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応援します「自力記載・自力申告」
◆令和３年分確定申告書の提出期間は次の通りです。
■所得税

3月15日（火）まで

■消費税

● 令和３年分 確定申告の相談期間

3月31日（木）まで

３月２日（水）～３月４日（金）

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、相談時間は30分以内とさせていただきます。
ご相談は予約が必要となりますので、秩父商工会議所までお申し込みください。
（TEL 22ー4411）
相談期間内は特別体制で皆様のご相談に応じておりますが、申告期限間近になりますと大変混雑し、
長時間お待ちいただくようなことにもなりかねませんので、できるだけ早くご相談下さい。

● 税理士による税務特別相談会

２月17日（木）・ 24日（木） ３月１日（火）・７日（月）・10日（木）・15日（火）
会場は、秩父商工会議所 会議室。時間は、午前10時～12時です。
予約が必要です。お申込・お問い合わせは、秩父商工会議所まで（TEL 22－4411）

秩父税務署からのお知らせ

○所得税等の申告相談について

【確定申告会場】秩父税務署
【 開 設 期 間 】令和４年１月26日（水）から３月15日（火）まで（土日及び祝日を除きます）
【 相 談 受 付 】午前８時30分から午後４時（提出は午後５時）まで
【 相 談 開 始 】午前９時から

※午後４時前であっても、相談受付を終了する場合があります。

確定申告会場の入場には、当日配布又は国税庁ＬＩＮＥ公式アカウントから事前に取得した入場整理券が必要です。

事業復活支援金
コロナ禍で大きな影響を受ける事業者に、地域・業種を問わず、固定費負担の支援として、５ヶ月分の売上
減少額を基準に算定した額を一括給付。

○申請期間 2022年１月31日（月）～５月31日（火）
○対 象 者 新型コロナの影響で、2021年11月～2022年３月までのいずれかの月の売上高が、2018年11月～
2021年３月までの間の任意の同じ月の売上高と比較し、30％以上減少した事業者。
（中堅・中小・小規模事業
者、フリーランスを含む個人事業主）
※基準月を含む事業年度の年間売上高。

○給付額（上限額）

法人

売上減少率

個人

年間売上高 ※～１億円

同 １億超～５億円

同 ５億円超

▲50％以上

50万円

100万円

150万円

250万円

▲30～50％

30万円

60万円

90万円

150万円

○算 出 式 給付額＝（基準期間の売上高）－（対象月の売上高）×５
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強谷常議員 厚生労働大臣から感謝状
強谷隆彦常議員（秩父電子（株）代表取締役・秩父地域雇用対策協議会 会長）は、１月14日、
令和３年度労働行政関係功労者表彰式において、労働行政の向上及び施策の推進に対し多
大な功績が評価され、髙橋埼玉労働局長より厚生労働大臣感謝状が贈呈されました。
心からお慶び申し上げます。

常議員変更のお知らせ

新入社員研修

※ 詳しくは、折込チラシをご覧下さい

１月４日、常議員が変更になりました。 日 時：４月４日（月）10：00～16：30 会場：地場産センター ４階ホール
昭和電工株式会社 秩父事業所
講 師：プレシャスパートナー 代表 小島 敦子 先生
あいはら

新任 事業所長 栗飯原 範行 氏
退任 事業所長 岩出 斉 氏

受講料：会員6,000円 会員外12,000円【テキスト代を含む】
締 切：３月17日（木）
【先着40名】

春季健康診断のご案内（R4）
この健診は、労働安全衛生法の定期健康診断項 【基本検査項目】
目及び特定健康診査項目を含んでおり、胸部Ｘ線 自覚症状及び他覚症状の診査・身体計測・視力検査・
撮影は精密検査並（直接撮影）の精度です。また基 聴力検査・血圧測定・胸部Ｘ線検査・尿検査・
本健診のほか、専門的な検査を希望される方は豊 血液一般検査・肝機能検査・腎機能検査・脂質検査・
富なオプション検査を選択できます。ひとりひと 糖尿病検査・心電図検査
りのニーズに合わせてお気軽に受診いただけます。【オプション検査項目】
日 程 ４月13日（水）
・14日（木）
・15日（金）
会 場 秩父神社参集殿
料 金 基本検査 6,900円（オプション検査は別途）

