源泉所得税個別相談会のご案内

７月７日（水）、８日（木）の両日、午
前 時から午後４時まで、当所３階研修室
で開催します。次のものを持参ください。
・所得税源泉徴収簿
・Ｒ２年給与源泉所得税領収証書

により事業活動の一時的な縮小を余儀
なくされたため、労働者の雇用維持を
目的として出向により労働者（雇用保
険被保険者）を送り出す事業主（出向
元事業主）
② 当該労働者を受け入れる事業主（出
向先事業主）
▽助成率・助成額

付書）

担する賃金、教育訓練および労務管理

出向元事業主および出向先事業主が負

・Ｒ３年給与源泉所得税領収済通知書（納 【出向運営経費】
・給与所得者の扶養控除等（移動）申告書

①出向元が労働者の解雇などを行って

る経費の一部を助成。

・給与所得者の基礎控除兼配偶者控除兼所 に関する調整経費など、出向中に要す
得金額調整控除申告書
相談無料。税額が出ない方も必ず申告を

コールセンター（電話０１２０・６
０・３９９９）。

雇用調整助成金特例措置等の延長について

ろ、一部内容を変更し、７月 日まで延長

日（水）までにお電話

▽持ち物 固定資産税納税通知書

▽申込方法 ７月

で建設課管理係（電話０２６７・２２・１

７００）へ申込むこと。

「食品の無人販売」の募集

・野菜・くだもの・きのこ・山菜・米・卵・菓子・

【農産物（野菜・くだもの、きのこ・山菜、米）
、

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、 パン類・その他加工食品
令和３年６月 日までを期限としていたとこ ▽包装

▽延長

成率及び上限額の引上げを行っています。

事業主が労働者に休業手当等を支払う場合、 小諸郵便局は、局内の「食品の無人販売」
その一部を助成する制度。特例措置により助 の利用者を募集しています。
▽販売できる商品

▽雇用調整助成金の特例措置

21

ー

時

分から

時

３・１２９）
。

小諸郵便局窓口営業部（電話０５７０・９４

▽問い合わせ先

お渡しする振替払込書で払い込み）

申込時に郵便局窓口でお支払い、又は窓口で

面積の提供も可

００円（税込）／月（１段に満たないご利用

棚１段（枠）
（約０．５㎡）につき＠４，４

▽利用料

に複数月の申込も可能

月初から月末までの１か月単位となり、一度

▽契約期間

販売業の営業許可書などの写しを提出）

郵便局窓口にて（調理業、製造業、処理業、

▽申込方法

ニール袋などで密封包装

【菓子・パン類、その他加工商品】個別にビ

卵】販売する商品ごとにビニール袋やラップ
▽問い合わせ先
コールセンター（電話０１２０・６０・３ などで包装することを推奨（カットした商品
は必ず包装）
９９９。

空き家バンク登録会・空き家相談会

日（土）

16

することなどに専門家が相談をお受けしま
す。
▽日時 ７月

分（予約制）

30

▽場所 小諸市役所１階情報・展示コーナ

13

▽相談協力団体 長野県司法書士会佐久支

20

－2－

してください。

いない場合（中小企業）９／１０（中
小企業以外）３／４
②出向元が労働者の解雇などを行って
いる場合（中小企業）４／５（中小企
業以外）２／３
上 限 額（ 出 向 元・ 先 の 計 ） １ ２，

