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令和３年度

事業計画・収支予算を承認

－秩父商工会議所 臨時議員総会－
３月25日（木）、秩父商工会議所臨時議員総会を秩父神社参集殿にて開催し、
令和３年度の事業計画並びに収支予算などが審議・承認されました。本年度の
基本方針、部会委員会計画、収支予算については以下の通りです。

◆スローガン

時代をみつめ輝く未来に、更なる挑戦！

◆基本方針
１ 交通網インフラ（鉄道・道路）の整備促進

５ 関係団体との連携による工業振興の推進

２ 働き方改革への対応と雇用マッチングの推進

６ 中心市街地活性化と少子高齢化にむけた街づくり

３ 観光危機管理体制整備促進

７ セメント跡地周辺などの整備促進

４ 創業支援と経営革新・事業承継の支援

８ コロナ禍における会員事業所事業継続のための支援

◆部会・委員会活動計画
部 会
１ 繊維部会

委員会
１ 総務委員会

１）秩父染織りの里アウトレットの開催

１）会員増強の推進、退会防止

２）秩父銘仙等伝統産業のＰＲと普及促進
①着物を着る機会の創出
②ＰＲグッズの製作
③繊維関係団体等との連携

２）各種共済・保険制度の普及、
加入促進

２ 商業部会

２ 広報委員会
１）各部会、委員会による
活動情報発信

１）お店塾への積極的な参加推進

２）広報のあり方の検討

２）キャッシュレス決済促進・提言

３）お知らせ等予告記事の強化

３）商業者へのコロナ対策支援
３ 工業部会

３ 労務対策委員会
１）雇用セミナー開催

１）異業種交流会の開催

２）優良従業員表彰の実施

２）企業視察・研修会の実施

３）健康診断の普及促進

３）行政との定期的懇談会の継続実施
４）工業部会便り（工業部会活動報告）の会報掲載
５）コロナ後を見据えた事業構造改革に対する情報発信、
経営コンサルティング
４ 建設部会
１）ハザードマップに関する研究
２）幹線道路の研究
３）技能講習・勉強会の情報提供
５ サービス業部会
１）外国人の活用促進の調査・研究
２）女性・高齢者の雇用促進の調査・研究
３）森林環境譲与税の研究
６ 観光部会
１）行政等との情報交換会の実施
２）全国商工会議所観光振興大会への参加
３）観光デジタル化への研究

４ 観光文化委員会
１）継続事業の実施
①こぢゅうはんプロジェクト
②銘仙事業の支援促進
③写真コンテストの開催
２）文化財活用利用方法の提案
５ 街づくり委員会
１）街なか美観整備の研究
２）セメント跡地と周辺の利用検討
６ 地域振興委員会
１）
「よこらぼ」の支援及びＳＤＧｓの
研究
２）秩父地域の渋滞緩和策の提言
３）花園アウトレットから秩父地域への
誘客対策の提言
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◆秩父商工会議所

一般会計収支予算書（令和３年４月１日～令和４年３月31日）［単位：千円 ／（

〈 一般会計 〉

３

）内：構成比％］

〈 中小企業相談所特別会計 〉

事業費
28,700

会費
29,200

（27.9）

（28.3）

支 出 収 入 事業収入
103,000 103,000 37,600
（36.5）
管理費
千円 千円

管理費 支 出
60,710 64,210

（94.5）

69,600

千円

収 入 県補助金
52,000
64,210 （81.0）
千円

（67.6）

交付金 18,280（17.7）
繰入金 700（0.7）
予備費 4,000（3.9）

2021年度

雑収入 2,020（2.0）
特別会計繰入金 6,400（6.2）
繰越金 9,500（9.2）

指導事業費
3,500（5.5）

事業収入 2,800（4.4）
繰入金 9,400（14.6）
雑収入 10（0.0）

新たな日商簿記検定がスタートします！

新型コロナウイルス感染
症の拡大により、2020年
６月施行の第155回簿記検
定を中止したことを受け、
日本商工会議所では感染
症や自然災害が発生して
も、継続的に試験を実施
できるよう、２級と３級
に新しい施行方式を導入
します。
なお、１級はこれまでと同
様、年２回（６月、11月）
にペーパーで行う「全国統
一試験日に施行する試験
方式」で実施します。

