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年頭ご挨拶
新年明けましておめで
とうございます。
会員の皆様には、平素
より当所事業活動に格別
のご理解ご協力を賜り、
厚く御礼申し上げます。
秩父商工会議所
さて、昨年は申すまで
もなく新型コロナウイル
会頭
ス感染症に振り回された
１年となりました。祭事、観光行事のみならず、経済
活動に欠かせない事業や活動、会議や懇談会等もこと
ごとく中止・延期・縮小を余儀なくされ、観光・飲食
業他多くの会員の皆様に深刻な影響をもたらしました。
東京オリンピック・パラリンピックが１年延期となっ
た影響も計り知れません。
当所といたしましては、会員の皆様が困っているこ
とに手を差し伸べようと、感染拡大に最大限の配慮を
しながら、資金繰り相談等キメの細かい支援をしてま
いりました。

西村 耕一

あけましておめでとうござ
います。会員の皆さまには、
新年を穏やかにそして希望に
満ちてお迎えのことと、心か
らお喜び申し上げます。
さて、昨年は新型コロナウ
イルス感染症に悩まされた１
年でありました。働き方改革
秩父市長
もその一例で、
「働く時間」か
らテレワークなどのような
「働く方法」へと変わり、観光
も少人数観光へ、さらにその影響は製造業へも波及し
ています。
今年も、新型コロナウイルスへの対応を中心とした
一年になると思います。前半は、ウィズコロナの時期
と捉え、感染拡大を防ぎ、同時に生活支援・経済対策
を展開していきます。そして、ワクチン接種がスムー
ズに行えるよう秩父郡市医師会と連携し体制を構築し
ていきます。ワクチン接種により集団免疫を獲得でき
れば、アフターコロナの新しい時代がスタートすると
思います。キーワードは、
「コロナから市民を守る」。す
なわち、この一年は、まさに疫病と闘う歴史的な一年で
あり、我々は、ここから生じるさまざまな「変化」に迅
速に適切に対応していかなければならないと考え、
「ウ
ィズコロナとアフターコロナ、迅速・適切に、変化への
対応、国難ともいえる時代を乗り越え、新しい秩父市創
造・未来への挑戦」を掲げ市政を運営してまいります。
最後に、本年が皆さまにとって、健康で、喜びと幸せ
に満ちた1年となりますよう心からお祈り申し上げます。

久喜 邦康

また、秩父市の経済対策として発行した総額９億円
の「秩父市プレミアム付商品券」事業も受託し予定通
り完売いたしました。
昨年夏から始まったＧＯＴＯキャンペーンは秩父地
域にも効果をもたらし、入り込み観光客が戻りつつあ
った矢先、秋以降感染拡大の第３波により、再度経済
活動にブレーキがかかり、先行き不透明な状況に陥り
ました。
そんな状況下で迎える新年となりますが、行政や関
係機関と連携し、継続的にコロナ対策支援を講じると
ともに、会員の皆様の英知を結集しウィズコロナ、ア
フターコロナを克服してまいりたいと存じます。
結びにあたり、当所はより一層会員の皆様の声に耳
を傾け、身近な相談相手としてご相談いただけるよう
務めてまいりますので引き続き、ご理解ご協力を賜り
ますようお願い申し上げます。
本年は皆様が健康で安心・安全な生活を取り戻し、
健全な経済活動ができる年となりますことをご祈念申
し上げ、年頭の挨拶といたします。
新年明けましておめで
とうございます。会員な
らびに関係者の皆様にお
かれましては、つつがな
く新しい年をお迎えのこ
ととお慶び申し上げます。
昨年は、感染症拡大の
影響により、行政として
横瀬町長
柔軟にかつスピーディに
対応することが求められ
続けた年でした。当町で
は、感染防止策や生活支援、経済対策など、小さな
町としては異例の45にものぼる感染症対策事業を
実施しました。困難な年でしたが、一方でオンライ
ン企画やＩＣＴ化など新しいチャレンジの契機にも
なりました。
当町では昨年４月から“カラフルタウン”を目指
す第６次横瀬町総合振興計画がスタートしました。
四季折々の美しい色彩豊かな景観があって、そこに
温かい人の輪がたくさんある。その一人一人はいろ
いろな人がいて、みな自分らしく幸せに生きている。
それが、当町が目指す“カラフルタウン”です。
本年は、引き続き感染症対策事業、横瀬小学校新
校舎建設着工、デマンド型乗合交通の導入、欧州の
小国「アンドラ公国」との国際交流、５年目に入っ
た「よこらぼ」等活用した民間企業との連携などを
多様な事業を鋭意推進してまいります。困難な状況
は、むしろチャンスでもあります。当町は“カラフ
ルタウン”を目指して今年もチャレンジを続けてま
いります。本年もよろしくお願い申し上げます。

