
https://www.chichibu-cci.or.jp/

info@chichibu-cci.or.jp

発行：秩父商工会議所
埼玉県秩父市宮側町1-7

TEL.0494-22-4411

FAX.0494-24-8956
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各種お知らせ

経営革新計画承認事業所　（株）マルマンかみやま水産さん

今月の表紙は

（株）マルマンかみやま水産さん

です

秩父商工会議所NEWS
この表紙のイメージカラーは「秩父の色100選／屋台囃子」です。
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埼玉県商工会議所連合会 令和４年度施策に向け要望　役員・議員181名が表彰

●秩父商工会議所の受賞者（敬称略）

　役員表彰（在職20年）

　副会頭　町田　啓介 

　副会頭　小池　文喜

　常議員　新井　公雄

　常議員　井上　喜郎

　常議員　金子　展明

　常議員　長谷川　茂

議員表彰（在職20年）

　議　員　日勝電機（株）

　議　員　（株）グラファイトデザイン

　議　員　関東信越税理士会秩父支部

　議　員　（有）駒商会

　議　員　（株）中村

　議　員　野﨑　貞司

　議　員　町田　徳之

　議　員　松崎　守

　令和４年度の施策に向けた国や

県に対する要望（重点要望３項目・

個別的要望13項目）が９月24日の

県連会頭会議で採択されました。

本年度はコロナ関連の要望も盛り

込まれました。採択された要望書

は10月中に埼玉県知事に提出され

ます。また、永年にわたり地域商

工業振興に寄与され功労のあった

商工会議所役員・議員等181名の表

彰も採択されました。当所からも

下記の方々が受賞されます。

　なお、予定していた令和３年度

の埼玉県商工会議所議員大会は中

止となりました。

●重点要望

１．小規模事業者等支援の一層の強化について

２．地域商業の活性化に対する支援の強化について

３．中小製造業における人材確保・販路開拓に対する支援の強化について

秩父市産業支援課

産業技術者表彰者募集
　市では、市内の産業において卓

越した技術や技能を有する方を、

「秩父市優秀産業技術者・技能者」

として表彰しています。

　お問い合わせ

　産業支援課　25ー5208

対　　象　市内の事業所で働く技術者または10年以上従事し、30歳以上の

技能者で、卓越した技術・技能を有し、他の模範と認められる方

申請方法　被顕彰者の推薦、自薦または事業所もしくは業界団体からの推

薦により、１事業所あたり１人までを、所属する商工会等を経

由して申請

提出書類　推薦書、推薦調書、被顕彰候補者の最も高く評価されている技

術・技能および功績等を証明できる資料等
※推薦書、推薦調書は産業支援課にて配布。ホームページからダウンロード可。

募集期間　12月10日（金）まで

■インボイスとは

　売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。

具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」、「税

率毎に区分した消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。

■インボイス制度とは

　売手である登録事業者は、買手である取引相手（課税事業者）から求め

られたときは、インボイスを交付しなければ成りません（また、交付した

インボイスの写しを保存しておく必要があります）。買手は仕入税額控

除の適用を受けるために、原則として取引相手（売手）である登録業者か

ら交付を受けたインボイスの保存等が必要になります。

■申請手続について

　納税地を所轄する税務署長に対して登録申請書を提出し、適格請求書

発行事業者になる必要があります。e-Taxで登録申請手続が可能です。

　税務署における審査を経て、適格請求書発行事業者として登録された

場合、「登録通知書」を送付します。審査には一定の時間を要します。

　令和５年10月１日から

複数税率に対応した消費

税の仕入税額控除の方式

として適格請求書等保存

方式（いわゆるインボイ

ス制度）が導入されます。

　適格請求書保存方式の

下では、税務署長に申請

して登録を受けた課税事

業者である「適格請求書

発行事業者」が交付する

「適格請求書」（インボイ

ス）等の保存が仕入税控

除の要件となります。

お問い合わせ先

○適格請求書等保存方式に関する一般的なご相談

　専用ダイアル　0120ー205ー553（無料）　受付時間　9：00～17：00（土日を除く）

○適格請求書等保存方式についての詳しい情報は国税庁ホームページ内の特設サイト

　「消費税の軽減税率制度について」
　https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/index.htm