新しい施行方式について
統一試験方式
年３回（６月、11月、２月）の全国統一試験日に、各地商工会議所が定めた
試験会場で、ペーパーで実施します。

ネット試験方式（2020年12月から実施中）
ネット試験会場（テストセンター）が定める試験日時に、パソコンを使用
してインターネットを介して試験を実施します（随時施行）。試験終了後、
すぐに合否結果が判明し、合格された方は試験結果に表示されるＱＲコー
ドからデジタル合格証を読み込むことができます。

団体試験方式（2021年７月開始）
企業・教育機関等からの申請にもとづき、当該企業の社員、当該教育機関の
学生を対象にペーパーで実施する試験です。申請を受け、地元の商工会議
所が試験実施の可否、実施する場合は試験日時を調整のうえ決定します。
※団体受験の実施には商工会議所が定める要件を満たす必要があります。
詳しくは、当所までお問い合わせ下さい。
（TEL：0494－22－4411）

2021年度からの変更点
・試験時間 ３級は60分、２級は90分となります。
・出題問題数 ３級は３題以内、２級は５題以内となります。
・試験問題、計算用紙の回収 １級～３級について、試験終了後、答案用紙のほか試験問題と計算用紙も回収します。
※１級は後日、試験問題を検定ホームページで公開します。

※2021年度より、販売士（リテールマーケティング）検定は、ネット試験方式のみの実施となります。
参考 日本商工会議所検定試験ホームページURL： https://www.kentei.ne.jp
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経営かわら版
創業事業者に聞く
2020年３月創業

あなたの『夢』がカタチになるとき
おお

く

ぼ

さち

え

Koselig Lykke（コーシェリ リュッケ） 代表 大久保 幸栄さん
■創業に至った経緯について教えてください。
小さい頃からお菓子づくりが好きな母と一緒にお菓子づくりをして
いました。そんな母の影響を受け、自然とお菓子づくりが好きになり
ました。その頃から将来はケーキ屋さんになりたいという夢を持って
いました。高校・専門学校は食品関係のことを学び、熊谷や秩父のケーキ屋さんに
勤めました。その後、カフェや焼き菓子の製造など様々な経験を積んできました。
数年前に秩父商工会議所主催の「ちちぶ創業塾」に参加したのをきっかけに創業
の準備を少しずつ始めていきました。2020年３月、念願のマフィンメインのカフ
ェを開くことができました。

■店名「Koselig Lykke」
（コーシェリ リュッケ）について教えてください。
北欧のノルウェーでは「心地よい時間」をKoselig（コーシェリ）といいます。この
言葉は、日本語の「ほっこりする」
「まったりする」に似ています。Lykke（リュッ
ケ）は「幸せ」を意味しており、名前にある「幸」の字を取り入れました。店舗も北
欧を意識したつくりにしました。ほっこり、まったり休める場所になれば良いなと
思っています。

■セールスポイントを教えてください。
当店のおすすめは、おから入りのマフィンです。あとは季節ごとに旬の果物を取
り入れたクリームチーズマフィンなどが人気です。このほか、クッキー、焼きタル
トやアップルパイ、ケーキなどを提供しています。焼き菓子には、国産の小麦粉、
フレッシュバターを使用しています。飲み物は横瀬産の紅茶を提供しています。良
いものを使いつつ、なるべく価格を抑えてお客様に提供できるように努めています。
現在はコロナの影響を考え、お茶と一緒におうち時間をお楽しみいただけるよう
にテイクアウトMENUに力を入れております。

マフィン

■読者の皆様にお伝えしたいことはありますか。
開業後、すぐにコロナの影響を受け、お店の宣伝が思うようにできない状態が続
きました。
現在は、小規模事業者持続化補助金を利用し、店舗外への客席増設や看板の設置
などの準備をしています。また、店舗販売のほか、ちちぶ朝市（※）への出店や和空
間多豆さんで商品を販売しており、少しずつではありますが、お客様も増えていま
す。ちちぶ朝市では、定番商品のほか、限定商品も販売しておりますので、ぜひお
立ち寄りいただきたいと思います。限定商品等の情報については、インスタグラム
店内 商品棚
にて発信しています。
まずは、皆様にお店や商品のことを知っていただければ幸いです。コロナが落ち着いたときには、当店にて、
ゆっくりとお茶の時間を楽しんでいただきたいと思います。
※ちちぶ朝市とは、毎月第三日曜日
（9：00～15：00）に秩父を元気にするためのフリーマーケットを矢尾百貨店の北口駐車場にて開催しています。