富田 能成
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日本商工会議所
会頭

三村 明夫

明けましておめでとうございます。
2021年の新春を迎え、謹んでお慶び申しあげます。
さて、昨年１月にわが国で初めての新型コロナウイ
ルス感染者が報告されてから、早くも１年が経とうと
しています。コロナ禍にあっても、今なお必死に経営
努力を続けておられる皆さまに深く敬意を表するとと
もに、われわれ全国515の商工会議所は、今年も一丸
となって事業者の皆さまと地域経済の発展のために力
を尽くしてまいります。
さて、わが国経済全体は、緊急事態宣言が発令され
た昨年４－６月期のＧＤＰがリーマンショック時を超
える戦後最大の落ち込みを記録した後、７－９月期に
は持ち直しの動きへと転じました。しかし、秋以降に
再び感染が拡大する中、その後の回復に向けた足取り
は依然として重いままです。
一方、コロナ禍を通じて、政府・民間を含めた国全体
としてのデジタル化の遅れ、過度な大都市集中のリス
クと適切な地方分散化の必要性、危機下における医療
提供体制のあり方、中央と地方の権限分担のあり方な
ど、日本の多くの課題が浮き彫りとなりました。また
何よりも「強く豊かな国でなければ国民を守れない」
ということに皆が気付いたのではないでしょうか。激
甚化する自然災害、新たなパンデミック、地政学上の
混乱等は今後も起こり得るものであり、わが国がその
ような不確実性の中を生き抜いていくためには、不確
実性を吸収できるバッファとしての「戦略的ゆとり」
が不可欠であります。
昨年の菅政権発足以降、私は政府に対してこの「戦
略的ゆとり」を持つ必要性、またそのためにも経済成
長が欠かせないものであることを訴えてきました。経
済成長は労働投入×資本投入×全要素生産性で定義さ
れます。これまでの深刻な人手不足の中で、女性や高
齢者など労働参加が大いに進みました。しかしさらな
る労働参加率の向上には限界があり、将来不安により

消費が伸び悩む中では国内での新たな設備投資による
資本蓄積も多くは望めません。従って、わが国の経済
成長のためには、残る「生産性の向上」が必須なのです。
日本全体の生産性向上のために、商工会議所は、以
下の３点に取り組んでまいります。第一は、コロナ禍
への対応支援です。環境変化に対して、柔軟に素早く
対応できることが中小企業経営者の強みであり、コロ
ナを契機として新製品やサービス開発、業態転換、Ｅ
Ｃ等も活用した国内外への販路開拓などに積極果敢に
挑戦する経営者を、しっかりと後押ししてまいりたい
と思います。
第二は、デジタル化を通じた生産性向上です。コロ
ナ禍で初めてテレワークを体験し、デジタル技術の有
用性に気付いた経営者も多いと思います。また、国や
地方公共団体が今後デジタル化を進める中で、民間企
業側もそれに対応していく必要があります。まずは身
の丈に合った、低コストで利用可能なIT導入から始め、
徐々にステップアップするなど、ＩＴ導入補助金等の
支援策もフル活用し、中小企業のデジタル化を推進し
てまいります。
第三は、取引適正化です。大企業と中小企業が強固
に結び付いた日本経済の強さは、大中小の石が組み合
わさって風雪に耐える「石垣」に例えられてきました。
しかし、その石垣も修復、再構築する時期に来ていま
す。サプライチェーン全体のデジタル化により効率性
を高め、コストアップや付加価値をフェアに分け合い
取引価格の適正化を図る「大企業と中小企業の新たな
共存共栄関係」の構築が必要です。商工会議所は、こ
の趣旨に賛同した企業による「パートナーシップ構築
宣言」の宣言企業が1,000社を超えるよう、積極的に
後押ししてまいります。
最後に、近代日本資本主義の父であり、東京商工会
議所初代会頭の渋沢栄一翁は、関東大震災の混乱の渦
中にあっても「逆境のときこそ、力を尽くす」自らの信
念によって、晩年にあってなお、わが国を立て直すべ
く精力的に奔走されました。渋沢翁の意志を受け継ぎ、
今年も日本商工会議所は全国のネットワークを最大限
活用し、中小企業と地域の発展、日本経済の再生に向
けて、先頭に立って頑張ってまいります。皆さまの多
大なるご支援、ご協力をお願いし、私の年頭あいさつ
とさせていただきます。
環境にやさしい天然ガスが
豊かさと安心をお届けします

