

コロナ禍で考える働き方改革

月 日㈭
午後１時〜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。

第1会議室

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。
また、人手不足の折、事業主にはコンプライアンスが求められており、より良い人材を確保する
意味でも、労働保険に必ず加入している必要があります。
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。

【リモハラ】
【テクハラ】
という言葉を聞いたことはありますか？
次々と新種が生まれるハラスメントですが、昨今はコロナ禍特有のものも注目されています。
企業の労務管理上のリスクを低減するために、
ハラスメントの特徴や、
ハラスメントに共通する
「行
為者にならないためのポイント」
「事業者に求められる取組み」と他に「厚生労働省の助成金制
度」をご紹介します！

の

2階

員   5組
（定員になり次第締め切ります）

一人でも雇ったら、労働保険に必ず加入を

「職場におけるハラスメントとその対応＆
厚生労働省助成金の活用」 セミナー

-77-8107

場   燕商工会議所

問合せ先

関東信越税理士会巻支部
○受講希望される方は参加申込書をご記入のうえ、11月16日
（火）
までにお申込
みください。

問合せ先

（金）
9：00〜17：30
時   令和3年11月19日

申 込 方 法   申込書に必要事項をご記入の上、FAXにてお申し込みください。

合わせ＝

談会

第476号（3）

制度改正に
伴う専門家派遣
新型コロナウイルス感染症への政府の支援策を活用した
等事業
テレワークや遠隔商談等の導入と震災や水害等に耐えうる体制強化

開催内容

テーマ：DIY・家庭菜園資機材などの最新の規制と対策

新型コロナウイルスや震災や風水害などの災害のような緊急事態に対応するには、IT 活用が
最も効果的です。企業やお店の緊急事態をIT 活用で乗り切る方法をわかりやすくお伝えします。
講座内容

政府の新型コロナウイルス感染症関連の支援策

1. 中
 小企業の働き方改革について
2. 補 助金等を活用した多様な働き方への
社内整備
3. IT 導入補助金を活用した業務改善と効率化
4. コロナ禍で有効な IT 活用での社内・社
外コミュニケーション術

5. Z
 oom や Skype を使ったテレビ電話の
活用法
6. 会計業務や勤怠管理のオンライン活用
7. テレワークでのセキュリティ対策
8. 緊急時に備える機器とサービス一覧

長岡造形大学情報リテラシー講師 横田 秀珠 氏
2021年11月30日
（火）午後7時～9時
場
所 燕商工会議所 3階 新館研修室
受 講 料 無料
定
員 20名
（会員・非会員問わず）
（定員になり次第締め切ります）
お 問 い 合 わ せ 先 燕商工会議所経営支援課 TEL0256-63-4116／ FAX0256-63-8705

講

師

日

時

イーンスパイア
（株）代表取締役

⃝
「製品安全とSDGs
（燕三条地域の活性化）
」
⃝安全
（製品安全・消費者安全）
とSDGs 分科会
⃝消費者安全の実現に向けて

開催日

2021年11月26日（金）13:30~16:30

⃝
「会場参加定員80名 zoom 参加100名
⃝参加費無料 ⃝受付開始13時15分
⃝開催方法：zoom 配信併用によるハイブリッド

申し込み
受付フォーム

会場：燕三条地場産業振興センター別館 リサーチコア7F マルチメディアホール
〒955-0092新潟県三条市須頃1-17

主催者：一般社団法人 PL 研究学会 一般社団法人 PL 対策推進協議会
共 催：地方創生 SDGs 官民連携プラットフォーム
協 賛：一般財団法人電気安全環境研究所
（JET）
後 援：燕商工会議所 三条商工会議所 （国研）
農研機構
（申請中） GS1japan
（申請中）
（一社）
日本施設園芸協会
（申請中）

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476号

令和3年11月15日発行

青年部は会員を
募集しています！

青年部だより 10月例会
会員数116名（11月1日現在）

交流会を開催しました！
燕商工会議所青年部（鈴木康仁会長）では10月8日、
10月例会として交流会を開催しました。新型コロナウイルス
感染症の感染人数が落ち着いてきたことから、感染症対策
を実施の上、対面での開催としました。
なかなか対面での例会が開催できなかったことから、会
員同士の名刺交換会と交流アトラクションを開催しました。
参加者からは「多くの人が集まるのは久しぶりであったため、
新入会員の方と交流できて有意義であった。交流を図って
つながりを作って行くために、工夫を凝らしていく必要がある
と感じた」とありました。