就業規則や出向契約書の整備費用、出

▽概要 相続や権利に関すること、耐震等

型コロナウイルス感染症の影響により

向元事業主が出向に際してあらかじめ

▽助成金の対象となる「出向」

事業活動の一時的な縮小を余儀なくさ

行う教育訓練、出向先事業主が出向者
などの出向の成立に要する措置を行っ

を受け入れるための機器や備品の整備

前提：雇用維持を図るための助成のた

た場合に助成。

を目的に行う出向）が対象。
め、出向期間終了後は元の事業所に戻

▽相談料 無料

部、小諸市不動産協会

加算額 各５万円／１人当たり（定額）

▽相談時間 概ね 分程度

助成額 各 万円／１人当たり（定額）

▽対象事業主

▽問い合わせ先

って働くことが前提

31

① 新型コロナウイルス感染症の影響

10

30

れた事業主が、雇用の維持を図ること

の 建 築 に 関 す る こ と、空 き 家 の 解 体 に 関

０００円／日

31

対象：雇用調整を目的とする出向（新 【出向初期経費】

産業雇用安定助成金について

源泉所得税納期限は７月 日（月）です。
12

30

10

公
７月から高校生学卒者採用の求人情報の公開

により、今まで以上に「就職のミスマッチ」が

ンライン面接の機会が増えています。この状況

平公正な採用選考を

企業イメージアップの方法として、国の勧め

す。

するだけでなく、いかに効果的な採用活動が進

す。ハローワークは、求人情報を求職者へ紹介

を徹底し、関連団体との連携を密にとりながら、

業の多い一年となりました。今年度は感染対策

務を行うことが難しく、やむを得ず中止した事

昨年は事業所訪問や啓発活動などの従来の業

結果的に小諸市内でも非常に多くの事業所に活

る「ユースエール認定企業」の認証取得を推進 起きることを懸念しており、事業所の雰囲気や
しています。この認証を受けるメリットとして、 働いている様子などを実際に感じる方策が重要
になってきています。感染症対策を徹底したう

められるかを事業者と一緒に考えていくことに

これまでの事業所訪問や労働行政情報の発信を

定企業限定の企業説明会への参加など、採用に

関する競合他社との差別化を図ることができま

コロナ禍の影響で会議や手続き、面談などが
オンライン化されていますが、就職活動でもオ

力をお願いします。

推進して参りますので、引き続きご理解とご協

容に応じて活用してください。

諸出張所でも同様に受け付けていますので、内

ワーク佐久だけですが、その他の手続申請は小

用してもらいました。学卒求人の扱いはハロー

働局からの人員派遣などで相談回数を増やし、

うにとの小諸商工会議所からの要望を受け、労

け付けました。小諸出張所でも対応が出来るよ

に雇用調整助成金の活用に関する相談を多く受

さて、管内ではコロナ対策として、昨年は主

希望します。

えでの事業所訪問の実施を進めてもらうことを

注力しています。気軽に相談をしてもらえれば

生天目智幸 所長

求人情報に認定マークを載せられることや、認

と思います。

なばため

佐久公共職業安定所

が始まり、管内でも既に多くの事業所から求人
情報を預かっています。昨年からコロナ禍の影
向です。中でも、製造業を中心に採用数は減少。

宿泊・飲食業の採用見合わせもあります。昨年

も同時期では減少傾向にありましたが、事業主

には長い視野で学卒採用の門戸を広げてもらう

ようお願いしています。採用選考にあたっては、

「応募者本人が、求人職種の職務遂行上必要な適

性・能力を持っているかどうか」という公平公

正な基準で行うことが必要です。
生徒数の減少と進学者の増加が進む中、採用

に関するハードルは上がってきています。この
状況はしばらく続くと思われます。これに伴い
企業によるＰＲも多様化し、自社の売りを如何
に伝えるかという点で苦労しているという相談
を多く受けています。
高卒求人票は統一の書式ですが、書き方や条
件の見直しにより注目されやすくなります。生
徒が注目する項目としては、
「休日数（有休取得
率）
」や「福利厚生」など。職種や企業名以上に
ライフスタイルに合う条件が優先されるように
なり、総合的に就職先を選定する傾向が伺えま

