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会員数（₃月 9 日現在）
　 鴻巣地区  1,218 件
　 吹上地区　 358 件
　 川里地区 　192 件
　 合　　計  1,768 件

おかげさまで「鴻巣市商工会だより 発行 第１００号」を迎えました☆

　本年も平成２８年１月１３日（水）、市民活動センター大会議室において、鴻巣市商工会、
上尾法人会鴻巣支部、上尾間税会鴻巣支部、鴻巣奉仕会、鴻巣市青色申告会共催によ
り、新年賀詞交歓会が盛大に開催されました。
　当日は、鴻巣市原口和久市長をはじめとして多くの来賓の方のご臨席をいただきました。
　主催者を代表して挨拶に立った小林忠司会長は「商工会が頑張るという事は、会員
の皆様が元気になることであり、そのことにより鴻巣市が発展することであると考え
ており、今後は地域内での景気循環策の仕組みづくりが重要と考え、これらは商工会
単独ではなく市、県、国等の連携やご支援をいただきながら、一層の努力をしていき
たい。」と抱負を語りました。

日付：平成２8年１月１3日（水）　　
会場：市民活動センター大会議室

新年賀詞交歓会

事　業　報　告　平成28年１月～３月

　鴻巣市商工会員から、
㈱直徳、㈱ケイマス、東
成工業㈱が独自ブースで
出展、又、工業部会ブー
スには㈱ヒガシ、㈲MBP 
JAPAN、㈲佐々野製作所
が出展し新たな販路拡大
に向けPRを行いました。

日付：1月２7日（水）、２8日（木）　会場：さいたまスーパーアリーナ

日付：₂月₄日（木）
会場：鴻巣市商工会館会議室

彩の国ビジネスアリーナ2016 タブレット・スマートフォン活用による
営業・販売力強化セミナー

　16名参加。
　タブレット端末をビジネス
に活用する方法や営業支援で
の使用による売上向上事例を
紹介しました。

事業名 日付 場所
年末調整指導会 １月７日（木）～８日（金） 鴻巣市商工会・吹上支所・川里支所

決算・確定申告相談会
２月2３日（火） 商工会吹上支所
２月2４日（水）・３月２日（水）・３日（木） 鴻巣市商工会
３月８日（火） 商工会川里支所

リフォームサポート実務講習会 ２月26日（金） クレアこうのす

そ
の
他
、事
業
報
告

新規加入会員のご紹介（平成28年１月～平成28年３月）
商工会を積極的にご活用ください。

事業所名 住　　所 代表者名 業　種

コスモ・クリエイター・
ジャパン㈱ 鴻巣市天神 5-4-14 藤生　崇則 終活コンサル、

シニアの自伝出版

重天 鴻巣市大間 4-1-54 山野　　稔 天麩羅、うどん

㈱グッドサポート 上尾市仲町 1-5-10
京屋ビル 2F 栃木　豊喜 経営コンサルティング

小林運送 鴻巣市神明 1-4-2-
109 小林　直人 軽貨物運送

ＣＡＶＯ 鴻巣市本町 1-8-22 村田　哲章 飲食業

金子　雅史 鴻巣市上谷 1626-2 金子　雅史 建設業

今 後 の 主 な 事 業 予 定

４月

５月

６月

さくらまつり
吹上　４月２日（土）３日（日）
会場：鎌塚イベント広場他
鴻巣　４月３日（日）
会場：鴻巣公園
川里　４月３日（日）
会場：あかぎ公園

従業員レクリエーション
お座敷列車で行く

「新緑の越後路・歴史探訪と八海
山ロープウェイ」
日時：平成２８年６月５日 ( 日 )
　　　雨天実施
　　　（定員100名様）
費用：１人 13,000円「消費税込み」
　　　（掘コタツ席）
※ お座敷列車を利用する企画は

今回が最後です。
　ふるってご参加ください。

通常総代会
５月２６日（木）
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商工会の会員を募集しています　商工会にご加入いただける事業所をご紹介ください

