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ほんとのインド料理とカレーの店さん
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埼玉県商工会議所連合会 埼玉県知事、
埼玉県知事 埼玉県議会議長に要望
埼玉県商工会議所では、10月25日に大野元裕埼玉県知事並びに梅澤佳
一埼玉県議会議長に対し「令和４年度埼玉県の施策及び予算編成に向け
た要望書」を正副会長より提出致しました。内容は、先月号でご報告の
とおり各会議所からの代表で構成される委員会で協議を重ね、会頭会議
で採択されたもので、小規模事業者等支援の一層の強化について、地域
商業の活性化に対する支援の強化について、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等を求めるものです。

秩父市新型コロナウイルス感染症拡大防止対策奨励金
市内事業者の新型コロナ拡大防
止対策を奨励することにより、市
内事業者の経済活動を推進するた
め、複数の対策を行った対面接客
を主とする小規模企業者に対し、
奨励金を交付。昨年度に引き続き、
２回目の交付となります。

・期

間 11月１日（月）～12月28日（火）

・対 象 者 市内に店舗を有し対面接客を主とする小規模企業者（チェ
ーンストア・フランチャイズ等を除く）で、感染防止対策を３
つ以上施した方（市税等を完納していること）
・交付金額 １店舗につき５万円
・申請方法 電子申請または郵送

問い合わせ先：秩父市役所産業観光部 産業支援課 担当：堀口、三ツ井 TEL：25－5208

埼玉県

アライデザインの「コバトン＆さいたまっちマグネットステッカー」の配布
埼玉県は、あらゆる人に居場所があり、誰一人取
り残されず、個性が発揮できる社会を実現するため、
「共生社会プロジェクト」を掲げて、ＬＧＢＴＱの支援
に取り組んでいます。
このたび、ＬＧ
ＢＴＱのシンボル
カラーである６色
のレインボーを活
用したアライデザ
インの「コバトン
＆さいたまっちマ
グネットステッカ
ー」を作成しまし
た。ＬＧＢＴＱの
研修等を受講し、
理解いただいた県
民や企業等のうち
希望する方に配布
します。

◆アライ（ALLY）とは
英語で「同盟」や「味方」を表す言葉で、性的マイノ
リティ、ＬＧＢＴＱを理解し、支援している人又は支
援したいと思う人をさします。

◆目的
ＬＧＢＴＱの抱える様々な困難や精神的負担を軽減す
るため、ＬＧＢＴＱに関する理解、支援するアライを
増やし、アライがＬＧＢＴＱの周りにいることを「見
える化」するアライデザインの「コバトン＆さいたま
っちマグネットステッカー」を作成しました。

◆企業向け
〇 ＬＧＢＴＱ企業向け研修
令和３年12月１日から実施予定

◆研修等受講・申込方法
詳しい研修等の受講や申込方法は県人権推進課ホー
ムページを御確認ください。
県人権推進課ホームページ
https://www.pref.saitama.lg.jp/
a0303/lgbt-pamphlet.html

〒369-1871 秩父市下影森181
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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。

10月例会報告
秩父P u b l i c R e l a t i o n s 委員会では、10月29日（金）に
10月例会を開催しました。
「P u b l i c R e l a t i o n s 情報収集」
をテーマに横瀬町町長 富田能成
様を講師としてお招きして、
「横
瀬町のＰＲとブランディング～
小さな町から未来を創る～」と題
してご講演をいただきました。
講演内容は、人口約8000人の
横瀬町の今、そして未来に向けての取り組みについて
のお話でした。秩父の玄関口であり出口でもある横瀬
町、観光はもちろん色々な方面で力を入れています。
その一方で、秩父地方から都心に移り住む人々を横瀬
町で食い止めるため移住しやすい対策等を取っている
とのことです。
また横瀬町の特徴的な取り組みの一つである｛ よこ