総合建設業

都市ガスは

プロパンガス

天然ガス

リフォーム工事

です

本

社

秩父市中村町

0494（25）5000

久喜支店

久喜市南

0480（24）1000

東京支店

板橋区大山金井町

03（3530）3000

３

配管附帯工事
ガス器具販売

ガッちゃん

スーちゃん
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経営かわら版
経営革新計画
承認事業所に聞く

皆さんも「経営革新」しませんか？

令和元年度 経営革新計画承認事業所
中華料理 泰山北斗 代表 三浦 美好 さん
①お店の概要を教えてください。
当店は平成13年１月に創業した中華料理店です。一品料理からコ
ース調理まで取りそろえた、秩父地域では数少ないお店です。特に
コース料理は口コミにより広く知られ、注文する方が増えておりま
す。 料理内容は、季節ごとに変えて、常に新しい本格中華料理を提供しております。
主にファミリー層を対象にしたアットホームなお店で、お子様からお年寄りまで、幅広い世代に喜んでいた
だけるようなメニューを提供しています。お客様に気持ちよく利用していただけることを常に心がけています。

②経営革新に取り組んだきっかけについて教えてください。
幅広い客層を掴んでいる一方で、曜日や時間帯による利用者のバラツキや、忘年会や新年会、歓送迎会にお
ける繁忙期と、それ以外の期間における宴会の需要の取り込みに課題を感じていました。
お客様は地元の方が多く、そのほとんどがリピーターであります。しかし、新規顧客の開拓ができていない
ことに加え、宴会利用の減少などにより、売り上げが減少傾向でありました。
この課題を解決するために商工会議所に相談したところ、経営革新計画を勧められて取り組むことにしました。

③どんなことに取り組んだのですか？
新規顧客開拓が必要であることから、平日午後以降ならびに夜間の来店促進と繁忙期以外における法事等の
グループの取り込みに注力することを考えました。
例えば、平日のランチ需要を高めるための方策として、いくつかプランを考えました。これまでもグループ
利用があった場合には、ランチタイムを延ばして柔軟に対応しておりましたが、明確なサービスとして打ち出
すことで、グループの予約がある場合には、ランチタイムの制約をなくして対応しています。

④経営革新に取り組んだ感想を教えてください。
経営革新の取り組みで作成したパンフレットの配布により、徐々に法事のお客様が
増加しました。現在は新型コロナウイルスの感染の影響により、法事は家族のみなど
少人数での利用が多いです。料理も個別盛りで提供していますが、お客様に好評いた
だいております。まだまだ事業展開の途中なので、引き続き頑張っていきます。

⑤新型コロナウイルス感染症対策について
お客様のディスタンスを保つため、テーブ
ルの間隔を空けたり、パーティションを設置
して飛沫防止に努めております。また、お客
様が帰られたあとは、消毒を行っております。
換気は１時間に１度窓を開け、店の入口は常
に開けています。室内に空気清浄機を設置し、
菌・ウイルスの抑制を行っております。

テーブルのディスタンス

空気清浄機

テーブルの消毒

〒369-1871 秩父市下影森181
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⑥おすすめのメニューを教えて下さい
当店のランチセット（1,320円と1,430円（税込））は女性グループに人気です。ま
た、ご自宅で召し上がっていただけるように、テイクアウトも行っております。
新たなサービスとして、ご自宅で開催の法事用テイクアウトを始めました。
（お一
人様5,500円（税込））ご連絡お待ちしております。

