MOVEは、行動する、感動させるといった意味を含みます。
会員をはじめ、産業界、地域のために全力で行動します。
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川口商 工会議所会報「むうぶ」
社内でご回覧ください

川口商工会議所は
「健康経営優良法人2021」
に認定されています。

安い＆早い 満 足の一張 羅
ユニフォームの
受注生産・ブランド製品

株式会社UPSET

（アップセット）

想像力を 形 に ...

MOVE 2021 April

今月の表紙 -

株式会社 UPSET（アップセット）
代表取締役

小野 章吾さん

創業2008年から、わずか10年ほどで、プロのチームや選手との
サプライヤー契約を多く保持し、ユニフォームや運動用具などの製
造のほか、ブランド製品にも手掛ける会社になった「アップセット」。
ユニフォームでは、ベスト状の薄い服・ビブスにプリントをする「昇
華プリント」を施す。
片面の技法は他社でもあるが、同社では「両面プリント」を採用。
仕上がりがリバーシブル仕様になるという新たな技術を確立した。
1枚で2度おいしいウエアながらも、短納期＆低コストにも注目だ。
例えば、フルオーダーながら、オリジナルTシャツが1枚で＠2950円～。
希望のデザインの注文を受け、チームの士気を高めるためだけで
はなく、機能性も加え、地域で活動するスポーツチームなどからの
注文が絶えない。
小野さんは、もともとはバスケットボールプレーヤー。
ポジションは「ガード」。
試合をコントロールする司令塔に加え、一度のシュートで3点を獲
得できるスリーポイントシュートの確実性も求められるポジションだ。
創業のきっかけは、友人同士で活動していたチームで「ユニフォー
ムを作りたい」という会話から。しかし、
どれも既成のデザインで高価格。手が出なかった。
そんな悔しさをバネに、同社の製品が生まれた。
アップセットとは、
「小規模のメーカーながら番狂わせ（アップセット）を起こしたい」
という思いからついた社名。
日々謙虚に精進していけば、その日はくる気がする。と小野さん。
「控えめで、慎ましく。素直に相手の意見を受け入れる」が同社の
社是。
いつか、予想を覆した勝利をつかむ企業規模を目指す。

株式会社 UPSET（アップセット）
企業情報

川口市金山町３-１５ 井ノ浦ビル２Ｆ-１
TEL ０４８-２２９-８３７７
upset-jpn.com
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ワクワクしてると
エネルギーが湧き水のように
溢れてくる。
ワクワクしよう。
書道家
◇武田

武田

双雲

双雲／たけだそううん

1975年熊本生まれ。東京理科大学卒業後、NTTに就職。約3年後に書道家として独立。NHK 大
河ドラマ「天地人」や世界遺産「平泉」など、数々の題字を手掛ける。講演活動やメディア出演のオ
ファーも多数。ベストセラーの『ポジティブの教科書』のほか、著書は50冊を超える。2013年度文
化庁から文化交流使に任命され、ベトナム・インドネシアにて、書道ワークショップを開催、17年には
ワルシャワ大学にて講演など、世界各国で活動する。近年、現代アーティストとして創作活動を開始し、
15年カリフォルニアにて、アメリカ初個展、19年アートチューリッヒに出展、20年には、ドイツ、代官
山ヒルサイドフォーラム、日本橋三越、大丸松坂屋（京都店・心斎橋店）、GINZA SIX、伊勢丹新宿
店にて、個展を開催し、盛況を博す。
■公式ホームページ

https://www.souun.net/

■公式ブログ
【書の力】 http://ameblo.jp/souun/
■ LINEブログ

http://lineblog.me/takeda_souun/

■ Face book

https://www.facebook.com/souun.calligraphy?hc_ref=SEARCH&fref=nf

■ Twitter

https://twitter.com/souuntakeda?lang=ja

■ Instagram

https://www.instagram.com/souun.takeda/?hl=ja
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ニューノーマルの定着で問われる提案力
自分を大切にするセルフケア

東洋ランテック株式会社

特

集 ｜ Special Feature

会員企業を全力サポート！

川口商工会議所の支援策
商工会議所の歴史は、今から422年前。1599年フランスはマルセイユに組織された商業会議所が始まりと
言われています。日本の商工会議所は、1878年（明治11年）、東京・大阪・神戸に商法会議所として設立され
たのがはじまりです。現在、大河ドラマで描かれている渋沢栄一は東京商法会議所の創立発起人の１人であり、
初代会頭に就任しています。
川口商工会議所は、ときの川口市長永瀬寅吉ほか３４人が発起人となり1936年（昭和11年）11月に創立。
当時は鋳物業が盛んな時代で、さらに鋳物業から進展した機械業などの協同組合化も進行していくなか、ものづ
くりのまちを支える地域総合経済団体として、初代会頭には永瀬寅吉が就任しました。
創立から85年目を迎える本年、第11代目伊藤光男会頭のもと、新型コロナウイルス感染拡大により影響を受
けた会員企業の「経営の立て直し」を最重要課題と位置づけ、その支援体制を強化していきます。コロナ禍の
影響により急速に進展したデジタル技術の導入は、生産性の向上に資するとともに、新たなビジネスモデルへの
転換を後押しする支援として、行政や専門支援機関等との連携により強力に推進していくものです。
ウイズ・コロナ時代を生き抜くために、会員企業の声に常に耳を傾け、事業者の熱意と商工会議所とが一体と
なり「稼ぐ力」をつくりだし、事業継続・雇用の維持へつながる活動を展開します。わがまち・川口とそれを支える
地域企業が共に力強く歩み続けるために、川口発の支援を目指し信頼され、選ばれつづける商工会議所として、
プレゼンス拡大に取り組んでまいります。

声を力に。
すべての会員の方に対し、電話でのヒアリング（フォローコール）を行っています。
コロナ禍での影響や行政等に対する要望など、会員の皆さんの声を汲みあげ、中小企業支援施策や産業振興についての
意見要望活動につなげています。
ひとりひとりの生の声に耳を傾け、大きな力に変えていきます。

TOPICS

商工業者の現状、支援訴え
市内産業団体との意見交換会
2月18日、川口商工会議所の伊藤光男会頭を含めた
川口市内の産業団体の代表が奥ノ木信夫市長との意見
交 換会を 行 いました。
各代表が企業の経営の
厳しさや資金繰り不安
を訴え、支援を求 めま
した。

経営の立て直しのために。

金融機関の支援を要請
日本政策金融公庫・金融機関・信用保証協会へ
要望書提出
全会員企業を対象とした1月実施のアンケート結果を受
け、川口商工会議所は川口市と連携して2月に要望書を提
出しました。日本政策金融公庫と市内金融機関へは既往
債務の条件変更や条件変更先への資金繰り支援等の配慮
を、信用保証協会へは新たな保証制度等の実施にあたり
市内事業者の制度利用促進が図られる配慮を求めました。

やりたいことの実現に向けて、ものづくり補助金や
持続化補助金、事業再構築補助金や各種助成金を
活用してみませんか？セミナーの開催や専門家との
連携で、皆さまのやりたい！を応援します。

