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企業繁栄と地域活性化を目指す経営者のコミュニティマガジン

越谷商工会議所だより

従業員が新型コロナウイルス感染症に感染した場合には
職場における感染症対策

越谷市地域商業キャッシュレス化推進事業 参加店募集のご案内
埼玉東部循環器病院 提供  「お薬を上手に飲む方法 ～ 薬を包むオブラート ～」

日本ファクター株式会社　専務取締役  近藤 昭彦さん（左） 代表取締役  近藤 正成さん（中央） 取締役工事部長 藤村正尚さん（右）

［ 輝く越谷人 インタビュー ］

エネルギーの『創』『蓄』『省』を
備えた地域を目指して
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輝く越谷人「日本ファクター株式会社」 
無料相談／10・11月の予定一覧
お知らせ
「こしがや鴨ネギ鍋＆越谷ねぎ」
ホームページ掲載店募集！！
生命保険証券診断キャンペーン
越谷市地域商業キャッシュレス化推進事業
参加店募集のご案内

新型コロナウイルス感染症による国・県・市等の
最新の支援情報
職場で感染者が発生した場合には
会員紹介コーナー
「お薬を上手に飲む方法 ～薬を包むオブラート～」
新入会員紹介／ LOBO 調査／会員の声
パズル／映画情報／編集後記

越谷の歴史や文化
財、名所がかるたに
なっています。
制作：こしがや地域
ネットワーク13

越谷いろはかるた
K O S H I G A Y A  I R O H A  K A R U T A 念仏橋　昔は丸木の　一本橋

　念仏橋は、越谷市の北、新方川にかかり、千間台東３丁目と大泊を結ぶ橋

です。近くに浄土宗の安国寺があります。念仏橋の謂れには二つのお話があ

ります。一つは昔、安国寺のお坊さんが橋を渡るとき、なにしろ丸太一本の

橋だから、怖くて思わず「南無阿弥陀仏」と念仏を唱えながら橋を渡ったの

で念仏橋と言われるようになったというお話です。もう一つは、鎌倉時代の

武士・熊谷直実が西国で武勲を立て郷里の熊谷へ戻る途中、安国寺へ立ち

寄った時のお話です。直実は勇猛な武士でしたが、浄土宗開祖の法然上人

の熱心な信徒でもありました。乗馬のときも西方浄土に後ろを向いてはい

けないと、東に向かうときは後ろ向きに馬に乗り、念仏を唱えて旅をしまし

た。直実は、念仏橋も馬に逆に乗って念仏を唱えて渡った、それが念仏橋の

由来というお話。二つのお話を思い出しつつ念仏橋をお渡りください。

文：越谷市郷土研究会

なおざね
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〈今月の表 紙〉

近藤 正成 氏

日本ファクター株式会社

KOSHIGAYA-B I TO 代表取締役

　近年、台風・水害・地震などの自然
災害が相次いでおり、そのような災
害が起きた際の企業としての取り組
み方が注目されています。また、脱炭
素化社会へ向けた地球環境への取
り組みに関しても企業としての重要な
課題の一つとなっています。今回、太
陽光発電という視点から上記の課題
解決に取り組む日本ファクター株式
会社を訪問し、代表取締役の近藤正
成さんにお話を伺いました。

沿革
　近藤さんは、元々太陽光発電を扱
う商社で働いており、その経験を活
かし独立、平成20年に日本ファク
ターを創設しました。現在では、太
陽光発電システム・エアコン・LED照
明・メガソーラー・各種電気工事など
様々な事業を手掛けています。

環境との調和を目指して              
　日本ファクターでは、地球環境の
維持保全を鑑みて、エネルギーの
『創』『蓄』『省』をキーワードとした新
しい地域の環境づくりに取り組んで
います。その事業についていくつか
を紹介します。

 ▪ メガソーラー
　太陽光発電の中でも、出力が

1MW（1000kW）を超える大規模な
システムの太陽光発電設備をメガ
ソーラーと呼びます。近年、遊休地
や休耕地などの土地の有効活用の
目的として注目されており、日本ファ
クターでは、栃木県・茨城県・熊本
県・沖縄県の４県にメガソーラーを
設置、運営しています。

 ▪ 太陽光発電システム
　屋根などを利用して、太陽光パネ
ルを設置、発電するシステムです。太
陽光発電により発電した電気を全て
売電する投資目的とした「全量売電
型」が主流でしたが、FIT（固定価
格買取制度）の買取価格の低下・電
気料金の上昇などから、現在は発電
した電気を売電せず使用する「自家
消費型」が注目されています。

 ▪ 企業へ自家消費型の提案
　日本ファクターでは、産業用太陽
光発電システムを企業が導入する
際、自家消費型を勧めています。自
家消費型にすることによって、光熱
費削減につながることは勿論のこ
と、環境保全への貢献という観点か
らCSR（企業の社会的責任）の取り
組みの一つとして捉えることが出来
ます。また、災害時等の停電リスク
低減となり、近年注目されている

BCP（事業継続計画）対策としても
有効です。太陽光発電と一緒に省
エネエアコンや施設内のLED照明
もセットで依頼する企業も増えてい
て、光熱費削減効果も高まり注目を
集めています。

日本ファクターのこだわり
　太陽光発電で、販売会社と工事
会社が別れている場合が多いです
が、日本ファクターでは、“営業販売
～設計～機材仕入～工事”までを一
貫して行っています。それが強み・こ
だわりであり、すべての工程を把握
しているため、より細やかなサポート
が出来ると近藤さんは言います。ま
た、「設置したら終わりではなく、そ
こからがお客様との末永いお付き合
いの始まり。皆様が安心して暮らせ
る未来のために必要不可欠な企業
でありたい。」と語られていました。