－3－

響が続いており、現時点の求人数は若干減少傾

Voice to the future

活力ある事業所情報

らではの商品に仕上がってい
る。
新メニュー
「こもろっぺ」
は、
月 日のフードステージと、

月 日の相生町花市で販売

予定。価格は４００円。各日
原田店主は「今後一緒に『こ

１００個限定。
もろっぺ』を普及、アレンジ
してくれる飲食店を募集して
いきたい」と話している。

人気メニューの「コモローゼ」

丸山珈琲の直営店舗、オンラ

る。

味わいになるように焙煎してい

な飲み口と、バランスの取れた

ＰＢアイスコーヒーを販売 ロファイルを採用し、クリーン

丸山珈琲
平原の「丸山珈琲小諸店」
（丸

山健太郎社長）はペットボトル インストアほか、県内では「ツ
入 り リ キ ッ ド ア イ ス コ ー ヒ ー ルヤ」
「ＮｅｗＤａｙｓ」各店で
「丸山珈琲のブラックアイスコ 購入できる。
ーヒー（ 無糖 ）
」
（ ５００ｍｌ、
丸山社長が厳選した中米ホン

２１４円）の販売を始めた。
ジュラスのスペシャルティコー
ヒー豆を１００％使用。スペシ
ャルティコーヒーとは、コーヒ
ー豆からカップまですべての生
産履歴が明確かつ、味わいの中
に生産地の特徴的な風味特製が
表現されたコーヒー。従来のペ
ットボトルコーヒーでは実現が
難しかった「味のきれいさ」
「ほ
どよい酸味」
「後味にほのかに感
じる甘さ」の余韻を香料無添加
ダークチョコレートやナッツ

で楽しむことができる。
のような香りとさわやかな後味
も楽しめるほか、特別な焙煎プ

－4－
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新商品「こもろっぺ」登場

ハラダ

相生町の「そば・パスタのＨＡ
ＲＡＤＡ」は、
新商品「こもろっぺ」
の提供を始めた。小諸産黒大豆に
よる味噌をベースにした肉みそ「こ
もろん味噌」を使用した人気メニ
ュー「コモローゼ」
（こもろん味噌
を使用した和風のミートソースパ
スタ）を、コッペパンに挟んだ一
小諸市の学校給食に提供されて

品だ。
いる
「金桝屋製パン」
のコッペパン、
「こうじや」の小諸産黒豆味噌、エ
ゴマとロゴは「村松商店」が制作。
地産地消に力を入れている同店な

● URL：https://www.maruyamacoffee.com/

●平原１１５２－１● TEL：26-5506 ● 9 時～ 20 時 不定休

8 7

●相生町 2-2-1 ● TEL：22-0253 ●営業時間：ランチ 11 ～ 14 時（L.O）・ディナー 17 時半～ 20 時 (L.O) 日曜定休● URL：https://hrd1898.jp/

掲載情報を募集しています ! TEL.0267-22-3355/FAX.0267-23-9030
E-mail:kcci@komoro.org
フローズンスイーツの移動販売
りやすい頭痛も出にくい」という。

● TEL.78-5740 ● Facebook：https://www.facebook.com/petit.bonheur2020/

店内改装リニューアルオープン

師 に よ る 整 体 コ ー ス（

分

２２００円～）やエステティシ

同店は毎月末 日間はポイン

さい」と芦田代表。

「化粧品やお肌、身体のことま

スでお得な割引サービスもある。

ャルエステコースは複数回コー

60

ャンによるフェイシャルエステ
コース（ 分３３００円～）の

パルやまいち

施術も行なっている。フェイシ

このほかにもスムージー（４００

販売エリアは主に東信地域で今

円～）やフラッペ（ ５００円～）
キッチンカー「プティボヌール」 なども販売をしている。

28

（大角知佳店長）＝立科町芦田＝は、

ずは何でも気軽に相談してくだ

プティボヌール

30

夏季限定のフローズンメニューを 月７、 、 日は相生坂公園の「フ
販売している。
ードステージ」に出店予定。その
番人気の「ふわふわ台湾かき 他の出店場所や日時はインスタグ
氷」
（５００円～）は、名の通り台 ラムで随時発信している。

