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●今月のTOPICS

創業支援事業所 S-scene（エスシーン）さん

令和４年度 秩父商工会議所 事業計画・収支予算

今月の表紙は

です

S-sceneさん

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／秩父いわざくら」です。
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時代をみつめ輝く未来に、更なる挑戦！

　３月24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

４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。

　また、会員企業の業種構成割合から部会編制の見直しをおこなった結果、繊維

部会を解消し、下記部会活動計画に記載の５部会となりました。

１ 総務委員会

　１）会員増強の推進、退会防止

　２）各種共済・保険制度の普及、加入促進

２ 広報委員会 

　１）各部会、委員会による活動情報発信

　２）広報のあり方の検討

　３）お知らせ等予告記事の強化

３ 労務対策委員会 

　１）雇用セミナー開催

　２）優良従業員表彰の実施

　３）健康診断の普及促進

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
　　　①関係機関とのミーティングの開催

５ 街づくり委員会 

　１）街なか美観整備の研究

　２）セメント工場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の取組検討

　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

令和４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－

１　交通網インフラ（鉄道・道路）の整備促進

２　働き方改革への対応と雇用マッチングの推進

３　観光危機管理体制整備促進

４　創業支援と経営革新・事業承継の支援

５　関係団体との連携による工業振興の推進

６　中心市街地活性化と少子高齢化にむけた街づくり

７　セメント工場跡地周辺などの整備促進

８　ウィズコロナにおける会員事業所事業継続のための支援

◆基本方針

◆スローガン

◆部会・委員会活動計画

◆秩父商工会議所　一般会計収支予算書
（令和４年４月１日～令和５年３月31日）［単位：千円 ／（　）内：構成比％］ （令和４年４月１日～令和５年３月31日）［単位：千円 ／（　）内：構成比％］

◆中小企業相談所特別会計　収支予算書

１ 商業部会 

　１）お店塾への積極的な参加推進

　２）キャッシュレス決済促進・提言

　３）商業者へのコロナ対策支援

２ 工業部会

　１）異業種交流会の開催

　２）企業視察・研修会の実施

　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

３ 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

４ 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

５ 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

部  

会

委
員
会
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退任ご挨拶　内　田　明　夫
　この度、３月末日、定年をもって事務局長を退任いたしました。昭和62年３月に奉職し、