【M ENU】地元のお豆腐屋さんの生おからとお豆腐を使って焼き上げました。
★カフェ限定
おとうふショコラケーキ／おとうふチーズケーキ／クリームチーズマフィン アイスクリーム付き 500円
★おからマフィン プレーン 180円 紅茶×クランベリー、ココア×チョコ、コーヒー×ナッツ 210円
★クッキー・サブレ各種 150円～ ★プチケーキ各種 250円～
☆ドリンク コーヒー 300円、紅茶 400円、カフェオレ 350円
注：税抜価格で表示しています。別途、イートイン10%、テイクアウト８%の消費税がかかります。（令和３年４月15日現在の価格です）
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秩父駅

【 Koselig Lykke（コーシェリ リュッケ）】
【所 在 地】〒368－0046

５

秩父
まつり会館
●

秩父市宮側町20－15 蓮見ビル１階

【営業時間】10：00～18：00（カフェL.O 17：00)

秩父神社

【定 休 日】水曜・木曜日
【 Ｔ Ｅ Ｌ 】0494－53－8070

武甲酒造●

コーシェリ リュッケ

【駐 車 場】店舗裏 １台
【インスタグラム】Koselig_lykke

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

黒澤元国 前相談所長 経済産業大臣表彰を受賞
黒澤元国前中小企業相談所長は、
「経営改善普及事業発足60周年記念事業」において、
全国の経営指導員・支援機関の資質向上に貢献したことが認められ優良経営指導員
「特別枠」で経済産業大臣表彰を受賞しました。
また、４月１日より広域指導員として埼玉県商工会議所連合会へ出向となります。
（勤務地：秩父商工会議所内サテライトオフィス）

秩父商工会議所 新入会員紹介
事業所名

営業内容

うどん店
新築・リフォーム
リラクゼーションサロン サントシャ リラクゼーション・ボディケア
鈑金・塗装・溶接
髙橋ボデーワークス
帽子・駄菓子の販売
フクノカミ

うどん 大澤
（株）あおいの家

会議所の動き
3月
8日・マルケイ審査
・青年部役員予定者会議
9日・商品券換金
10日・日本政策金融公庫定例相談
11日・正副会頭会議
・常議員会
12日・県連専務理事会議
15日・雇対協企業説明会（17・19日）
・青年部役員会
16日・埼玉県北オンライン合同企業説明会

〒

所在地

Tel

368ー0051
368ー0005
368ー0004
368ー0001
368ー0022

秩父市中村町1ー2ー3
秩父市大野原3110ー2
秩父市山田1
秩父市黒谷950
秩父市中宮地町17ー3

0494ー24ー7638
0494ー26ー6185
070ー4435ー4585
080ー5383ー3171
080ー6257ー7770

18日・労働保険年度更新事務説明会
・日本商工会議所通常議員総会
19日・商品券換金
22日・企画提案型事業打合せ会議
24日・県連臨時総会
・小規模事業者経営基盤強化事
業連携機関会議
25日・臨時議員総会
27日・日本政策金融公庫定例相談
29日・商品券換金
30日・埼玉県制度融資説明会
・ちちぶ地域青年ネットワーク
監査・会議

小規模事業者
経営改善資金

●商工会議所会頭の推薦でお申込みできる、
日本政策金融公庫（旧 国民生活金融公庫）の融資制度です。
●担保不要・保証人不要・保証料不要
・融資利率…1.21％（令和３年４月１日現在）
・保証料……不要
・融資金額…2,000万円以内
・融資期間…設備資金10年以内：運転資金７年以内
※従業員規模や業種など、申込みには要件がありますので
詳しくはお問い合わせ下さい。

秩父商工会議所 TEL 22ー4411 FAX 24ー8956

※県連……埼玉県商工会議所連合会
※商品券…秩父市共通商品券「和同開珎」
※雇対協…秩父地域雇用対策協議会

秩父商工会議所
「大滝支所」の閉鎖について
秩父商工会議所「大滝支所」は、
令和３年３月31日をもちまして閉
鎖いたしました。
今後は秩父商工会議所（本所）
にて一層の会員サービス向上に努
めて参りますので、何卒ご理解賜
りますようお願い申し上げます。

平成の名水百選「武甲山伏流水」仕込み
江戸時代建造の武甲酒造店舗は
国指定の登録有形文化財です

武甲酒造株式会社

秩父路の銘酒

マル経資金

会員数 1,682（４月１日現在）
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ＬＯＢＯ
商工会議所早期景気観測調査

業況ＤＩは、持ち直しの兆しも、依然厳しい状況
先行きは回復への期待感みられるも、警戒感続く
●全産業合計の業況ＤＩは、▲35.3（前月比＋11.5ポイント）
●先行き見通しＤＩは、▲29.1（今月比＋6.2ポイント）

