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HP
サイトは
こちら

９月16日（木）17日（金）に開催予定の燕三条トレードショウのホームページサ
イトが完成いたしました。今年度は、リアル展示会と並行して、直接のご来場が難し
い方のために、オンライン展示会も開催予定です。ホームページのコンテンツも大
変充実しておりますので、是非一度ご覧ください。また、リアル展示会では、国内外
バイヤーからの引き合いも強い「アウトドア用品」の特別展示コーナーも設置します。

「令和３年度新規高卒予定者
企業説明会」開催

3

3

申請期間

6月分 ： 2021年7月1日〜8月31日
7月分 ： 2021年8月1日〜9月30日
8月分 ： 2021年９月1日〜10月31日

巻公共職業安定所管内雇
用 協 議 会（ 中 野 信 男 会 長 ）
では７月８日に燕三条地場
産業振興センターを会場に
「令和３年度新規高卒予定者
企業説明会」を開催しまし
た。コロナ禍によるソーシャ
ルディスタンスを守るため、
昨年に引き続き多目的ホー
ルと５階総合研修室の２会
場での開催となり、72企業
が参加しました。配布され
た求人情報冊子を参考に参加した生徒た
ちは、企業ブースを６社程度訪問し説明
を受けていました。
この事業は企業にとって新規高卒者に

自社をアピールする絶好の機会となって
おり、雇用協議会では今後も年々減少し
ている若年層の確保に向けた取り組みを
行っていきます。

令和３年度 燕青空即売会開催中止のお知らせ
令和３年10月３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、新型コロナウイ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。
お問合せ
協同組合つばめ物流センター（電話0256-63-7660）

燕応援 フェニックスクーポンご利用いただけます。
ホームページ開設しました。
ぜひご覧ください。

燕 店
吉田店

社会保険労務士

まつかわ事務所

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

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

NA＆Well-Being株式会社

mail tomo@na-consulting.jp

つばめ会議所ニュース

（2）第473号

スコップスプーン
チタンスプーン・フォーク
SHOE HORN（靴べら）

企業名

有限会社片力商事

認定日

2021/
7/21

株式会社タケダ

皆さんこんにちは。燕商工会議
所会員の恩田です。

でやり取りできるとしたらどうで
しょうか？注文情報のパソコンへ

今回は第二回目となります。前 の再入力もなくなり、ミスもなく
回のコラムでは、やはり「DXは なり、また、確認作業もデジタル
必要である」とお伝えしましたが、 データであればパソコンで簡単に
検索することが可能です。
これだけでも１日数時間の作業
軽減ができ、生産性向上に繋がる

まず考えられることは、やはり
「アナログ業務のデジタル化」で
はないでしょうか？
取 引 先 様 へ の 注 文 をFAXで

のではないでしょうか？
ア ナ ロ グ 業 務 の デ ジ タ ル 化、
データ活用といえば、先日、燕市
でDX推進セミナーが開催されま

行っている企業様が多いと聞きま したね。その講演の中でもSFTC
す。元のデータはエクセルなどパ （スマートファクトリーツバメク
スコップスプーン

SHOE HORN
（靴べら）

チタンスプーン・フォーク

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18日
（水)です。詳しくはお問合せください。
0256-63-4116

ラウド＝燕版共用クラウド）の紹
介がありました。これは、今回お
伝えした内容「そのもの」のクラ
ウドサービスです。
「もし、もっ

（紙）で返信され、それをパソコ
ンに入力するといった手間や、入

と詳しく聞きたい。聞き逃したけ
ど聞いてみたい」ということがあ

力時のミスも多く、また、確認（情
報検索）作業も紙だと時間がかか
り大変のようです。
その業務をデジタルデータのみ

れば、ご相談下さい。
株式会社ウイング
県央R&Dオフィス

恩田

実
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＝問い合

燕市役所市

0256-

行 政
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1

＝問い合

燕市役所市民

0256-

相談

の

ご案

あらかじめ
4116、燕商工
でご予約下
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会員事業所の
取り組み紹介