税務ワンポイント

労務ワンポイント

　個人事業者の多くの方が平成2７年分の確定申告が終了し、ほっ
とされていることと思います。また、納税についてもお済みの
方はよろしいのでしょうが、振替納税を利用の方は振替日が所
得税４月20日(水)、消費税４月25日(月)となっております。事前
に預貯金の残高を確認し、残高不足にならないように注意しま
しょう。

小林保広税理士事務所　小林保広

　キャリアアップ助成金はご存知でしょうか？この助成金は、
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、非正規
雇用の労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、
正規雇用への転換、人材育成、処遇改善などの取組を実施した
事業主に対して助成する制度です。
　例えば、有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または
直接雇用しますと、1人当たり22.5万円～60万円が受給されます。
この他にもさまざまなコースがございますので、一度検討して
みてはいかがでしょうか？

高田幸生社会保険労務士事務所　高田幸生

金　融 ・ 税　務 ・ 労　働　情　報

　従業員を一人でも雇用する事業主は、労働保険に加入しなけれ
ばなりません。
　労働保険は、労働者が業務上の事由や通勤途中に負傷などした
場合や失業した場合などに必要な保険給付を行うものです。商工
会では、ハローワークや労働基準監督署への労働保険手続事務を
代行しています。事務委託すると事業主及び家族従業員も労災保
険に加入することができます。
→　加入を検討されている方は、お問い合わせください☆

　一人親方とは、「一定の企業（会社）に属しておらず、常時使用
人を雇用していないこと」が定義とされています。
　つまり、自分自身で仕事をとって、体一つでお金を稼ぐ仕事を
されている方となります。
　ところで、一人親方として仕事をしていると、元請業者から「労
災に入っていないと仕事が出せない」などと言われた経験も数多
いと思います。これは、一人親方が労働者と見なされておらず、
元請の労災が利かないためなのです。労災加入は、治療費や休業
補償など、万が一の事態に備えて、安心し
て仕事に従事するための大切なものです。
　鴻巣市商工会では、一人親方の補償保護
のため、労働保険事務組合（一人親方組合）
を設けて、一人親方の労災加入のお手伝い
をしております。書類作成などの諸手続は
本会の職員が行いますので、どうぞお気軽
にお声がけください。

　会員向け金融・労働・税務相談会を毎月１回開催しております。
（無料）まずは、お気軽にご予約をお待ちしております。
対　　象：鴻巣市商工会員
開 催 日：金融→毎月第１火曜日（日本政策金融公庫職員）
　　　　　労働→毎月第３火曜日（社会保険労務士）
　　　　　税務→毎月第３火曜日（税理士）
受付時間：午前10時～午後３時３0分まで
会　　場：鴻巣市商工会館
申　　込：お電話にて申し込みください。
　　　　　TEL048-541-1008

労働保険に加入していますか？

建設業一人親方と労災について

金融・労働・税務　定例相談会のお知らせ

商工会では、設備資金・運転資金
などの事業資金の相談を受け付けて
おります。お気軽にご相談ください。

日本政策金融公庫
◆普通貸付
　　貸付限度額 運転、設備とも4，800万円以内
　　利率 1.25～2.5％
　　貸付期間 運転：5年以内・設備：10年以内
　　備考  保証人、担保その他の条件については相談のう

え決定

◆経営改善貸付
　　貸付限度額 運転、設備とも2，000万円以内
　　利率 1.15％
　　貸付期間 運転：７年以内・設備：10年以内
　　備考 商工会の経営指導を受けている方・無担保無保証人

埼玉県制度融資
◆小規模事業資金
　　貸付限度額 運転、設備とも1，250万円以内
　　利率 1.20～1.40％
　　貸付期間 運転：７年以内・設備：10年以内
　　備考 保証人：個人は不要・法人は代表者
 担保：原則不要
 信用保証：付する

◆事業資金（一般）
　　貸付限度額 運転：5，000万円以内
 設備：6，000万円以内
　　利率 1.３0～1.50％
　　貸付期間 運転：７年以内・設備：10年以内
　　備考 保証人：個人は原則不要・法人は原則代表者
 担保：協議による
 信用保証：付する