☆経営の立て直しを図る資金計画、事業改善計画の策定支援
市内金融機関や専門家団体と連携し、地域ぐるみの支援体制を強化。各企業に寄り添った短期・長期の伴走型支援

「元気アシストプログラム」で、課題の抽出から解決策の模索、計画の実行、振り返りまでサポートします。
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経営の悩みに
アドバイスが欲しい

全力で
一緒にサポート！

じっくりしっかり
取り組みたい

元気アシストコース（短期支援）

超・元気アシストコース（長期支援）

最大3回まで無料支援

最大10回の支援

◦経営革新計画書の作成支援
◦各種補助金・助成金申請書作成
アドバイス
◦経営改善計画の作成、企業分析
◦協調融資・資金計画等の
資金調達支援

TOPICS

革新的事業再構築でコロナに打ち克つ
―事業再構築補助金活用セミナーの開催―
事業再構築補助金は、ポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応す
るため、中小企業の思い切った事業再構築を支援する補助金です。大きな注目を集める
一方、制度の理解や申請に係る事業計画書作成等について憂慮される声が多く寄せら
れたことから、3月11日に緊急説明会を開催しました。

☆融資についてのアドバイス
資金繰りが厳しい、前向きな設備投資をしたい。目的や規模にあわせて、制度融資のご案内や資金調達のアドバイスをして
いきます。資金は調達して終わりではありません。なんのためのお金で、どのように使うのか。売上増加や経営の安定へ向け
て一緒に考えます。

☆経営者の頼れる味方、毎月・毎週の専門相談
お仕事でのトラブルや労務関係、法律関係のご相談など、経営者のお悩みに弁護士や社会保険労務士といった専門家が
こたえます。会員企業は相談無料。一人で抱えずご相談ください。

身の丈 IT、ビジネスモデルの転換に。
☆手軽なツールからの導入支援
ITとはなにか、どのようなことができるのか。セミナーやワークショップを通して、まずはどのようなものか知り、手軽
で安価なツールの導入からはじめましょう。IT の導入には、専門家による定期的な相談会の開催や個別相談でサポートします。
また、ツールは導入して終わりではありません。導入後は稼働率や投資効果などを検証し、必要に応じたフォロー

アップを行います。

☆ IT 人材は力になる
IT 人材を雇用し、育てることは、これからの経営に不可欠です。IT 人材の求職開拓や人材マッチング、スキルアップ研修会
等で人材の育成と雇用促進を支援します。

☆今こそ一歩をふみだす時。ゼロからはじめるIT 化
川口商工会議所パソコン教室。パソコンの電源を入れるところから、
講師がしっかりフォローします。入会金・テキスト代無料。個人にあっ
たレベルとスケジュールで無理なく続けることができます。
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発信しなきゃ伝わらない！販路の開拓に。
☆会員企業の検索システム「Plat/Plat Biz」
（4月中旬以降リニューアル）
川口商工会議所ホームページでは、会員企業の検索システム「Plat/Plat Biz」を使った自由な広報活動ができます。検索
機能が充実しているほか、求人やクーポン情報の掲載ができます。積極的な活用で、販路拡大につなげます。

☆受発注サイトでマッチング
ザ・ビジネスモールはネットでできる商談サイト。全国の商工会議所・商工会
の会員企業が登録でき、発注は平均して約20万件掲載されています。

☆広範囲への PR
企業単独では実施が難しいマスコミに対する情報発信。会員☆合同プレス発
表会で、新聞やテレビを通した広範囲への広報を実現します。
企業の広報活動の支援として、専門家によるリリース資料作成支援や川口
商工会議所プレスリリースサポート
（インターネット配信支援）
もご用意しています。

TOPICS

輝く企業の魅力発信 会員☆合同プレス発表会
3月8日、会員☆合同プレス発表会を開催しました。発表会には4企業が参加し、報道機
関に向けて新しいサービスや商品、事業を PR。発表の模様は商工会議所 Facebook
からライブで配信しました。現在は youtube でご覧いただけます。
（写真）
前列：参加企業（左から、かふぇ いそぎん様 / 和光紙器株式会社様 /エステサロンＦＤ様 / 有限会社創作七宝 逸様）
後列：左から廣瀬総務広報委員長、伊藤会頭、鈴木専務理事

☆映像で魅せる宣伝を
川口駅前の大型テレビ「キャスティビジョン」と４か所のサイネージを活用して、無料で
企業 PR。一般向けにGOOD！

☆つながる会員企業の輪
川口商工会議所の会員は約８，
０００企業。それも異業種の集まりです。会員交流会や
地域ごとのブロック会を通して、会員同士のつながりを築きます。

☆ブランド認定制度 川口 i-mono（いいもの）
・i-waza（いいわざ）
高い技術力やノウハウ、優良製品を認定協議会が審査し認定するi-mono・i-wazaブラ
ンド。認定した優良製品や技術は認証ロゴマークや認証盾を掲示することで信頼性の向上
を図れます。また、認定企業紹介の為の展示会出展や、ブランドHP・キャスティビジョン等
の PR 支援で販路拡大につなげるとともに、さらなる研究開発や販路開拓につなげるため
の専門家派遣やセミナーの開催を行います。

☆買って食べて応援する
コロナ禍で多大な影響を受けている飲食店。テイクアウトやデリバリーのできるお店を、
ホームページやキャスティビジョンで紹介しています。

情報を味方に。
☆最新情報をまとめてお届け
世の中にはたくさんの情報があふれています。月に２回配信しているメールマガジンや商
工会議所ホームページでは、
「企業」が「今」必要な、正確で最新の情報を発信しています。

☆川口商工会議所会報 MOVE
毎月発行の会報 MOVE は、会員企業のほか公民館や市内金融機関、埼玉高速鉄道市内
各駅に配布しています。電子媒体にない保管性と閲覧性が紙の強み。インターネットの海
で情報検索が苦手な方にも、できる限りフレッシュな情報をお届けします。
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共に働く仲間のために。
☆社員のスキルアップを図り、産業界に貢献できる人材育成を
企業が求める知識や知能の習得を目的に、日商簿記検定や珠算検定、販売士検定など、ビジネス実
務に直結した検定試験を実施しています。場所や時間を選ばず学べる Webセミナーも。社内研修、
自己啓発としてご活用ください。

☆社員の健康と安全を守る

社員の福利厚生に重点を置いた、川口商工会議所
独自の給付つき共済制度をご用意しています。

会員企業の事業主、従業員、ご家族、皆さまの
健康管理に、プレミアム健康診断をご用意してい

人間ドッグや PET/CT 検診、ビジネス総合保険
制度も会員割引価格でご利用できます。

ます。生活習慣病健診＋定期健診に加え、様々な
オプションコースを備えた充実のラインナップ。

雑収入
6,590千円
21%

川口商工会議所
令和3年度収支予算

前期繰越金
10,960千円
1%

交付金
136,050千円
21%

退職給与
13,390千円
2%

他会計返済金 3,430千円 1%
特定積立金繰入金 16,330 2%
予備費 12,010千円 2%

会費
154,800千円
24%

事業収入
344,130千円
53%

管理費
254,620千円
39%

事業費
352,750千円
54%

収入

支出

652,530千円

652,530千円

YEG NEWS
令和３年度スローガン

一味同心

～仲間と共に未来へ進む・仲間と共に笑顔を生みだす・仲間と共に元気をつくる～

青年部の新体制がスタートしました。
高橋英彰 新会長（㈲サービスセンター白備）のもと１年間川口市・
川口市内事業所を元気にする活動に取り組みます。
「周りを見渡せば、昨年の新型コロナウイルスによる影響がいまだ
に終息しておりません。今、私達はかつて経験したことのない困難
に立ち向かっています。そんな中にありながらも、私達はなぜ川口
YEG の一員として活動しているのか…答えはメンバーの数だけあ
るでしょう。こんな時だからこそ、仲間と一緒に考えたい。そして、
仲間と共に困難を乗り越える方法を考えたい。様々な専門性を有
第23代会長
する異業種団体である YEG だからこそ、知恵を集めて良い考え
高橋 英彰 氏
が出ます。私一人で考えても、何も良い案は浮かばないのですが、
YEG 内でのビジネス交流・ビジネス構築を通じて、困難を乗り越えるヒントを掴むことができ
ると思っています。１年間よろしくお願いいたします。」