相生町の「コスメ＆リラクゼ
ーション・パルやまいち」
（芦田

ト 倍デーを実施。ポイントカ

3

ードは通常１０００円で１ポイ
ント貯まり、 ポイントで次回
用可）として利用できる。

１０００円分の券（商品のみ利

30

21

湾生まれのスイーツ。シロップを
大角店主は「イベントや大会な
かけて食べる「かき氷」とは違い、 どへの出店依頼も受付けているの
あらかじめ味が付いている専用の で、気軽に相談してほしい」と話
氷を使用している。時期により氷 している。
の味は変えており、この時期はミ
ルクか、濃厚ヨーグルトから選べ
る。
トッピングは
「ストロベリー」「ピ

百合代表）が、リニューアルオ
ープンした。近隣でも珍しい化
粧品ブランド「デコルテ」や「プ

－5－

ーチ」
「マンゴー」
「ブルーベリー」
の４種類。氷のフワフワ感が特長
で、
「冷たいものを食べた時に起こ

レディア」を取り扱っている。
「デコルテ」は、
「いつまでも
若々しく美しい肌でいたいとい
う願いに応えるための皮膚蘇生
の考え方をコンセプトにした商
品」
。また、「
「プレディア」は「生
体に最も適したミネラルバラン
スを持つ海に着目し、海洋深層
水と独自の皮膚科学を融合させ
た商品」という。
同店には、コスメコンシェル
ジュ資格を保有するスタッフも
いるため、肌の悩みや化粧品の
相談なども受付けている。
こ の 他、東 洋 総 合 整 体 療 術