会員事業所の
取り組み紹介

会議所の動き

株式会社 玉虎堂製作所

業務用ステンレス製品製造の玉
虎堂製作所は、ラーメン店などの飲
食店で使われているロングセラー
のウオーターポットで知られる老
舗メーカー。日本で最初のステンレ
ス製ケトルを製造した会社でもあ
り、長年業務用のケトルや鍋、レー
ドルなどの製品を手掛けてきたが、
新型コロナウイルスの感染拡大に
より、外食業界からの受注が減少し
た。そこで、長年培ってきた技術を
生かし、巣ごもり需要が高まる家庭
用品の開発に踏み切った。
５代目社長でロシア出身の柄沢
マリアさんは、創業100年超の伝統
技術を大切にしながら、新たな視点
で商品開発に取り組んでいる。
マリアさんはロシアの大学を卒
業後、ロシアから身近な海外であっ
た日本に来日。日常生活の中で日本
語を身につけ、来日した際に知り
合った故・柄沢雄児さん（４代目社
長）と結婚。2008年に雄児さんの実
家 で あ る 玉 虎 堂 製 作 所 に 入 社 し、
パート従業員として働き始めた。そ
の後、雄児さんが2019年夏に半年間
の闘病の末に亡くなる。雄児さんか
ら後を託され、
５代目を引き継いだ。
社長就任後は、働きやすい環境整
備や業務の改善を進めており、研磨
をはじめとした外注先が減る中、業
務の内製化にも取り組んでいる。ま
た、イベント出展の際に出会い、
「玉
虎堂でものづくりをやりたい」と入

玉虎堂製作所 柄沢マリア社長

11月

社した意欲的な若手社員もおり、若
手の斬新なアイディアと身軽な
フットワークで老舗メーカーに新
しい風が吹いている。
また、社長として会社を見つめ直
す中で、雄児さんが残していた急須
の試作品を見つける。鮮やかな赤や
白の原色が施された急須だった。こ
れは家庭用品の業界にも参入した
いと構想していたものだった。雄児
さんの遺志を継ぎ、ロシアの有名な
楽曲からKALINKA（カリンカ）と
名付け、試行錯誤の末、今年４月に
製品化した。KALINKAはステンレ
ス素材に赤や白の原色を施した、丸
みのある可愛らしい形状の急須。同
国でよく食べられているラズベ
リーをイメージした赤色、朝をイ
メージした白色、夜をイメージした
黒色の３色をそろえている。同様の
色柄のコップホルダーや木製ハン
ドルで暖かみのあるレードルなど、
家庭用品のラインナップを拡充し
ている。
柄沢マリア社長は「伝統技術を生
かしつつ、新たな視点で使う人が楽
しい気持ちになる製品を作ってい
きたい。まだまだリニューアルでき
る商品が沢山あるので、時代に合わ
せた食卓に彩りを添える高品質な
製品を開発していきたい。
」とし、
今後は海外展開も視野に入れて
いる。

KALINKA コップホルダー

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！

（11月中旬〜 12月）

18日 ㈭

法律相談会

22日 ㈪

メイドインツバメ認証委員会

25日 ㈭

知的産業財産権相談会
社会保険労務士 働き方改革の無料窓口相談会

12月

14日 ㈫

工業部会正副部会長会議

No.53

＜職場に関する法律問題④＞

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.50 から全 5 回
にわたり、
「職場に関する法律問題」
をテーマにお話をしていただきます。

１ はじめに
従業員から配転希望が出された
前回は、
「職場に関する法律問題」
場合、会社の人事権行使を促す
の第３回目として、
「競業避止義務」
効果はあるとしても、会社が、
のお話をしました。今回は、
「職場
従業員の希望を聞き入れるかど
に関する法律問題」の第４回目とし
うかは、原則として、会社の判
て、
「従業員の異動」のお話をした
断となります。
いと思います。
したがって、B さんの営業部
２ 従業員の異動
での成績がよい等の理由から、
（１）A 社の営業部で働く従業員 B
A社が、Bさんを異動させる必要
さんから、
「営業部とは別の部署
がない、と判断すれば、原則と
で仕事がしたい」との異動希望が、
して、異動させる必要はありま
何度も出されているような場合、
せん。
A社としては、Bさんの異動希望 （３）もっとも、会社には、
「労働者
を聞き入れなければならないの
がその生命、身体等の安全を確
でしょうか。
保しつつ労働することができる
（２）会社では、従業員の職種・職
よう、必要な配慮をする義務（安
務内容等を変更する、いわゆる
全配慮義務）
」
（労働契約法５条）
配置転換（配転）がなされるこ
や「働きやすい良好な職場環境
とも多く、B さんの異動希望は、
を維持する義務（職場環境配慮
「配置転換（配転）を希望してい
義務）
」等が課されていることか
る」
、ということになると思い
ら、たとえば、B さんが、営業
ます。
部の上司からパワハラを受けて
就業規則の定めなど、労働契
いることを理由に異動を希望し
約上の根拠があれば、会社は、
ている等の場合であれば、A 社
人事権の行使として、従業員に
としては、Bさんを異動させる等、
配置転換（配転）を命じること
何らかの対応をとらなければな
ができます。このように、配置
りません。
転換（配転）は、会社側の人事
平山勝也法律事務所
権として認められるものなので、
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。

KALINKA（カリンカ）
急須

★次号は

助成金支援サービス
「Jマッチ」

※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

月 日（水）折込みです。

12

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。

15
社会保険労務士

「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
【お問い合わせ・ご相談】

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）

TEL 0256-64-5288

mail tomo@na-consulting.jp

まつかわ事務所