全産業合計の業況ＤＩは、▲35.3（前月比＋11.5ポイント）。デジタル投資の増加を背景に需要が伸びている半
導体関連や堅調な自動車関連の製造業のほか、飲食料品・家電製品を中心に巣ごもり消費に下支えされた小売業
で業況感が改善した。また、一部地域では、緊急事態宣言の解除に伴い、飲食店などで日中の客足が回復し、売
上に持ち直しの動きがみられた。しかし、原油価格の上昇による燃料費の増大等のコスト負担増や年度末の資金
繰りを不安視する声も多く、中小企業の景況感は持ち直しの兆しがみられるものの、依然厳しい状況が続く。
※業況ＤＩ改善も、比較対象の前年同月（2020年3月）は新型コロナウイルス感染拡大によりＤＩが過去最大の悪化幅（2020年2月比▲16.4）を記録した時期であることに留意が必要。

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

設備投資を中心に民間工事の受注減少が続いているものの、災害復旧や防災・減災工
事などの土木関連をはじめとした公共工事が堅調に推移し、改善。ただし、一部では
建設資材の価格上昇が収益を圧迫しているとの声も聞かれた。

製造業

内食需要が堅調な飲食料品関連のほか、デジタル投資や５Ｇ向けに受注が伸びている
半導体製造装置・電子部品関連が下支えし、改善。ただし、中国向けの需要増に伴い、
鉄鋼などの原材料など仕入価格の上昇を指摘する声が聞かれた。

巣ごもり需要が堅調な小売業向け飲食料品・農畜水産品関連に加え、機械器具関連で
は半導体関連の製造業からの部品などの受注が増加し、改善。

卸売業

小売業

内食需要に下支えされた飲食料品の売上が堅調に推移しているほか、新型コロナウイ
ルス感染防止対策として、加湿機能付きの高性能エアコンや空気清浄機などの家電製
品の売上増加が寄与し、改善。

サービス業

デジタル投資の増加を受け、受注が好調なソフトウェア業が全体を押し上げ、改善。
また、緊急事態宣言の解除や気温の上昇などの影響から日中の人出が増加し、ランチ
タイムを中心に売上が伸びた飲食業や、一部自治体における地域限定の需要喚起策な
どの効果もあり、宿泊業でも持ち直しの動きがみられた。

◎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336商工会議所が2,737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…４月28日（水）・５月12日（水）・５月26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…特許、商標、実用新案、意匠など
●税務相談…決算、申告、消費税、相続、贈与、事業継承など
●労務相談…社会保険、労働保険、就業規則、雇用問題、助成金など
●経営革新相談…新事業展開等を目指す既に事業を営んでいる方や若手後継者の方など
●会社設立、登記相談…商号、目的、営業年度の相談。土地建物の登記に関することや書類の作成など
●許可認可申請取得相談…各種許可・認可、免許取得に関する手続など
●店舗診断…店内、店外、サービス、商品管理などの診断
●法律相談…契約トラブル、債権回収、不動産、紛争処理など
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）
○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%
○経営安定資金
※大臣指定貸付………0.70～1.00％
（0.80％ 特定業種関連 0.68％）
※知事指定貸付………0.80～1.00％
（0.45～1.59％ 金融円滑化関連 0.68％）
○経営あんしん資金……1.10～1.30％（0.45～1.64%）

●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……………… 2.06～2.55％（基準）
○有担保制度………………… 1.11～2.20％（基準）
（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％
（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・
特別小口金融制度…… 1.50％
（保証料：小口 0.32～1.59％ 特別小口 0.70～0.80％）
●提携ローン取扱金融機関

◆埼玉縣信用金庫

７

４月１日現在

◆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
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横瀬町
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（
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－82）