株式会社ツボエ

30

分

mail tomo@na-consulting.jp

3

時

TEL 0256-64-5288

30

分〜午後

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）

30

午後１時

【お問い合わせ・ご相談】

貿易取引相談

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

30

分

「新たに機械を購入したい」 「職場環境を良くしたい！」

毎月第１・３金曜日
午後１時 分〜午後４時

（株）ツボエの創業は明治40年。手作りヤスリの生産
で創業し、２代目で機械製造による大量生産化、３代
目では剣道用の竹刀ヤスリや手作りの釣り竿用ヤスリ
など特殊なヤスリも多く手掛け、その中の一つがおろ
し金でした。現在の４代目（笠原伸司代表取締役）入
社時、当時メイン商材だった鋸用ヤスリの需要減によ
り本格的におろし金製造へと主軸を転換させました。
現在では、業務用おろし金～家庭用、OEM製品、オ
リジナル自社商品まで、創業110年以上で培った技術
力を生かし、業界一の品揃えとアイデアで顧客の幅広
いニーズに応えています。
「おろし金のことなら何でもお任せください。お客
様の要望にお応えするべく、常に改良や品質向上を考
えながら製造しています。」と語るのは、代表取締役
である笠原伸司氏。
伸司氏は令和３年２月に、「にいがた県央マイス
ター」に認定されました。これまで職人の経験や勘に
頼っていた加工条件を把握し、独自開発したオリジナ
ルマシーン製造による精密かつ定量化に着手、今まで
銅にしか施せなかった「本目立て」をステンレスやチ
タンなどの難加工金属に適用することに成功。これに
より本目立てによる多種多様なおろし刃を精密かつ安
定的に製造できるようになりました。（本目立てとは、
先端が鋭利な鏨（たがね）と呼ばれる道具を用い、金
槌等で、ひと目ずつ叩いて掘り起こし、おろし刃を造
る技法のこと。）
また、平面だけでなく曲面に対しても本目立てを施
す技術を確立。本目立てのおろし刃は家庭用だけでな
く業務用加工機にも利用されるなど、伝統技術である
「本目立て」に新たな活用手段の道を開きました。
近年は、これらの高度な技術を生かした自社商品の
開発にも力をいれており、ツボエの極上おろし金『箱』