３

らぼ ｝は素晴らしいと感
じました。よこらぼでは
企業、団体、個人に対し
てやりたいことを広く募
集し、行政が全面的にバ
ックアップを行っていま
す。すでに採用は100を
超えたにも関わらず町の予算をほとんど使わず、皆で
横瀬町の為にどのようなことが大切か必要かを考え実
行しています。町民ファーストな取り組みや、移住し
やすいまちづくりにとても関心致しました。
そして結果もしっかり付いてきています。2021年住
み続けたい自治体ランキングTOP50（東京・埼玉・神奈
川・千葉・茨城）では40位にランクイン！埼玉県内では
なんと４位！これには町長が一番驚いていた感じでし
た。
「日本一チャレ
ンジする町」「オ
ープン＆フレン
ドリー」
「カラフ
ル タ ウ ン 」… ま
だまだこれから
変わり続ける町
「よこぜ」の魅力に触れられた10月例会でした。
富田町長本当にありがとうございました。これから
もご活躍をご期待申し上げます。
（委員長 稲葉正泰）

会員紹介のコーナー
有限会社AST

AST Forest（エーエスティ フォレスト）店長 高山 祐次郎 君（Ｒ２年度入会）

・入会のきっかけ 秩父でコミュニティーを広げたいと思い入会しました。
・自転車競技選手としての経歴（一部抜粋）
2021全日本選手権大会BMXレーシングマスターズクラス：優勝
2009アジア選手権大会BMXレーシングエリートクラス：３位
2008年世界選手権大会BMXレーシングジュニアエリートクラス：ベスト16
・ひと言 自転車選びのことならお任せください！
！
MTB（マウンテンバイク）で秩父の里道を楽しめるよう
整備活動やゴミ拾いを行っています。
みんなでMTBを楽しみましょう！

人脈を広げてみませんか！？ 商工会議所青年部では新入会員を募集しています
【加入資格】秩父商工会議所の会員であり、事業所の経営者またはその後継者候補等で、年齢満50歳以下の男女。
【事業案内】会員相互の親睦と自己研鑽の為の事業を行う。その目的の達成の為に必要な事業等
【申込・お問い合わせ】秩父商工会議所青年部事務局 0494-22-4411
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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３年度 経営革新計画承認事業所
ほんとのインド料理とカレーの店 経営
ヒンドゥスタン 黒澤みどり さん
①事業概要について教えてください。
2004年に「ほんとのインド料理とカレーの店」を開店。以来、おかげ
さまで創業18年を迎えました。
アジアの国々27か国を旅した中で、本場インドカレーとの感動の出会いがありました。
この味をぜひ皆様と共有したいという思いから、自らインド現地の高級ホテルのシェフをスカウトし、本物の
インドカレーおよびインド料理を提供しています。
近年では、本格的なインド料理にプラスαの価値として、わらじカツカレーなどオリジナルメニューを考案
しました。こちらは、地元と観光のお客様からも大好評です。
現在は秩父市寺尾の本店のほか、影森店の「ちちぶｄｅタンドール」、上尾、加須、千葉県成田市にも出店し
ており計５店舗を運営しています。

②経営革新の内容について教えてください。
元々、地域のイベント事などにも出店させていただくことも多かったのですが、従来のテント出店ではライ
スの提供が出来ないことや、準備や撤収の時間が長時間になってしまうという課題がありました。また、イベ
ント時限定の本場のインドカレーで作る、当店のカレーパンを皆様に楽しんでいただきたいという気持ちもあ
りました。そこで、キッチンカーを作りたいと思い商工会議所に相談したところ、経営革新計画策定を勧めら
れ事業計画書を作る事となりました。「み☆どりーむ号大作戦」と命名し、計画書を作っていく過程でやるべき
事が明確になり、個性的なキッチンカーが完成しました。カレーパンのレシピやネーミングにもこだわり、研
究を重ねて販売する体制が整いました。

③おすすめのキッチンカーメニューはなんですか？
カレーパンは常時５種類（チーズｉｎバターチキン、キーマ、ポーク、おいもとほうれん草、ぱんだ）をラインナ
ップしており、イベント時には限定メニューも展開します。
全てにこだわりがありオススメです。例えばチーズｉｎバターチキンカレーパンは、チーズ一つをとっても専
門店から数種類を取り寄せています。その上で独自のバランスで配合、カレーとマッチする香り・味に仕上げ
ています。サイズも大きく、当店自慢のナン生地にカレーを手包みして揚げる為、ふわっとモチモチな新食感
です。ご購入いただいたお客様からも大変好評です。