消費税インボイス制度登録申請書受付開始（令和３年10月１日～）
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　YEGとは、商工会議所

青年部の英字名（Young 

Entrepreneurs Group）の

頭文字ですが、同時に青

年部の持つコンセプト（若

さ、情熱、広い視野を持っ

た経営者＝Youth, Energy, 

generalist）を表しています。

青年部のコーナー青年部のコーナー
　YEGとは、商工会議所

青年部の英字名（Young 

Entrepreneurs Group）の

頭文字ですが、同時に青

年部の持つコンセプト（若

さ、情熱、広い視野を持っ

た経営者＝Youth, Energy, 

generalist）を表しています。

平成の名水百選「武甲山伏流水」仕込み

武甲酒造株式会社

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

秩
父
路
の
銘
酒

企業間の人材マッチングをサポートしています。

幅広いデータベース
ハローワークや経済団体などと連携し

豊富な人材情報を提供しています。

相談等の費用は無料
情報の提供、相談、あっせんについて

の費用はかかりません。

公益財団法人産業雇用安定センター
埼玉事務所　℡048ー642ー1121　http://www.sangyokoyo.or.jp/

　　　　　　●ご利用時間 9：00～17：00（土・日・祝日は休業）

出向・移籍の専門機関

全国ネットの

人材情報で、

出向・移籍の

支援！

人材の確保、従業員の再就職

支援に努めています。

　