●相生町 1-3-5 ● TEL：25-2423 ●営業時間：9 時半～ 18 時半 日曜定休

2

1

令和２年度事業報告

原案通り承認

観点から規程３点の変更が上程さ

高校別個別相談会を開催

新型コロナの影響で、バスによ

る大人数の移動や受入れ企業への

てきた事業所見学会の代替事業と

リスクを避けるため、例年実施し

○小諸商工会議所表彰

今年度高卒採用の可能性がある

して実施した。
９年以上勤務）

企業情報と、学生が説明を希望す

長野県商工会議所御連合会（北

女性会研修会について紹介が行わ

会議所による若手後継者育成事業

また、９月開催予定の佐久商工

総会後には「長野県における特

は６月 、 の両日、ガス溶接特

ムルームなどの時間を使い、１校

事業に関する問い合わせは事務

局（電話２２・３３５５）まで。

溶接、溶融、溶断などの作業に関

わる基本的な知識を習得。２日の

座学、実技講習を受けた 人全員

佐久溶接協会（長岡総一郎会長） に修了書を交付した。

 ガス溶接特別教育講習会

佐久溶接協会が

高校では進路指導やロングホー

に上った。

対し、説明会参加希望企業は 社

った。受け入れ可能な高校５校に

者が実際に高校に出向き説明を行

金共済制度規程変更に関する件」 ・監事 黒澤明男（同）

村正博会長）は、 日長野市内に

れた。

が出席。令和２年度事業報告及び

殊詐欺被害の現状と対策について」

年以上勤務）

る企業をマッチングし、採用担当

の資産運用に関するリスク回避の

県連総会に参加

当所女性会（田澤幸枝会長）は
６月 日、長野市で開催された令
和３年度長野県商工会議所女性会

おいて令和３年度定時総会を開催

連合会総会に出席した。

した。当所からは掛川興太郎会頭
決算報告、また、令和３年度事業

安全・消費生活課 課長補佐防犯担
当の内川孝浩氏の講演会を受講し

35

通常議員総会を開催

同会は今後、各高校で行った個

あたり３社が事業説明を行った。

り経済産業局長表彰の伝達、小諸

長）は６月 、 、 、 日の４ 説明資料などを加えてホームペー

小諸職業安定協会

当所通常議員総会は、６月 日
商工会議所表彰が授与された。表

日間に渡り、佐久公共職業安定所 ジに掲載していく。

総会の席上、掛川興太郎会頭よ

れ、異議無く承認された。

に小諸グランドキャッスルホテル
彰者は次の通り。

各会計収支決算報告

で開き、第１号議案「令和２年度

〇関東経済産業局長表彰（表彰状

と佐久職業安定協会の共同で初め

年以上勤務）

小諸職業安定協会（塩川秀忠会 別説明の様子を撮影した動画を、

事業報告及び各会計収支決算報告

ての高校別個別説明会を開いた。

に関する件」が原案通り承認され
た。

による議員職務執行者２人の変更

15

では、特定退職金共済（団体年金） ・議員 小林次雄（役員、議員６

続いて、第３号議案「特定退職

があり、異議無く承認された。

14

・副会頭 佐藤英人（役員、議員

に関する件」では、企業人事異動 ・議員 赤尾富士雄（同）

また、第２号議案「常議員選任

・常議員 小林敬志（役員・議員

伝達）

29

と題し、長野県県民文化部くらし
た。
また、新任役員の選任を行い、

た。

別教育講習会を佐久高等職業訓練

校で開いた。 事業所から 人が

講習会の内容は「設備の構造・

受講した。

取り扱いの知識」が４時間。
「可

燃性ガスおよび酸素に関する知識」

が３時間。「関係法令」
が１時間。「試
験」が１時間。

実技講習では実際に溶接を行い、

－6－

24

17

17

20

10

15

14

女性会
23

計画及び予算が原案通り承認され

11

新会長に北村会長が再任された。

14

県連 定時総会開催

３ＹＥＧスポレク
経営革新セミナー開催

当所青年部は６月 日、上田市で行わ
れた「東信３ＹＥＧスポーツ交流会」に
参加した。
上田、佐久、小諸の青年部合同で行っ
ている年１回の交流事業。合わせて約
人が「殺陣」の講習会で汗を流した。講
習会後はチーム戦でスポーツチャンバラ
のトーナメント戦も行った。
また、 日には経営研修委員会が主体
となり「ニューリーダー経営革新セミナ
ー」を開催。
、若手後継者や事業主向けに、
組織と会社のマネジメント革新の考え方
を学んだ。

モロコ実験養殖

稚魚１万６千匹余放流

アスリートを支援

◆工業・再エネ合同委員会

６月２日

当所農商工連携特別委員会（ 小宮山
喜 之 助 委 員 長 ）は ６ 月

日、モロコの

養殖実験を開始する市内３事業所に稚魚

みについて

・カーボンニュートラルに向けた取組

６月 日

◆建設委員会

・事業支援アドバイザーとの顔合わせ

講師 佐久地域振興局長 高橋功氏

１万６２００匹を提供し、養殖池へ放流
した。

小諸市の新たな産業創出の可能性を探

る目的。事前にモロコ養殖マニュアルな

どを配布してきたが、実験養殖に挑戦す

る事業所の養殖方法も三者三様で、どの

方法が適しているのかなど、成功事例の
収集に期待を寄せている。

小諸での養殖実験成功には様々な課題

が想定されるが、秋の収量が多ければ、

市内飲食店への普及や甘露煮などの加工

品による６次産業化の実施に向けて検討
を重ねていく予定。

副委員長の選任

▽副委員長 室賀信（ソニック）

・職場体験学習について

・建設関係団体長懇談会について

◆商業委員会

６月 日

・ＫＯＭＯＲＯ ＦＯＯＤ ＳＴＡＧ

Ｅについて

・通行量調査について

・チャレンジショップについて

◆経済環境委員会

６月 日

・長野県の気候変動について

－7－

11

16

40

６月～９月まで計４回開催されるうち、

千メートル林道で草刈り
当所建設委員会（谷和人委員長）と、
高地トレーニング推進特別委員会（塩川
秀忠委員長）は６月 日、高地トレーニ
千メートル林道の整備を行った。
市内業者で構成する小諸市水道工事協
会と小諸市建設協議会が、クリーンアッ
プ運動の一環で毎年草刈りを行っている。
「小諸市エリア高地トレーニング推進協議
会」に参画している当所も、４年前から
協働で実施している。