◆経営革新計画促進融資
　　貸付限度額 運転、設備とも1億円以内
　　利率 0.9～1.1％
　　貸付期間 運転：７年以内・設備：10年以内
　　備考 保証人：個人は原則不要・法人は原則代表者
 担保：協議による
 信用保証：付する

（利率等は変更になる場合があります）
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お買物・ご飲食は市内のお店をご利用ください

小規模事業者
持続化補助金

～各種補助金・支援制度を活用して
事業を発展させましょう！！～

　小規模事業者が販路開拓に取
り組む場合の経営計画を作成す
る際、商工会の助言等を受け、そ
の計画に沿った費用の2／3を国が
補助します。（補助上限：５０万円）

＊ 補助対象経費７5万円の支出の場合その2／3の50万円を補
助します。

＊次の場合は、補助上限金額が100万円に引き上がります。
　①雇用を増加させる取組
　②買い物弱者対策の取組
　③海外展開の取組
＊ 原則として個社の取組が対象ですが、複数の小規模事業

者が連携して取り組む共同事業も応募可能です。
※ 受付締切５月1３日（金）、埼玉県商工会連合会へ締切日当日消

印有効。お申し込みにあたり、補助金申請者が所在する
地区の商工会で書類を確認する作業等が必要のため、締
め切り日まで余裕を持った日程でご相談ください。

※ 公募要領、申請書類等はこちらのホームページからダウ
ンロードしてください。

http://www.syokoukai.or.jp/s0003/030/20140225135140.html

商工会経理
サポートサービスのお知らせ
（記帳代行・決算代行）受付中

対象者：青色申告を行っている個人事業主
記�帳代行（月額税別5，000円～）
　平成28年度よりお願いしたい方。
　毎日の記帳にお悩みはありませんか？
　帳簿処理は商工会へお任せください。
　 毎日の取引を現金出納帳に記入、月１回

商工会へ持参するだけ!
　 日々の売上・経費の記帳の時間が省け、費用

は全て必要経費になります。
【問い合わせ】
鴻巣市商工会　TEL0４８－５４1－100８

鴻巣市商工会 会員が
新機械振興賞を受賞

　土壌分析をする際、予め土壌から植物の根や石を
取り除き粉砕して一定の粒経以下に篩分けする必要
があります。この粉砕・篩分けの工程は、一部機械
化されているが、作業工程上で発生する土壌の粉塵
対策として手作業で行われている。そこで粉砕と篩
分けを同時に行い、且つ粉塵が発生せず、処理時間を、
従来の１／10に軽減する装置を開発。
【問合わせ先】
所在地　鴻巣市赤城台212－８
TEL　0４８-５6８-2５00　FAX　0４８-５6８-2５0５
URL　https：//www.daiki.co.jp

設置場所　　　①鴻巣駅舎内・②商工会館内
展示スペース　１コマ：約高さ40㎝×幅55㎝×奥行45㎝
展示料金　　　１コマ：年間6，480円
　　　　　　　（税込・４月～３月・複数コマのご利用も可能です）

展示品募集のご案内
　市内において製造される物産品を広く一般の方々に知っていた
だく目的で鴻巣駅と商工会館に物産品展示コーナーを設けてあり
ます。スペースに余裕がございますのでこの機会に貴社商品・物
産を展示し、販売促進やPRに利用してはいかがでしょうか。

①鴻巣駅舎内展示ケース ②商工会館内展示ケース

大起理化工業株式会社
【開発品】

無粉塵型自動粉砕篩分け装置

◆

◆

◆

◆

小林保広税理士事務所

☎048-507-7676

会員の皆様へのお知らせ！
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新規開業したけど、帳簿のつけ方がわからない・・・
→商工会では記帳代行業務を行っています。お気軽にお問い合わせください。

新採用
（平成２８年₄月₁日付け）

退職者（平成２８年２月１４日付け）

商工会職員についての人事報告

福島　温生　経営指導員 順不同、敬称略

山岸　優希

マジックキングダムクラブ終了のお知らせ

東京ディズニーリゾート・
コーポレートプログラムの開催

　マジックキングダムクラ
ブは、2０16年3月31日をもっ
て終了しました。

　マジックキングダム終了に伴い、
新規プログラムである「東京ディズ
ニーリゾート・コーポレートプログ
ラム」に加入致します。会員様の福
利厚生事業として特別利用券（利用対象サービスからの1,０００
円割引補助券）の配布を致します。
　希望者及び詳細は商工会までご連絡ください。
※配布日及び利用開始日　平成28年４月５日（火）より
※１事業所年間５枚まで発行。
【特別利用券の利用対象】
　①�東京ディズニーランド／東京ディズニーシーのパークチ
ケット購入