大腸がん検査、胃がん血液検査、前立腺検査、
肺がん検査、胃部抗体検査、血清検査、血液型検査、
眼底検査、婦人科系疾患検査、胃がんリスク検診

申込方法など詳細は３月号会報でご案内いたします。秩父商工会議所（TEL 22ー4411）

秩父商工会議所 新入会員紹介
事業所名
第一生命保険株式会社 熊谷支社
秩父営業オフィス

会議所の動き
1月
5日・年末調整個別説明会
（～1/6）
6日・利子補給制度申請期間～1/31
12日・飲食店プラス現地確認
14日・会報発行
・経営指導員確定申告研修会
・県連専務理事会議
18日・労働保険 説明会（ＷＥＢ）
19日・商品券換金
・日商委員会（ＷＥＢ）

営業内容
保険業

所在地
秩父市上野町25ー10
368ー0031
秩父ビル２F

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。

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

相談等の費用は無料

出向・移籍の専門機関

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）

050ー3782ー1310

26日・県観光づくり計画委員会（ＷＥＢ）
27日・確定申告指導会
（～3/15）
・秩父経済懇話会１月例会
・
【延期】繊維部会/観光部会幹事会
・
【延期】サービス業部会幹事会
28日・飲食店プラス現地確認
・
【延期】工業部会幹事会/労務
対策委員会
31日・商品券換金
・
【延期】経営会議
・
【延期】建設部会幹事会/総務
委員会

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

Tel

武甲酒造株式会社

秩父路の銘酒

業員
確保、従 います。
人材の
努めて
支援に

〒

20日・日商委員会（ＷＥＢ）
・飲食店プラス現地確認
21日・観光文化委員会/地域振興委員会
24日・県連新春懇談会（ＷＥＢ）
25日・中小企業関連施策等に関する
ＷＥＢセミナー
・県労保連理事会（ＷＥＢ）
・広報委員会（ＷＥＢ）
26日・日本政策金融公庫定例相談
・
【延期】街づくり委員会
・小規模事業者経営支援事業連
携機関会議

企業間の人材マッチングをサポートしています。

ットの
全国ネ で、
報
人材情
籍の
出向・移
！
支援 の再就職

会員数 1,676（１月28日現在）

４

2022（Ｒ4）
・２

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
フクノカミ 代表 引間 真知子 さん
①事業概要について教えてください。
子供の頃から駄菓子屋さんになるのが夢で、2020年３月にフクノカ
ミを創業しました。店名は、
「ご来店いただいたお客様に福が訪れる様
に」と願いを込めて名付けました。
メイン商品である駄菓子は、メジャーなものからマイナーなものまで約200種類の商品を取り揃えていますの
で、お子様はもちろん、大人の方もひとつは懐かしく感じる駄菓子があり、年代問わず楽しんでいただける店
舗となっています。また、駄菓子だけでなく、帽子や雑貨の販売も行っています。

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。
創業してすぐに新型コロナウイルス感染拡大が始まり、緊急事態宣
言が発令され、感染拡大、収束、再拡大と繰り返しています。
そのような状況の中でも、ありがたいことにお客様は徐々に増えて
きましたが、頭の中には今後の経営を続けていく上での漠然とした課
題や不安がありました。その際、知人から商工会議所の紹介を受け、
相談を行いました。感じていた不安や課題、新たな事業展開について
経営指導員と話し合ったところ、経営革新計画の作成を進められ、挑
戦することにしました。

店外席

③どんなことに取り組んだのですか？
新規事業として、ベビーカステラカフェの開設に取り組みました。
ベビーカステラは祭りの多い秩父地域のお客様にはなじみ深く、特に
お子様には人気が高いです。またコロナ禍で機運が高まっているテイ
クアウトにも適しているため、取り組む事にしました。
店舗の改修工事やベビーカステラ製造機の導入を実施、営業許可を
取得して、新しくロゴマークの作成も行いました。漫画家の長尾謙一
郎氏に作成を依頼し、
「秩父を笑顔に、元気にしよう！」をテーマに、素
敵なロゴマークに仕上がりました。店舗看板、ベビーカステラの包装
紙に活用しています。
ベビーカステラの販売は2022年１月14日から開始していて、
週末にはイカ焼きの販売も行っています。今後の本格営業開
始に向けて新商品やドリンクの販売も計画しています。