参加した。

委員会だより６月の議題

会報折込サービスのご案内

20

14

当日は小諸市水道工事協会加盟 社と、 当所高地トレーニング推進特別委員会
当所建設、高トレ特別委員会から 人が は６月２日、市村憲一副委員長退任伴う
副委員長の選任を行った。
11 13

24

当所が毎月発行する本紙に封入するチラ
シ折込サービスを行っております。
▽料金 一号につき一社一枚に限り、税込
13,000 円（内訳：1,300 部× 10 円）
▽様式 Ａ４三つ折り（巻き三つ折り、内
三つ折り）のサイズに収まるもの
▽申込 事前に折り込み原稿を持参のうえ、
当所窓口で申し込みをお願いします。
折込料金については、会員数の増減によ
り予告なく変動する場合があります。
その他条件などの詳細については総務課
までお問い合わせください。

高トレ特別

ング地として多くのアスリートが訪れる

22

24

第１回目となった今回は 人が参加した。
15

農商工連携特別
設
建

青年部

委員会活動から

「健康経 営 研 修 会 」 を 実 施

当所は 日、当所引受保険会社「アク

る。健康習慣アンケートに申し込んだ後、

対象保険商品の契約者となる法人の経営

者や従業員が利用できる「アクサの健康

24

経営サポートパッケージ」を提供してい

事・栄養管理支援」
「運動機会増進アプ

サポートパッケージの内容は「 時間

リ」
「睡眠チェック」
「アクサ健康スクラ

17

る。

県内の健康経営の取組状況や、当所健

ム」で、このサービスを利用することで、

サ生命保険佐久営業所」の中村琢磨副所

康習慣アンケートのフィードバックを行

このサービスを利用することで、従業員

長を講師に招き、当所職員の健康経営研

い、職員の健康課題について説明を受け

の健康相談・メンタル相談窓口など福

電話健康相談」
「メンタルサポート」
「食

た。今後、フィードバックで指摘を受け

修会を実施した。

た健康課題について改善策を検討してい

・コロナ終息後に、お客様を呼び込むイベントを行ってもらい
たい。
・第３弾「こもろ応援チケット」に期待する。
・小諸市のワクチン接種システムは高評価。

利厚生の充実を図ることが出来る。問い

〈概要〉
今回は、
「SDGs への取組」について会員企業の皆様にアンケ
ートにてお伺いしました。
・SDGs の趣旨を理解し、現在既に企業活動での取組を始めて
いる。
10 社
・主旨は認識しており、今後の企業活動での取組を検討してい
る。
31 社
・現時点での認識は薄く、取組は未定、もしくは取組む予定は
ない。
31 社
※その他ご意見等があればお書きください。

合せはアクサ生命保険佐久営業所（電話

０２６７・６３・３６６０）まで。

〈調査の概要〉
この調査は、小諸市内の中小企業 200 社を対象に、令和 3 年
4 月から 6 月までの期間の景気動向について書面調査を行ったも
のである。本調査は回答のあった調査票を元に、今期の状況と来
期の見通しについて売上、経常利益をお天気マークでそれぞれ表
示した。
※Ｄ・Ｉとは、ディフュージョン・インデックス (Diffusion
Index) の略で、｢増加｣・｢好転｣ したなどとする企業割合から、｢
減少｣・｢悪化｣ したなどとする企業割合を差し引いた値である。
〈業種別回答率〉
◎回答企業数及び業種内訳 200 企業
・製造業 31 企業、建設業 24 企業、卸売業 8 企業、小売業 23 企
業、サービス業 21 企業
・回答企業数 107 企業（回答率 53％）

