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環境ビジネス研究会会報 

2018年 10月号 

第105回定例会 2018年9月8日（土曜日）開催 

①HACCP導入義務化に伴う業界の対策 全国料理業⽣活衛⽣同業組合 事務局⻑ 

②油汚れに有効な新洗剤の紹介 (株)ラシック 今関氏 

③環境ビジネス研究会団体保険について AIG損保保険(株) 杉山様 

④平成30年度税制改正と節税に有効な保険の紹介 

第一⽣命保険(株) 品川⽀社⽀店⻑代理 山澤様 

⑤事務局より 研修旅⾏について 

HACCP導⼊義務化に伴う業界の対策 全国料理業⽣活衛⽣同業組合 事務局⻑ 
2021年6⽉からHACAPの導⼊義務化に伴い、どこまで、どの様に⾏わないと⾏けなのかなど現状でははっきりとし
た指針は判っていませんが、現状の現場での対応等のお話を頂きました 
⾷品衛⽣法が改正されて10年がたちました、その中で国際基準をまもるためにはどうしたらいいか？という事が
問題視されています。なぜなら、⽇本だけが国際基準から多少遅れていることから、6⽉13⽇に⼀部改正され交付
されました。⼤きな⽬的として、広域的⾷中毒の事案の対策強化になります。昨年北関東でスパーマーケットに
よる広域にわたる⾷中毒事故がありました。 
関東地域全般に拡⼤し、北関東のスパーマーケットでおきた⾷中毒に関しては、同⼀遺伝⼦型の腸管出⾎性⼤腸
菌が原因でおこり皆様も記憶に新しい事と思います。 
店舗の中で、どういった管理がされていたかというと、⽣産従事者の⽅々の⼿指の汚れなどによりO157が広まっ
たと考えられます。⾷中毒事故が起こると3⽇〜7⽇間営業停⽌の処分があり、なにより⼀番のダメージとして今
まで蓄積されてきたお客様の信⽤を失うことになります。⼀度失ってしまった⾷に関する安⼼感、信⽤を取り返
すために、【時間】・【経費】・【体⼒】も使わないといけなくなります。飲⾷を取り扱う事業者の⽅は、事故
を起こさないようにする事は⼤変なことだと理解し、管理する保健所など⾏政の指⽰・命令は必ず従うように
なっています。 
PCOも衛⽣環境と⾔う業種から、密接な関係であることを意識し、理解することが重要とお考え下さい。 
HACCPに沿った衛⽣管理の義務化とは？ 
HACCPとは、⾷品の⼊荷から提供するまで⼀連の⼯程を衛⽣管理することであります。 
もとは、アメリカのアポロ計画の中で宇宙⾶⾏⼠が⾷する⾷品がどのように衛⽣管理が担保されているかの管理
⼿法です。⼤規模な⾷品⼯場や、⼤⼿飲⾷店事業者にはすでに導⼊されて実施されてきてはいますが、中⼩企業
事業者にはまだ浸透していないのが現状です、今回の改正では中⼩企業事業者にHACCPという国際基準を知らし
め、広めていくことが⽬的だと考えられます。 
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HACCPを実⾏には、【記録を残すこと】と【⼿洗い】が重要になります 
職⼈気質な⽅が多い、調理者の⽅々は、⽬や⽿で覚え、体に覚えさせるという⽅法を多くとられていますので、
調理も衛⽣管理も記録をする⾔うことは⾮常に苦⼿であり、また現状もそういった⼿法で事故をせず営業されて
いることがほとんどであります。しかし、事故を起こしてしまった際の拡⼤、原因追及などの特定が困難なこと
や、事前に防ぐという概念では不安が出てしまいます。 
⼿洗いをしても、重要性の教育、正しい⼿洗いの仕⽅などを正しく教え、ルールとしてマニュアル化することで
⾷中毒のリスクは⼤きく減少します。そのため、納品物のチェック、衛⽣環境、清掃⽅法、従業員の衛⽣教育な
どをマニュアル化し記録することでチェックができ携わる者のルールとして実⾏することが基本となります。 
⽇々の衛⽣管理教育などは、⾷品業界に携わる者の責務として⾏っているとは思いますが、国際基準の概念を取
りいれることが必須になります。 
改正法の理由として、HACCPに沿った衛⽣管理・営業許可書の⾒直しなどがあります 
HACCPに沿った義務化にあたり、事業者の把握が必要になるため、いままで営業許可が不要だった業種に関して
も保健所への届けが必要になります。例えば、包装された品物を販売するのも、どの様に仕⼊れたか、時間はど
れくらいたっているのか等も記録が必要になります。 