　９月11日（土）に令和3年度会員大会「研修と交流の集

い」川口大会～前とは違う新しい普通へ～のテーマの

もと、完全オンラインという形で開催されました。現

地参加とオンライン

参加のハイブリッド

式という方式も最近

ではよく行われてお

りますが、このよう

な大会が完全オンラ

インという開催方式

となるのは本当に大

変な決断とご苦労が

あったと思います。

四つに分かれて行わ

れる分科会（セミナ

ー）もYouTubeを活用して、完全オンラインならでは

の工夫が凝らされており、参加している側も様々な面

で大変勉強になりました。

　また、懇親会（リモート懇親

会）では、「ギネスに挑戦！リモ

ート懇親会」が開催され、参加

者全員が同じタイミングで飲み

物と顔を映し、乾杯をするとい

う挑戦をしました。

非常に厳しい審査の中、見事ギ

ネスが認定されました。

9月役員会9月役員会（オンライン会議オンライン会議）9月役員会（オンライン会議）

「研修と交流の集い」川口大会　報告

　秩父ＹＥＧでは、月に一度役員会を開催しております。

会長以下各委員会副委員長、県連出向者まで含め30名

で構成されており、毎月開催される例会やさまざまな

事業を作り上げていく為に協議しています。よりよい

内容となるよう役員それぞれが意見を出し合い改善点

等を指摘しながら一つひとつの催しを大切に仕上げて

いきます。

　今年度はコロナ禍でも出来る限り中止を回避し、ど

のようにすれば開催出来るのかを考えながら会議を進

行しています。問題はたくさんありますが、ピンチを

chanceに！！Zoomを使用してのオンライン会議にて前

向きな話し合いがされました。

　緊急事態措置等の状

況を見ながら、メンバ

ーの皆様と顔を合わせ

て事業が開催出来たら

と思います。

（会長　島田）

メンバー募集
秩父ＹＥＧでは随時一緒に活動する仲間を募集しています！！　男女関係なく、共に高めあえる団体です。

秩父商工会議所の会員事業所で50才未満の経営者・後継者が対象です。ご気軽にお問合せ下さい。

（事務局：黒澤　0494－22－4411）

・新入会員紹介

　小池　啓友　君　　所属委員会：第３の委員会　　会社：（株）ウッディーコイケ

入会したきっかけ：諸先輩方からの勧めと、社長である父のアドバイスもあり、

　　　　　　　　　皆さんから色々と勉強させていただこうと思ったからです。

趣　　味：吹奏楽を長年続けていたこともあって、音楽に触れるのが好きです。

　　　　　また、食べることが好きで大食漢でもあるので、秩父の飲食店さんを

　　　　　段々と制覇していきたいと思います！

ひとこと：昨年９月に秩父に戻ってきました。業界のこと、木材のこと、秩父の

　　　　　こともまだまだ勉強中です。少しでも地域に貢献できるように頑張り

　　　　　ますのでご指導よろしくお願いいたします！
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経営かわら版経営かわら版経営かわら版

令和２年度　経営革新計画承認事業所

（株）マルマンかみやま水産　代表取締役 神山 雅之 さん

①事業概要について教えてください。
　2011年にマルマンかみやまとして創業し、2013年に法人化を行い（株）

マルマンかみやま水産となりました。海藻・海産物を中心に三陸地方

食材の首都圏一流百貨店への卸売りや催事販売を行っています。

　主たる商品は、岩手県産のわかめ・こんぶ・めかぶ等を中心とした

三陸地方の海藻海産物や水産加工品です。取扱商品は岩手県大船渡市

の漁師と提携による産地直送品のため、生産者の顔も見える高品質な

商品となっています。また、自社ブランド商品も販売しています。

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。
　新型コロナウイルスの影響で、取引先である百貨店の休業や催事販

売の中止など、深刻な被害を受けました。感染拡大は一向に止まらず、

このままでは商品を販売することが出来なくなってしまうと考え、新たな販売活動を模索していく中で商工会

議所に相談を行いました。そこで、小規模事業者持続化補助金を活用して新規事業のサポートしていただける

事になり、併せて経営革新計画の作成を勧められた為、挑戦することにしました。

③どんなことに取り組んだのですか？
　新たにネットショップを開設し、商品のネット販売を開始しました。ネット販売であれば新型コロナウイル

スの影響を受ける事無く、安定して商品の販売を行えますし、お客様からの要望も多かった為、これを契機に

取り組みました。

　それに伴い、真空パック包装機の導入を行いました。真空パック包装によって商品の状態は良いままで長期

間保存が可能で、ネット販売でもお客様に安心して商品を購入していただけるようになりました。

　また、当社ホームページ内の商品紹介をより充実させる予定です。当社で開発したレシピの紹介や、産地ならで

はの調理方法や食べ方を紹介し、お客様により美味しく商品を召し上がっていただける様に準備を進めています。

④経営革新に取り組んだ感想を教えてください。
　新型コロナウイルスの影響を受け、これから先の事業展開について悩

んでいましたが、商工会議所の方とのヒアリングで自分の考えを計画書

に落とし込んでいく中で、段々と明確なイメージが出来るようになりま

した。最終的に、目標を実現するための具体的な計画書を作成する事が

でき、承認を受けることが出来ました。

　まだ取り組みは始まったばかりですが、目標実現に向けて計画を進

めていきたいと思います。

⑤おすすめの商品を教えてください。
　当社では、三陸地方の産地直送品を使用したオリジナル商品を販売しており、お客

様から大変好評を頂いています。中でも「天香のだし」と「三陸茎わかめ漬け」は特

に人気がある商品です。

　天香のだしは岩手県産のだし昆布を粉砕加工し、焼き顎・椎茸・かつお等を独自に

ブレンドしたパックだしです。天然素材にこだわり、添加物未使用の当社自慢のだし

になっています。

　三陸茎わかめ漬けは、三陸産の茎わかめを使用し、オリジナルの味付けで漬け込ん

だ漬物です。甘酢生姜風味とピリ辛醤油の２種類があり、どちらもおつまみやご飯の

お供に最適な味わいになっています。

　その他にも多数商品を取り揃えておりますので、是非当社ネットショップをご利用下

さい。電話での注文も受け付けておりますので、皆様のご注文をお待ちしております。

　また、事業者様向けに当社商品の卸売りも行っています。ご興味がある事業者様が

いましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

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？

天香のだし

刈り入れ作業刈り入れ作業

三陸茎わかめ漬け
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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。