【会社情報】
●創業 平成20年5月
●事業内容 ソーラーエネルギー製品の販売
　　　　　   設計・施工・アフターサービス
 メガソーラー建設・売電事業
　　　　　  住宅・店舗・電気工事
　　　　　  東京電力（株）委託工事店
　　　　　  低圧・高圧・電気工事
　　　　　  総合リフォーム
●所在地　  越谷市大泊 430-1
●電話 048-940-0268
●URL　　 http://www.nihonfactor.co.jp

本社 沖縄県 中城発電所
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お 知 ら せ

要予約
越谷市産業雇用支援センター二番館
コーディネーターによる経営相談のご案内

要予約
埼玉県事業引継ぎ支援センターは、事業の存続に関する様々
な課題の解決を支援する公的な相談窓口です。後継者がいな
いなど、事業引継ぎについてのご相談がございましたら、お気
軽にお問い合わせください。
●日　時　10月21日（水）、11月18日（水）10：00～17：00
●会　場　越谷産業会館　地下第1会議室
●申込み　埼玉県事業引継ぎ支援センター
　　　　　☎048-711-6326

事業承継の相談会
巡回個別相談会 ｉｎ 越谷（先着順）

埼玉県事業引継ぎ支援センター詳しくは 

10月・11月の予定一覧
※予定は予告なく変更されることがございます。

10
月

1日
6日
11日
12日
22日

(木)
(火）
(日)
(月)
(木)

正副会頭会議
女性会臨時執行部会
チャレンジ講座③
工業部会正副部会長会議
常議員会

11
月

5日
8日
(木)
(日)

正副会頭会議
チャレンジ講座④

無 料 相 談

※上記相談会・イベント日程は新型コロナウイルス感染拡大の影響により、延期・中止になる可能性があります。
　開催の可否につきまして、事前にお問い合わせいただくようお願いします。

企業支援の専門家がコーディネーターとして事業者の皆様が抱
えている経営課題の解決や経営革新計画の策定、創業時に必
要な事項・ビジネスプランの作成などの経営相談に応じます。
●日　時　毎週 月・火・水・金曜日 
　　　　　9：00～12：00、 13：00～16：00
●会　場　越谷市産業雇用支援センター二番館
　　　　　（越谷市東越谷1-5-6）
●申込み　越谷市産業雇用支援センター二番館
　　　　　☎048-967-2424　FAX:048-967-2425
　　　　　E-mail：info@nibankan.jp

越谷市　二番館　相談詳しくは 

埼玉県内の中小企業・小規模事業者を対象に新商品やサー
ビスの開発から販路開拓まで経営上の様々な課題について
アドバイスします。相談については、中小企業支援に特に優れ
た能力・知見・実績等を有する専門スタッフが対応します。
●日　時　10月2日、10月9日、11月6日、11月20日
　　　　　※全て金曜日
　　　　　9：00～12：00、13：00～17：00
　　　　　※相談時間は1社につき1時間～1時間30分
●会　場　越谷産業会館　会議室
●申込み　公益財団法人埼玉県産業振興公社
　　　　　フリーダイヤル ☎0120-973-248

埼玉県よろず支援拠点出張相談会 要予約

埼玉県よろず支援拠点相談支援詳しくは 

要予約
知的財産総合支援センターのアドバイザーが、特許・実用新
案・意匠・商標等のご質問やご相談に応じるとともに、特許等
のデータベース「Ｊ-ＰｌａｔＰａｔ」の活用方法等についても個別
に説明いたします。
●日時・会場　下記にお問い合わせください。
●申込み　知的財産支援センター埼玉　☎048-621-7050

特許・商標相談会

日本政策金融公庫の担当者による個別相談会です。
●日　時　10月1日（木）、11月5日（木）
　　　　　10：00～12：00
●会　場　越谷産業会館　2階会議室
●申込み　越谷商工会議所　企業支援課
●問合せ　(株)日本政策金融公庫 越谷支店
　　　　　☎048-964-5561

金融・創業個別相談会 要予約
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越谷商工会議所へのお問い合わせは ☎ 048-966-6111

2020年10月～11月セミナー・講演会等のご案内
詳細や申込方法は随時、当所会報またはホームページでご案内いたします。
新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては開催を中止にさせていただく場合もございますので、ご確認の上お申し込みください。