昭和47年以降、営業許可は⾒直しがされていません、営業実態や⾷中毒のリスクに基づいた事が⼤きな改正の⽬
的になります。消費者の⽅に向けた権利として、⾷品のリコール情報・報告制度の創設があります。 
特別注意を必要とする成分等を含む健康被害情報の収集・⾷品器具・容器について安全性を評価した物質に使⽤
可能なポジテブリスト制度の導⼊。現在の表記がでは理解されにくい状態ですが、消費者が安⼼・安全を担保さ
れた⾷品を提供を受ける権利があるため、制度が設⽴されます。今後、監督官庁へ通報され、処罰される側にな
るということが今後の問題として懸念されます。施⾏義務後、PCO業界でも知識を持たないことで、クライアン
トの意向に沿えない等、業務でも厳しい状態になる可能性があるかと思いますので、PCO業界でも密接な改正だ
という認識をお持ちください。 
飲⾷店事業者の責務では、衛⽣管理知識・技術の習得・安全性の確保・⾃主検査の実施をする事により事故を未
然に防ぐことが重要です。また、納⼊業者に対して求めることも可能です。細菌検査など実施も含まれます。こ
のように国際基準に合わせ施⾏することで、⾷の安全の担保に努めることになります。 
Point 記録の作成・保存 仕⼊れ先名称・記録の作成・保存に努める 
※どこから、何の⾷材が、いくつ⼊るのか、消費期限等を記録することはHACCPに沿った管理として重要となり
ます。 
危害発⽣時 ⾃治体への関係⾏政への、報告義務が発⽣します。場合によっては、消費者が病院に⾏き、【寄⾷
したもの確認】、【何⼈か同じ状態の⼈がいて⾷中毒の疑いがある】などの場合、医者の報告義務として保健所
などに報告する場合もあります。保健所などは、被害者への調査、お店への調査（検⾷の調査）等で、⾷中毒や
⾷材、従事者に問題があった場合⾷中毒事故として扱われることになり、営業停⽌処分になります。 
その後、営業再開までにはPCO業者などへの依頼をし【殺菌】、【消毒】等をしないといけません、そういった
施⼯でもPCO業界の皆様とは⾮常に密接な関係であります。 
また、現在の外⾷産業などでは、従業員の勤務時間ギリギリまで接客等の労働してもらい、洗い物や清掃等、衛
⽣管理に係わる業務が明⽇以降にしてしまう事も多くなっています。 
そのため、害⾍・害獣の発⽣源となる事も皆様と密接な関係かと思います、そのため、お客様の移⾏や飲⾷業界
の改正などもご理解いただけますとより良い関係が続くことと考えます。 
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中毒発⽣時の原因の究明 原材料の受け⼊れの確認・外観、匂い、包装の状態、期限、保存⽅法を確認する※記
憶ではなく記録として残すことが⼤変重要で、問題があった場合には、返品などの対応をし、記録をすること
が、国際基準に合わせた管理⽅法の⼀歩になります。 
その他にも、⽇々の衛⽣管理、どういった物を仕⼊れて、どういった調理⽅法をして、どのような保存⽅法をし
て、提供しているのかも記録に残すことが重要になります。 
仮に事故が起きた場合であっても、しっかりとした記録が残っていることで、原因追及、被害の広がり、消費者
への真摯の対応が可能になります。 
異物混⼊の現状 システム化された商品は、現状では異物が混⼊する考えにくいケースになります。 
⾷品⼯場等のライン⽣産では、始業前・後に洗浄、消毒を⾏っていますので、部品などが混⼊することは⾮常に
考えられにくくなっています。現状でも、そのような事故があるという事は、私⾒ではありますがヒューマンミ
ス等、従業員の問題は⼤きいかと考えられます。 
経験した事案では、従業員による故意による案件もありました、某⾷品⼯場では残業代の未払い等による従業員
の不満等が原因で故意に異物混⼊をした事案があります。危害案件発⽣後は、消費者への対応を真摯に対応する
ことも重要ですが、従業員や働く環境の⾒直しや対策などもしっかりと⾏うことが必要です。 
HACCPに沿った管理を⾏う事への法律の改正、東京都では2020年にまでに義務付けされた受動喫煙等の問題な
ど、飲⾷店業界は⾮常に厳しい状況になっていくと考えられます。 
PCOの皆様におきましては、密接な関係であることから、ご⾃⾝が従事されている仕事の知識以外も知っていた
だくことは、これから先多々あるかと思います、しかしクライアントをご理解頂くことでより良い関係に成って
いけるかとも感じております。HACCPの細かい内容がお知りになりたいようでありましたら、⽇本衛⽣協会のHP