⑦みなさまに一言お願いします。
経営革新計画は、個人の考えを商工会議所の助言を受けて行動
できたことが良かったと思います。
（昨年12月24日現在）全国的に新型コロナウイルスの感染者が増加
傾向でありますが、当店では感染拡大防止対策を講じて、ご家族
や小グループでのご来店をお待ちしております。

法事テイクアウト料理

札所３番常泉寺
卍
ホテル美やま
●

【 中華料理 泰山北斗 】
【住
所】〒368ー0004
埼玉県秩父市山田2323ー3
【営業時間】昼営業 11：30～13：15（オーダーストップ）14：00クローズ
夜営業 17：30～20：00（オーダーストップ）21：00閉店
緊急事態宣言等の情勢により、営業時間が変更になる場合があります。

泰山北斗

恒持神社

高篠中学校●

【定休日】月曜日 【電話番号】0494ー24ー2289 【駐車場】10台

高篠小学校●

秩父商工会議所では経営革新や創業に取り組む方を応援します
中小企業支援課（TEL 22－4411）まで気軽にご連絡ください。

秩父商工会議所 新入会員紹介
事業所名
赤岩伐採
（株）オプナス
阪真工業
ぷーちゃん・ぴーちゃんの
リラクゼーション
BODY CARE りらくま
守屋石材店

営業内容

会員数 1,685（12月28日現在）

〒

所在地

Tel

伐採
368ー0071 秩父郡横瀬町芦ヶ久保1080 0494ー24ー2221
錠前・セキュリティ製品
368ー0023 秩父市大宮4633ー11
0494ー88ー2070
解体業（内装解体・建物解体） 368ー0005 秩父市大野原833ー27
0494ー40ー1166
整体

368ー0005 秩父市大野原530ー1

070ー2209ー5476

整体
墓石・石材販売

368ー0033 秩父市野坂町1ー16ー4
368ー0032 秩父市熊木町15ー17

0494ー53ー8448
0494ー22ー2165

第１回 新商品・新サービス合同記者発表会開催
令和２年11月９日（月）
（14：00～16：00）
、秩父神社参集殿２階榊の間にて第
１回新商品・新サービス合同記者発表会を開催しました。
本発表会は、広報の専門家 株式会社マジックマイスター・コーポレーショ
ン代表取締役 大谷芳弘氏の指導の下、事業者の皆様が広報の基礎知識から
プレスリリースの作成（セミナー・個別相談）を学んだ上で実施しました。
当日は、コロナ禍を乗り切るための新たな発想・工夫を凝らした新商品・
新サービスに関して各事業者が熱意のこもったプレゼンテーションを行いました。また、後半の展示会では、
個別取材・インタビューを受け、各事業者が商品やサービスについての説明、紹介を行いました。
当日は、多くのマスコミ関係者様に御出席いただき、大変有意義な発表会になりました。
＜参加事業者＞じんじんばあ（和心伝酔DA
‘dA） パラリゾートちちぶ（株）
（働Co－living） （株）和銅農園、（有）ふじや（ふじや衣裳）
（有）Voice（リアライズ） （株）おーともーびるYUKI 自然郷 東沢 NPO法人秩父こみにてい