メンバー同士で事業所の悩みを解決するために、各事業
所の強み・弱み・相談が記載してある冊子を作成し、これを
もとに意見交換ができる例会を開催しました。例会後に
は引き合いが増え、今後のビジネスチャンスが増えました。

青年部は、若手経営者の相互研鑽の場として組織されています。
商工会議所会員事業所の若手経営者のみなさま、ご入会をお待ちしております。
【加入資格】 川口商工会議所事業所の代表者またはその代表者の推薦する事業従事者であっ
て満49才以下の方（平均年齢42才）
【年 会 費】 24,000円
【 Ｈ Ｐ 】 https://1110-yeg.jp/
青年部へご興味のある方は事務局までご連絡ください。
青年部事務局 山田
メール：yamada@kawaguchicci.or.jp TEL：048-228-2220
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青年部で初のオンライン例会を開催しました。
この例会を通して、青年部員限定のホームページを開設
することが決まり、この4月から運用が開始します。

川 口 企 業 探 訪

我 が 社 の 流儀
株式会社シグマ製作所

企業 DATA

住所 本社工場
花泉工場
TEL
HP

川口市大字新堀140-2
岩手県一関市花泉町油島字南沢97-156
上油田第二工業団地
本社工場 048-282-0068
花泉工場 0191-82-5481
株式会社シグマ製作所   https://www.sigma-net.jp/
岩一工房 https://www.iwaichi-sigma.com/

現在同社に勤めている
娘の澤畠貴子さん

ア
ル
ミ
製で持
ち運
び
ラ
クラク
！

です
人の手仕事
つ、鋳物職
ひとつひと

元薬剤師の娘さんが
在職中に得た経験も
生かされています

はじめて の自社開発

INTERVIEW

代表取締役

大庭 将史

少量多品種生産・鋳物素材から加工までの一貫生産
体制。それが株式会社シグマ製作所の強みです。
今では岩手県に鋳物工場を構え、
“品質第一”
をモッ
トーに、鋳物を通して持続可能な社会に貢献する取り
組みをしています。
同社初の一般消費者向け製品「ふみふみ」は、社
長が高齢のご家族の健康を考えた末に生まれました。
座ったまま足踏み運動ができるため転倒の恐れがなく、
お年寄りの室内運動やテレワークでの運動不足解消
に役立ちます。
試作品は複数の介護施設に訪問して実際に使用し
てもらい、意見を集めて改良を重ねました。
今後は世代を超えて多くの人の「すきま時間」や「な
がら時間」に活躍させるとともに、e スポーツでの活
用も検討しています。

歩数計を
取りつけて成果を
見える化できる！

！
穴をあけることで
軽量化を実現！

ツボを刺激する
突起つき

床との接地面を
一部平らにして
揺らぎを調整

ご購入は岩一工房ホームページから
岩一工房は、当社が岩手で鋳物工場の連携と発展のために設立しました。

岩一工房

検索

製品が不要になったときは、岩一工房にお送りください。溶かして原料に、そして新しい製品に生まれ変わります。
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～迫る 中小企業の対応～
社会保険労務士

阪尾 進 Susumu Sakao

テレワークの実施について
■ テレワークとは

テレワークとは「 情報通信技術（ICT＝Information and

■ 実施のメリットと課題

すでに実施している企業や労働者の声には、メリットや課題

Communication Technology）
を活用した時間や場所を有効

もあります。主なものをまとめてみました。

事）
を組み合わせた造語です。現在では新型コロナウイルス

意見がある一方で、
「オン・オフのメリハリがつきにくく、長時間

に活用できる柔軟な働き方」のことで、Tele
（離れて）
とWork
（仕

の影響によりテレワークの実施が強く要請されていますが、単

なる感染症対策としてではなく実りある制度にするためには、
業務プロセス改革と並行して社内で様々な検討をしていく必
要があるでしょう。

■ テレワークの形態

①在宅勤務

移動時間の削減等で「時間外労働の削減につながった」の

労働になった」
との意見もあり、時間管理の難しさを表しています。
メ リ ッ ト
• 優秀な人材の確保や従業員の定着につながった
• 非常時における事業継続性の確保に寄与した
• 資料の電子化の推進等の業務改善や
企業側
生産性向上につながった
• 通勤費やオフィス維持費の削減ができた 等

所属するオフィスに出勤しないで自宅を就業場所とする勤

務形態。例えば、育児休業明けの労働者が短時間勤務等と

組み合わせて勤務することが可能となることや、保育所の近く

で働くことが可能となること等から、仕事と家庭生活との両立
に資する働き方になります。
②モバイルワーク

移動中（交通機関の車内等）や顧客先、カフェ、ホテルのラ

ウンジ等を就業場所とする働き方。外勤における移動時間や

隙間時間、待機時間を利用できる等、働く場所を柔軟に運用

• 通勤時間の短縮、通勤に伴う負担が軽減した
• 業務効率化、時間外労働の削減につながった
• 育児や仕事の両立の一助となった
•ワークライフバランスが向上した 等

従業員側

課 題
• 労働時間や業務の進捗状況の管理が難しい
• 従業員間のコミュニケーションが難しい
• 情報セキュリティの確保 等

企業側

することで、業務の効率化を図ることが可能です。
③サテライトオフィス

所属するオフィス以外の他のオフィスや遠隔勤務用の施設

を就業場所とする働き方。一般的に在宅勤務やモバイルワー

• 仕事と仕事以外の切り分けが難しい
• 長時間労働になりやすい
• 仕事の評価が難しい 等

従業員側

クよりも環境が整った場所で就労可能です。

■ テレワークを成功させるには…

調査結果からは技術や文化面の課題もさることながら、成

功には人事・労務の課題克服が大きなポイントの１つになって

いることがわかります。テレワークを行う場合においても、労働
基準法上の労働者については、労働基準法、最低賃金法、労

働安全衛生法、労働者災害補償保険法等の労働基準関係法
令が適用されるので注意が必要です。
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渡辺 和博