を閲覧していただきますと、⼿引書などもございますのでご覧ください。 
また、今回の講習では、衛⽣管理マニュアルの⼀部よりお話を頂いております、EBRホームページから資料のダ
ウンロードが可能ですのでご覧ください。 
油汚れに有効な新洗剤の紹介 (株)ラシック 今関⽒ 
資料参考（出席会員様には配布済み） 
・微⽣物で油を分解・消臭する洗浄剤 ・超強⼒油汚れ落とし業務クリーナー 
微⽣物で油を分解・消臭する洗浄剤 バイオクリーナーF.O.G 
⽜⽥噴霧器⼯場様との協⼒のもと制作し販売している商品のご紹介を頂きました。 
基礎衛⽣が出来ていないと、HACCPも対応ができません。 
バイオクリーナーF.O.Gを使⽤し、冷蔵庫の取っ⼿などのふき取りすることで、ふき取り検査などは問題なくクリ
アできます。 
現在使⽤していただいている飲⾷店では、フロア（テーブル・椅⼦・トイレ・蛇⼝等使⽤可能）にはバイオク
リーナーF.O.Gを使⽤し、厨房では泡施⼯のハイパークリーナーを使⽤していただいています。 
商品特徴 バイオクリーナーF.O.Gは、25倍希釈が標準になり、⽔と混ぜた時点で活性化が始まります。 
60度以上のお湯で溶いてしまうと、バイオが死んでしまいますので温度には注意が必要になります。 
保存期間は、⽔に溶いた状態で、2〜3週間もち、原液では保存⽅法にもよりますが、約1年間保管が可能です。 
15度以下（氷点下等）でも、バイオは死にませんので常温に戻ると活性化が始まります。 
多⽬的なので、⼀般家庭のレンジフードなどにも使⽤が可能です。 
⾷品等にかかっても問題がありませんので、様々な⽤途で使⽤できるのが特徴です。 
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超強⼒油汚れ落とし業務クリーナー NEWハイパークリーナー PREMIUM 
苛性ソーダ（劇物指定薬品）を購⼊する場合は必ず使⽤⽬的や住所等
の必要書類が必要になり⼿間がかかります。通常販売しているものは
顆粒・固形などの状態などになっていますので、使⽤する前に溶かす
ことも⼿間になります。こちらの商品は、液体になっていますので⼿
間や⽤途が柔軟に対応できます。 
ハンドスプレーで使⽤も可能です、またコンプレッサーを使⽤しムー
スエイドで固くし使⽤することで、広範囲に使⽤することも可能で
す。 
ただし、使⽤時にはゴーグル、⼿袋を使⽤するなど注意が必要です。 
清掃で使⽤するだけではなく、厨房が油汚れでひどい飲⾷店さんでの
駆除の場合、薬剤を使⽤する前にこちらを使⽤し、油の除去を⾏って
から駆除施⼯をしています。 
油汚れの環境により濃度など調整は必要ですが、何もしない店舗と使
⽤店舗では油汚れの除去から害⾍駆除の効果の差が出ています。 
基本は10倍希釈となっていますが、中華料理店やその⽇に対応しない
といけない場合などは、原液を使⽤する場合もあります。 
かなりの部分で油の分解⼒があるので、有効に活⽤できる商品になります。 
独⾃で作成している洗剤になりますので、ネット販売などは⾏っておりませんので、業者のみで使⽤が可能。そ
のため施⼯の際に価格に反映させることも可能な商品になります。 
現在の提案では、働き⽅改⾰の法案が通ったことにより、サービス残業が厳しくなり、清掃時間への割り当てが
厳し飲⾷店様が多くあります。そのため、毎⽇泡をまいて帰っていただき、出勤された⽅が⽔をまいて洗い流す
ことをする事で、⽇々の清掃を簡略化して残業代などの経費のコストダウンが可能になること提案しています。 
毎⽇、使⽤することで閉店後の業者による経費をかけた清掃などの、コストも抑えることが可能になるのも提案
できる内容になります。飲⾷業界では、HACCPの件と、働き⽅改⾰の件を問題視されている⽅が多いので、その
ようなお客様のニーズに答えるためにも、こちらの商品の提案は有効だと思います。 
※スチールタンクのコンプレッサーをご利⽤の場合、こちらの洗剤は強⼒なためパッキンが破損してしまうた
め、プラ製の物を使⽤してください。⽜⽥さんの、泡施⼯のコンプレッサーは同じものが使⽤可能ですが、ソ
ケットなど部品が必要になる場合がありますので事前にご確認をお願いします。 
また、HPでは吹き付けしている動画をご覧いただけます。（11⽉初旬UP予定） 
こちらの商品ごお問い合わせは、EBR事務局今関⽒にご連絡ください。 
 