６
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ため、注意書きを見本と共に送っておくと親切です。
無効になるパターンで多いのが、書き損じによる修
正です。例えば、修正液の使用や塗りつぶしは、正
式な契約書として無効です。
「書き損じの際は、二重
線で消して押印してください」と添えると親切です。
「重要書類にまつわるマナー」
収入印紙を貼るべき書面の場合の負担割合は決ま
っていません。どちらが負担しても構いませんが、
ビジネスシーンでは、契約書など重要書類をやり
印紙税法の下、両者に納税義務があることは覚えて
取りすることがあります。慣れていないと間違えて
おきましょう。通常は、双方自社の書面分を負担す
しまう人も多いのではないでしょうか。少しマナー
ることが多いです。事前に、負担割合のコンセンサ
から外れたからといって、本質的なものでない限り
スを取っておけばトラブルを防ぐことができます。
は相手から指摘されたりしませんが、気付かないう
貼った収入印紙には、彩紋にかけて割印（消印）をし
ちに恥をかいていることもあります。現状、リモー
ます。また、貼るべき印紙の金額を間違ったときは、
トワーク中のやり取りでは、代表者印の準備などに
税務署で払い戻しされます。ただし、剥がしてしま
余計な時間がかかることもあるようです。うっかり
うと無効になりますので、注意が必要です。
間違えて、再度送り直してさらに無駄な時間が…と
最後に送付の方法ですが、宅配便は信書扱いでは
いことのないよう、念入りな準備が必要となります。
ありませんので、必ず郵送しましょう。郵送事故を
相手方に、署名や押印をして、返送するべき契約
書などがある場合、２枚のクリアファイルを準備し、 防ぎ、確実に追跡確認ができるよう書留郵便で送り
ます。最近では、レターパックが使われることが多
送付状や見本などと、相手方の返送用一式をそれぞ
いです。返送分のレターパックにも宛先を記入しま
れ入れて送ります。これで、相手方が返送すべき書
しょう。その際に気を付けるべきことは、宛名と差
類の返送漏れを防ぐことができます。くれぐれも書
類は折り曲げたりせず、大きな封筒で送りましょう。 出名の箇所に「様」が印字されているため、自分の
名前の「様」は二重線で消します。また内容物を記
また、署名や印鑑（契印と割印）の箇所には目印を
載する箇所には「契約書類在中」と記載します。
付け、ミスやモレを防ぐようにします。よく鉛筆で
電子契約書を使用するケースも増えてきてはいる
薄く丸で囲っていることがありますが、消す段階で
とはいえ、紙でも電子データでもどちらでもすぐに
汚したり、破れたりしてしまうこともあります。や
対応できるよう、ビジネスマナーを守りつつ正確に
はり付箋の方がきれいでスマートです。
準備してください。
いくら完璧な状態で送付したとしても、返送分が
（人財育成トレーナー 美月 あきこ）
間違っていると契約書として無効になります。その

ＬＯＢＯ
商工会議所早期景気観測調査

業況ＤＩは、感染再拡大により足踏み。
先行きも不透明感増す中、慎重な見方
●全産業合計の業況ＤＩは、▲46.1（前月比－0.3ポイント）
●先行き見通しＤＩは、▲44.1（今月比＋2.0ポイント）

業種別の動向
前月と比べたＤＩ値の動き

改善 ほぼ横ばい 悪化

建設業

製造業

卸売業

小売業

サービス業

◎日商ＬＯＢＯ調査 日商ＬＯＢＯ（早期景気観測）調査は、毎月の景気動向を調査するものであり、当該月の景況に係わる
調査結果を最も早く集計・公表しております。
（全国の337商工会議所が2,758企業にヒアリング。）

ＤＩ＝（増加・好転などの回答割合）－（減少・悪化などの回答割合） 業況・採算：（好転）－（悪化） 売上：（増加）－（減少）
本調査結果の詳細は、ＬＯＢＯ調査（https: //cci- lobo.jcci.or .jp/）でもご覧になれます。［ＬＯＢＯで検索］

専門相談定例相談日
●政府系融資相談…
日本政策金融公庫の借入相談など
日本政策金融公庫

弁護士、税理士、社会保険労務士、弁理士、
中小企業診断士など
専門家による相談を設けています。

国民生活事業…１月27日（水）・２月10日（水）・２月24日（水）
中小企業事業…事前にご連絡下さい。

随時受付
● 特許相談 ● 税務相談 ● 労務相談 ● 経営革新相談 ● 会社設立、登記相談 ● 許可認可申請取得相談
● 店舗診断 ● 法律相談 定例相談日以外にも、ご相談は随時経営指導員がお受け致しますのでお気軽にご相談下さい。

お問い合わせは、秩父商工会議所まで（TEL 22ー4411）
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融資の金利

●埼玉県制度融資（括弧内は信用保証料）

●日本政策金融公庫 国民生活事業
○経営改善貸付（マル経）…… 1.21％
○担保不要制度……………… 2.06～2.45％（基準）
○有担保制度………………… 1.11～2.10％（基準）

○小規模事業資金………… 1.10～1.30%（0.50～1.76%）
○事業資金
・一般…………………… 1.20～1.40%（0.45～1.64%）
・短期（保証付）………… 1.100%（0.45～1.64%）
・短期（保証無）………… 1.500%