　②ディズニーホテル宿泊費
　③ファンダフル・ディズニー年会費
※�マジックキングダムクラブとの違いはメンバーシップカードが
廃止され、メンバーシップカードでの特典がなくなりました。

ある会社の経営理念「ひとりのお客様の満足とひとりの社員の幸せ」「社員一人ひとりに幸せと感じる働き方をしてもらい、
それがお客様の満足につながる」と考え、据えたらしい、新年度にあたり、リファレンス！� 成澤　彬暢

青年部・女性部　活 動 N E W S

　商工会女性部は地域と共に
楽しく活動しています。
　フラワーアレンジメント教
室などの講習会・研修会・親
睦事業・イベントへの参加等、
地域振興活動を展開しており
ます。
　昨年度は９名の新入部員さ
んを迎えることができました。
　皆様のご加入をお待ちして
おります。

★青年部員を募集中です★ ★女性部員募集中★

　昨年度から部員の資格が、市内商工
業者およびその後継者の方で「４０歳以
下の男子」から「満４５歳以下の者」と
改正されました。是非この機会に入部
をご検討ください。
　「青年部に入部して幅広い情報や人
的ネットワークをつくろう！」
※�平成28年４月28日、鴻巣市市民活動
センターにおきまして第５０回通常総
会を開催します。
※�第1５回こうのす花火大会は1０月８日
（土）開催予定です。

青年部 女性部

こうのすシネマ割引チケット
販売終了のお知らせ

　平成２８年３月３１日（木）をもって、こうの
すシネマ割引チケットの販売を終了と致しました。
ご愛顧の程誠にありがとうございました。
　尚、商工会にてご購入していただいたシネマの
割引チケットをお持ちの方は、有効期限以内でし
たらそのままご利用できますので、期限以内にご
利用していただけるようよろしくお願い致します。

鴻巣ひなちゃんカード
加盟店募集中!!

奉仕会では一緒に活動をしていただける方を募集してお
ります！
一緒にポイント事業をすすめませんか？
お気軽に事務局（商工会内）☎ ５４1-100８ まで、お問い合わせください。

鴻巣奉仕会より
お知らせ

　2％のプレミアムが付いたお買物券を商工会事務局で
販売しております。
　是非、ご贈答用・市内お買物にご利用ください！！
（販売価格）１枚４9０円
（使用時）1枚５００円
（有効期限）発行日から６ケ月
　市内2０6店舗にて利用が可能です。
　※�利用できるお店は商工会へお問い合わせください。
　　�まだ、「プレゼント付�お買物券」の取扱店に、登録
されていない事業所様へ！参加金�1,０００円で取扱店
になれます。ぜひ参加お願い致します！！

商工会発行のお買物券
「プレゼント付 お買物券」を

ご利用ください！

1．サイズ及び料金
　B5・A4サイズ：８円（消費税別）／１枚
　B4・A3サイズ（二つ折り）：1０円（消費税別）／１枚
　例：A4サイズの場合
　　商工会員約1,8００人×8円／１枚×1.０8（税）＝1５,５５2円
※�同封できるのはPRチラシ等で、個人的に宛てた請求書や督促
状等は対象ではありません。また、ＰＲチラシ等であっても
公序良俗に反するモノ等は対象といたしません。

チラシ同封サービスのご案内
１．広報誌「鴻巣市商工会だより」
　規格：縦４8㎜×横５9㎜　白黒
　広告料金：５,０００円／回（消費税別）
　※第１面には掲載しない。
２．ホームページバナー広告
　規格　縦５０px×横2００px広告
　料金：５,０００円／月（消費税別）
　容量　1０ＭＢ以内　gif形式

有料広告掲載募集中