環境ビジネス研究会団体保険について AIG損保保険(株) 杉⼭様 
添付資料 ⾦額⽐較（出席会員様には配布済み） 
環境ビジネス研究会として、団体保険の加⼊が可能になりました。 
現在、皆様はそれぞれ損保保険や労災上乗せ保険、第三者に対する賠償責任保険に⼊られているかと思います。 
添付の資料では、EBR団体保険での⼀つのモデルとしての価格表になります。 
弊社の定価から、3割引きをした保険商品を会員の皆様にはご提案させていただきます。 



5 

各会員様により売り上げ⾼などやリスク区分により違いがあるかとは思いますので、個別にて再度お⾒積もりを
させて頂きます。 
本来、商⼯会などの保険加⼊は安いと⾔われていますが、今回の団体保険ではそれ以上に安くご提供が可能な場
合もございますのでご相談ください。また、保険に加⼊していない会社様もあるかとは思います。働き⽅改⾰の
影響や、従業員の⽴場の向上、福利厚⽣の充実などは求⼈への⼤きな武器にもなりますので是⾮ご検討くださ
い。今回の環境ビジネス研究会の協会契約になりますので、会員様がご加⼊頂くことで保険料の５％が事務局に
⼊る仕組みを取らせていただいています。 
協会の運営拡⼤することにより、会員の皆様への様々な還元にも繋がり、個々の会員様にとっても個別で加⼊さ
れるよりも、保険⾦額コストは削減できると思います。会員様にとっても、EBRにとってもメリットの⾼いご提
案になりますのでご検討お願いいたします。昨今、お客様より保険などの加⼊が無い、または保証額が少ないな
どの理由により、クライアント様との契約ができない等もお聞きすることがございます、保険に⼊っていない、
⾒直しが必要になっている会員様はぜひご検討ください。ペストコントロール協会等の団体保険では、保険単価
で考えると安い⾦額ではありますが、年間の会員費⽤は、20万円近くと⾼額でありますので、そう⾔った費⽤を
考えてもEBRの団体保険ではメリットはありますので⽐較検討をお願いします。 
多くの会員の皆様にご加⼊頂けますようお願い申し上げます。 
ご興味のある会員様は、事務局 会計庄司⽒にご連絡ください。 
 