ベビーカステラ製造機

④経営革新に取り組んだ感想を教えてください。
コロナ禍での創業、経営を経験し、様々な悩みや課題があ
り、不安もありました。どれも自分の頭の中にあるもので、
漠然としていましたが、経営指導員とのヒアリングで明確に
なり、今後の事業の方向性を決める事ができました。また、
ベビーカステラ包装紙
新規事業についても、計画書を作成することでやるべき事が
明確になりました。最終的に、これまでの経営で見えてきた課題、新規事業の具体的な内容などを落とし込ん
だ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。
今回の取り組みはまだ始まったばかりです。これからも頑張っ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。
おすすめはこだわりの「ひとくちカステラ」です。卵は深谷市にある田中農場さんの卵をふんだんに使用し、
ココナッツオイルで焼き上げています。また、沖縄産の黒糖を使用しているため、焼き上がりは茶色く、昔な
がらの懐かしい味を楽しんでいただけます。
週末には大阪風のイカ焼きも販売しており、こちらも自慢の一品です。
駄菓子についても、約200種類と豊富な商品を取り揃えていますので、是非一度ご来店下さい。
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⑥最後にひとことメッセージをお願いします。
長年の夢であり、また、秩父を元気に、笑顔にしたいとの思いから、フクノカミを創業してもうすぐ２年に
なります。今回の取り組みをきっかけに、新しいお客様にご来店いただく事が増え、たくさんの方に当店を知
っていただく事が出来ました。今回作成した計画はまだまだ始まったばかりですが、今後がとても楽しみです。
当店の営業情報、ベビーカステラの販売状況等は、当店のインスタグラムにて情報発信しています。是非チェ
ックしてみて下さい。皆様のご来店を、心よりお待ちしています！
聖地公園
●中宮地郵便局

【 フクノカミ 】
【所 在 地】〒368－0022 秩父市中宮地町17－3
【 Ｔ Ｅ Ｌ 】0494－26－6064

フクノカミ

【定 休 日】火曜日・水曜日
【営業時間】平日：14時～18時

休日：14時～18時

【インスタグラムＵＲＬ】
https://www.instagram.com/fukunokami.go.go/

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。

青年部のコーナー

務の縮小を余儀なくさ
れた中でも、経費の削
YEGとは、商工会議所
減や労働時間の短縮等
青年部の英字名（Young
の業務改善を行うなど、
Entrepreneurs Group）の
頭文字ですが、同時に青
逆境を撥ね退けて前進
年部の持つコンセプト（若
する逞しい背中を見て、
さ、情熱、広い視野を持っ
た経営者＝Youth, Energy,
現役メンバーはとても
generalist）を表しています。
勇気づけていただきま
した。
年が明け、コロナ過
の第６波が猛威を振る
第３の委員会では12月16日（木）に宮側町のトラゲッ
う中、諸先輩を見習い
トにてコロナ過中に卒業となられたＯＢ６名（阿佐美
健司先輩、井上喜郎先輩、大島隆芳先輩、高橋賢司先輩、 逆境に負けない経営を
意識していこうと思え
武藤貴洋先輩、森田透先輩）をお迎えし、現役メンバ
る例会に出来たと思い
ーとの座談会を開催させていただきました。
ます。
本例会ではコロナ過が始まってから、新たな道を進
今後もＹＥＧの仲間で
まれたＯＢの方々から改めて近況や思い出を聞かせて
自由な話合いが出来る
いただき、難しい環境下の中でどのように行動するべ
場を考えていきたいと
きか等、いろいろなお話を聞かせていただく目的で行
思いますので、皆様の
いました。ＯＢメンバーには卒業後、県会議員になら
ご協力をお願いします。
れたり、新店舗をオープンさせたり、それぞれの先輩
（委員長 新井公太）
が目を見張る活躍をされています。またコロナ過で業

12月例会報告

相生町

６
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未来を切り開くリーダーシップ
私たちはこれからどんな未来を経験するのでしょ
うか。ＡＩなどの技術の進化が仕事の仕方、人の役
割を変え、脱炭素社会に向けてビジネスの転換を迫
られる企業も増えていく。この中で働く人たちの価
値観も働き方も多様化し、ライフを起点に人が組織
を選ぶ時代になっていく。こんな未来に踏み出すた
めに、リーダー、あるいはリーダーシップはどのよ
うな革新を求められるのでしょうか。
「変化の時代だからこそ強いリーダーが必要だ」
「自らの強い意志で、思い切った決断ができるリーダ
ーにならなければ、大きな転換はできない」確かに
こうした経営のリーダーシップがこれまで以上に求
められるときだとも思います。
一方で、未来を洞察することも、多様化する価値
観と向き合うことも、一人で抱えるにはあまりに難
題だと思っているリーダーも多いと思います。まさ
に強いリーダーが方向を示して、自らが先頭に立ち、
指示をしてメンバーをけん引するという、これまで
教えられてきたリーダー像で良いのか。こんな風に
悩んでいる人も多いのではないでしょうか。
これまでリーダーシップ論の世界では、カリスマ
型リーダーやサーバントリーダーシップなど、さま
ざまな理論が提示されてきました。ただ、これらのリ
ーダーシップ論は、リーダーからメンバーにどのよ
うに働き掛けるのか、外部への影響力の行使の仕方、