④取り組んだ感想を教えてください。
当初の想定以上の効果が出ています。キッチンカーはカレー色の黄色ではなく、あえてビビットなピンク色、
愛犬をイメージしたフロントパネル、側面にペイントしたゆるキャラや私自身のイラストが見る人を楽しませ
ています。そして、完成直後のタイミングでテレビに露出したこともあり、写真もたくさん撮っていただくな
ど大きな反響をいただいています。
現在は、土日に本店の店舗駐車場で出店し、地元・観光のお客様共にご購入いただいております。一人でも
多くの皆様に「美味しい」の笑顔をお届けしたいです。
イベントの本格的な再開に向けて、遠方からもオファーをいただいています。また、地域内の巡回や更なる
事業展開など、これからも新たなチャレンジをしていきます。
そして、このチャレンジを企画段階から全力でサポートして頂いた関係
者様には、感謝の一語に尽きます。

⑤読者の皆様に一言お願いします。
キッチンカーの背面に「生涯 麗（しょうがいかれい）」の文字で、
「華」
はあえて一画入れない文字を作りました。これからも進化を続けていきた
いという思いを込めています。
また、閃きと気合と瞬発力で行動すると新たな発見があります。お客様
にとって、唯一無二のお店になれる事を目標としています。日々皆様に楽
しんでいただけるよう、私自身が一層楽しんでいきたいと思います。
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【 ほんとのインド料理とカレーの店 】
【所 在 地】寺尾本店：埼玉県秩父市寺尾242-1 影森支店［ちちぶdeタンドール］：同上影森43-3
【営業時間】平日：11時～16時、17時～21時 土日祝日：11時～21時の通し営業 ［影森店：閉店22時］
【定 休 日】なし
【電話番号】0494－25－6337
※コロナウイルスの感染拡大状況により、営業時間を短縮する可能性があります。
影森駅
影森郵便局●

和銅黒谷駅

ハローワーク秩父●

●影森小学校

秩父県土整備事務所●

和銅大橋

ちちぶdeタンドール

ほんとのインド料理とカレーの店

影森中●

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

会員数 1,679（11月１日現在）

事業所名

営業内容

〒

レジアスインパクト（株）秩父支店

保険代理業

368ー0024 秩父市上宮地町26ー21

会議所の動き
10月
1日・県連事務局長会議
4日・商店連盟事業委員会
5日・飲食店プラス現地調査（･12･21･29日）
・創業フォローアップ個別相談
・ちちぶ創業塾①
7日・青年部役員会
・雇対協雇用主部会
8日・制度改正に伴う専門家派遣事業セミナー
・商品券換金

行事予定
12月
2日・飲食店プラス現地調査
（・10・21日）
3日・中小企業相談所長会議
6日・日商観光振興大会（オンライン）

Tel

所在地

0494ー27ー3210

12日・マル経審査
・ちちぶ創業塾②
13日・日本政策金融公庫定例相談
・県指定HACCP対応・販売促進研修
19日・商品券換金
・正副会頭会議
・ちちぶ創業塾③
20日・アクサ収納サービス説明会
21日・プレスリリース個別相談（～22日）
・雇対協合同就職面接会
22日・埼玉北部オンライン合同企業
説明会（・25～28日）

24日・第233回珠算検定試験
25日・県連 知事・県議会議長へ要望
・広報委員会
26日・小規模事業者経営支援事業打
合せ会議
・ちちぶ創業塾④
27日・生活習慣病健診（～28日）
・県指定アフターコロナに向け
た経営支援研修
29日・商品券換金
・青年部10月例会

6日・青年部役員会
8日・日本政策金融公庫定例相談
9日・商品券換金日
・正副会頭会議
10日・雇対協合同就職面接会
・県連事務局長会議

21日・商品券換金日
22日・日本政策金融公庫定例相談
※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