※県連……埼玉県商工会議所連合会

※関商連…関東商工会議所連合会

※雇対協…秩父地域雇用対策協議会

※県青連…埼玉県商工会議所青年部連合会

【 （株）マルマンかみやま水産 】

【所　在　地】〒368－0001　秩父市黒谷197

　　　　　　店舗での商品販売は行っていません。

　　　　　　ネットショップもしくは電話注文をご利用下さい。

【　Ｔ　Ｅ　Ｌ　】0494－24－2848

【営業時間】9：00～18：00（お問い合わせ・電話注文）

　　　　　　ネットショップでのご注文は

　　　　　　24時間365日受け付けています。

【定　休　日】土・日曜日

　ホームページURL　https://www.maruman-kamiyama.com/

　ネットショップURL　https://www.maruman-kamiyama.shop/

会議所の動き

県連正副委員長と県幹部との

意見交換会

飲食店プラス現地調査（･10,22日）

青年部役員会（オンライン）

日本政策金融公庫定例相談

正副会頭会議

商品券換金

日商マル経等基礎研修会（オンライン）

県青連「研修と交流の集い」川

口大会

プレスリリースセミナー

日商通常会員総会（オンライン）

商品券換金

秩父機械電気工業会運営委員会

日本政策金融公庫定例相談

小規模事業者経営支援事業打

合せ会議

9月

1日・

3日・

6日・

8日・

9日・

・

10日・

11日・

15日・

16日・

21日・

・

22日・

・

県連会頭会議・議員大会（オンライン）

県青連役員会（オンライン）

プレスリリース事前対策セミナー

広報委員会（オンライン）

工業部会行政との懇談会　

24日・

27日・

・

28日・

・

秩父商工会議所 会員数　　1,682（10月１日現在）

埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金
　埼玉県では、2021年７月、８月、９月に実施された緊急事態措置またはまん延防止等重点措置等に

伴う飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受けて、売上が50％以上減少し、国の月次支

援金を受給している事業者の皆様に対し、協力支援金を給付します。

○申請期間：９月30日（木）～2022年１月28日（金）※原則、３ヶ月分をまとめて申請

○給付金額：対象月の売上減少額から国の月次支援金を控除した額

○給付上限額：中小法人等 ５万円／月、個人事業者等 2.5万円／月

○主な給付要件：１．埼玉県に本店・住所を有する中小企業法人または個人事業者等であること

　　　　　　　　２．国の月次支援金の給付を受けていること

　　　　　　　　３．埼玉県酒類販売事業者等協力金の受給者でないこと（予定を含む）

○申請方法：電子申請。郵送も可

詳細については、埼玉県ホームページをご覧ください。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/gaishutsu-shienkin7-9.html

埼玉県中小企業等相談支援窓口 0570ー000ー678（平日 ９時～21時　土日祝日 ９時～18時）

聖神社●

和銅黒谷駅マルマンかみやま水産
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業況ＤＩは、緊急事態宣言延長の影響が続き、悪化。

先行きは、日常生活回復への期待感も、厳しさ続く

●全産業合計の業況ＤＩは、▲33.2（前月比▲3.8ポイント）

●先行き見通しＤＩは、▲31.0（今月比＋2.2ポイント）

●政府系融資相談…

　日本政策金融公庫の借入相談など
　　　　　　　　　　 　　　　　　　国民生活事業…10月27日（水）・11月10日（水）・11月24日（水）
　　　　　　　　　日本政策金融公庫
　　　　　　　　　　 　　　　　　　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。

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。

専門相談定例相談日

お問い合わせは、秩父商工会議所まで（TEL 22ー4411）

本調査結果の詳細は、ＬＯＢＯ調査（https ://cc i - lobo . jcc i .or . jp/）でもご覧になれます。［ＬＯＢＯで検索］

◎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2,644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）