以来35年間にわたり、指導課長、総務課長、事務局長を務めさせて頂き、役員・議員の方々を

はじめとして、会員の皆様には長い間大変お世話になりました。心よりお礼申し上げます。

　なお今後は、今までの経験を活かし、業務推進役としてお世話になります。引き続きよろ

しくお願い申し上げます。

Tel〒営業内容 所在地

株式会社カリラボ

Atelier Tajimaji

三峰ちどりや

鈴木機工株式会社

狩猟関連サービス

雑貨販売・マッサージ

飲食業

機械設備等搬出・設置

横瀬町芦ヶ久保1313ー2

秩父市中村町1ー3ー4

秩父市三峰120

秩父市大野原647ー28

080ー3574ー7360

080ー8906ー2189

090ー7088ー5604

0494ー26ー6655

368ー0071

368ー0051

369ー1902

368ー0005

事業所名

秩父商工会議所 新入会員紹介 会員数 1,676（４月１日現在）

事業主の皆様へ

新型コロナによる小学校休業等対応助成金・支援金制度について

コールセンター（受付時間９時～21時・土日祝日含む）0120ー60ー3999

●支給対象者（いずれかに該当）

　・子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に

　　対し、有給（賃金全額支給）の休暇（労働基準法上の年次有給休暇を除く。）

　　を取得させた事業主

　・子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、委託

　　を受けて個人で仕事をする者

●対象となる子ども（共通）

　①新型コロナウイルス感染症への対応として、ガイドライン等に

　　基づき、臨時休業等をした小学校等に通う子ども

　②小学校等を休むことが必要な子ども

　　ⅰ）新型コロナウイルスに感染した子ども

　　ⅱ）風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある

　　　　子ども

　　ⅲ）医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイル

　　　　スに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を

　　　　有する子ども

申請には期限があります。休暇取得期間が令和４年１月１日～３月

31日については５月31日までの申請が必要です。

支給要件の詳細や具体的な手続きは厚生労働省ホームページにて

ご確認ください。

　厚生労働省では、新型コロナウ

イルス感染症に係る小学校等※１

の臨時休業等により仕事を休ま

ざるをえなくなった保護者の皆

様を支援するため、小学校休業等

対応助成金・支援金制度を設け、

令和４年３月31日までの間※２に

取得した休暇について支援を行

っています。

　事業主の皆さまには、この助成

金を活用して有給の休暇制度を

設けていただき、年休の有無にか

かわらず利用できるようにする

ことで、保護者が希望に応じて休

暇を取得できる環境を整えてい

ただけるようお願いします。

※１　小学校等：

　　小学校、義務教育学校の前期課程、

　　特別支援学校、放課後児童クラブ、

　　幼稚園、保育所、認定こども園等

※２　対象となる休暇取得の期間は、令

　　和４年６月末まで延長される予定 新型コロナ 休暇支援
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経営かわら版経営かわら版経営かわら版