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

スタイルを論じるものでした。
ところが、リーダーという役割を担うという前に、
リーダー自身の人としての在り方が大事だという議
論が出てきました。オーセンティック・リーダーシ
ップという理論です。オーセンティックとは、あり
のまま、本物のという意味です。リーダーという役
割のよろいを着るのではなく、自分の本来性とつな
がり、自然な振る舞いの中で自分らしく人と向き合
える存在になる。自分だけでなく、共に働く仲間た
ちも同じように、偽りない自分を自然に出し、良さ
を認め合い、互いの力を引き出し合う関係になって
いく。その中で、組織の思いと各人の思いを重ね、
そこに正しいと思う世界を自らも実践し、共につく
り上げていく。
リーダーも同じ人間。迷っていることがあれば、
周囲を頼ればよい。大切なのは、みんなでより良い
方向に進もうとする思いと姿勢を貫けるか。そこに
真の信頼をつくることができるかどうかということ
だというのです。
若い人たちが求めているリーダー像を聞くと、ま
さにこんなリーダー像と一致します。ビジネスも働
き方も会社の在り方も大きな転換を迎える時代。誰
も何が正解かだなんて分からない。だからこそ、そ
れを一緒につくっていこうという姿勢と向き合い方
が大切になるのではないでしょうか。気付くと、み
んながリーダーになっていく、みんなでリーダーシ
ップをつないでいく。こんな組織が未来を切り開く
のだと思います。
（ジェイフィール 代表取締役 高橋 克徳）

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…２月16日（水）・３月９日（水）・３月23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）

ＬＯＢＯ
商工会議所早期景気観測調査

業況ＤＩは、オミクロン株の感染拡大により悪化。
先行きは、感染急拡大への警戒感から厳しい見通し
●全産業合計の業況ＤＩは、▲18.2（前月比▲2.4ポイント）
●先行き見通しＤＩは、▲27.4（今月比▲9.2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334商工会議所が2,599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］
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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…………… 1.66％
●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