ＬＯＢＯ
商工会議所早期景気観測調査

ほぼ横ばい改善 悪化

業種別の動向
前月と比べたＤＩ値の動き

サービス業小売業卸売業製造業建設業

　つながる組織をつくるためには、経営者から社員

までが立場を越えて、異なる思い、価値観を重ね合

うプロセスが必要になります。しかし実際に、そう

した取り組みを行うのは難しいと感じる人も多くい

るのではないでしょうか。

　そもそも、社員が自分の意見を言えるのだろうか、

きちんとした対話ができるのだろうか、一つの思い

に重なっていくのだろうか……。確かに、上からの

指示で動くことが当たり前だった組織では、心理的

安全性が低く、本音を出せない人も多くいます。だ

からこそ、徐々につながりを再生し、対話できる組

織に変えていくステップが必要になります。

　第１ステップは、土台となる人と人とのつながり

の再生です。経営者、管理職、社員が、感じている

こと、悩んでいること、こうしたいと思っているこ

とを素直に持ち寄り、語り合えるようになる。そう

した対話ができる土台づくりから始める必要があり

ます。自分のこと、互いのことをよく知る、言動の

背景にある経験や思い、価値観を知る。その中で、

互いの困っていることに寄り添ってみる、知恵を出

し合ってみる。そうして互いのことを理解し、違い

を受け入れ合うための対話を繰り返す中で、感じた

こと、思ったことを素直に言い合えるようになる。

それが最初のステップです。

　第２ステップは、人と仕事とのつながりの再生で

す。やらされ感で仕事をしている、仕事は上司が与

えるものだと思っている人は、仕事とのつながりが

ますます希薄になっていきます。改めて、日々目の

前の仕事をこなすだけのように思えていても、小さ

な喜びを感じた瞬間はなかっただろうか。その小さ

な仕事の喜びを持ち寄ったときに、改めてこの仕事

をしている意味を見いだせないだろうか。同時にそ

うした仕事の意味や喜びを実感できる働き方に変え

ていくことはできないのだろうか。そんな対話をし

ていく中で、仕事への思いを改めて見いだしていく

ことが必要です。

　ここまで来たら、第３ステップ。会社、組織との

つながりを取り戻す。本当にこの会社にいる意味は

何か、ここで働くことがみんなの幸せにどうつなが

っていくのか。自分たちの組織の意味をさまざまな

角度から考えてみる。未来起点で発想したとき、未

来の変化が私たちに期待していることは何か、社会

課題起点で考えたとき、社会で起きている問題と向

き合うことが自分たちの組織の使命にならないのか。

幸せ起点で考えたとき、一人一人の人生が幸せにな

るために、この組織ができることは何なのか。

　組織の目標を与えて、仕事と人を上から変えるの

ではなく、人と人とのつながりを変え、対話を重ね、

仕事や組織の在り方を自ら変えていく。この逆のス

テップが、つながる組織づくりには必要です。

（ジェイフィール　代表取締役 高橋 克徳）

思いを合わせるための三つのステップ
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済
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標

秩父市

横瀬町
1.19（ ）＋0.42

69

54

88

56＊ ＊

60,513

8,025

26,416

3,345

13

1

（　）内は前年同月との比較 ※住宅・求人・新車は８月　　＊ 秩父郡の数字

９月 人　口 世　帯　数
新車登録台数

（（一社）自販連 埼玉県支部）

有効求人倍率
（ハローワーク秩父管内）

住宅着工件数

（　　　　）県土整備事務所
秩　父　市　役　所 軽自動車

融
資
の
金
利

●日本政策金融公庫　国民生活事業

○経営改善貸付（マル経）……

○担保不要制度………………

○有担保制度…………………
　（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……………………
　（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……………