  Watanabe Kazuhiro

勤務がすっかり定着し、オフィスビルの空室率の上昇も 目立つ

政府の方針も あって、東京都内ではテレワークによる 在宅

したりでき る機能が満たされていることです。香り関連の癒

摂取というよりは香りをじっくり味わって仕事の疲れを 癒や

の区切りを 付けるために気分転換になる動作をしたり、水分

原則、一人で使うことになります。その際に大切なのは、仕事

愛玩する嗜好品としての良さ、例えばデザインの面白さや、ずっ

お茶の道具は毎日手元で触 れることにな るため、所有し、

ただ、注意しなければならないことがありま す。今回のお

この変化は、食品や日用品、工芸品など 幅広いジャンルでこれ

まざまな生活スタイル、生活シーンに変化をもたらしています。

た 違 う機能が求めら れま す。新型コロナウイルス感染症はさ

シューマ分野の専門誌編集部を経て現職。全国の自治体・商工会議所等で地域活性化や名産品開発のコンサルティング、講演を実施。消費者起

ニューノーマルの定着で問われる提案力

勤務の状態が続いています。消費スタイルの変化を実感するこ

よ うになっていま す。私自身も 昨年の春以降は基本的に在宅

もともと日本茶やコーヒーは好きで自宅でもよく飲んでい

と愛し続けられるかわいさ などを 備えているといったことも

やしグッズがたくさん売れていることから 見ても 香りはとて

たのですが、長時間自宅で仕事をするようになって、仕事とプ

重視さ れるでしょう。ま た、 人暮らしでは仕事をしている

との一つに、たくさんお茶を飲むようになったことが挙げられ

ライベートを分け、オン・オフを区切るために、１日に何度もお

机が食卓と兼用になっていることも 多いため、狭い机の上でお

も大きな要素だとわかります。

茶をいれては飲んでいま す。このと き 、味、香り、水分摂取も

茶をいれても 邪魔にな ら ないコンパクトさ も 大切な 要素だと

ます。

作自体が気分転換にとても大切だと実感します。

ペットボトルの
近年、日本茶の需要が大き く変化したのは、

思います。

ですが、急須やコーヒーのドリッパーを 使ってお茶をいれる 動
個人的に、お茶やコーヒーの消費は以前に比べて何倍にも増
え ました。同時に、急須やコーヒーをいれる 道具にも も う少

飲むペットボトルのお茶は、その用途にふさ わしいよ うにサイ

上、さらにアウトドアなどへと広がったためです。実は会社で

お茶の登場によって飲まれるシーンが食卓から会社のデスクの

あった日本のお茶業界にとっては一転して追い風が吹いている

ズや味わいなどがチューンアップされています。

これまでどちらかというと長期トレンドで需要減少傾向に

し凝ってみようかと思うようになりました。

といえ ま す。これは茶器やその他の食卓を 飾る食器類をつく

茶のシーンに求められているのは、例えば急須でいえば、従来の

まで少し停滞していた 分野のビジネスにとって、新たな チャン

今回のステイホーム、テレワーク時代のお茶のシーンではま

「家族の語らい」のシーンに必要な 機能性とは違うということ

スになる可能性を秘めています。

る事業者にとって、大きなチャンスが巡ってきたことになります。

ませんし、全員が同時に日本茶を 飲みたいとも 限 り ません。

和博／わたなべ・かずひろ

◇渡辺

11
1

です。自分の休憩のタイミングで家族全員がそ ろ うとは限り

日経ＢＰ総合研究所 上席研究員。１９８６年筑波大学大学院理工学研究科修士課程修了。同年日本経済新聞社入社。Ｉ
Ｔ分野、経営分野、コン

Vol.

点をテーマにヒット商品育成を支援している。著書に『地方発ヒットを生む 逆算発想のものづくり』
（日経ＢＰ社）

MOVE 2021 APRIL ｜ 10

日本メンタルアップ支援機構

自分を大切にするセルフケア
皆さま、初めまして。今回より
「職場のかんたんメンタル

ヘルス」を担当します、メンタルアップマネージャ® の大野
萌子と申します。組織内でのカウンセリングと企業研修

代表理事

大野 萌子

の気持ちがつかみ切れていない部分があります。ぜひこ
の機会にもう少し自分自身の気持ちに目を向け、大切に
するという意識を持っていただければと思います。普段

に携わり21年目になります。働く方々のお悩みをじかに伺

の生活の中で、遠慮したり我慢したり、他者や立場を優

る研修を行っております。それらの経験を生かし、このコー

をないがしろにしがちです。

ながるストレスマネジメントやコミュニケーションについて

れています。退化とは感じにくくなる、認めづらくなるとい

う現場をもとに、行動変容に結び付き環境改善につなが

ナーでは、生きやすい人間関係や快適な職場環境につ

お伝えしてまいりたいと存じます。よろしくお願い申しあ
げます。

コロナ禍で、私たちの生活環境は一変しました。大き

先することが多いと、知らず知らずのうちに自分の気持ち
実は、自分以外の人に表さない感情は退化するといわ

う意味です。要するに我慢強い人ほど、自分の気持ちが

つかみにくくなるのです。そのように押し込められた感情

は、なかったこととして処理しているつもりでも、実際にな

な変化に見舞われ、体調不良や気分の不調を抱えやす

くなることはなく、
「大した理由もないのにイライラする」
「な

ロールするための基本は「自分自身を知ること」です。自

ます。マイナス感情は感じない方が楽なのではなく、マイ

意外と把握できていないものなのです。このことは、ここ

に自分の気持ちに気付くことで、早めにリカバリーするこ

くなっている人も多く見られます。自分の気持ちをコント
分の気持ちは自分自身で把握できていると思いきや、実は、

ろの不調を訴える人が「自分でも分からないのですが」と

いったフレーズを口にされるのが多いことからも顕著です。
そこで、見分ける簡単な方法をお伝えします。ご自身に

んだか分からないが悲しくなる」といった不調につながり
ナス感情もきちんと受け止めることが大切なのです。敏感

とも可能になります。そのためには、ちょっとした自分の気
持ちや考えなどを周りの人に伝えていきましょう。

場をわきまえることも大切ですが、些細（ささい）
なこと

起こった最近の出来事を、喜怒哀楽それぞれの感情につ

と思わず、意思や気持ちを言葉で伝えていくことで、自分

いかがでしたでしょうか。

周囲の人にも状況を理解してもらいやすくなります。

き、一つずつ挙げてみてください。制限時間は１分です。
さっと全部答えられた人は自分の気持ちを把握できて

いると認識して問題ないかと思います。思い浮かばない
感情があった、無理やりこじつけたなどの場合は、自分

◇大野

自身の思いが明確になり自覚できるようになります。また、
なかなか難しいかもしれませんが、まずは自分自身の

気持ちを大切にすることがストレスマネジメントの基礎に

なります。

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、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。現在は防衛省、文部科学省
などの官公庁をはじめ、大手企業、大学、医療機関などで年間１２０件以上の講演・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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川口商工会議所

インフォメーション

TEL：048-228-2220
KCCI

INFORMATION

KCCI

障害者の法定雇用率の引き上げについてのご案内

商工会議所会員限定割引価格で電子証明書を入手できます。

すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を
雇用する義務があります（障害者雇用率制度）。この法定雇
用率が、令和３年３月１日から変更になりました。