①創業に至った経緯
　東京都内で仕事をしている時から、定年退職後は生まれ育った秩父

で美容院を開きたいと思っていました。

　独身時代は美容師として都内（六本木・目白等）のサロンで仕事をし

た後、化粧品メーカーの美容相談員としてイベントや講習会の仕事を

していました。結婚して育児が落ち着いてからは事務職の会社員として働いていました。

　定年退職する２年前より、以前働いていた美容院で、週１回働きながら最新の技術に触れていきました。また

同時期に創業・ベンチャー支援センター埼玉や秩父商工会議所等で、移住や創業に関する支援制度を調べ、具体

的な開業の形やお店のコンセプトを作っていきました。

　会社員として働きながら家事、育児、介護等を経験した私が、毎日の暮らしを頑張っているお客様に、ご自分

だけの時間を楽しめる場所になれたらという思いが強くなりました。

②お店の紹介
　古民家の６畳和室をそのまま改装しました。お一人様ずつ完全予約

制なので、他のお客様とお会いになることはありません。貸し切り状

態の中で、ご希望を伺いながら丁寧に施術いたします。

　すべてのメニューに水素水を使用しておりますので、髪やお肌に負

担をかけません。特に白髪染めは色持ちが良く髪を傷めないため、好

評をいただいております。

　ＥＭＳ機（電気刺激によって筋肉を収縮させる運動マシン）を使った

「フェイシャルマッサージ」、美容液導入の「フェイシャルエステメニ

ュー」、頭皮のスペシャルケア「育毛ヘッドスパ」、５段階のトリートメントで髪をケアする「美髪ヘッドスパ」、

手技のみの小顔ケア「痛くない小顔リフト整顔」、特殊なハサミを使って、くせ毛や髪の広がりやつむじ割れ、襟

足の浮き等髪のトラブルを緩和する「ヘアリセッター」など独自のメニューを揃えております。

③お店の特徴
　アンティークブルーをメインに、昭和初期の診療所や古い木造校舎の保健室をイメージした店内になっており

ます。店の奥にあることが多いシャンプー台が当店では部屋の真ん中にあります。丁寧に時間をかけて行うマッ

サージシャンプーを日差したっぷりの明るい部屋の真ん中で、リゾートのような贅沢な気分で楽しんでいただき

たいからです。

　植物性で刺激臭の無いヘアカラー剤、水素水を使用したシャンプー、ホホバオイルのヘアオイル、漢方薬で作

った育毛トニック剤等、私自身が納得して選んだ商品を使用しています。

　開業して間もなく、新型コロナウイルスの感染拡大が始まりましたが、完全予約制と言うことで、口コミやご

紹介で少しずつ広がり、定期的にご来店くださるお客様が増えてきました。

　お客様が気兼ねなく、ご自分のご希望をおっしゃって、少しばかりわがままになっていただけることが当店の

特徴です。

④店名の由来
　Ｓ-ｓｃｅｎｅの「Ｓ」はスペシャル・サービス・サポートのＳですが、スペシャルのＳを強調し、「特別な時間」

を由来としております。お仕事やご家族のために頑張っていらっしゃる皆様に、自分だけの特別な時間を自分だ

けの楽しみとして味わっていただきたいと願いをこめました。

　お客様と出会い、楽しく過ごすことが私にとっても特別な時間であり、日々の喜びとなっています。

⑤読者のみなさまに一言お願いします。
　秩父に戻り開業して２年半が経ちました。当店のチラシ配りをしても「ごくろうさま」とお声をかけてくださる

温かいお言葉が何より嬉しく、戻ってきて良かったと感じます。まだまだこれからなので、皆様のご来店お待ち

しております。

2019年10月創業

S－scene（エスシーン） 代表 持田 綾子さん

あなたの『夢』がカタチになるとき創業事業者に聞く

もち　だ　あや　こ
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【 S－scene 】

【　所　在　地　】秩父市大野原752

【営業時間】９：00～19：00（土曜日のみ９：00～17：00）

【　定　休　日　】日曜日、第一・第三火曜日
　　　　　　営業時間外、定休日でもお受けできる場合がございます。

【　Ｔ　Ｅ　Ｌ　】080－6557－3697

【メニュー】●痛くない小顔リフト整顔（コスパ小顔ケア）2,000円

　　　　　　●ヘアカラー 5,000円　　●育毛ヘッドスパ 5,000円

　　　　　　●美髪ヘッドスパ 5,000円　　●カット 5,000円

　　　　　　●ＥＭＳフェイシャルアプローチ 3,000円

　　　　　　●美容液導入素肌トリートメント 3,000円
　　　　　　※同時に二つ以上のメニューをお受けいただいた場合は、追加メニューを1,000円引きにて承ります。

●
消
防
団
詰
所

秩父太平洋セメント

大野原

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ー4411）まで気軽にご連絡ください。

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

小規模事業者
経営改善資金

秩父商工会議所 TEL 22ー4411 FAX 24ー8956

・融資利率…1.23％（令和４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。

マル経資金
●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

S－scene

秩父市原油価格高騰緊急経済対策補助金

　市では、原油価格高騰により影響を受ける市内事業者を

支援するために、多量に燃料（ガソリン・灯油・軽油・重

油）を使用する事業者にその経費の一部を助成します。

・対　象

　①市内に事業所を有する法人及び個人

　　（※全業種対象、ただし、燃料小売業は除く）

・補助対象経費

　①対象となる燃料は、ガソリン、灯油、軽油及び重油

　②「令和４年１月及び２月分の合計燃料使用額」から

　　「前年同期分の合計燃料使用額」を差し引いた額

　　※②の額が10万円以上の場合、補助対象となります。

・補助金額

　補助対象経費の２分の１の額（上限20万円)

・申請書

　３月28日（月）以降、産業支援課（歴史文化伝承館３階）、

　吉田・大滝・荒川総合支所地域振興課にて配布

　※市ホームページからもダウンロード可能です。

申請方法・申請場所　窓口または郵送受付

受付期間　４月11日（月）～４月28日（木）

秩父市住宅・店舗等リフォーム資金助成事業

　市では、リフォーム（改修）工事等を行う場合に、

その経費の一部を助成します。「自己居住用住宅」

に加え、「店舗・事務所」のリフォーム（改修）工事

等も対象となりました。

・対　象

　①市内にリフォームを行う住宅・店舗・事務所を

　　有する方で市税の未納がない方

　②対象者が有する住宅・店舗・事務所の修繕・補

　　修増築などの工事であること

　③市に登録している施工業者に依頼して行うこと

　④着工前のリフォーム工事であること

　　※応募者多数の場合は抽選となります。

・補助金額

　20万円以上の工事に対し、工事費の10％

　（上限15万円）

・申請書

　４月25日（月）以降、産業支援課（歴史文化伝承館３

　階）、吉田・大滝・荒川総合支所地域振興課にて

　配布

申請期間　５月30日（月） ～６月10日（金）

秩父市の事業者向け情報

※詳しくは秩父市産業支援課　　25ー5208 まで
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●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…４月27日（水）・５月11日（水）・５月25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）

業況ＤＩは、持ち直しの動き。

先行きは、コスト増への警戒感強く慎重な見方

●全産業合計の業況ＤＩは、▲32.7（前月比＋1.2ポイント）

●先行き見通しＤＩは、▲28.8（今月比＋3.9ポイント）

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331商工会議所が2,559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