（申込み内容・期間などにより利率が決定します。）

●日本政策金融公庫 中小企業事業
○基準金利…………………… 1.11～1.40％

○経営安定資金
※大臣指定貸付………… 1.00％（0.80％）
※知事指定貸付………… 1.10％
（0.45～1.59％ 金融円滑化関連 0.68％）

（申込み内容・期間などにより利率が決定します。）

●国の教育ローン…………… 1.68％

●秩父市小口金融制度・
○経営あんしん資金……… 1.30％（0.45～1.64%）
特別小口金融制度…… 1.50％
（信用保証料：小口 0.32～1.59％ 特別小口 0.70～0.80％）
１月４日現在

●提携ローン取扱金融機関 ◆埼玉縣信用金庫

◆武蔵野銀行

◆足利銀行

融資利率は年利

◆埼玉りそな銀行

（※詳しくは、各金融機関にお問い合わせ下さい。）

主要経済指標

12月

人

口

世

帯

数

（ －810） 26,408
（
61,243

秩父市

（
8,136

横瀬町

－76）

（
3,359

住宅着工件数

有効求人倍率

（ハローワーク秩父管内）
（ 県土整備事務所
秩 父 市 役 所 ）

－9）

（
14

＋14）

（
3

－5）

1.03
（ －0.14）
＋3）
＊

（ ）内は前年同月との比較

求職者の情報

TEL.22-3215

※ 紹介には、事前にハローワークへの求人票提出が必要です。

No

資格・経歴等

希望職種

事務２年
1
普免

20万円

2 看護師

看護師

25万円

3 医療秘書

医療事務員

10万円

以上

以上

以上

4

二級建築士、宅地建物取引士、
危険物取扱者

施設介護員

20万円

5

大型自動車運転免許
フォークリフト運転技能者

トラック運転手

15万円

車両系建設機械（整地、運搬、積込、掘削用）
、 ごみ収集作業員、

ごみ収集車運転手

以上

以上

17万円
以上

7 介護福祉士

施設介護員

20万円

8 介護福祉士、介護支援専門員

施設介護員、
介護支援専門員

20万円

9

簿記能力検定（全経２級）
介護職員実務者研修終了者

機械部品組立工
自家用常用自動
車運転手

25万円

10

フォークリフト運転技能者、玉掛技能者
介護職員実務者研修修了者

施設介護員、
その他の製品製造・ 18万円
以上
加工処理の職業

以上

以上

以上

※ お問い合わせ時に就職決定済みの場合もありますのでご了承ください。

＊ 61
＊ 秩父郡の数字

問い合わせ先…ハローワーク秩父 ジョブプラザちちぶ TEL.24-5222
No

総合事務員

はい作業主任者、大型１種免許

72

111

パート求職者

希望賃金

宅地建物取引士、
1
ＦＰ技能士（ＣＦＰ、ＡＦＰ）

6 フォークリフト運転技能者、玉掛技能者、

軽自動車

96

※住宅・求人・新車は11月

一般求職者
問い合わせ先…ハローワーク秩父

新車登録台数
（（一社）自販連 埼玉県支部）

資格・経歴等
製造７年
調理補助３年

希望職種

希望労働時間等

希望時給

給食調理

8：30～15：00
5H、週5日、平日

950円

受付事務
販売

8：30～15：00
6H、週5日、平日

928円

8：30～16：00
7H、週5日、平日

930円

2

事務４年
普免

3

事務１年 介護10年
事務
ホームヘルパー1級 普免

4 事務１年

事務

8：00～17：00
5H、週4日、平日

950円

5

製造10年
普免

製造

18：00～22：00
5H、週5日、平日

928円

6

検査17年
普免

製造

10：00～16：00
5H、週5日、平日

928円

7

製造１年
普免

製造

9：00～15：00
5H、週5日、平日

950円

8

接客15年
普免

製造
清掃

9：00～16：00
6H、週5日、平日

928円

9

販売３年
普免

販売
軽作業

9：00～15：00
4H、週5日、平日

928円

10

清掃17年
普免

清掃

9：00～16：00
6H、週5日、不問

928円

清掃２年

受付事務11年

（１月５日現在）

コラム

新年あけましておめでとうございます。昨年は

いきたいと思っておりますが…あれしたい、これ

本当に大変な年となりました、日常生活は大きく

したい、旅行したい、宴会したい、みんなに会い