ン賞、ニイガタIDSデザインコンペティション2021準
を開発。いかにシンプルに、技術を集約させるかを考
大賞、ジャパン・ツバメ・インダストリアルデザイン
え製作されており、2020グッドデザイン賞ベスト100を
コンクール2021準大賞を受賞。従来のおろし金のイ
受賞するなど、
8800円（税込）と高価だが、
多くのメディ
メージにない斬新なデザインの為、今までおろし金に
アにも取り上げられ、生産が間に合わない状況だとい
対してあまり馴染のなかった若い女性にも好評で、海
います。この他にも、おろし金用ブラシスポンジ、お
ろし金用やくみ寄せ等、おろし金関連商品も展開中で、 外からの問い合わせも殺到しています。
今後の展開について、伸司氏は、
「創業から培った基
おろし金に特化したものづくりを続けています。また、
礎技術を守りながらも、現代に合わせて作り方と売り
伸司氏の県央マイスター認定やグッドデザイン賞受賞
等により、商品の信頼性・ブランド力も高まりました。 方を変化・応用させ、人を幸せにするものづくりをし
ていきたい。そして今後も使って楽しめるようなもの
一方で過去には、新商品開発で失敗したこともあり
を提案していきたい。
」と話し、ひとひらのおろし金
ました。
燕市が主催する「若monoアイデアコンペティショ 『irogami』のシリーズ第２弾・第３弾の展開も予定。ツ
ボエの極上おろし金シリーズはクラウドファンディン
ン燕2017」で習字の硯をモチーフにしたおろし器「野
グ「Makuake」にてシリーズ第２弾を先行販売し大き
菜のすずり」（デザイナー /岸 玄昌氏）が準大賞に選
な反響を呼びました。現在は一般販売に向けて準備中。
ばれました。このアイデアを形にするにあたり、デザ
これからを担う若者について、
「人から聞いたことと、
イナーの岸さんと共に製品化に向けて試作を重ね量産
実際に自分で経験したことは違う。とにかく何事にも
試作を完成させました。しかし、実際に試作品をバイ
挑戦してほしい。失敗から得ることも多くあるので、
ヤーに持ち込みますが、反応は芳しくなく、結局商品
まずは一歩踏み出してほしい。
」と語りました。
化を断念するという結果に終わりました。
そ の 後、「 若monoデ ザ イ ン コ ン ペ テ ィ シ ョ ン 燕
Vol.3」で、岸さんが１枚の紙をめくったようなデザイ
ンのおろし金『leaf』で大賞を受賞。前回のリベンジ
を果たすべく、再びタッグを組み、製品化に向けて動
き出します。前回の失敗を踏まえ、試作品を展示会に
持ち込むなど周りの意見を慎重に聞き、入念にマーケ
ティングを行い、約１年かけて『leaf』改め「ひとひ
ひとひらのおろし金 『irogami』
らのおろし金 『irogami』
」を完成させました。
軽量なアルミ製で紙がペラっとめくれたようなデザイ
ンのおろし金は、自分の手のひらでおろしているような
新感覚で、めくれた部分をキッチンのフックなどにかけ
て保管もできます。10種類の多彩なカラーバリエーショ
ンがあり、手軽に食卓で様々な「おろし」を楽しめる、
食卓に彩りと楽しさをくれる１品となっています。
『irogami』は米シカゴの博物館によるグッドデザイ
ツボエの極上おろし金 『箱』
笠原伸司代表取締役

日㈬
時〜午後３時

10 18

日本政策金融公庫国民生活事業１日相談会

月
午前

【お問合せ先】燕商工会議所経営支援課

ソコンで作成していて、わざわざ
デジタルデータからアナログ形式
（紙でFAX）で送り、さらに取引
先様からの納期回答などもFAX

9

燕市役所会議室101

じゃあ、何をすれば？何ができる
の？を一緒に考えていきたいと思
います。

30

／

商品名

デジタルトランスフォーメーション（DX）
って必要なの？

30

／ ・ ・ ・ ・

（2021/7/21認定）

について考えよう

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。

Transformation

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、

DX

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。

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。

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

Digital

No.2

※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8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3年8月15日発行

市
からのお 知らせ

窓口延長
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／ ・
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25

月
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合わせ＝

市民課窓口係

-77-8125

（直通）

相 談
／

8

㈬
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「ソサエティ 5.0

～日本が目指すべき
新しい社会の姿～」

オンラインセミナー開催
燕商工会議所産業経済委員会
（中野
信男委員長）
では、
６月24日に㈱情報通
信総合研究所上級コンサルタントで山
まなご
形大学客員教授の真子博氏を講師に迎
え
「ソサエティ 5.0 ～日本が目指すべき
新しい社会の姿～」
のオンラインセミ
ナーを開催しました。
ソサエティ 5.0とは、
第５期科学技術
基本計画
（2016 ～ 2020年度）の中で提
唱された日本が目指すべき新しい社
会の姿で、
ドイツの第４次産業革命と

いう意味合いを持つ
《インダストリー
4.0》を意識して作られたものです。講
師はデジタル庁が目指す超スマート社
会の様子や産業界で加速するDXにつ
いて話し
「サイバー空間とフィジカル
空間の融合」
という手段と
「人間中心の
社会」
という価値観が
〈鍵〉
と説明しま
した。
各事業所やサテライト会場で聴講し
ていた受講者の皆さんは熱心に耳を傾
けていました。