　よかれと思って発したひと言が、相手を不快にさ

せてしまうことがあります。「そんなつもりはなかっ

た」と弁解したところで、残念ながら発した言葉は取

り消すことができません。また、悪意はないのに相

手を傷付けてしまうことほど不本意なものはありま

せん。メンタル不調を来す最大の原因でもある身近

な人間関係。ふとしたひと言が信頼関係を壊し、軋

轢（あつれき）を生んでしまうことのないよう、ポイ

ントをお伝えしたいと思います。

　人は、誰しも自分の枠組みで物事を捉えています。

例えば人の話を聞く際に、自分の経験と照らし合わ

せ「きっとこうに違いない」という枠組みの中で話を

聞き、発言してしまいがちです。さも分かったような

気になって発言しやすいのが、「分かります」（同感）

「きっと○○ですよね」（決めつけ）「こうした方が絶

対によいです」（指示）といった、相手を尊重してい

ない自分本位の関わり方です。さらには、「自分だっ

たらこうします」と自分の話にすり替えてしまいや

すく始末に負えません。相手の話を受け止めて、相

手を尊重するには、「私」目線でなく、「あなた」目線

で関わることが重要です。「（私には）分かります」

（同感）ではなく、「（あなたが）そう感じるのですね」

（共感）という意識を持つことです。

　特に、「あなたのためを思って」と前置きをするよ

うな助言は、知らず知らずのうちに、相手がコント

ロールされているような気持ちになります。伝えた

い気持ちが強ければ強いほど、こうしたことが起こ

りやすいので注意したいところです。表面上の会話

で分かったつもりにならずに、相手の気持ちに耳を

傾けてしっかり受け止め、「○○なんですね」と具体

的に相手が話したことを言葉にして伝え返すことが

大切です。余計な言葉を付け加えずとも、そのまま

を受け止めることが信頼関係を育みます。その上で

こちらの意向を伝えることができれば、真に分かり

合える関係を築くことができると確信します。

（日本メンタルアップ支援機構　代表理事　大野　萌子）

同感と共感の違いを明確に

◇大野　萌子／おおの・もえこ

　法政大学卒。一般社団法人日本メンタルアップ

支援機構（メンタルアップマネージャ資格認定機

関）代表理事、公認心理士師、産業カウンセラー、

２級キャリアコンサルティング技能士。企業内健

康管理室カウンセラーとしての長年の現場経験を

生かした、人間関係改善に必須のコミュニケーシ

ョン、ストレスマネジメントなどの分野を得意と

する。防衛省、文部科学省などの官公庁をはじめ、

大手企業、大学、医療機関などで５万人以上を対

象に講演・研修を行い、机上の空論ではない「生

きたメンタルヘルス対策」を提供している。著書

に『よけいなひと言を好かれるセリフに変える言

いかえ図鑑』（サンマーク出版）ほか多数。
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コ
ラ
ム

コ
ラ
ム

主
要
経
済
指
標

秩父市

横瀬町
（ ）

108

64

102

63＊ ＊

60,130

7,973

26,354

3,349

13

2

（　）内は前年同月との比較 ※住宅・求人・新車は２月　　＊ 秩父郡の数字

３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%

0.80～1.10％

0.60～1.10％

1.10～1.30％（0.45～1.64%）

４月１日現在　融資利率は年利

1.23％

2.03～2.70％（基準）

1.08～2.35％（基準）

1.08～1.55％

1.65％

1.25％

求
職
者
の
情
報

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

－133

－864

（ ）＋2

－24 （ ）

±0

－1

　蔓延防止が解除されてホッとしました。あらゆ

る業界が影響を受ける中でも旅行業に携わる人た

ちは本当に大変だと思います。これから行動でき

るようになったら沢山出かけたいですね。妻は子

供達と大阪に一週間行く計画をたてて荷造りして

います。娘がユニバーサルのホテルで働いている

ので、久々に会えると嬉しそうです。私は恒例の

伊勢神宮から京都へ一人旅。家族とは仲良いです

よ、たまたまこの時期は別行動になっちゃうんだ

けどね。昨年は醍醐の桜を見ましたが、今年は開

花が早くてこのコラムが出るころには散ってしま

うかな？まあそれも良い風情。京都では小さな京

町宿に泊まるようにしていますが、本日、食事の

リクエストメールが届きました。最高の旬をお願

いしますと返しておいたので楽しみに行ってきま

す。皆さんも感染防止対策をしっかりして、楽し

みながら経済をまわしましょう。

（Ｋ.Ｓ）

1.34 ＋0.14

No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

資格・経歴等

9：00～14：00
5H、週4日、平日

8：00～17：00
4H、週5日、平日

9：00～16：00