平成30年度税制改正と節税に有効な保険の紹介 第⼀⽣命保険(株) 品川⽀社⽀店⻑代理 ⼭澤様 
会員の皆様に、お役に⽴たつ情報・商品をご説明頂きました。 
資料 税制改正のポイントより 
4⽉から税制改正が施⾏され、税理⼠さんと打ち合わせされていることもあるかと思います。 
今回の税制改正では、概ね国は資産課税を上げていく⽅向で改正をしました。 
資産課税（不動産や現預⾦・⾃社株など）は、⽇本では税収の７％占めています。 
⽼後資⾦・法⼈はどのように事業を継承していくか資産課税強化は需要なテーマになっており、税理⼠さん任せ
にはできないのが現状です。なぜなら税理⼠にも得意分野があり、相続税に詳しい税理⼠は30⼈に1⼈ぐらいで、
なおかつ相続に関する⼿続きは年に1回程度が平均の為税理⼠任せにはせずに、経営者⾃らがご理解いただくこと
が重要になります。 参考ページ７P 多くの経営者の皆様は、⾃社株の価値を毎年気にされている⽅は少ないか
と思います。資本⾦700万円の⾃社株が、計算をしてみると2億円の価値がある場合もあります。しかし、上場し
ていない会社の株価は買い⼿がつかない場合価値が無いと⾔ってもよろしいかと思います。 
しかし、相続の価値としては評価されてしまいますので、いざ承継する際に⾃社株の価値が問題になってしまう
ケースも多々あるのが現状です。⾃社株の価値は、会社所有の不動産や設備、利益などを計算し⾃社株の価値と
なりますので、経営者様は⾃社株の価値を把握することは必要です。 
事業を承継する場合、⾃社株は薄く時間をかけて承継していくことがよろしいので、早めに対策をすることをお
勧めします。今までは、⾃社株を⼦供や孫に渡すときは、複数の⼦供がいた場合均等に渡すことが出来ずに、⼀
⼈⼀⼈に年を変え渡すなどしかできませんでした。また、社⻑と妻が株を持っていた場合、後継者の⻑男に2⼈か
ら渡すこともできませんでした。改正後、そういった事が緩和され⾃由度が⾼くなったことは改正の⼤きなポイ
ントでございます。また、⾃社株を⼦供に渡す場合には、様々な⽅法があります。 
１、相続 ※亡くなった時に、相続をする形になるので、⾃社株の評価が重要になります。２、贈与 ３、譲渡 
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今回の改正では、１、２の改正になります 今までも⼿続きをすることで、相続税を減らすことや、⽀払いが猶
予されていましたが、使い勝⼿が悪く実際にはほとんど利⽤されていませんでした。 
改正後は平成30年〜39年までは、各都道府県に事業承継の計画書を作成し申請することにより、10年間に⾃社株
を贈与税が免除されます。しかし、私が半年間様々な勉強会や税理⼠さんとの話をした中での結論としては、こ
ちらの制度は使わない⽅がいいという考えです。 
税理⼠の中でも、こちらの制度を推奨している⽅は１、２割程度だと思われ、またこちらの制度もとにコンサル
タント会社などからアプローチしてくる場合がありますので注意が必要です。 
確かに制度的には、⼀⾒良さげだとは思いますが、⽗⺟→⼦供に渡すだけでは免除されず、孫にまで完結して免
除されるようになります。承継計画と違った形になった場合では、過去にさかのぼり税⾦がかかってくると⾔う
⾮常に厳しい制度になります。ただし、申請の⼿だけは上げておいて、使う使わないはその時に決めてもよろし
かと思います。しかし、⼀度計画書を出してしまうと、毎年の提出の報告書をだし怠ってしまうことですべてが
課税対象になりますので制度を利⽤する場合は注意が必要です。 
継承をお考えの経営者の皆様は知識として、このような制度があることは覚えておくのは宜しいと思います。 
では、どのように事業継承をしていけばいいのか？事業承継は必ず必要なりますが、単純に難しいことはせずに
暦年贈与という形で毎年通常の贈与をすることをお勧めします。配偶者は常に相続⼈ではありますが、誰かと分
割しないといけません。⼦供、親、兄弟等になります、兄弟までは遺留分になりますので、遺⾔を書いてもすべ
て妻に渡すことはできません。現状、⾃分には関係ないと思っていても相続で家族間でもめることは多いのが現
状です。誰に承継するのかを決め、そして早い段階で暦年贈与をしていくことで、贈与税を多少収めたとしても
結果として特になる場合もございますので⾃社株の価値など計画は早い⽅がよろしいかと考えます。 
改正後⾒直しされた節税対策 
参考ページ10-11ページ 
多くの経営者様は節税のため、様々な対策をしてきましたが、下記に上げるような節税は今回の改正により⾒直
しがされました。・公益法⼈を作り節税する 以前に⽐べ公益法⼈が⽐較的簡単に作ることが出来きるように
成ったため、⼀般社団法⼈は相続税を払わなくていいので会社の資産を公益法⼈に移し、節税をする企業が多く
ありました、こちらは改正にともない規制されました。・⾃分の持ち家を⼦供に名義変更し、亡くなったあとに
⼦供が住むことにより⼩規模宅地等の特例申請をすることで、⼤幅に節税が可能でしたがこちらも⾒直しがされ
ました。このように、税法は常に変わっていきます。参考資料6-11Pをご覧いただければ判りますが、このような
内容を誰が指南してくれるのか冷静に分析してみてください。 
皆様⾃⾝が調べて⾏える内容ではないかと思います、やはり税理⼠頼らざるえない内容であります。 
しかし、変化する税制の中で⾏ってみたが、効果が得られないなど場合よってはあるかもしれません。 