午前
時〜正午

～令和３年10月１日より適格請求書発行事業者の登録申請書の受付が開始されます。～

合わせ＝

民課市民生活係

-77-8107

（直通）

開催日時

の

案内

19

30

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

講

師

巻税務署

申込方法

法律相談日

月 日㈭
午後１時 分〜午後４時
8

場

主

無料

4口

令和3年10月5日
（火）
～11月12日
（金） 午後6時30分～8時30分（12回）
10/5
（火） 10/8
（金） 10/12
（火） 10/15
（金） 10/19
（火） 10/22
（金）
10/26
（火） 10/29
（金） 11/2
（火） 11/5
（金） 11/9
（火） 11/12
（金）

30

月
日㈭

26

社会保険労務士・
働き方改革ほか無料相談会

8

知的産業財産権窓口相談日

月 日㈬
午後１時 分〜午後４時
25

0

場

◆講

師 税理士

課（63-4116）
ください

高頭 日出夫

氏

主
共

第9版

使用）

本セミナーは、会社や地域のダメージを予測し、事前の行動計画を立て実践して
おくことで、水害における被害の低減と素早い復興を実現し、被害を最小限に留め
る企業と地域を目指す参加費無料のセミナーです。貴社のリスク管理と事業継続を
考える上での良い機会になりますので、是非ご参加いただきますよう、ご案内申し
上げます。
なお、参加企業様には貴社施設の立地条件を踏まえた簡単なリスク評価の資料を
御用意いたしております。
時

会

場

参 加 費
講

師

プ
 ログラム

主

催

お 問合 せ 先

 021年8月26日
2
（木） 13：30～15：30
燕商工会議所
（3階研修室及び WEB《ZOOM》参加）
無料

国土交通省
1.
2.
3.
4.

燕市では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、売上減少が続いている市
内飲食店・酒小売店等に１店舗あたり20万円の事業継続支援金を交付しています。
交付要件及び申請書類
「申請者及び業種要件」
「売上減少要件」の両方を満たす法人又は個人
事業主。詳しくは燕市ホームページをご覧ください。

受付期限

（木）
令和３年９月30日

申請書類の提出先及びお問い合わせ先
燕市役所 産業振興部商工振興課 産業支援係

共

催

国土交通省

燕商工会議所
燕
 商工会議所 総務課
TEL:0256-63-4116 FAX:0256-63-8705

効率の良い貨物輸送の実現を！

新潟港の利用支援制度のご案内
新潟県内の各関係機関では、効率の良い貨物輸送を行っていただくため、新潟港を利
用する荷主様に対する補助制度を設けています。ぜひ、新潟港をご利用ください。
支援制度概要
①新潟県
●過去３か年度の最高実績からの
増加量に応じて
・ 輸出２万円 /TEU
（限度額1,050万円）
・ 輸入１万円 /TEU
（限度額525万円）

輸入
輸出
信濃川河川事務所

電話：0256-77-8231

〒959-0295 燕市吉田西太田1934番地

新潟港から主要港までの日数

信濃川河川事務所

燕市の水害危険性
大規模水害における企業の被災事例
水害に対する今できる備え
水害に対するBCP の作成方法

燕
燕商工会議所
 商工会議所

〒959-1289 燕市東太田6856 燕商工会議所会館内
TEL 0256-63-4969

燕市飲食店等事業継続支援金の申請はお忘れなく

催 ／ 燕商工会議所 中小企業相談所
催 ／（公社）燕西蒲法人会 燕青色申告会

水害に対する事業継続計画（BCP）防災力向上セミナーのご案内

日

◆取扱店【定期保険
（団体型）
引受保険会社】◆

アクサ生命保険株式会社 新潟支社 燕営業所

交付金額
市内で飲食店、酒小売店等を営む事業者 １店舗につき20万円

◆定
員 20名 （定員になり次第締切ります）
◆申込方法 9月10日
（金）
迄に電話か FAXにてお申し込み下さい。
経営支援課
（担当：高澤・木下）
TEL 0256－63－4116 FAX 0256－63－8705
※受講料は、初日10/5
（火）
の開講前に徴収させて頂きます。
◆そ の 他 筆記用具及び計算機を必ずご持参下さい。