日時・会場 講座名・テーマ 講  師 定　員
受講料

SONPOリスクマネジメント㈱
主席フェロー
高橋　孝一氏

大阪商工会議所　経営情報センター
ザ・ビジネスモール事務局
松田　聡氏

50名
無料

10名
無料

30名
無料

企業経営のための【実践】BCP策定セミナー
～大規模自然災害や新型コロナウイルス等の感染症の備え～

10月7日(水) 14:00～15:30
◆越谷産業会館 集会室

10月7日（水）、13日（火） 13:00～16:00
◆オンラインにて開催　※２日間とも同じ内容です

越谷市産業雇用支援センター
二番館コーディネーター
小櫃　義徳氏

コロナショックを乗り越える経営革新セミナー10月23日(金) 18:00～21:00
◆越谷市産業雇用支援センター 4階会議室

30名
無料

有限会社ジュントオル
代表取締役
谷田貝　孝一氏

コロナ禍に負けない経営力強化！！
顧客獲得・売上拡大の秘訣

10月28日（水） 14：00～16：00
◆越谷産業会館　集会室

25名
無料

NPO法人スマートワーク
社会保険労務士
西山　徹氏

雇用形態に関わらない公正な待遇の確保
～同一企業内における正社員・非正規社員の間の
不合理な待遇差の解消～

11月11日（水） 14：00～16：00
※16：00～17：00 個別相談会（予約制）
◆越谷産業会館　集会室

30名
無料

アライフコンサルティング 代表
青木　一生氏

コロナ禍を乗り切る経営力を身につける！！
今知っておきたい９つの施策！経営力向上のための施策活用セミナー

11月18日（水） 14：00～16：00
◆越谷産業会館　集会室

25名
無料

NPO法人スマートワーク
社会保険労務士
下稲葉　敏彦氏

中小企業に最適！　同一労働同一賃金に対応した
「シンプル人事・賃金制度」の作成・運用の仕方

11月25日（水） 14：00～16：00
※16：00～17：00 個別相談会（予約制）
◆越谷産業会館　集会室

インターネットを活用した販路開拓
ザ・ビジネスモール活用セミナー

　越谷商工会議所は、社会保険労務士で組織されたNPO法人スマートワークと提携し、10月より働き方改革について無料
の巡回相談と個別相談会を実施いたします。就業規則の点検や労働時間の管理、人事制度の設計、テレワークの導入など
様々なご相談をお受けします。相談内容の秘密は厳守いたしますので、この機会にどうぞご利用ください。
　また、11月より働き方改革の推進に役立つセミナーも開催いたします。詳細は同封のチラシをご覧ください。

●日　時　11月5日（木）　14：00～16：00
●会　場　越谷市中央市民会館 劇場
●内　容　・新型コロナウイルス感染症における税制措置について　・令和２年分の所得税と消費税について
●講　師　越谷税務署 担当官
●定　員　100名
●問合せ　越谷商工会議所 企業支援課（担当：齋藤、大竹）
※定員に達した場合は、来場した方に当日の研修資料をお渡しいたします。

越谷市青色申告会　税務研修会

《巡回相談》
●申込み　越谷商工会議所 企業支援課（担当:小梶）または、同封のセミナーチラシ裏面の相談申込書にご記入のうえFAX
　　　　　※お申込み受付後、担当の社会保険労務士より訪問日時についてご連絡を差し上げます
《個別相談会》
●日　時　10月8日（木）、10月22日（木）、12月3日（木）　各日ともに①13：30～、②14：30～、③15：30～からお選びください
　　　　　※ご相談が1時間を超える場合には巡回相談とさせていただく可能性がございます
●会　場　越谷産業会館 ２階会議室
●申込み　越谷商工会議所 企業支援課（担当:小梶）または、同封のセミナーチラシ裏面の相談申込書にご記入のうえFAX

「働き方改革推進支援」　巡回・個別相談会のご案内

中小企業事業主の皆さまへ

こしがや創業塾（４回シリーズ）
越谷市産業雇用支援センター
二番館コーディネーター
浜松　一弘氏

20名
無料

10月7、14、21日、11月4日（いずれも水曜日）
18：00～21：00
◆越谷市産業雇用支援センター ４階会議室
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お 知 ら せ 越谷商工会議所へのお問い合わせは ☎ 048-966-6111

「ぬりえ作品コンテスト」を実施します！！

日光街道越ヶ谷宿「宿場まつり」についてのお知らせ

　今年度の「宿場まつり」は、早かごレースをはじめとする催しは、新型コロナ
ウイルス感染拡大の影響により、中止となりました。
　宿場まつりのキャラクターを描いた「ぬりえ作品コンテスト」は下記の内容で実
施します。
●参加方法　  ぬりえ用紙に色を塗って期日までにご提出（応募）ください。
●用紙の配布場所 越谷商工会議所、CAFE８０３、ガーヤちゃんの蔵屋敷などで配布、越ヶ谷 TMOホーム
   ページ（https://www.koshigaya-tmo.org/）からダウンロードできます。
●用紙の回収場所 配布場所に設置する回収箱に入れてください。
●締切り   10月31日（土）　※越谷商工会議所は30日（金）まで
●審査結果  優秀作品はCAFE８０３で掲示するほか賞品を贈呈します。
●問合せ  宿場まつり事務局（越谷商工会議所　地域振興課　担当：澤田・萩原）

ぬりえ（見本）

越谷ひな人形組合主催　人形供養中止のお知らせ

「こしがや鴨ネギ鍋＆越谷ねぎ」ホームページ掲載店募集！！

　「こしがや鴨ネギ鍋＆越谷ねぎ」のホームページでは、「こしがや鴨ネギ鍋」や「越谷ねぎを活用したメニューや商品」で
一緒に越谷市を盛り上げていただける飲食店や食品製造小売店を募集しています。募集要項はホームページでご案内し
ています。お店のPRツールとしても是非ご活用ください。

　越谷ひな人形組合では、毎年10月に人形供養を行ってまいりました。本年度は、新型コロナウイルス感染拡大の
影響に伴い、来場者の安全を優先して、中止とさせていただきます。
●問合せ　越谷商工会議所　地域振興課

第19回 こしがや産業フェスタ2020 中止のお知らせ
　新型コロナウイルス感染症が拡大している状況におきまして、お客様や地域住民の皆さま、そして運営に携わる関係
者の安全が最優先と判断し、今年度の開催を中止することといたしました。
　楽しみにしていた皆様には大変申し訳ございませんが、何卒ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
●問合せ　越谷商工会議所　地域振興課

●詳細等問合せ　特産品担当　地域振興課　関根

https：//www.kamonegi.jp

◆会員事業所様は無料で掲載できます
◆メニューは５品まで掲載ができます
◆店舗や料理の情報の訂正や追加も毎月行えます
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越谷商工会議所・アクサ生命保険（株）共同

生命保険証券診断キャンペーン生命保険証券診断キャンペーン
キャンペーン期間中、生命保険証券診断１回につき

「生命保険証券診断キャンペーン」の実施について
コロナ禍により社会のしくみや家庭環境が大きく変われば、必要な保障も変わってきます。そのため、生命保険
は加入した後も定期的に内容を確認し、必要に応じて見直しをすることが大切です。現在加入している生命保険
が今の自分に合っているかどうか、是非「生命保険証券診断キャンペーン」にお申込みください。（診断は無料）