最近では、メインの税理⼠と、意⾒だけを聞く税理⼠など、2、3⼈の税理⼠を付ける事も必要なのではと考えま
す。未来会計的なものをどの様にして⾏くか、今後の税制改⾰はどうなっていくと思うか？など、5年10年後の将
来的なビジョンなど相談できる、アドバイザー的な税理⼠を⾒つけることがよろしいかと思います。 
参考資料 企業経営サポートブック 
仕事上の付き合いで、保険に加⼊することも多いかと思いますが、今の時代は保険を活⽤することにより会社の
資産を増やしたり、事業承継ができたり、リスク分散ができたりと、どの様な時期にどのような物を⽤意した⽅
が良いかは1-2Pで読み取れると思います。 
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参考ページ13P 様々な保険を活⽤した節税を皆様、各保険会社とお付き合いされていると思います。 
全額経費で落とす商品では解約したときに何に使うかが明確になっていないことで、⾯倒なことになる場合があ
ります。【ネオdeきぎょう】では、辺戻率が130%を超えている商品になります。 
全損で落とせる商品が、2年前から各社様爆発的に売れています、特に今年になり⽇本⽣命さんの商品が爆発的に
売れ、各社利率のいいものを発売し売れています。 
仕組みとしては、1億の保証があった場合、前期期間は災害・事故でしか保証がされません。前期の保証に関して
は、災害・事故だけで保険料は年間約300万円ほどかかります。 
後期期間に⼊ると、普通死亡でも保険⾦が⽀払われます。⾼い商品ではありますが、前期の死亡リスクが低い商
品なのでそのような仕組みで辺戻率を確保出来るようになっています。なぜ、そのような商品が⼈気があるかと
⾔うと、参考資料 ネオdeきぎょう 3Pをご参考ください。 
こちらの資料経過年数5年⽬では、実質返戻率では127％戻ってくることになります。 
しかし、7年では93%になり年々減っていきます、普通死亡保証に切り替わることによりリスクが⾼まるため返戻
⾦は減っていきます。 
経営者に何かあったときに会社が困らないように保証で保険に⼊っているので、全額経費で落とすことが可能で
す。企業は利益が出ると、法⼈税として33%〜40%の法⼈税を⽀払います、⽀払った法⼈税は戻っては来ません。 
⾦融機関も、⾚字決算の会社には融資は⾏わないのが現状です。そのため、会社で内部留保をしっかりとしない
といけません、保険を損⾦で落とし3、4年で新規の事業を展開するなど計画的な節税が可能です。 
ただ、そこまで⾒えていない場合は最短期間（この商品では5年）の間に節税をしながら様々な戦略を練ることが
できます。 
また、15年、20年で⻑期的な設定することも可能になりますので、退職⾦としてこの商品は利⽤することも可能
です、出⼝戦略として利⽤できる商品になります。 
2020年を超えると、急激に⼈⼝減少が起こります、マーケット⾃体が縮⼩しますので変化する業界ではチャンス
でもあります。しかし先が⾒えてこない不安はありますので、いま利益が出ている状態は杭⽌めをしておき、払
う税⾦は少しでも押え利益の杭⽌めをしておく事も必要かと思います。 
保険以外にも経営者の⽅は、様々な対策も考えないといけません。特にここ最近では求⼈による⼈材確保です。 
新しい⼈材⼊社させるときに調査を⾏っていますか？ 確保した⼈材が、何か問題がある⼈物だった時に企業は
⼤きなダメージを受けることが多々あります。⾯接段階で履歴書の⼿書きの筆跡と顔写真などは、CIAやFBIの
ファイリングのビックデータを利⽤し犯罪する率が調査でき、また、中途⼊社の7割が経歴詐称をしていると⾔わ
れています。そういった⼈材かを調査する専⾨の会社も存在し、顔写真と筆跡、経歴等の調査では3万円程度で
⾏っている調査会社もあります。また、現在では退職・休職などの時に腹いせに会社のデーターの持ち出しや消
去してしまう⽅もいます。 
会社の情報を持ち出していないか、または削除などされないように事前にガードするなど、攻める防御するのが
⽀流になってくると思います。 
もちろん、調査して採⽤するかしないかは、経営者様の判断になりますが、このような事も保険とは別に様々な
対策していくことも必要になってくる時代なのかもしれません。 
全損で落とせる保険に関しましては、売り⽌めになる可能性がありますので、ご興味のある会員様はお早めにご
確認ください。 
ご興味のある会員様は、EBR会員の第⼀⽣命の⼩⽵さんまたは⿇⽣さんにご連絡ください。 
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事務局より 研修旅⾏の件 
 11⽉の研修旅⾏の費⽤が確定いたしましたのでご報告いたします。 
10⽉20⽇までに、お⼿数ではございますがEBRにお振込みをお願い申し上げます。 
参加該当の会員様には、郵便局で使⽤できる振込⽤紙を添付いたしますので、そちらからもお振込みが可能で
す、振込⼿数料は会員様のご負担でお願いいたします。 
宿泊数、出発場所により、お振込み⾦額に違いがございますのでご注意ください。 
内訳 航空チケット（往復） 宿泊費 
3泊4⽇ ツインでの宿泊 ⽻⽥⇔松⼭ 
お⼀⼈様 54,000円 
2泊3⽇ シングルでの宿泊 ⽻⽥⇔松⼭ 
お⼀⼈様 48,500円 
内訳 宿泊費 
3泊4⽇ シングルでの宿泊 
お⼀⼈様 22,500円 