商工会議所は、会員企業の皆さまに商工会議所が提携する
株式会社帝国データバンク（ＴＤＢ）とセコムトラストシステム
ズ株式会社（セコム）との電子証明書を会員特別料金で提供
するサービスを行っています。
本制度を利用 することで、ＴＤＢの 場合 は 通常料金 から
2,000円、セコムの場合は2,000円（2年版）、3,000円（3
年版）が割引されます（料金は全て税抜）。

事業主区分

法定雇用率

民間企業

2.3％

国、地方公共団体等

2.6%

併せて下記の点についてもご注意ください。

対象となる事業主の範囲が、従業員43.5人以上に広が
りました。
今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければ
ならない民間企業の事業主の範囲が、 従業員45.5人以上か
ら43.5人以上に変わりました。また、その事業主には以下の
義務があります。
◆毎年６月１日時点の障害者雇用状況をハローワークに報し
なければなりません。
◆障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推
進者」を選任するよう努めなければなりません。
OTHER

HACCP に沿った衛生管理の制度化のお知らせ
令和3年6月1日から、原則としてすべての食品等事業者（食
品の製造・加工、調理、販売等）の皆さまにHACCP（ハサップ）
に沿った衛生管理に取り組んでいただくことになります。
◆ HACCPとは
食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要
因を把握した上で、原材料の入荷から製品の出荷に至る全工
程の中で、それらの危害要因を除去または低減させるために
特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようとする
衛生管理の手法です。
【お問合せ】
川口市保健所 食品衛生課 食品衛生係（平日8：30～17：15）
TEL：048-266-5557（川口市保健所代表）
048-423-7889（食品衛生係直通）

KCCI

詳しくは川口商工会議所 HPをご覧ください。
https://www.kawaguchicci.or.jp/
【お問合せ】総務広報課

埼玉県感染防止対策協力金申請締切のお知らせ
埼玉県感染防止対策協力金第5期（実施期間 : 令和3年2月
8日～3月7日）の申請期限等についてご案内します。
【申請締切】4月23日（金）
【支 給 額】
①令和3年2月8日から令和3年3月7日までの全ての
期間協力した場合1店舗あたり168万円
②協力の開始日が令和3年2月9日以降の場合
1店舗あたり「営業時間を短縮した日数×6万円」
開始日から令和3年3月7日までの全ての期間で要請に応じ
た場合に限る。
【申請方法】
①電子申請
埼玉県感染防止対策協力金申請フォームから申請
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/kyoryokukin-5.html
②郵送申請（電子申請を利用できない場合のみ）
申請書類を簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で、
次の宛先に郵送 ※令和3年4月23日（金）の消印有効
［送付先］
〒332-8799  埼玉県川口市本町2-2-1 川口郵便局局留
埼玉県感染防止対策協力金（第5期）事務局 宛
【H
P】
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/kyoryokukin.html
【お問合せ】
埼玉県中小企業等支援相談窓口（9:00～18:00）
TEL：0570-000-678

法律・金融・税務等専門相談
▶低金利で資金調達したい

相談内容

４月

５月

１日（木）

６日（木）

3月15日現在

OTHER

ご相談にあたっては、３営業日前までに予約が必要です。

▶事業承継、相続のことで悩んでいる
時間

相談員

13：00～
16：00

弁護士
[会 員]
無料
[ 非会員 ]
6,600円 /h

相談内容

▶取引先とのトラブルで困っている
４月

５月

時間

相談員

第1・3・5週

法律
15日（木）

創業・経営・
デジタル化

20日（火）

20日（木）

18日（火）

10：00～
12：00

中小企業
診断士

金融

毎週 木曜

10：00～12：00
第2・4週

日本政策
金融公庫

13：00～15：00
税務

14日（水）

12日（水）

13：00～16：00

税理士

労務・
社会保険

21日（水）

19日（水）

10：00～12：00

社会保険
労務士

13：00～17：20
（各80分）

社会保険
労務士

働き方改革関連・
雇用調整助成金

毎週 金曜
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緊急事態宣言の影響緩和に係る
一時支援金

一時支援金
SAVE LIVES from COVID-19

中小企業
個人事業主

本年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・異動の自粛により、
売上が50％以上減少した中小法人・個人事業者の皆さまに「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支
援金」が給付されます。本商工会議所では一時支援金に関するご相談を承ります。ぜひご利用ください。

相談日時

3月15日（月）～5月31日（月）
（平日9:30〜12:00、13:00～16:30）
※川口市外の非会員は受付できません。
場】川口商工会議所相談ブース（川口市本町4-1-8 川口センタービル8階）

【会
【ご

相

談】完全予約制（無料）※予約せずお越しいただいても受付できません。ご注意ください。

【そ

の

他】原則1名でお越しください。また、マスクの着用をお願いいたします。

【お 問 合 せ】 川口商工会議所

TEL：048-228-2220

申請お手続きの流れ
１

2

3

4

（ＦＡＸ）

窓口相談・確認

「事前確認通知番号」
発行

電子申請

申込用紙にて窓口相談の事
前予約をお願いします。申込
用紙は川口商工会議所 HP か
ら取得できます。

ご来所の際には申請に必要な
書類をご持参ください。

確認完了後、
「事前確認通知
番号」を発行します。

申請者ご自身で申請手続きを
お願いします。

事前予約
※会員・非会員問わず

相談前にウェブでの仮登録（申請ＩＤ発番）の完了が必要です。

【概

主な要件

給付・支給額
申請方法

一時支援金
サポート会場

その他

13 ｜ MOVE 2021 APRIL

要】

●緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けていること
●2019年比または2020年比で、2021年の1月、2月または3月の売上が50％以上減少していること

※埼玉県感染防止対策協力金、川口市感染防止対策協力金を受給している場合、今回の「緊急事態宣言の影響緩和
に係る一時支援金」は給付対象外となる場合がございます。

中小法人等

60万円（上限）

個人事業主

30万円（上限）

電子申請のみ
さいたま商工会議所会館１Ｆ
（〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-15）
訪問可能時間 9：00～17：00（土日祝日除く平日のみ）
TEL 0120-211-240 電話予約窓口 8：30～19：00（土日・祝日含む全日）
URL https://www.city.saitama.jp/002/001/008/006/011/001/p079683.html
詳しくは一時支援金事務局ホームページをご覧ください
URL  https://ichijishienkin.go.jp/

補助金情報

中小企業

事業再構築補助金

SAVE LIVES from COVID-19

3月15日現在

個人事業主

ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するための
企業の思い切った事業再構築を支援
対

象

新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編またはこれらの取り組みを通じた規模の拡大等、思い
切った事業再構築に意欲を有する、以下の要件をすべて満たす中小企業等の挑戦を支援します !
①申請前の直近6か月のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して
10% 以上減少している中小企業等。
②事業計画を認定経営革新等支援機関※や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組む中小企業等。
※川口商工会議所は認定経営革新等支援機関です。

③補助事業終了後3～5年で付加価値額の年率平均3.0%（一部5.0%）以上増加、又は従業員一人当たり
付加価値額の年率平均3.0%（一部5.0%）以上増加の達成。

〈通常枠〉
補助額 100万円～6,000万円 ｜ 補助率 2／3
〈緊急事態宣言特別枠〉
上記１～３の要件に加え、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等によ
り影響を受けたことにより、令和３年１月～３月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比で
３０％以上減少していること。