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

秩父本店

秩父市中村町

0494
（25）
5000

久喜本社

久喜市南

0480
（24）
1000

東京営業所

豊島区南池袋

03
（6709）
2515

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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関係革新から始める
人がつながる組織に変えていくために、どのよう
な取り組みをしたらよいのか迷われる方も多いと思
います。関係革新、仕事革新、未来革新という三つ
の革新を起こす具体的な方法を紹介していきたいと
思います。
最初の取り組みは、人と人とのつながりを再生す
るための関係革新です。見えない人をつくらない、
抱え込む人をつくらない、お互いに気付き合える関
係になる。そのために、お互いを知る、相談し合え
る、本音で対話できるという三つのステップで取り
組みを行っていきます。
最初のテーマは、お互いを知る。今更と思う方も
いるかもしれませんが、自己紹介から始めてみる。
それも本人が知ってほしいことを自然に話せる仕掛
けで、自分を紹介し合う。例えば、
「私は……」とい
う言葉から始める自分紹介を20個書き出してみる。
昔やっていたこと、最近ハマっていること、自分の
性格やこだわり、好きなことや苦手なこと、家族の
ことなど何でもＯＫ。今まで言えなかったけど、本
当はこんな人だよということを伝えてみる。逆に、
周囲から見えているその人の自然な振る舞いの中に
ある良さを互いに伝え合ってみる。こんな人に見え
ているよと伝えてみる。それが人への関心を取り戻
し、互いを理解し合おうという意識を高めていくこ
とにつながっていきます。

ＬＯＢＯ
商工会議所早期景気観測調査

次のテーマは、相談し合う。小さなことでも、仕
事以外のことでも、ちょっとした困りごとを持ち寄
って、相談してみようというセッションを行います。
特に部署や仕事が違う人でも、相談し合えるという
ことを体感していきます。相談される側は聞き手に
徹して、以下の四つの質問をしていきます。
「何か困
っていることはありますか」「具体的にどんなこと
が起きていますか」「本当はどうなったらいいと思
っていますか」「一番変えたいこと、良くしたいこ
とは何ですか」。本人が悩んでいることに寄り添い
ながら、起きている事象と自分の気持ちの整理をお
手伝いしていきます。その上で、変えたいことが見
えてきたら、一緒に知恵を出していく。
「どこから踏
み出していったらいいですか」と問いながら、
「だっ
たら、こうしてみませんか」とアイデアを一緒に出
していく。「こうすべき」ではなく、あくまで相手に
寄り添った提案を行っていきます。
ここまで来たら最後のテーマ、本音の対話をして
みる。
「本当は違和感があった、疑問だと思っていた
こと」
「本当はこうなったらいいのにと思ったこと」
を素直に出し合ってみる。そこで結論や解決策を出
すのではなく、そう感じる背景に何があるのか、根
幹にある思いがどこにあるのかをみんなで探ってい
く。すると、互いの思いが重なる部分が見えてくる。
その上で、まずはすぐにできそうなことだけ、みん
なで知恵を出し合ってみる、踏み出してみる。
こんなステップで対話を重ねることで、互いの気
持ちに寄り添い、一緒に悩み、一緒に考え、一緒に
踏み出す関係に変えていく。これが関係革新です。
（ジェイフィール 代表取締役 高橋 克徳）

業況ＤＩは、改善も、依然として厳しさ続く。
先行きは、回復への期待感広がるもコスト増に懸念
●全産業合計の業況ＤＩは、▲28.9（前月比＋4.3ポイント）
●先行き見通しＤＩは、▲21.6（今月比＋7.3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2,634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…11月24日（水）・12月８日（水）・12月22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）
○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………………… 1.06～2.15％（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…………………… 1.06～1.35％
（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…………… 1.65％
●秩父市小口金融制度・
特別小口金融制度…… 1.25％
（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