お好きな粗品をお選び下さい！！　※品物によって数に限りがございます。

本キャンペーンで取得したお客様の情報は、次の目的のために利用いたします。
◆関連会社・提携会社を含む各種商品、サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
◆業務に関する情報提供・運営管理、商品、サービスの拡充　◆その他　保険に関連・付随する業務
この掲載内容は「生命保険証券診断キャンペーン」の内容を記載するもので、生命保険等の詳細保障及び掛金等につき
ましては、ご加入頂いておりますそれぞれの共済保険パンフレット・約款等で必ずご確認下さい。

●証券（証書）１回につき一粗品をプレゼント。同一証券（証書）で複数回の応募はできません。
●アクサ生命保険（株）の証券（証書）は対象外です。
●本キャンペーン前に見直し相談された証券（証書）は対象外です。
●本キャンペーンは保険契約を強要するものではありません。

お申込み・問合せ先▶ 越谷商工会議所　総務課 共済担当　　☎ ０４８－９６６－６１１１

FAX 048‒965‒4445　保険証券診断 応募申込書

〒　　　-

　ー　　　　　　ー    　　

事  業  所  名

事 業 所 所 在 地

①下記の「応募申込書」を FAXしてください。　※当所HPからもダウンロードできます
②現在加入の証券（証書）をご用意ください。
③アクサ生命保険（株）の推進員がお伺いします。
④応募申込書に記載された粗品をプレゼントいたします。

薬用せっけん（３個パック）入浴剤（バブ３錠箱入）サランラップボックスティッシュ１箱

キャンペーンにおける個人情報の取扱いについて

キャンペーンについての注意事項

生命保険証券診断キャンペーンの流れ

上記①から④の粗品からお選びください番ご希望の粗品番号

連絡先電話番号

 ふ り が な

氏名（代表者名）

キャンペーン期間　　       2020年９月１日（火） ～ 11月 30日（月）

粗品をプレゼント！

421
粗  品

3

（　事業所　・　ご自宅　・　携帯 　）



越谷市地域商業キャッシュレス化推進事業
参加店募集のご案内

１． キャッシュレス決済導入支援
　キャッシュレス決済の導入を支援することにより、市内小売、飲食店などの
キャッシュレス化とお客様の快適な利用環境の整備を図ります。（各200店舗上限）
　①越谷まるこWAON加盟店  200店舗の新規加入
　②キャッシュレス化推進賛助店　 200店舗の募集
　［対象店舗］原則商工会議所会員で小規模事業者・地元資本の中小企業者（小売・サービス・飲食業）
※加盟店特典―端末機無料貸与、期間中の基本使用料金の免除、専門家の経営相談など

２． キャッシュレス・プレミアム・キャンペーンの実施
　キャンペーン期間中に加盟店でキャッシュレス決済を利用すると、まるこポイントの特典や、加盟店以外のキャッシュレス導入
店舗を賛助店としてさまざまな特典を受けられるように事業者へのインセンティブと併せて積極的な消費喚起を行います。
　また、キャッシュレス決済導入支援で加盟店・賛助店になった事業者には、店舗ごとに取り組む消費者向けサービスの費用と
して下記のキャンペーン協力金の支給をし、キャッシュレス・プレミアム・キャンペーン参加費用を負担します。
　①キャンペーン協力金の支給
　　越谷まるこWAON加盟店に対して  ５万円
　　キャッシュレス化推進賛助店に対して  ２万円
　②キャッシュレス・プレミアム・キャンペーン
　　12月キャッシュレス400円・800円OFFキャンペーン実施  総額 1324万円 （全加盟店・賛助店参加事業）
　　12月まるこポイント5倍キャンペーン実施   総額 625万ポイント （まるこ加盟店のみ事業）

３． 広告宣伝
　参加店舗を専用WEBアプリで発信、地元メディア、SNS、市報などにPRで市民に街めぐりを提案する。

申込み締切　１次締切　10月９日（金）　
予算の関係上、加盟店、賛助店とも締切前に募集を終了させていただく場合もあります。
お問合せ　越谷商工会議所地域振興課キャッシュレス化推進担当　☎090-4120-9384

URL　https://www.marukocard.com/
運営管理　（株）まちづくり越谷 （まるこカード事務局）

越谷市ではコロナ禍における新しい生活様式を踏まえた地域経済の活性化に向けて、市内の商業者等
におけるキャッシュレス決済導入を支援し、キャッシュレス推進や地域ポイントに関連したプレミアム・
キャンペーンを同時展開し、市民の消費喚起を図り、地域の名店・銘品の魅力を専用WEBアプリで発信
し、キャッシュレスで楽しめる“素”的な街めぐりを提案する事業が始まり、商工会議所が委託先となり実
施することになりました。

事 業 内 容
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新型コロナウイルス感染症による国・県・市等の最新の支援情報です
各支援内容には、支給要件等ございますので、詳しくはお問い合わせ先にてご確認ください。

国の持続化給付金
● 給付限度額：法人200万円　個人100万円　※但し、計算式により減少分が上限となる場合があります。
● 申 請 方 法：電子申請もしくは申請サポート会場で申請 （完全事前予約制 ☎0570-077-866）
　　　　　　　※越谷申請サポート会場は9月30日をもって終了しました。

お問い合わせ先 ・持続化給付金事業コールセンター　☎0120-279-292

国の家賃支援給付金
● 給付限度額：法人…月額上限100万円（最大600万円）　個人…月額上限50万円（最大300万円）
● 要　　　件：令和2年5月～12月の中で何れか1カ月前年比売上50％以上減少
　　　　　　　又は連続3カ月合計売上30％以上減少していること
● 申 請 方 法  ： 電子申請もしくは申請サポート会場で申請 
　　　　　　　（越谷会場：越谷ツインシティ Aシティ3階　完全事前予約制 ☎0120-653-930）