補助額 従業員数5人以下 :100万円～500万円
従業員数6～20人 :100万円～1,000万円
従業員数21人以上 :100万円～1,500万円

補助率 中小企業3／4
中堅企業2／3

上記の他、卒業枠（補助額6,000万円超～1億円 補助率2／3）等があります。

活用イメージ例
飲食業（居酒屋経営）
▶▶︎オンライン専用の注文サー
ビスを新たに開始し、宅配
や持ち帰りの需要に対応。

小売業（衣服販売業）
▶▶衣料品のネット販売やサブ
スクリプション形式のサー
ビス事業に業態を転換。

製造業（航空機部品製造）
▶▶ロボット関連部品・医療機器
部品製造の事業を新規に
立ち上げ。

補助対象経費の例
建物費、建物改修費、設備費、システム購入費、外注費（加工、設計等）、研修費（教育訓練費）、技術
導入費（知的財産権導入に係る経費）、広告宣伝費・販売促進費（広告作成、媒体掲載、展示会出展等）
【注】補助対象企業の従業員の人件費及び従業員の旅費は補助対象外です。

jGrants（電子申請システム）での申請受付を予定していま
す。Gビズ ID プライムの発行に２～３週間かかりますので、
補助金の申請をお考えの方は事前の ID 取得をお勧めします。
➡ https://www.jgrants-portal.go.jp/

事業再構築補助金の
詳細はこちら
（経済産業省 HP）
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補助金情報

その他の補助金情報

SAVE LIVES from COVID-19

3月15日現在

中小企業
個人事業主

ものづくり補助金
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

中小企業・小規模事業者等が取り組む新商
品や新サービスの開発、新たな生産ラインの
導入に必要な設備投資等を考える中小企業
者等の皆さまを支援します。また、新型コロナ
ウイルスの影響を乗り越えるために前向きな投
資を行う事業者に対して、通常枠とは別に、低
感染リスク型ビジネス枠を新たに設け、優先的
に支援します。

補助上限

[ 一般型 ] 1,000万円
[グローバル展開型 ] 3,000万円

補助率

[ 通常枠 ] 中小企業 1／2、
小規模企業者・小規模事業者 2／3
[ 低感染リスク型ビジネス枠 ] 2／3

補助要件

以下を満たす3～5年の事業計画の策定および実行
• 付加価値額 +3% 以上／年
• 給与支給総額 +1.5% 以上／年
• 事業場内最低賃金≧地域別最低賃金 +30円

締

切

申請方法
お問合せ

[6次締切 ] 令和3年5月13日（木）17時

※5次までの各締切で不採択だった方は、
6次締切に再度ご応募いただくことが可能です。

電子申請
※申請にあたっては、事前にGビズ IDプライムアカウントの取得が必要となります。

ものづくり補助金事務局サポートセンター（平日10:00～17:00）
TEL：050-8880-4053

小規模事業者持続化補助金
〈通常枠〉

小規模事業者が販路開拓や生産性向上の
取り組みに要する経費の一部を支援します。

補助上限
補助率
補助対象

締

切

50万円
2/3
商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいる小規模事業者および、
一定の要件を満たした特定非営利活動法人
[5次締切 ] 令和3年 6月 4日（金）
[6次締切 ] 令和3年10月 1日（金）
[7次締切 ] 令和4年 2月 4日（金）
※締切日当日消印有効

申請先
お問合せ

Comming soon...
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日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金事務局
（平日 9:30～12:00、13:00～17:30）

TEL：03-6747-4602

補助上限

100万円 補助金総額の１/４以内（最大25万円）を感染防止対
策に充当可能

補 助 率

３/４

対

象

小規模事業者 等

要

件

緊急事態宣言の再発令によって令和３年１～３月のいずれかの月の売
上高が対前年または対前々年同月比で30% 以上減少している場合
▶︎感染防止対策費を補助金総額の１/２以内（最大50万円）に引き上げ
▶︎審査時における加点措置を講ずることにより優先採択

〈低感染リスク型ビジネス枠〉
小規模事業者等が経営計画を作成し
て取り組む、社会経済の変化を踏まえた新
たなビジネスやサービス、生産プロセスの
導入等の取り組みを支援し、その取組に
資する感染防止対策への投資についても
一部支援が受けられます。

〒151-8799 代々木郵便局留め
【一般型】
日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金事務局

L O B O
調査結果

LOBO 調査とは、全国各地商工会議所が参加する全国規模の早期景気観測調査です。
地域や中小企業が「肌で感じる足元の景況感」や「直面する経営課題」
（採用、設備投資、賃
金動向等）
を全国ベースで毎月調査し、その結果を集計・公表しています。

令和3年2月

業況 DI は、緊急事態宣言の影響続き、一進一退。先行きは、不透明感続くも、持ち直しを見込む
全産業合計の業況 DI は、▲46.8（前月比 +2.7ポイント）
中国向けの生産増が続く自動車関連やデジタル投資の増加を背
景に需要が伸びている半導体・電子部品関連の製造業のほか、
巣ごもり需要により飲食料品や家具家電の売上が堅調な小売業
が全体を押し上げた。一方、10都府県における緊急事態宣言の

新型コロナウイルスによる
経営へのマイナスの影響
6.6%

3.4%

5.0%

影響が続いている
現時点で影響はないが、今後マイナスの影響が出る懸念がある
影響はない
分からない

2.8%

7.7%

3.0%

延長に伴う営業時間の短縮や Go Toキャンペーンの一時停止に
より、客足が落ち込む外食産業や観光産業では苦戦が続く。同
業種でも扱う商材などにより好不調が分かれる状況もうかがえる

31.2%

58.8%

32.6%

23.5%

59.6%

ほか、新型コロナウイルス感染対策のコスト増加による収益圧迫

+

などもあり、中小企業の景況感は足元で鈍い動きが続いている。

◆新型コロナウイルスによる経営への影響

2020年12月調査

人員整理を検討・実施する企業は6.2% にとどまる
10都府県で緊急事態宣言が延長されたこともあり、影響が続い
ている企業のうち、売上が30％以上減少した企業が5割を超え
るなど、多くの企業で影響が生じていることが読み取れる。
「従
業員の人員整理を検討・実施」については、約6％と前回調査か
ら僅かに増加した。特例措置が延長された雇用調整助成金等を

89.3%

2021年2月調査

【参考】感染拡大前と比べたマイナスの影響の大きさ

注）今月より、以下のとおり
選択肢を変更している

影響が続く企業が６割を超え、高水準の状況が続く

2021年1月調査

65.8%

1月 経済活動の停滞が長期化すると
影響が出る懸念がある

2月 現時点で影響はないが、
今後マイナスの影響が出る
懸念がある

（「影響が続いている」と回答した企業を100とした場合）

深刻な影響（売上が50%超減少）

21.2％

大きな影響（売上が30％程度減少）

31.5％

52.7％

ある程度の影響（売上が10%程度減少） 47.3％

新型コロナウイルスの影響を踏まえた雇用・採用関連の対応
雇用調整助成金を検討・申込

43.1％

従業員の休業を実施

46.0％
40.7％
採用・派遣労働者の人数を縮小・見送る

43.1％

活用し、懸命に雇用維持を図りつつも、厳しい経営環境が続く中、

40.7％

新型コロナウイルスの影響が長期化することへの懸念がみられる。

46.0％

33.4％

36.4％
39.4％

従業員の人員整理を検討・実施

6.2％

4.3％
3.9％

2021年2月調査

2020年9月調査

2020年6月調査

◆事業者向け（ＢtoＢ）販売における 販売先との取引条件
8割以上の企業で取引条件の改善は進まず一部ではデジタル化対応が進みつつあるとの声
前年度調査に引き続き、8割以上の企業で取引条件の改善はみられないという結果となり、中小企業において取引条件の改善が進ん
でいない実態がうかがえる。一方で、新型コロナウイルスへの対応を契機とした、取引や手形の電子化などのデジタル化対応が進み
つつあるという声も聞かれた。