11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

10月
秩父市

人

口

世

帯

数

（ －869） 26,420
（
60,471
（ －125）
8,015

横瀬町

（
3,342

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 ）

＋5）

（
15

＋4）

－14）

（
3

－1）

（ ）内は前年同月との比較

1.37
（ ＋0.48）
＊

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

希望賃金

No

資格・経歴等

事務・検査16年
1
普免

フォークリフト運転技能者
2
液化石油ガス設備士

一般機械器具
組立工

30万円
2

薬剤師
3
危険物取扱者（甲種）

薬剤師（調剤）

35万円

大型一種自動車免許 玉掛技能者
4
移動式クレーン運転士

貨物自動車
運行管理事務員

30万円

調理人

15万円

日商簿記２級
ＭＯＳ Ｗｏｒｄ エキスパート

希望時給

事務７年
普免

事務
サービス

7：00～22：00
6H、週5日、不問

956円

3

製造３年 調理６年
調理師 普免

調理

8：00～17：00
7H、週5日、平日

960円

4

事務５年
普免

製造
事務

8：00～17：00
7H、週5日、平日

960円

5

販売30年
普免

製造
販売

9：00～15：00
5H、週4日、平日

1,000円

6

事務・配達25年
普免

製造

9：30～15：30
5H、週4日、平日

1,000円

7

介護８年
介護福祉士

出荷事務

8：00～17：00
956円
8H、週3日、水木以外

8

農業１年
普免

軽作業

10：00～15：00
4H、週3日、平日

956円

配達員ドライバー 23万円

9

製造13年
普免

清掃

9：00～17：00
6H、週5日、平日

970円

総合事務員
事務全般

10

事務６年
普免

清掃

10：00～14：00
4H、週3日、不問

956円

以上

以上

以上

以上

危険物取扱者（乙種）
毒物劇物取扱責任者

10 ＭＯＳ Ｅｘｃｅｌ エキスパート

希望労働時間等

956円

7

大型一種自動車免許

希望職種
事務

6

食品衛生管理者

＊ 41
＊ 秩父郡の数字

9：00～15：00
4H、週5日、平日

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 建設用機械車両
転技能者（解体用）
、玉掛技能者、フォー 運転士
30万円
クリフト運転技能者、移動式クレーン運
以上
重機オペレーター
転士、高所作業車運転技能者、フルハー
ネス型安全帯使用作業特別教育修了

9 フォークリフト運転技能者

90

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

出荷・受荷事務員 20万円
以上
物流作業

8 調理師

62

パート求職者

フォークリフト運転技能者 玉掛技能者
1
床上操作式クレーン運転技能者

5 調理師

軽自動車

98

※住宅・求人・新車は９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）

電気部品組立工
製造職希望

20万円

西洋料理調理人

18万円

以上

以上

以上

20万円
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。

コラム

この時期になると毎年食べたくなるのは『さつま
いも』と『白菜の漬物』です。子供のころおやつと
して『さつまいも』が蒸かしてあり、箸休め感覚で
味の濃い『白菜の漬物』を食べていました。今でも
『さつまいも』を食べると『白菜の漬物』が食べた
くなります。子供のころからの習慣になっているの
かもしれません。
習慣といえば、
『性相近し、習い相遠し』という言
葉があります。『人間は、生まれたときはそれほど
違いがないが、その後の毎日の習慣や教育によって、

製造7年

普免
配送３年

（11月２日現在）

大きな違いが出てくる』という意味です。私自身の
ことでいえば、ダイエットがまさにこの言葉通りで
す。体重が一番重い時と現在では成人女性一人分程
度の差があり、食習慣も当時とは全く違うものにな
りました。無理に体重を落とすのではなく、生活習
慣の変化で体重を減らすことができたことが今でも
継続できている一番の要因だと思います。大変なこ
とも多い時期ですが、今後も体重の増加に気をつけ
ながら、『さつまいも』を食べるときは『白菜の漬
物』と一緒に食べたいと思います。（人能弘道）

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！

毎月 １日と15日
期日限定 毎月、
この日限定で

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。

販売します。
販売します

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

みたらし団子
餡だんご

秩父のお店情報・クーポンゲット

ドッと
コム

御菓子司

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

栄誠堂

秩父市上町2-14-6 電話 22-1374
販売開始／９：00～ 定休日／不定休

QRコードで携帯電話からアクセス

（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

埼玉県受動喫煙防止対策実施施設等認証制度
埼玉県では県民の皆さまの受動喫煙による
健康影響を防止するため、令和元年６月１日
から「埼玉県受動喫煙防止対策実施施設等認
証制度」を施行し、健康増進法上の義務を上
回る対策（屋内禁煙、敷地内禁煙）を実施し
ている事業所、飲食店等を認証しています。
認証された施設には、認証書と左のステッ
カーを交付します。
申込みはＦＡＸでも可能です。下記までお
気軽にお問い合わせください。
埼玉県受動喫煙防止対策実施施設等認証制度

問合せ先：埼玉県秩父保健所

保健予防推進担当

0494－22－3824