お問い合わせ先 ・家賃支援給付金コールセンター　☎0120-150-413

越谷市経済対策

《テイクアウト・デリバリー導入等支援事業費補助金》
市内飲食店のテイクアウトやデリバリー導入経費（最大10万円）を補助
● 対 象 者：令和2年4月1日から9月30日までに導入・拡充した中小企業者の飲食店
　　　　　　※飲食店営業許可書必要・チェーン店は不可
● 申請期限：令和2年10月31日㈯　申請書類一式郵送（必着）

お問い合わせ先 ・テイクアウト・デリバリー導入等支援事業費補助金　市観光課　☎048-967-1325

埼玉県中小企業・個人事業主家賃支援金

《賃借人（テナント）に対する支援（店舗を借りている方）※家賃は、共益費・管理費・消費税含む》
● 給付限度額：１者20万円（複数店舗を賃借している場合は30万円）　● 補 助 率：支払家賃の１/15（6カ月分）
● 申 請 方 法：電子申請もしくは郵送　令和3年2月15日㈪　当日消印有効

《賃貸人（オーナー等）に対する支援（店舗を貸している方、事務所・倉庫・作業所除く）
※家賃は共益費・管理費・消費税含む》
● 給付限度額：1者20万円　● 補 助 率：減免した家賃の１/5（令和2年4月～6月までの最大3カ月分）
● 申 請 方 法：郵送のみ　令和2年10月16日㈮ 当日消印有効

お問い合わせ先 ・埼玉県中小企業等支援相談窓口　☎0570-000-678（ナビダイヤル）

同感染症の影響により、厳しい経営状況である中小・個人事業主等の家賃負担軽減の支援

市民生活を支える重要な役割を担う中小企業の事業継続、雇用の維持を支援 【越谷市内の事業者が対象】

定年の引上げについて真剣に考えてみませんか？

65歳超雇用推進助成金のご案内 （厚生労働省所管）
◆65歳超継続雇用促進コース
65歳以上への定年引上げ、定年の廃止又は66歳以上の継続雇用制度導入

◆高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
高年齢者が働きやすくするための雇用管理制度措置の導入

◆高年齢者無期雇用転換コース
50歳以上で定年年齢未満のパート労働者等の無期雇用労働者への転換実施

　※当該助成金は労働局・ハローワークでは取り扱っておりません。
TEL：048-813-1112  /  FAX：048-813-1114
H P：「JEED埼玉」で検索してください。

企業に求められる
努力義務

70歳までの

令和3年4月1日「高年齢者雇用安定法」が
改定されます

就業機会確保措置の新設

独立行政法人  高齢・障害・求職者雇用支援機構
埼玉支部 高齢・障害者業務課
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事業者の皆様へ 彩の国
埼玉県

従業員が新型コロナウイルス感染症に感染した場合の流れについて示したものです。実際の
対応は、帰国者・接触者相談センターや管轄の保健所に連絡し指示に従ってください。

連絡先は次ページの相談窓口「2 疑いの症状がある場合の相談」を参照

● 消毒後の事業所使用について、保健所に相談しながら準備してください。
● 感染者、濃厚接触者については、保健所の指示を受け、体調を確認しながら復帰させてください。なお、
感染者に陰性証明等を求めてはいけません。

● 保健所の指示により、事業所の消毒を行います。
● 緊急を要する場合には、感染者が勤務した場所のうち頻繁に手指が触れる箇所を中心に、アルコール
　（消毒用エタノール（70～95％）または次亜塩素酸ナトリウム（0.05％））で拭き取り等を行ってください。

● 濃厚接触者と見込まれる方については、速やかに自宅待機としてください。
● 必要に応じPCR検査や、感染者との最終接触から14日間の健康観察を行う必要があることから、
　保健所の指示に従ってください。
● 濃厚接触者に発熱又は呼吸器症状（軽症の場合を含む）があった場合等、適宜、報告を求めてください。

● 感染が判明した場合は、従業員に周知し、感染予防を徹底してください。
● 発症日の2日前から入院・自宅等での療養開始までの感染者の行動に基づき、濃厚接触者等のリストアッ
プを行います。

● 保健所が調査し濃厚接触者を決定するため、勤務状況等の報告に協力してください。

感染者の発症 2日前から入院・自宅等での療養開始までの期間に、長時間の接触や、手で触れること
のできる距離（目安1m）で必要な感染予防策なく15 分以上の接触があった方など

＜濃厚接触者とは＞（周辺の環境や接触の状況等個々の状況から患者の感染性を総合的に判断）

● 息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状のいずれかがある場合
● 重症化しやすい方（高齢者や基礎疾患のある方等）で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある
場合

● 上記以外で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合 （4日以上続く場合は必ず相談）

● 従業員に感染の疑いの症状がある場合は、自宅待機（事業所で症状が出た場合は早退）としてください。
● 帰国者・接触者相談センター（さいたま市、川越市、越谷市、川口市にお住まいの方は市の設置する保
健所等）に連絡してください。

＜感染の疑いがある症状＞

参考：新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について（厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ページ）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_00001.html

5   業務再開

4   事業所の消毒

3   濃厚接触者の自宅待機

2   感染者の発生・保健所調査への協力

１   感染の疑いがある方の発生

職場で感染者が発生した場合には
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職場における感染症対策職場における感染症対策