◆業種別の動向
〈 建設業 〉

〈 小売業 〉

設備投資などの民間工事の受注は低迷が続いているものの、

巣ごもり消費に下支えされた飲食料品のほか、在宅時間の充実

災害復旧や道路・橋梁の修繕など土木を中心とした公共工事が

を求める消費者からの需要が堅調な家具・家電の売上増が寄与

下支えし、改善。また、一部ではテレワークの普及による在宅

し、改善。ただし、衣料品や化粧品を扱う業種では緊急事態宣

時間の増加などから、居住空間を見直す消費者からのリフォー

言の延長に伴う売上悪化を指摘する声も聞かれた。

ムや戸建ての受注が伸びているとの声も聞かれた。

〈 サービス業 〉

〈 製造業 〉

緊急事態宣言の延長に伴い、客足が落ち込む飲食・宿泊業では

堅調な内食需要に下支えされた飲食料品関連や中国向けの生

弱い動きが続くものの、デジタル投資の増加による受注が伸び

産が持ち直している自動車関連のほか、デジタル投資や5G 向

ているソフトウェア業のほか、自動車関連など製造業向けの荷

けの需要増加に牽引された半導体製造装置関連が押し上げ、

動きが持ち直している運送業が下支えし、改善。

改善。

〈 卸売業 〉
内食向けの飲食料品関連や自動車をはじめとした製造業向け
工作機械などが全体を押し上げ、改善。ただし、 緊急事態宣言
の延長を背景に客足が落ち込む飲食・宿泊業向け商品では苦戦
が続くなど、まだら模様の状況。

LOBO 調査結果

https://cci-lobo.jcci.or.jp/
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右の絵にPCBが隠れています。

ＰＣＢ廃棄物は法律に定められた期限内
に処分しなければなりません。
普段あまり立ち入らない場所、倉庫や電
気室の片隅など、
未把握のＰＣＢ含有電気機器が残置され
ていないか、今一度ご確認ください。
なお、ＰＣＢ含有電気機器を保有してい
る場合は、届出が必要ですので、
産業廃棄物対策課までご連絡ください。

ＰＣＢの処分期限

変圧器・コンデンサー

照明器具の安定器

高濃度

令和4年3月末まで

令和5年3月末まで

低濃度

令和9年3月末まで

現在使用中の機器も処分が必要です
【問い合わせ】 川口市環境部

企 業

産業廃棄物対策課 TEL：048-228-5380

実習生

ート
受 入 企 業レポ
株式会社
東洋ランテック

川口商工会議所は外国人技能実習制度の監理団体です。
このコーナーでは技能実習生を受け入れている企業を
紹介します。

『こんにちは！おつかれさまです！』 と大きな声で元気よく挨拶をしてくれ
る技能実習生がいる。東洋ランテック株式会社（森川昌紀代表取締役、
柳根町16-14）で勤務するグエン・ヴァン・
トゥエン君（21歳）、チャン・バン・ホ
ア君（21歳）、二人ともベトナム出身の技能実習生、母国を離れ日本で建
設機械施工職種を2018年9月から学び今年で3年目となる。
監理団体である川口商工会議所は、事業所に配属した技能実習生を1
年目は1ヶ月に1回以上、2年目以降は3ヶ月に1回以上の頻度で様子を見に
行くこととなっており、訪問の都度元気な姿を見せてくれる二人に安堵する。
同社は、造園、土木工事、舗装工事など多岐にわたる業務を行っており、
実習生には建設機械施工を担当してもらっている。生活指導を兼ね、技
能実習の責任者である森川社長、そして技能実習を直接指導する朝稲
指導員は母国を遠く離れ技能実習を学ぶ二人にとても親身になって対応
している。
『実習生が来日して初めて会った時から３年、今日まで変わらずに礼儀
正しく律儀。真夏の猛暑でも真冬の厳しい寒さの中でも、とにかく一生懸

命で何事に対しても積極的で覚え
も早く、仕事も正確で丁寧。機械
の整備もしっかりと行い、仕事に
対する姿勢が素晴らしい』と森川
社長は語る。
『たまに暗い表情をする時は寂
しくならないよう社員ともども声を
かけるよう心がけたり、たまの息抜
きでは、彼らを食事に連れて行っ
たりします 』と会社から実習生に
寄り添う姿勢がうかがえる。
朝稲指導員は『彼らと仕事をす
るとまわりが明るくなる、社員からとても好かれているんです』と、社員と彼
らとのコミュニケーションが上手に取れている様子もうかがえる。
実習生二人は、当社で技能実習ができている事にとても感謝しており、
学んだ技術を母国に帰ってからも生かしていきたいと夢を語った。

伝えたい、ありがとうの気持ち

医療従事者義援金のおねがい
新型コロナウイルス感染者の入院対応をする市内医療機関従事者の皆さまへの
義援金活動を、地元金融機関ご協力のもと実施させていただいております。過酷
な労働環境にある医療従事者の方の支援のために、何卒ご協力の程よろしくお願
いいたします。

【支援期間】 ４月３０日（金）まで
【義 援 金】 １口５，
０００円単位（１口以上のご支援をお願いします）
【受付方法】 口座振込または川口商工会議所窓口
【預 り 証】 窓口受付の場合、預り証を発行します
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３月１２日現在、204件 8,500千円のご
支援をいただいております。多くの皆さま
からご協力をいただき、誠にありがとうご
ざいます。皆さまからお預かりした義援金
は、川口市を通じてお届けいたします。

お問合せ

総務広報課 048-228-2220

2in1タブレットWindowsPC、
ポータブル電源等のファブレスメーカー

きらり

会員さん紹 介

株式会社サイエルインターナショナル

川口市西青木

2016年に設立以来、100アイテム以上のデジタル家電製品等を企画
し、厳選した委託工場で製造し、国内大手家電量販店・ホームセンター・
通販などに流通しております。また、自社内のコールセンターを構え、
アフターサービスも充実に提供しており、買った後もご安心頂けます。

かわぐちナビ
まちの企業やお店が一目で分かるコーナーです。
お買い物やお取り引きはいいものいっぱいの川口で！

「moveを見た」とメッセージ頂けた方には、弊社楽天店でお買い
上げ頂いた商品全品10% オフいたします。
＊お一人様１回限り、2021年5月末まで
COMPANY PROFILE

株式会社サイエルインターナショナル
事業内容

〒332-0035 川口市西青木1-3-6  
048-278-3408
048-611-9706
9：00～12：00、13：00～17：00
土日祝日
ou@saiel.co.jp
www.saiel.co.jp