２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

１月

人

口

世

帯

（ －845） 26,414
（
60,314

秩父市

（ －155）
7,976

横瀬町

（
3,339

数

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 ）

＋34）

（
20

＋4）

－19）

（
0

－3）

（ ）内は前年同月との比較

1.71
（ ＋0.61）
＊

求職者の情報

問い合わせ先…ハローワーク秩父

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。

資格・経歴等

希望職種

1 日商簿記２級、Word２級、Excel２級 総合事務員

2 准看護師

3 ファイナンシャルプランナー

車両系建設機械運転技能者
4
大型１種免許

看護師

総合事務員

軽作業員

希望賃金
17万円

72

＊ 49
＊ 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

資格・経歴等

1 接客受付１年

介護１年

希望職種

希望労働時間等

希望時給

介護

8：00～17：00
7H、週5日、平日

1,000円

2

事務６年
普免

事務

9：00～16：00
6H、週4日、平日

960円

3

製造６年
普免

事務
製造

9：00～16：00
6H、週5日、平日

960円

4

製造４年
普免

製造
軽作業

8：30～17：30
5H、週5日、平日

956円

5

清掃３年
普免

製造
軽作業

9：00～16：00
5H、週4日、平日

956円

6

調理５年
調理師 栄養士

調理

9：00～15：00
6H、週5日、平日

1,000円

7

調理２年
接客４年

調理

8：30～14：00
956円
5H、週5日、日祝以外

8

食品加工15年
普免

販売

7：30～17：00
8H、週5日、不問

960円

9

製造３年
ヘルパー２級

軽作業

9：00～16：00
4H、週5日、平日

960円

10

配達23年
普免

清掃
接客

9：00～14：00
5H、週4日、平日

956円

20万円
以上

20万円
以上

25万円
以上

一般機械器具修理工

6 二級自動車整備士

汎用金属工作機械工 23万円
以上
製造

保健医療サービス
視覚訓練士

59

パート求職者

以上

フォークリフト運転技能者
5 ガス溶接技能者
アーク溶接技能者（基本級）

7 視能訓練士

軽自動車

108

※住宅・求人・新車は12月

一般求職者

No

新車登録台数
（（一社）自販連 埼玉県支部）

25万円
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

冬季オリンピック・パラリンピックが中国北京
で開催されています。平和の祭典と謳われる五輪
開催の一方、憂慮すべき様々な世界情勢が垣間見
えます。ウイグル、モンゴル、チベット、香港等
の人権問題。ウクライナをめぐるロシアと西側諸
国の問題、北朝鮮による弾道ミサイルの度重なる
発射など、各地で緊張が高まる中での開催となっ
ています。
不安と楽観、侃々諤々と巷には様々な憶測が飛
び交い、新型コロナウィルス・オミクロン株によ
る感染者の急増に関するニュースと共に連日報道

接客販売10年

普免

事務４年
普免

普免

製造10年

（２月２日現在）

されていますが、国家の実状など、真実がどれだ
け報じられるかなどは甚だ疑問であるにせよ、知
れば知るほど、学べば学ぶほど難解です。
…彼方に連なる稜線を眺めても、我が両の手を
じっと見ても、決して楽観できぬ夫婦間の緊張す
ら解決に至らぬ自分が、国家間の緊張や我が国の
行く末を憂いても何ら解決するべくもなく、今は
ただひたすら、世界の平和と日本選手の健闘を祈
りたいと思います。
冬来りなば春遠からじ、暦はもう春です。
（喜）

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！

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

秩父市では、三井住友海上火災保険株式会社と
「包括連携協定」を締結しました。これに伴い、中
小企業経営者向けの「秩父市S D G s 経営セミナー・
ワークショップ」を開催します。
と

き ３月４日（金）午後２時～５時

ところ 秩父地場産センター ４階大ホール
定

員 30人

※市内事業所の経営者層の方限定

参加費 無料
詳しくは秩父市のホームページをご覧ください。

秩父のお店情報・クーポンゲット

協

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

力 FIND CHICHIBU、
三井住友海上火災保険株式会社

その他 新型コロナウイルスの感染状況により、
中止または延期となる場合があります。
お問い合わせ 秩父市産業支援課

25ー5208

QRコードで携帯電話からアクセス

埼玉県プロフェッショナル人材戦略拠点
企業の成長を担う
「即戦力人材」の採用をサポートします！
（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。

そのお悩み、私たちにご相談ください
即戦力人材の採用で、経営課題を解決しましょう！

●効率的な人材採用支援
●幅広い課題解決メニュー
●総合的な経営相談
【問合せ先】

（公財）埼玉県産業振興公社
埼玉県プロフェッショナル人材戦略拠点
https://www.saitama-projinzai.com/

前回の
答え

有機溶剤作業主任者技能講習開催のご案内 「安全衛生推進者」養成講習開催のご案内
労働安全衛生法第14条により、有機溶剤等を製造し
又は取り扱う作業については、作業主任者を選任し、
その者に有機溶剤中毒予防のための作業方法の決定、
労働者の指揮、換気措置の点検等の職務を行わせなけ
ればならないことになっております。
日

時 ３月23日（水）学科
9：00～17：00
３月24日（木）学科・試験 9：00～18：00
講習会場 横瀬町町民会館２階大会議室
（秩父郡横瀬町横瀬2000）TEL 0494（22）2267

募集人員
受講資格
受講費用
講習科目

50名（先着） ※３月16日（水）締切
満18歳以上
13,000円（テキスト・資料代、消費税を含む）
有機溶剤による健康障害及び予防措置・
作業環境の改善方法・保護具・関係法令

労働安全衛生法において、次の業種及び規模の事
業場は一定の資格をもった「安全衛生推進者」を選
任し、その者に安全衛生に係る一定の業務を担当さ
せることを義務づけています。
日

時 ４月６日（水）
・７日（木） ２日間
10：00～17：00
講習会場 横瀬町町民会館２階会議室
（秩父郡横瀬町横瀬2000）TEL 0494（22）2267

募集人数 50名（先着） ※３月30日（水）締切
受講費用 13,000円（キスト・資料代、消費税を含む）
講習内容 安全管理・危険性又は有害性等の調査及び
その結果に基づき講ずる措置等・作業環境
管理及び作業管理・健康の保持増進・安全
衛生教育・安全衛生関係法令

いずれも申込方法など詳しくは、
（一社）秩父地区労働基準協会まで。

TEL 0494（22）3020

FAX 0494（22）3242