彩の国「新しい生活様式」安心宣言や業界のガイドラインを活用し、感染症
対策の徹底をお願いします。

埼玉県LINEコロナ
お知らせシステム

新型コロナウイルス
接触確認アプリ

新型コロナウイルスに関連した相談窓口

「埼玉県新型コロナウイルス感染症県民サポートセンター」　

☎ 0570-783-770　受付時間：24時間（土日・祝日も実施）

「帰国者・接触者相談センター」（さいたま市、川越市、越谷市、川口市以外にお住まいの方）

☎ 048-762-8026　受付時間：9時 20分～16時 40 分（月～土まで・祝日除く）

◆さいたま市にお住まいの方→

◆川越市にお住まいの方 →

◆越谷市にお住まいの方 →

◆川口市にお住まいの方 →

各区役所の保健センターへ（下記ホームページ参照）
（https://www.city.saitama.jp/002/001/008/004/004/p069410.html）

川越市保健所 ☎ 049-227-5107　8:30～17:15（月～金・祝日除く）
越谷市保健所 ☎ 048-940-5153　8:30～17:15（月～金・祝日除く）
川口市保健所 ☎ 048-423-6832　8:30～17:15（月～土・祝日除く）

埼玉県産業労働部産業労働政策課（R2年 8月作成）

安心の提供と感染拡大の防止のため「埼玉県LINEコロナお知らせシステム」や
国の「新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）」を導入しましょう。

https://corona.go.jp/
業種別ガイドライン

https://www.pref.saitama.lg.jp/telework/index.html
埼玉県テレワークポータルサイト

彩の国「新しい生活様式」安心宣言
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0804/atarashi_seikatsuyoshiki.html

新型コロナウイルス接触確認アプリ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html

埼玉県 LINEコロナお知らせシステム
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0701/covid19/line_corona-oshirase_top.html

3 埼玉県及び国の接触確認アプリを導入しましょう

2 テレワークや時差出勤をさらに推進しましょう

１ 彩の国「新しい生活様式」安心宣言に取り組みましょう

2 疑いの症状がある場合の相談（※受付時間外は上記サポートセンターへ）

１ 受診などに関する一般的な相談
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会員紹介コーナー

はたらきびとの

月
今

応募頂いた会員の皆様の事業所情報、商品やサービスを紹介していくコーナーです。

会員同士でバトンを繋ぐ！ 会員PRリレー
商工会議所の会員の方から、その方の知人・友人の商工会議所会員をリレー形式で紹介するコーナーです。

アサカワ自動車プランニングユニオンさん
からの紹介

皆様のカーライフを安心、安全にサポートいたします！

☎ 048-962-2057

浅川　一 さん
埼玉県越谷市花田1-3-6
9:00～18:00（月曜日から土曜日）
http://asakawa1.com/

住
代

営

車の修理、車検整備、新車・中古車販売など車に関わることならなんでも
ご相談ください。

インターネットでの申込が難しい方は
【総務課　西口】までお問い合わせ下さい
（☎048-966-6111）

前月号

お茶の時間
千間台駅東口に昨年８月オープン！ 本場の台湾タピオカ「お茶の時間」

越谷市千間台東1-7-13 1F
☎ 080-4657-2088
１２：００～２０：００

おいしいものを通じて、台湾と日本の交流がより深まるとうれしい
です。日本の和菓子も祭りも台湾では大人気。文化の交流もして
いきたいし、末永く愛される店にしたい。

Comment

住 所

営業時間

URL

有限会社ナチュラル スポーツクラブ
元気な子供を育てます！

越谷市川柳町1-92-1
☎ 048-863-0601
１０：００～18：００ （月曜日から土曜日）
https://www.nsctop.net/

『心と体を育てる体操』を目標に、一人ひとりの個性や能力に合わせ、
けじめある、きめの細かい指導を目指しています。

Comment

住 所

営業時間
URL

次月号は、 「有限会社宮田板金工業　宮田 真章さん」 を紹介します！

はたらきびと
掲載申込はこちら

(無料)
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お薬を上手に飲む方法
～ 薬を包むオブラート ～

埼玉東部循環器病院　薬剤師　大塚 みゆき

嚥」を解消して飲み下しを容易にするよう開発された製品です。

●服薬補助ゼリーの特徴
▪年齢や疾患に基づく嚥下障害のある方や、薬剤の服用が苦
　手な人に便利です
▪フルーツの香りで薬の不快な味・匂いをマスキングし、適度
　な粘度がありスムーズに飲み込むことが出来ます
▪ノンシュガーなのでカロリーの摂りすぎの心配はなく、イン
　スリンの作用に影響を与えないため糖尿病の人にも使用
　が可能です
▪固形製剤（錠剤・カプセル）、散剤、シロップと何れの剤型も
　使用可能です

《使い方》
①大きめのスプーンや小皿にゼリータイプのオブラートを出し

　ます。

②ゼリーの上にお薬を乗せます。

③お薬の上にゼリーを再度かぶせてお薬を挟みます。

④スプーンの場合はそのまま、小皿の場合はスプーン等ですく

　い上げて口の中に入れ飲み込みます。飲み込みづらい場合

　はお水を合わせて飲みます。

『錠剤を上手に飲むコツ』
①薬を飲む前に水を少し飲み薬の通り道を作ります。

②正面か少し下を向いてうなづくように自然に薬を飲み込み

　ます。

　上を向くと食道は狭くなり気道が広がります。食道が狭くな

ると錠剤は引っかかりやすくなり、気道が広がると水が入りや

すくなりむせやすくなります。

　錠剤が飲めないなら細かく砕いて飲めばよいと思う方もい

るでしょうが、砕くと薬の効果が無くなったり、薄れたりする場

合があります。現在は水なしで飲めたり唾液や少量の水で口の

中で溶ける口内崩壊錠やOD錠が多くあります。

　お薬が飲みづらい場合は、自己判断で服用を中止したり砕

いたりせずに医師・薬剤師に相談しましょう。

『オブラート』
　苦みや臭いのために服用しにくかったり、喉に引っかかって

うまく飲めない場合、オブラートで薬を包むと服用しやすくなり

ます。オブラートはでんぷん質で出来た薄い紙のようなフィル

ムで薬の苦みや臭いをマスキングし、また水に濡らすとツルツ

ルとした状態になって喉に付着しなくなります。また服用補助

ゼリーはゼリー状のオブラートともいわれます。

●市販のオブラートの特徴
▪定番の「丸型」とオブラートがお薬を包みやすいように袋状
　になっている「袋型」があります
▪薬を包みやすくするようにオブラートを立てるスタンドや、
　丸型オブラートに薬剤を包み易くする補助具付きの商品も
　あります