く。

来期（令和 3 年 7 月～ 9 月）

アクサ生命保険は、健康経営優良法人

認定取得のサポートを随時受け付けてい

令和 3 年
4 月～ 6 月期

健康経営優良法人
当所会員７社が認定
経済産業省の「健康経営優良法人２０２１」に、当所
会員企業から７社認定された。
認定された会員企業は次の通り
▽エールシステム
▽大西製粉
▽セルコ
▽竹花工業
▽大栄製作所
▽千曲運輸
▽堀越建設
健康経営優良法人認定制度とは、地域の健康課題に即
した取り組みや日本健康会議が進める健康増進の取り組
みをもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業
や中小企業などの法人を認定する経済産業省が推進して
いる制度。当所も３月に認定を受けた。
この制度は、健康経営に取り組む優良な法人を「見え
る化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機
関などから「従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、
戦略的に取り組んでいる法人」として社会的に評価を受
けることができる環境整備を目的としている。

－8－

パスタとワインの店 暖
金子 博
地産地消の手作り料理 温もり届けたい

飲食業の世界に飛び込む以前から、料理をするのが好き
でした。
大学生のころ、当時脚光を浴び始めていたイタリア料理
に興味を覚えました。専門学校で調理を学んだ後、軽井沢
のイタリアンレストランでホールスタッフなどをしながら、
いつか自分の店を持つことを志していました。
転機が訪れたのは６年前。軽井沢の店が閉店するなど、
色々なことが重なり、いよいよ自分の店を始めることに。
店の内装は妻と２人で手掛け、床のタイルを並べたり壁や
天井、ラックの塗装は自分たちで行いました。
当店のコンセプトは２つ。「『地産地消』の野菜を使った
料理」と「イタリア産ワイン」です。
店の敷地内には畑があります。畑を始めたころは珍しい
野菜やハーブなどを育てて自分たちで食べていましたが、
店を始める時にこれを料理に使おう、と決めました。来店
客から注文を受けた後、目の前の畑から採ってきたものを
調理して出来立てを提供するのが私たちのこだわりです。
当店ではワインはイタリア産のものに特化しています。
フランスやドイツやスペインなど産地によって味わいが異
なるワインの世界は非常に奥深く、敷居が高く感じる人も
いるかもしれません。イタリア産だけでも地方によって様々
な味わいが楽しめます。飲み比べることでその多様性を味
わってほしいと思います。
昨年から相生坂公園で開催中の「ＫＯＭＯＲＯ ＦＯＯ
Ｄ ＳＴＡＧＥ」に参加しています。テイクアウトであっ
てもなるべく出来立てのものを味わってほしいという思い
は変わりません。
テイクアウト向けの商品開発や野菜の出来栄えなど、ま
だまだ改善の余地はありますが、手探りながら一歩一歩、
より良い物を提供できるよう工夫していきたいと思います。

事業所ＤＡＴＡ

■所在地変更

・ ネ イ ブ ル
平 原

があります。

生管理」の制度化】

【
「ＨＡＣＣＰに沿った衛

「ＨＡＣＣＰに沿った衛

生管理」の義務化、食品

衛生責任者の設置の義務

化。

※詳細は県ホームペー

一部改正について ジ参照

２０４０

食品衛生法の



の許可業種が に変

32

【営業許可制度の見直し】

更。

34

７月

▽１日（木）
・観光委員会 （ 時半～）
▽２日（金）
・建設委員会 （ 時半～）
・女性会理事会 （ 時～）
▽７日（水）
・源泉個別相談会 （ 時～）
・工業委員会 （ 時半～）
・フードステージ（９日、
日、 日、 日、 日、 日）
▽８日（木）
・源泉個別相談会 （ 時～）
▽ 日（火）
・一日公庫 （ 時～）
▽ 日（火）
・商業委員会 （ 時半～）
▽ 日（水）
・ワンストップ総合相談会
（ 時～）