5H、週4日、平日

9：00～16：00
5H、週4日、平日

9：00～17：00
7H、週4日、平日

9：00～18：00
5H、週5日、不問

9：00～15：00
5H、週5日、平日

8：00～16：00
4H、週5日、平日

9：00～14：00
4H、週5日、平日

8：30～16：30
6H、週5日、平日

清掃１年　製造37年
普免

販売２年　接客５年
普免

サービス１年　接客７年
普免

調理８年　販売10年
調理師　普免

接客・事務22年
普免

事務２年　製造４年
簿記2級　秘書検定2級　普免

介護６年
ヘルパー２級　普免

医療事務10年
医療事務資格　普免

清掃５年
普免

製造６年
普免

軽作業

接客
販売

事務

接客
調理

事務
介護

事務

清掃

サービス

接客

清掃

希望職種 希望時給希望労働時間等

960円

956円

956円

956円

956円

960円

956円

956円

960円

960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

※ 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25日現在）

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

No 資格・経歴等 希望職種 希望賃金

1

2

3

4

5

6

7 調理師

看護師

准看護師

医療保険請求事務者
タイ古式
ＢＭＫリラクセラピー　など

大型自動車１種免許、牽引免許
フォークリフト運転技能者
危険物取扱者乙種　など

宅地建物取引士
インテリアコーディネーター

あん摩マッサージ指圧師

調理人

トラック運転手

作業療法士
リハビリ

セラピスト
ウェブデザイナー

准看護師

不動産関係
インテリアデザイン

看護師

20万円
以上

20万円
以上

20万円
以上

15万円
以上

20万円
以上

20万円
以上

20万円
以上



2022（Ｒ4）・４８

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

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４年６月１日～７月11日）

　労働保険（労災保険・雇用保険）の令和３年度確

定保険料と令和４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11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：0120-165-180
　　　　　　　　　（開設期間５月30日～７月22日）

●埼玉労働局労働保険徴収課　TEL：048-600-6203

令和令和４年度 年度 秩父商工会議所 秩父商工会議所 検定試験スケジュール検定試験スケジュール令和４年度 秩父商工会議所 検定試験スケジュール

珠 算
【段位・１～３級】

簿 記（統一試験）

【１～３級】（第163回は１級を除く）

科　目 試 験 日 受 験 料（税込）受付期間（土,日,祝日を除く）

段位 2,950円

段位珠算のみ 2,550円

段位暗算のみ 1,220円

１級 2,340円

２級 1,730円

３級 1,530円

１級 7,850円

２級 4,720円

３級 2,850円

25日（水）

21日（水）

11日（木）

26日（日）

23日（日）

12日（日）

5月

9月

1月

6月

10月

2月

5月

9月

1月

19日（木）～

13日（火）～

5日（木）～

13日（金）

21日（金）

27日（金）

5月

10月

1月

4月

10月

1月

26日（火）～

5日（水）～

11日（水）～

2022年

2022年

2023年

第225回

第226回

第227回

12日（日）

20日（日）

26日（日）

6月

11月

2月

2022年

2022年

2023年

第161回

第162回

第163回

簿記検定（２・３級）はネット試験方式が導入されており、

日本商工会議所が定める指定の試験会場で受験することも可能です

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をご確認ください。

※その他ご不明な点等は秩父商工会議所検定係までお問い合わせ下さい。

　（TEL0494ー22ー4411・Eーmail：kentei@chichibu-cci.or.jp）

　新型コロナウイルスワクチンの３回

目接種が始まっています。感染予防、

重症化予防の効果がありますので、ご

検討ください。

　各市町で実施している集団接種の枠

が空いていますので、希望される方は

ご予約ください。

　また、「おまかせ予約」や「キャン

セル待ち」も受け付けています。詳し

くは、保健センターまでお問い合わせ

ください。

秩父市役所　保健センター　22－0648

新型コロナワクチン接種のご案内