《使い方》
①お薬をオブラートの中央部に乗せます。量が多い場合は複

　数回に分けましょう。

②両端を薬の上にかぶせるように折りたたみ、お薬がこぼれな

　いように包み込んでいきます。又は端を寄せ集めてねじって

　包み込みます。包み込むのが苦手な場合は袋型オブラート

　をお勧めします。

③包み込んだオブラートをつまんで（スプーンを使ってもOK）

　水につけます。水につけるとオブラートがゼリー状になります。

④ゼリー状になったオブラートを直ぐに口に入れ噛まずに飲

　み込みます。そのまま口に入れると口の中に貼りついたり水

　につけてから時間をおくとオブラートが溶けます。飲みづら

　い場合は水と一緒に飲んで流し込みましょう。

『服用補助ゼリー』
　高齢の方は一般的に加齢により嚥下機能が低下しており、さ

らに脳血管障害などの疾病による嚥下障害を伴っている場合

があります。またパーキンソン病や筋肉の疾患などによる機能

障害のために服用が困難な場合があります。

　服薬補助ゼリーは、芳香のあるゼリー状のオブラートで薬剤

を包むことで薬剤の臭いをマスキングし、服用時の「むせ」「誤

医療法人道心会　埼玉東部循環器病院　提供

医療コラム
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フィールドビーチトランスポート（株）
江村興業（有）
（株）ＲｉｇｈｔＡｒｍサービス
（株）友通商事
麦の里
ねこの手
（有）家づくり舎ファミリー
石のマルコーサービス（株）
（有）田中架設
越ヶ谷こどもかふぇ食堂 ぽらむの家
Rezion
FKD
組織づくりLABO
税理士渡邉広恵事務所
（有）ナチュラルスポーツクラブ
（株）健峰会
（株）ふくいち
ano cono
サロンドネオＹＢ
柴田サイディング
（株）第一企画
（有）ワイディエス
（有）サンコー工業

神明町
東町
野島
七左町
東越谷
大沢
千間台東
赤山町
平方
越ケ谷本町
弥十郎
相模町
平方
レイクタウン
川柳町
レイクタウン
神明町
蒲生西町
袋山
袋山
北越谷
大里
下間久里

運送
仮設トイレ・ハウス・レンタル・販売・請負工事一式
内装工事
リサイクル業
飲食店（うどん）
パン製造販売
住宅の設計・建築
墓石販売
仮設工事
こども食堂
通信販売業
イベント運営、進行
教育研修事業
税理士業
スポーツクラブ運営
在宅医療・乳房ケア
老人ホーム・病院・障碍者施設への衣類、食品出張販売
ソファ製造、ソファ張替
飲食業（スナック）
住宅・外装工事
飲食業・イベント企画
一般貨物自動車運送事業
エクステリア製品販売・施工

代表者氏名 住　所 業　種
浜野　健一
髙橋　鉄也
宮坂　隆志
湯 　 海
椎名　　満
菱沼　里美
谷田貝　進
中村　孝平
田中　　学
青山　享美
那須　裕介
福田　郁弥
川野　智己
渡邉　広恵
山 下 　 敦
横井雄一郎
遠藤　誠二
須田　直樹
許　　寿江
柴田　浩二
藤林　大樹
仙波　一重
片 山 　 貢

（順不同・敬称略）令和2年度8月にご加入いただいた23社の皆様です。 ※8月末会員数　5,090事業所

お知り合いの方で、越谷商工会議所にまだ加入していない事業所の方がいらっしゃいましたら、ご紹介ください。

事業所名 所属部会
サービス業部会
建設業部会
建設業部会
サービス業部会
環境衛生業部会
商業部会
サービス業部会
商業部会
建設業部会
環境衛生業部会
商業部会
サービス業部会
サービス業部会
サービス業部会
サービス業部会
環境衛生業部会
商業部会
工業部会
環境衛生業部会
建設業部会
環境衛生業部会
サービス業部会
建設業部会

LOBO調査（商工会議所早期景気観測）8月度調査報告

　全産業合計の業況 DI は、▲59.0（前月比＋0.3 ポイント）でした。新型コ
ロナウイルスの影響による在宅時間の増加に伴い、飲食料品のほか、家具・
家電などの需要も伸びている小売業や、公共工事に下支えされた建設業が堅
調に推移しました。一方、主に都市部を中心に感染が拡大する中、消費者の
マインド低下や帰省・旅行の自粛、一部の自治体における飲食店への営業時
間短縮の要請などが下押し要因となり、観光関連の業況は厳しい状況が続き
ます。これまで経済活動の再開に伴い、持ち直しの動きがみられたものの、
足元では感染拡大の影響から足踏みとなりました。中小企業の景況感は依然
として厳しく、回復に力強さを欠きます。
　先行き見通し DI は、▲52.9（今月比＋6.1 ポイント）です。自動車関連を
はじめとする中国向けの輸出持ち直しへの期待感がうかがえるほか、ネット販
売の強化や IT 活用など新たな生活様式への対応を進める企業から前向きな
声も聞かれます。一方、主に都市部を中心とする新型コロナウイルスの感染
拡大への懸念から、消費者のマインド低下や資金繰りの悪化など、影響の長
期化に対する警戒感が強まっており、先行きに対して慎重な見方が続きます。