掲載
無料
西川口駅
西口

道路
産業

所在地
TEL
FAX
営業時間
定休日
メール
ホームページ

8.9インチ2in1タブレットWindowsPC、
ポータブル電源、ソーラーパネル、ドライブレコーダー

【問い合わせ】

西川口
陸橋入口

TEL 048-228-2220

橋
口陸 レッドロブスター
西川
オートバックス

会報MOVE編集担当

「世界の人と会話するのが夢」
そんなあなたへ楽しく
“Let’
s 英会話”
！
！
GMC ENGLISH

川口市西川口

COMPANY PROFILE

【企業様メリット】
〇子育て中の優秀な人材の採用や確保につながります
〇女性活躍支援・子育て支援に積極的であることが可視化され企業イメージ・福利厚生の
向上につながります
〇社員・従業員さまの満足度の向上につながります
〇提携にあたり、企業様には費用負担なくご利用していただけます
〇利用が未定の場合でも、事前に提携契約を結び採用活動に生かしていただくことも
可能です

O.N.G 株式会社 ルアーチェ保育園

英会話教室・ミュージックバー
〒332-0021 川口市西川口2-10-18
090-1409-4024
9：00～20：10
なし
mugenent@gmail.com

O.N.G 株式会社では内閣府企業主導型保育事業により、子育てしながら働く皆さま、支
える企業様をご支援するため企業主導型保育所を開設いたしました。企業主導型保育園
と提携することで優先的に入園が決まるため、育休明けや職場復帰の時期が調整しやす
くなります。そして何より、社員・従業員さまの安心を約束できます。川口市の地域貢献
のため、育休明けから職場復帰までのお手伝いを致します。ご興味ある方はお気軽にお
問合せください。

オーエヌジー

G M C ENGLISH
所在地
TEL
営業時間
定休日
メール

O.N.G 株式会社 ルアーチェ保育園

COMPANY PROFILE

ジーエムシー イ ン グ リ ッ シ ュ

事業内容

大切な従業員の方の未来のために
保育利用枠の連携をしませんか？
川口市金山町

西川口の洋楽専門のミュージックバー JAM で開講しているマンツーマンが基本
の英会話教室です。米国在住１０年、外資系秘書、音楽プロモート等の実践経験
を積んだインストラクター（MIYUKI DETAR）が、活きた英語を教えます！
英語はコミュニケーションをとるための道具です。正しい発音と抑揚（ストレスポイ
ント）に意識をおくことは時には文法を学ぶより大事です。自分が正しい音で発し
てなければネイティブの音をキャッチすることも難しいのです。聞いて、伝えて、
通じる英語を楽しく学んでいきましょう！英語ボーカル教室もあり！
【システムについて】
月に何回のコースか決めていただきます。毎回、９am〜最終セッション７pm の中
で好きな時間と日にちを選んでいただけます。
ワンセッション ７０分 ￥４８００

会員さんの情報をお知らせするコーナーです。
情報発信・PR の場としてご活用ください。

事業内容

西川口駅

西口

西川口陸橋

ファミリー
マート

千山閣

所在地
TEL
営業時間
定休日
メール
ホームページ

美容室全般（美容室・ネイルサロン）
・保育園
〒334-0014 川口市金山町9-7
048-271-9539
7：30～19：00
日曜日
lovepeace7770@yahoo.co.jp
ong-official.com

ケーヨー
デーツー

川口神社
本町
ロータリー

金山町

舟戸小学校

南中学校
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令和3年度
税制改正（案）のポイント

HASH FOR PRO

～プロの現場を支える力～

AEVA＆Co Seirin Labo

川口市元郷

令和３年度税制改正（案）では、ポストコロナに向けた経
済構造の転換・好循環の実現を図るため、企業のデジタルト
ランスフォーメーションおよびカーボンニュートラルに向け
た投資を促進する措置を創設するとともに、こうした投資等
を行う企業に対する繰越欠損金の控除上限の特例が設けら
れます。あわせて、中小企業の経営資源の集約化による事
業再構築等を促す措置を創設するほか、住宅ローン控除の
特例の延長等が行われます。

1 個人所得課税
住宅ローン控除の特例の延長等（案）など

2 資産課税

AEVA&Co は「技術で人の命を救う。そしてその技術は地球に優しく
なくてはならない」という理念に基づいて設立いたしました。当社が運
営するSeirin Labo では、特許技術“緩衝法”を用いて開発した除菌・
消臭、空気洗浄製品、浄水装置の企画・製造・販売・OEM 供給・健康関
連・農業関連等の開発・製造・販売を行っています。
HASH for Proシリーズは、塩酸を使用しないため塩分濃度が非常に
低く、機器に悪影響を及ぼしにくい商品です。プロの現場、プロの方の
ために、当社の商品をお届けします。
COMPANY PROFILE

アエヴァ アンド コー

セ イ リ ン

ラ

ボ

AEVA＆Co Seirin Labo

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充（案）
など

3 法人課税
デジタルトランスフォーメーション（DX）投資促進税制の
創設（案）、繰越欠損金の控除上限の特例の創設（案）、中
小企業向け投資促進税制等の延長等（案）など

事業内容

所在地
TEL
営業時間
定休日
メール
ホームページ

究極の除菌消臭水（HASH for Pro）の販売
〒332-0011 川口市元郷2-15-1-612
070-8386-0708
10：00～16：00
土日祝日
saito@aeva.co.jp
aeva.co.jp

元郷南小
サミット
ストア
中央橋

元郷南
小学校南

4 消費課税
航空機燃料税の税率引下げ（案）など

5 東日本大震災からの復興支援のための税制
6 納税環境整備
税務関係書類における押印義務の見直し（案）など

ベビーサークル・プレイマットならCaraz
株式会社 A-YO 商事

川口市栄町

【詳細】
財務省 HP(https://www.mof.go.jp) 内、
税制（国の税金のしくみ）
プレイマット

ベビーサークル モダン

ロールマット ヘリンボーン

ベビーサークル・プレイマットブランド「Caraz（カラズ）」の日本総代

“元気”川口商品券の使用期限は

5月31

日までです！

理店です。０歳～安心して使用できる安全設計で収納性にも優れ、リ
ビングコーデにも馴染むおしゃれなカラーが好評です。室内用滑り台
も人気！
「子どものために、安心安全で、良
い品質とデザインなものを手頃な価格で提
供する」をモットーに商品展開しています。
ぜひＨＰをご覧ください。
ペットマット
COMPANY PROFILE

エ イ ヨ シ ョ ウ ジ

株式会社 A-YO 商事
事業内容

所在地
TEL
FAX
営業時間
定休日
メール
ホームページ

有効期間を過ぎた場合は無効になります。ご注意ください。
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ベビーサークル・プレイマット・室内滑り台・
ベビーアパレル関連商品の開発・販売

〒332-0017 川口市栄町3丁目10-3 みどりビルディング3F
048-424-4778
048-430-7158
9：00～17：00
なし
info@a-yocorp.com
www.a-yocorp.com

ドトール
イート川口

川口駅

東口

肉のハナマサ

三井住友銀行

川口駅東口
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