ご確認の上、お振込み⼿配をお願い申し上げます。 
ゆうちょ銀⾏へのお振込み   ゆうちょ銀⾏ 〇⼀⼋店（ゼロイチハチ）⽀店 
⼝座番号： 7613534 
郵便⼝座へのお振込み     記号番号：10160-76135341 
⼝座名はどちらも、イ−ビ−ア−ルでございます  

〜編集後記〜 
今年は⼤変厳しい夏となりました、各位にとって忙しい⽇々をすごされたことと思います。 

さて、この夏を乗り切った各位にとっての夏休み、EBR研修旅⾏会がいよいよ11⽉にあります。 
今年は四国旅⾏という事で、どの様な体験ができるのか楽しみにしております。 

研修旅⾏の⼤イベントに続き新年、そして春の総会と続きます。 
各位お忙しい中とは思いますが、引き続きEBRに⼒をお貸しいただければ幸いです。 

これからもよろしくお願いいたします。 

発⾏所 環境ビジネス研究会事務局  

〒162-0851 東京都新宿区弁天町３早稲田ＡＳＫビル 

TEL 03-3205-1871 FAX 03-3205-2080  

http://www.ebr-japan.info/ 

EBR会員様専⽤報告書 
EBR施⼯報告書ですが刷新いたしました。サンプルを添付資料につけております。報告書100枚全てが、複写印刷
が可能になっております。お客様により1枚から複数枚で複写の報告書がかけるので無駄にならず、100枚全てが

使⽤できます。１部１００ページ ５冊より注⽂が可能です  単価７６０円（税別・送料別）  
また、２００冊から社名⼊りオリジナル報告書も作成が可能です 単価 ７８０円（税別）送料込み 

ご注⽂は事務局までお申し込みください 

3泊4⽇ シングルでの宿泊 ⽻⽥⇔松⼭ 
お⼀⼈様 56,000円 
 

2泊3⽇ シングルでの宿泊 
お⼀⼈様 15,000円 