※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）

QUICK SURVEY OF 
LOCAL
BUSINESS
OUTLOOK 

コロナ関連の給付金申請の情報が詳しく分かり助かりました。

８月号の輝く越谷人で紹介された中島プレス工業（有）さんは、
不織布の形状記憶加工という独自技術を事業に活かし、素晴らしい企業だと思う。

会  の 員 声 より良い事業にする為、ご意見を参考にさせていただきます！
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今までマイナンバーカードを作っていませんでしたが、マイナポイントを貰う為に作ることにしまし
た。マイナポイントには期限があるうえ、マイナンバーカードを発行するのに１か月くらいはかかる
そうなので、マイナポイントの活用を考えている方は早めに手続きした方がいいかもしれません。

編集後記

目が不自由な明香里（吉高由里子）と、罪を犯しキック
ボクサーとしての未来を絶たれた塁（横浜流星）。2人
は惹かれあい、ささやかながらも掛け替えのない幸せ
を手にした――かに見えた。ある日、明香里は秘密を
塁に明かす。彼女の告白を聞いた塁は、彼だけが知る
残酷な運命の因果に気付いてしまっていた――。
© 2020「きみの瞳が問いかけている」製作委員会

画映めすすおの月今 イオンシネマ越谷レイクタウン　
JR武蔵野線「越谷レイクタウン」駅下車  イオンレイクタウンkaze3階

お問い合わせ TEL.048-990-3661 イオンシネマ 検索

家族を被写体に、“家族がなりたかったもの”
“家族でやってみたいこと”をテーマに様々な
コスプレして撮影、ユニークな≪家族写真≫を
世に送り出した写真家・浅田政志（二宮和也）。
二宮和也（主演）×浅田政志（原案）×中野量太
（監督）が贈る笑いと涙あふれる感動の実話！！
© 2020「浅田家！」製作委員会

近 日
公 開

近 日
公 開

ヨコのヒント タテのヒントクロスワードパズル

〒343-0817 越谷市中町 7-17
越谷商工会議所
「越谷商工会議所だより」係

①クイズの答え　②あなたの郵便番号・住所・事業所名・氏名・
年齢　③越谷商工会議所だよりの感想や商工会議所へのご意
見・ご要望を入れ、ハガキもしくは以下のQRコードから応募し
てください。

「イオンシネマ鑑賞券」をプレゼント！

令和2年10月25日（当日消印有効）

宛　　先

締　　切

応募方法

正解者の中から抽選で 5名様に

1クジラより小型
3トンビが○○を生む
5タコスやテキーラで有名な国
6カメが背負っている
8窓を開けて空気の入れかえ
10砂、磯、破などの左側の部分
11仏の○○も三度まで
12⇔他薦

1セキセイ、コンゴウ、オカメなどが仲間
2最近は携帯の標準装備
3「＋」の計算法
4未来・現在・○○
7鳴門海峡の名物
8宴会のまとめ役の人
9首が長い動物
10干すとスルメになります

◎ 9月号のクロスワードパズルの答えは「サクラジマ」でした。※当選者の発表は商品の発送をもってかえさせていただきます。答えは11月号をご覧ください。

応募ページ

1 2 3 C 4

5 A

6 E 7

8 9

10 D

11 12 B

A B C D E
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編集・発行　

T E L. 048-966-6111　F A X. 048-965-4445
U R L  http://www.koshigaya-cci.or.jp
E-mail  k9664445@koshigaya-cci.or.jp
開所時間  8:30～17:15
休所日  土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始〒343-0817 越谷市中町7-17　越谷産業会館内

越谷商工会議所

発行日／令和2年10月1日

返済期間（据置期間）

利 率

融資限度額

※小規模事業者　商業・サービス業　  従業員  5人以下（個人・法人）
　　　　　　　　製造業・建設業・他  従業員20人以下（個人・法人）

資金繰り対策
お気軽にご相談ください

日本政策金融公庫　無担保無保証人融資制度

小規模事業者経営改善資金（マル経融資）小規模事業者経営改善資金（マル経融資）

年  1.21 ％

金　　利

（固定・令和2年9月10日現在）

小規模事業者経営改善資金利率 1.21％（9月10日時点）より当初3年間▲0.9％引下げ
※引下げ適用限度額は、新型コロナウイルス感染症特別貸付等との合計額4,000万円となります。また、令和2年
1月29日以降に日本政策金融公庫から一般マル経で借入を行った場合でも、要件に合致すれば遡及適用が可能
です。

新型コロナウイルス感染症の影響により売り上げが減少した小規模事業者の資金繰りを支援するため、上記のマ
ル経融資とは別に別枠1,000万円の範囲内で当初3年間、通常金利から▲0.9％引き下げます。また、据置期間は
運転資金3年以内、設備資金4年以内に延長します。

ご利用いただける方

最近1か月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5％以上減少している小規模事業者

別枠 1,000万円

設備資金　10年以内（4年以内・別枠の1,000万円以内）
運転資金　 7 年以内（3年以内・別枠の1,000万円以内）

※マル経融資並びに新型コロナウイルス対策マル経は、商工会議所の経営指導を6か月以上受けており、商工会議所の推薦が
必要です。詳しくは、当所経営指導員へご相談ください。

運転　7年以内
　　　　（据置1年含む）

設備　10年以内
　　　　（据置2年含む）

融 資 期 間

2,000万円

融資限度額

既往借入残高合計1,500万円
を超える場合は事業計画書要

新型コロナウイルス対策マル経融資（特例措置）

新型コロナウイルス感染症の影響を受けられている皆様へ