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

燕商工会議所 3階ホール

◆受 講 料 会 員 10,000円 （主催・共催団体会員）
非会員 12,000円 （非会員事業所及び一般の方）
※ 上記受講料にはテキスト代が含まれています。
（みんなが欲しかった簿記の教科書 日商3級 商業簿記

洗剤

今治タオル

〒959-1289 燕市東太田6856
TEL 0256-63-4116 FAX 0256-63-8705

簿記の仕組みから試算表作成までを、わかりやすく説明する講座内容ですので、複式記帳者の青
色申告特別控除を活用される方にも大変勉強になります。この機会に是非ご参加下さい。

◆会

ワイン

ワイン

◆お問合せ先◆

新型コロナウイルス感染症に伴う新潟県独自の警報や市内感染状況により中止となる場合があります
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以上

燕商工会議所

～第159回日商簿記検定試験（試験日：11月21日）
に向けて！～

石鹸
もしくは

7口

口

小柳 / 小林 （℡0256－63－4116）

3級簿記講座

以上

以上

カタログギフト

1〜3

以上

5口

10 口

新規ご加入事業所

FAX またはお電話にてお申し込み下さい。

 商工会議所
燕
経営支援課担当

時

入院給付金付災害割特約・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）

◆ 加入条件 ◆

担当官

令和3年度

◆日

つばめ共済強化キャンペーン
⃝燕商工会議所会員事業所の役員・事業主・従業員
⃝令和３年11月１日現在で
年齢が14歳６ヵ月～70歳６ヶ月の方
⃝申込日現在で健康な方

（燕商工会議所 公益社団法人燕西蒲法人会 巻税務署管内青色申告会連合
会 関東信越税理士会巻支部 西蒲区商工会連絡協議会 巻税務署管内納
税貯蓄組合連合会 燕西蒲間税会 巻税務署管内小売酒販組合）

連 絡 先

８月30日
（月）
～９月10日
（金）

☆ 只今、ご加入口数に応じて記念品を進呈 ☆

巻
巻税務署管内税務協力団体協議会
 税務署管内税務協力団体協議会

催

る喜びは？」との質問に、
「 上手くでき
た作品を褒めてもらえたとき」
と答え
ました。
また、
先生から
「生徒たちが職
業を選ぶ際のポイントは？」
との質問
に、
「 若い頃は気持ちが揺れるもの、
私
自身もそうであり、
例えばオリンピッ
クにでたい等の夢や想いが数多くあり
ました。
祖父の影響を受け、
最終的には
芸術の道に進みました。
想い描いたこ
とに対し、
そのときその時一生懸命に
目標や夢に向かい邁進してもらいた
い」
と話されました。

令和３年度

令和３年９月22日（水） 午後２時～３時

会

受 講 料

め、
電話
（63−
工会議所）
下さい。

Good Jobつばめ推進事業であるキャ
リア講演会が、
６月30日、
燕中学校１年
生を対象に開催されました。
講師は金
工作家のキャスリーン・ライリーさん。
キャスリーンさんは2018年のジャパ
ン・ハウス・ロンドンの企画で㈱大泉
物産の大泉一高社長と初めて出会い、
2020年10月の燕三条工場の祭典で再会
し、
大泉社長の元でバターナイフのデ
ザインを勉強しています。
講演では自
身の経歴やものづくりに対する想いに
ついて話されました。
質疑応答の時間では
「作品制作に係

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。
導入にあたり、本年10月１日より適格請求書発行事業者の登録申請の受付が開始
されますが、「インボイス制度」の概要や事前登録の流れなどを確認していただき
たく、標記説明会を開催しますので、是非ともこの機会にご参加ください。

談会

0

Good Jobつばめ推進事業
キャリア講演会

「消費税インボイス制度の概要について」の説明会
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第473号（3）