変化し、コロナ禍の環境に合わせ様々な対応をし

たい、そんな気持ちはもう少しだけ我慢して、平

てまいりました。

穏な日が戻るまで、今できることを大切に、いつ

さて、本年はどんな年になるのだろう？どんな

か当たり前のことが当たり前にできるようになる

ことができるのだろう？まだまだ感染拡大が続く

ことを願い、新年新たに気持ちを引きしめて参る

中、多くの不安はありますが、個人的には丑年の

所存でございます。今年もよろしくお願いいたし

年男であり、前向きに縁起が良い事と捉え、ポジ

ます。（速）

ティブにアクティブに色々な事にチャレンジして

８
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会員伝言板
（掲載料は無料）

申込・問い合わせ…
秩父商工会議所
TEL22ー4411 FAX24ー8956
info@chichibu-cci.or.jp

見本

皆様の広場です。
企業PR・
販売促進に
ご利用ください！

見本

【秩父市プレミアム付商品券】取扱加盟店の皆様へ
申し込み方法…
会員のためのコーナーです。
ご不明な点は当所まで
お問い合わせください。

秩父のお店情報・クーポンゲット
・商品券の使用期限
令和３年１月31日（日）まで ※期限以降の使用はできません
・今後の換金日
郵送（はがき）でご案内いたします。
必ず換金手続きをお済ませください。
秩父商工会議所

ドッと
コム
◆パソコン… http://www.dokoikube.com
◆携帯電話… http://www.dokoikube.com/i/
QRコードで携帯電話からアクセス

◆「利子補給制度」申請お忘れなく
Ｑ．タテとヨコの問題を解いて、白い□を埋めてください。
※注意点 ●□に入るのはカタカナ１文字です
●「ァ・ィ・ゥ・ェ・ォ・ャ・ュ・ョ・ッ」などの小さい字（促音・拗音）は、大文字の「ア」や「ツ」として１文字とします
（例：「ショック」→「シヨツク」）

●濁音や半濁音は１文字として数えます ●A～Eに入れた文字を並べると、ある言葉が完成します

秩父市及び横瀬町では、中小企業者の育成及び経営の
近代化を図るため、中小企業者が事業振興に必要な資金
を借り入れた場合、その借入金の支払利子の一部を補給
いたします。
利子補給制度の申請期間は、1月29日（金）までです。対
象制度・内容・支払利息等をご確認のうえ申請ください。

◆令和２年度景気動向調査ご協力のお願い
秩父商工会議所では、会員企業の経営環境や地域の景
気動向が、前年（令和元年）と比較してどのようになっ
ているかを調査するため、毎年同時期に景気動向調査を
実施しております。
今月上旬にアンケート用紙を送付しておりますので、
会員企業の皆様のご協力をお願いいたします。なお、調
査結果概要は後日会報にて掲載予定です。
前回の
答え

お問い合わせ 秩父商工会議所
TEL 22－4411 FAX 24－8956

「決算のしかた」動画のご案内について
税務行政につきましては、日ごろからご協力いただきありがとうございます。
さて、税務署では、例年、青色申告決算書や収支内訳書の作成方法や作成に当たっての注意点、消費税の決算
の仕方や申告書の書き方などについての
《動画の掲載場所》
説明会を開催しているところですが、新
型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、 ①決算のしかた（青色申告編）
青色申告の方の決算の仕方についての説明動画です。
今年は開催を見合わせることとしました。
（https://www.youtube.com/watch?v=mnrK-Ys_gU0）
このため、税務署では、決算の仕方に
関する動画を作成し、YouTubeの国税
②決算のしかた（白色申告編）
白色申告の方の決算の仕方についての説明動画です。
庁動画チャンネル内に掲載いたしました
（https://www.youtube.com/watch?v=qhq7e1n23lo）
ので、決算の際に是非ご覧ください。
例年、確定申告期間中（2/16～3/15）は、確定申告会場は大変混雑します。国税庁ホームページ「確定申告書等
作成コーナー」を利用すれば、ご自宅で確定申告書等を作成することができます。詳しくは国税庁ホームページ
（https://www.nta.go.jp/）をご覧ください。

担当者 秩父税務署 個人課税部門 石本
この文書による行政指導の責任者は、秩父税務署長です。

電話番号 0494ー22ー4435（直通）