22

の許可制度以外でも

－9－

※ 日（ 木 ） は「 海 の 日 」
、
日（金）は「スポーツの日」
で、当所は休みとなります。

小諸市の大栄製作所（塩川秀忠社長）が、小
諸高校に新型コロナの抗体検査キット セット
をこのほど寄付した。
昨年来、小諸市をはじめ全国各地でマスクや
ＰＣＲ検査キットなど、コロナウイルス感染防
止対策グッズの寄付が相次いでいるが、多くは
自治体に向けてのもの。今回の寄付は、塩川社
長が小諸高校のＯＢだったことがその導線とな
った。同社は半年前に抗体検査キットを導入し、
出張帰りの社員の希望に合わせて活用している
という。
唾液による検査で 分ほどで結果が出るとい
う。教職員や生徒が体調の変化や不安を感じた
場合に、スピーディーに対処するよう活用して
ほしいとの願いを込めた。
井 村 敏 明 校 長 は、「 進 路 指 導 な ど 不 特 定 多 数
の人と接触する教職員もおり、精神的な支えに
なります」。
20

23

【営業届出制度の創設】

保健所に届出を行う必要

32
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10

②合格証はＱＲコードからデ

ジタル合格証がダウンロード可

コロナウイルス感染症の感染拡

点満点で採点し、得点が 点以

の年３回開催。各級とも１００

①試験終了後すぐに合否が判

速やかに資格取得を狙える。

令和３年度から統一試験方式に

ネット試験方式導入に伴い、

２級、３級）
、２月（２級、３級） ▽統一試験方式との違い（メリ 【統一試験方式の試験時間・出題

能。

大に伴い、昨年度の６月開催予

上で合格。３級は、基本的な商

仕事やキャリアアップの「ツール」
、自己研鑽にも
６月 日、ＪＡ佐久浅間ベル
定だった試験は中止。その後は

業簿記を修得し、小規模企業の

今回の受験者は両会場合わせ
同検定が始まったのは

経理関連書類の適切な処理を行

企業活動や会計実務を踏まえ、

出題数も３級は３題以内に変更

せ２級が

明。

て２級が 人、３級が 人。例
１９５４年。これまでに全国で

うために求められるレベルで、

数の変更】

ウィンこもろと長野県小諸商業
試験会場を２会場に分散するこ

ット）

高校で、第１５８回日商簿記検
とで受験者の密集を避けている。

年小諸商業高校を試験会場とし
２７００万人以上が受験し、長

分に、

試験時間がネット試験に合わ

分、３級が

を理解することによって、企業

を明らかにする「簿記」
。これを

整理して、経営成績と財政状態

害が発生しても実施できるよう、

なったことを受け、感染症や災

コロナウイルスの影響で中止と

昨年６月の第１５５回試験が

自己研鑽の一つとしても挑戦す

アアップに活用するのもよし。

が下がっている。仕事やキャリ

較的容易になり、従来より敷居

の導入でスケジュール調整が比

の経理事務に必要な会計知識だ

テストセンターでパソコンを使

るのも、またよし―だ。
基礎的な経営管理や分析力が身

用して随時受験できる「ネット

▽テストセンター

昨年 月から始まった。

試験方式」
（２級・３級のみ）が
コスト感覚も身につくので、コ

また、ビジネスの基本である

につく。

ストを意識した仕事ができ、取

長野市、松本市、飯田市の３

等の国家資格を目指す人や他の

さらに、公認会計士や税理士

ジから確認できる。

は商工会議所の検定ホームペー

ら受験可能。各センターの空席

随時。申込日の３日目以降か

▽受験日

資格・検定と組み合わせてキャ

２級： 分、３級： 分

リアアップを考えている人にも
当所は毎年６月、 月（１級、

90

60

36

56

も変更が加えられた。

て年３回開催していたが、新型

した（２級は５題以内）
。
度となっている。

60

簿記検定試験も、ネット試験

90

けではなく、財務諸表を読む力、 これまでの年３回の試験に加え

日々の経営活動を記録・計算・ 【ネット試験方式の導入】

【日商簿記検定とは】

例年全国の合格率は４～５割程

13

く利用されてきた。

70

▽試験時間

全ての社会人に役立つ。

め、経理担当者だけではなく、 か所で受験可能。

引先の経営状況を把握できるた

12
必須の資格だ。
11

－ 10 －

定試験が行われた。

『日商簿記検定試験』
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