お問い合わせ

釜山
2 日～
2 日～

※詳細は、下記へお問い合わせください

②新潟市
●初利用輸出荷主に対し１万円 /TEU
（限度額50万円）
●10TEU 以上増加分に１万円 /TEU
（限度額50万円）
③新潟国際貿易ターミナル
●輸入荷主に対し２千円 /TEU
（限度額200万円）

上海
3 日～
6 日～

大連
5 日～
8 日～

青島
5 日～
12 日～

・新潟県港湾振興課 ☎025-280-5455
・新潟市港湾空港課 ☎025-226-2743
・新潟国際貿易ターミナル ☎025-388-1001

つばめ会議所ニュース

（4）第473号

青年部だより
会員数116名（７月１日現在）

6月例会

７月例会

「燕JOY塾」を開催
しました！

令和３年度 後期（10月～３月）語学講座 受講者募集！

会議所の動き
8月

令和３年度後期語学講座の募集をいたします。なお、韓国語（初級）
、トラベル
英会話（初級）は前期講座が定員に達しなかったため中止となりました。それに
伴い後期の募集は行いません。
講座名
韓国語
日
程

コース

特

徴

曜日

初めて学ぶ方対象。ハング
基 礎
ル文字の読み方から基礎的
【20回】
な挨拶など学習します。

月

10

11

12

時

間

19：00～20：00
【1時間】

金
1

2

18日 ㈬
19日 ㈭
23日 ㈪
25日 ㈬
26日 ㈭

開講日
10/1
（金）

「アマチュアアート展」を開催
しました！

燕商工会議所青年部（鈴木康仁会
長）では７月18日、燕市中央公民館
にて「アマチュアアート展」を開催
しました。ものづくりに携わる方々
が趣味で製作したアートを展示しま
した。当日は感染症対策を万全に、
多くの人が観覧に訪れました。
「素
敵な作品ばかりであった」
「毎年開
催してほしい」といった意見があり
ました。

燕商工会議所青年部（鈴木康仁会長）で
は７月５日、６月例会として「燕JOY塾」
を開催しました。新型コロナウイルス感染
症の拡大に伴い、一度延期の後、完全オン
ラインにて開催しました。例会では、岐阜
県の関YEGより会員拡大に関する講演を
いただきました。その後、グループに分か
れ、意見交換をしました。
（公財）
燕西蒲勤労者福祉サービスセンター共催事業
〉
〉
〉燕市国際交流協会・

令和3年8月15日発行

9月

27日 ㈮
３日 ㈮
14日 ㈫

（7月中旬〜 8月）

メイドインツバメ認証委員会
法律相談会
にいがた県央金型協同組合理事会
燕市立小・中学校の発展を願う市民の会 理事会
知的産業財産権相談会
社会保険労務士の働き方改革 無料窓口相談会
水害に対するBCPセミナー
第２回労働委員会
第２回会員拡大サービス委員会
工業部会正副部会長会議

3

日 1 8 15 5 12 19 26 3 10 17 7 14 21 28 4 18 25 4 11 18

: 燕勤労者福祉サービスセンター（燕市大曲 3015 番地）
: エコール国際ネットワーク
三条市興野二丁目 2 番 58 号りとるたうん A2 － 1
TEL0256-33-0471
●参 加 費 :【会員】13,000 円 【一般】18,000 円
●受講対象者 : 高校生以上
●募 集 人 数 : 全コース 各２５名【最少人数 各８名】
●テキスト代 : 韓国語 〈基礎クラス〉 2,200 円（テキスト：新装版 できる韓国語 初級Ⅰ）
●参加申込方法 : 受講希望の方は、9 月 21 日（火）までに参加費を添えて事務局へお申し
込み下さい
	  燕市国際交流協会事務局（TEL0256-63-4116 FAX0256-63-8705）