●秩父市小口金融制度・
　　　特別小口金融制度……

　　（保証料：小口 0.32～1.59％　特別小口 0.70～0.80％）

●埼玉県制度融資（括弧内は信用保証料）

○小規模事業資金………

○事業資金

　・一般…………………

　・短期（保証付）………

　・短期（保証無）………

○経営安定資金

　※大臣指定貸付………

 　　　　　　　（0.80％　特定業種関連 0.68％）

　※知事指定貸付………

 　　　　　　　（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%（0.50～1.76%）

1.20～1.40%（0.45～1.64%）

1.100%（0.45～1.64%）

1.500%

0.70～1.00％

0.80～1.00％

1.10～1.30％（0.45～1.64%）

●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　◆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。）

10月１日現在　融資利率は年利

1.21％

2.06～2.55％（基準）

1.06～2.15％（基準）

1.06～1.35％

1.66％

1.25％

求
職
者
の
情
報

No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

資格・経歴等

8：30～17：30
7H、週5日、平日

9：00～16：00
5H、週4日、平日

9：00～17：00
4H、週3日、木金以外

9：00～16：00
6H、週5日、平日

9：00～17：00
7H、週5日、平日

8：00～16：00
4H、週5日、平日

8：00～20：00
8H、週4日、平日

9：00～17：00
5H、週4日、平日

8：30～16：00
5H、週4日、平日

9：00～16：00
5H、週4日、平日

製造17年
普免

接客・販売９年
普免

製造９年
普免

製造５年
普免

受付事務16年
普免

事務31年
普免

看護２年
看護師　普免

接客・事務18年
美容師　普免

受付事務11年
普免

支援員４年
普免

販売

販売

事務

製造

看護

事務

販売

製造

製造
販売

軽作業

希望職種 希望時給希望労働時間等

1,300円

1,000円

960円

1,100円

960円

956円

960円

1,000円

960円

956円

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

パート求職者

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

－120

－867

（ ）－9

＋11 （ ）

－2

＋4

　令和３年４月に発出された緊急事態宣言及び、

まん延防止等の重点処置が、10月１日に完全解除

されました。秩父市内に目を向けると、他県から

の車をより多く見かけるようになりました。軽症

者向けの治療薬も年内に特例承認されるような話

も耳にします。

　当たり前ながらアフターコロナの時代をどう生

きるのかを考えている人が大勢いる中、今の変化

をチャンスだという人もいます。しかし、チャン

スで利益を得られるのはほんの一握りの先駆者と、

それにいち早く気がつき行動した人たちだけでし

ょう。タイミングを逃せばただの足かせになって

しまうリスクもありますが、前進できなくても、

後ろに下がりさえしなければきっとどうにかなる

と信じています。（T.Y）

問い合わせ先…ハローワーク秩父
　　　　　　　 ※ 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。

TEL.22-3215

一般求職者

※ 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。　（10月５日現在）

No 資格・経歴等 希望職種 希望賃金

1

2

3

4

5

6

7

8

ホームヘルパー２級
医療事務実務士２級

日商簿記２級

二級ガソリン自動車整備士
二級ディーゼル自動車整備士

調理師

フォークリフト運転技能者

フォークリフト運転技能者

フォークリフト運転技能者
大型特殊自動車運転免許
大型特殊自動車第二種免許

看護助手
医療事務員

倉庫作業員
物流系

自動車組立工
製造系

貨物自動車運転手
配送

給食調理人
トラック運転手

機械部品組立工

建設用機械車両
運転工
重機オペレーター

経理事務員
税理士補助

20万円
以上

車両系建設機械運転技能者
（整地・運搬・積込用及び掘削用）
車両系建設機械運転技能者（解体用）
玉掛技能者

25万円
以上

16万円
以上

25万円
以上

15万円
以上

20万円
以上

17万円
以上

30万円
以上
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会員伝言板

皆様の広場です。

企業PR・

販売促進に

ご利用ください！

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。

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

秩父のお店情報・クーポンゲット

◆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

ドッと
コム

（掲載料は無料）

（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。

前回の
答え