（
3,347

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 ）

＋11）

（
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±0）

＋12）

（
2

＋1）

（ ）内は前年同月との比較

1.20
（ ＋0.16）
＊

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

軽自動車

106
74

※住宅・求人・新車は２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）

希望職種

98
＊ 83
＊ 秩父郡の数字

パート求職者
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

希望賃金

No

西洋料理調理人

30万円

事務24年
1
普免

資格・経歴等

2

希望職種

希望労働時間等

希望時給

事務

8：30～17：30
6H、週5日、平日

1000円

事務16年
普免

事務

9：00～16：00
5H、週4日、平日

950円

3

製造２年 介護10年
介護福祉士 普免

製造
介護

13：00～18：00
928円
4H、週5日、日祝以外

乗用自動車運転手 30万円

4

保育２年
保育士 幼稚園教諭 普免

販売
接客

不問
不問

1000円

軽作業員

20万円

5

調理補助１年
普免

接客
販売

8：00～19：00
7H、週5日、不問

950円

6 アーク溶接技能者

電気機械部品
組立工

25万円

6

接客・販売18年
普免

販売

9：00～17：00
4H、週5日、不問

928円

7 大型自動車１種免許

貨物自動車運転手 20万円

7

接客４年
調理師

販売
事務

10：00～16：00
5H、週4日、平日

930円

8

配膳３年
普免

調理

9：00～15：00
5H、週5日、平日

928円

9

事務５年
普免

給食配膳
事務

9：00～15：00
4H、週5日、平日

928円

10

調理５年
調理師 普免

軽作業

9：00～15：00
5H、週4日、平日

950円

1 調理師

以上

2

第二種電気工事士、
フォークリフト運転技能者

機械部品組立工

20万円

3

保育士、幼稚園教諭、
ホームヘルパー２級

保育士

16万円

4 普通自動車２種免許
5

第一種電気工事士
危険物取扱者乙種
フォークリフト運転技能者
床上操作式クレーン運転技能者

8

以上

以上

以上

以上

以上

以上

簿記能力検定（全経上級）、
製造、経理事務
情報処理技能検定（表計算）準１級～２級

18万円
以上

9 准看護師

准看護師

35万円

10 医療事務実務士２級

医療事務員

20万円

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。

（３月30日現在）

コラム

もう35年前になりますが、私は学生時代の４年

本を代表する施設もでき、2025年には２度目の万

間を大阪で過ごしました。同じ日本なので何も変

国博覧会を開催する勢いであり、交通網も整備さ

わらないと乗り込みましたが、当初は言葉・習

れ便利になりました。

慣・気質等全てが異国のようで馴染めない街でし

ふと思ったのですが、そんな私にとっての大切な

た。でも「住めば都」。おせっかいすぎるほど厚

街を物心ついた子ども（もう20を過ぎていますが）

い人情、おいしい食事をすっかり気に入りました。

に案内したことがなかったのです。ここはコロナ

帰郷後も数年に一度は訪問していましたが、目ま

禍が明けたら、仲のよい兄夫婦の家族を見習って、

ぐるしく変わる街並みに行く度に驚いていました。

懐かしい大阪と新しい大阪を家族に案内したいと

近年では、ＵＳＪ、空中庭園、あべのハルカス等日

思います。 Ｔ.Ｔ

８
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会員伝言板
（掲載料は無料）
皆様の広場です。
企業PR・
販売促進に
ご利用ください！

New Open

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。

会員や会報持参の方、
初回のみ全コース1,000
円の割引き、２回目以降
の方は500円の割引をさ
せていただきます。

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

（例）もみほぐし60分
￥4,500→3,500
リラクゼーションサロン

秩父のお店情報・クーポンゲット

サントシャ

〒368-0004 秩父市山田１番地

ドッと
コム

金城 直之

予約Tel

070-4435-4585

八坂神社

卍

栃谷

大野原
大野原

◆パソコン… http://www.dokoikube.com
◆携帯電話… http://www.dokoikube.com/i/

札所一番
四萬部寺

秩父鉄道

連絡先

高篠小前

サントシャ
【Ｐあり】

ホームページ https://santosha.storeinfo.jp

QRコードで携帯電話からアクセス

事業主の皆様へ

労働保険の年度更新手続き 並びに
一般拠出金の申告・納付について
（令和２年６月１日～７月12日）

（ルール）
・リストから漢字を選び、空いたマスを埋めてクロスワードを完成させましょう。
・ひとつの文字は１回しか使えません。
・最後に、Ａ～Ｃのマスに入る漢字でできる三字熟語を答えてください。

労働保険（労災保険・雇用保険）の令和元年度確定
保険料と令和２年度概算保険料及び石綿健康被害
救済法の一般拠出金の申告・納付手続を行ってい
ただく時期となりました。
申告書・納付書は５月末に発送する予定です。同
封の記入例（申告書等の記入方法）を参考に作成の
うえ、７月12日までに提出してください。
詳しくは、コールセンターまたは埼玉労働局労働
保険徴収課にお尋ねください。
コールセンター TEL：0800ー555ー6870

前回の
答え

埼玉労働局労働保険徴収課 TEL：048ー600ー6203

秩父商工会議所

TEL 0494-22-4411

FAX 0494-24-8956