燕商工会議所内

No.14

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。

●会
場
●講師及び講座内容
のお問い合わせ

外国人のみなさんとの交流会のご案内

８月になりました。エアコンの効
いている部屋でのんびり原稿を書い
ています・・・と言いたいところで
すが、私も新型コロナワクチン接種
（以下ワクチン接種）を受けまして左
腕がしばしば痛く、ちょっと集中で
きない状況です。
さて、このワクチン接種に関して
労務管理の分野でも以下のような質
問が増えてまいりました。

～ International Gathering ～

この交流会は去る２月に第２弾として開催を予定しておりましたが新型
コロナウイルスの影響で開催を見送りました。この度、下記日程で開催い
たします。
燕市で暮らす外国人同士や外国人と日本人が、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、異国での生活の心理的負担を軽
減してもらおうと企画したものです。
日
時：9/23（木・祝） 午後２時00分～３時30分
会
場：燕市民交流センター ３階 多目的ホール
参 加 費：100円
定 員：30名程度
内
容：①生活に関するミニ講座（正しいゴミの出し方）
②交流会（お菓子のおみやげ付き）
申込方法：９月15日（水）までに協会 HP の「お問い合わせフォーム」ま
たは、問合せ先に電話にてお申込み下さい。

問合せ／申込先 燕市国際交流協会

電話0256-63-4116

※申込時には、①名前、②住所、③電話番号、④出身国、⑤勤務先 を伝えてくだ
さい。

特製

テイクアウト

黒毛和牛のローストビーフや釜飯弁当など豊富なメニューを
取り揃えています。
各種ご宴会もご予約承り中

tel（0256）66-2000（婚礼・宴会フロント）
tel（0256）33-2000（銀 ）

詳しくはこちらから

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（水）折込みです。

TEL 0256-61-1507
mail eigyosui@kyoei-shikumi.jp

燕三条ワシントンホテル

日本政策金融公庫からのお知らせ

★次号は

和食割烹の味をお家での
お祝いや特別な日に。

し、適切な資金確保を支援致します。

協栄信用組合 営業部

次回は「身近な法律相談」を掲載いたします。

特別弁当も
ご予約承ります。

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

【お問い合わせ・お申し込み】

まず①ですが今回のワクチン接種
は「接種を受けるよう努めなければ
ならない」とされてますので、接種
を受けるか否かは従業員の意思に委
ねられています。そのため会社が指
示をすることはできません。ただ会
社は安全配慮義務がありますので、
他の従業員の安全と健康のためにも、
国や県、市などがワクチン接種へど
燕商工会議所 顧問社労士
のような発表をしているのか、会社
NA＆HRコンサルティング（労務）
から改めて従業員へ発信して判断の
井上智玄
材料にしてもらうのも労務管理の１
（2021年7月106㌔・前回から
つとしてご検討いただけたらと思い
11㌔減／初回から29㌔減）
ます。

社内セミナーや研修
ランチミーティングに

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。

①会社は従業員にワクチン接種を指
示できるのですか
②ワクチン接種をするかしないか（し
たか）聞いてもよいですか
③ワクチン接種を勤務時間中にした
場合どのような取り扱いをしたら
よいですか

②については健康診断の結果と同
様に要配慮個人情報の可能性がある
ため、特定の限られた担当者（健康
情報の取扱規程に基づく）のみが管
理するなど慎重な取り扱いをお勧め
します。また他の従業員に聞かれる
ような環境でワクチン接種の有無を
聞くのは避けたほうがよいでしょう。
さらに拒否の理由については会社が
把握しておく必要性があまりないと
考えられるため理由を聞くのも避け
たほうがよいでしょう。
③については厚労省が特別休暇や
勤務をしたとみなすような運用を望
ましいとしておりますが、それぞれ
の状況があると思いますので、中抜
けをしても欠勤をしても査定に影響
させない、または副反応で体調が悪
いときは無理せずに有給を取得する
ことを促すなど通常の労務管理に加
えて行ってみてはどうでしょうか。
職場の皆さんが安心して働くこと
が出来るよう、会社の方針を事前に
表明されることをお勧めいたします。
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