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計 1,728 件

主 な 事 業 予 定（平成29年４月～７月）
観光バスで行く ～従業員レクリエーション～

「初夏の山梨 さくらんぼ狩りと
郷土料理を堪能する旅」
日時：６月11日（日）雨天決行（定員90名様）
費用：１人8,000円
４月４日（火）9 ： 00より
受付開始！
奮ってご参加ください‼
（１事業所２名まで）

地域情報ポータルサイト
「
」が開設されました！
鴻巣市商工会が官民連携事業として構築した、地域情報
ポータルサイトです。地域のお店情報をはじめ、地域で活
動するサークル・団体情報、子育て・行政情報など、地域
の情報が集まるサイトを目指しています。ぜひご覧下さい。

労働保険委託事業主の皆様へ
労働保険年度更新「賃金等の報告書」等
の集合受付について
日時：４月18日（火）19日（水）10:00～12:00、13:00～16:00
会場：鴻巣市商工会館（本所）
労働保険料は、概算で年度当初に支払い、４月１日から翌年３月31日ま
での１年間に従業員へ支払った賃金総額等から確定保険料を計算し精算を
行う流れになっており、この流れを年度更新と言
います。今回の集合受付では、この年度更新に必
要な書類を提出していただきます。
※集合受付に来られない場合でも、必ず４月１９日
（水）までにご提出下さい。
※提出に必要な書類については、29年３月中旬に
労働保険委託事業主様宛に郵送しております。

今 後 の 主 な 事 業 予 定 一 覧
労務・税務定例相談会

鴻巣夏まつり

吹上夏まつり

４月１８日（火）
会場：商工会本所

日時：７月９日（日）
会場：中山道（加美～人形）

日時：７月16日（日）
会場：吹上神社前と
中山道の一部

４月２１日（金）
会場：市民活動センターＢ会議室

関東随一ともいわれる１２
基の勇壮なみこしが、約３
㎞にわたり歩行者天国とな
る中山道を練り歩きます。
100年以上の歴史を誇る伝
統行事として、大勢の見物
客で賑わいます。

吹上地区旧中山道付近に
おいてみこしの渡御と山車
の巡行が行われます。夕方
頃から歩行者天国となり模
擬店等の出店もあり盛り上
がります。

ら
新規 会員サービスのお知らせ!!
５月かート
スタ 「事業と暮らしの相談」
埼玉県行政書士会では、
「事業と暮らしの相談」
をテーマ
に県下にて幅広く行政書士による相談会を開催いたしてお
ります。
身近な問題では相続、遺言など全ての方に関係する事柄
ですので、多数の市民の方の相談に応じております。
事業を経営されております方では、法人の設立から、業
態に応じた許認可が必要になりますので、それらの相談も
承っております。
今般鴻巣商工会内に
「行政書士の相談コーナー」
を設けて
いただくことになりましたので、お気軽に相談に来ていた
だければ幸いです。
対
象：鴻巣市商工会会員
開 催 日：毎月第１火曜日
受付時間：午前10時～午後３時30分まで

埼玉県行政書士会 鴻巣支部長

中野美春

金融機関情報交換会

労働保険年度更新

４月18日
（火）
・19日
（水）
会場：商工会本所
４月

５月２日
（火）
会場：商工会本所

理事会

労務・税務定例相談会

５月２日（火）
会場：商工会本所

５月１６日
（火）
会場：商工会本所

通常総代会

５月２５日（木）
会場：市民活動センター

５月

従業員レクリエーション

６月２０日（火）
会場：商工会本所

６月

６月１８日
（日）
会場：商工会本所３Ｆ
７月７日
（金）
会場：商工会吹上支所
川里支所
７月１０日
（月）
会場：商工会本所

鴻巣夏まつり

７月１８日（火）
会場：商工会本所

珠算検定

源泉納付指導会

７月４日（火）
会場：商工会本所

労務・税務定例相談会

６月６日
（火）
会場：商工会本所
６月６日
（火）
会場：鴻巣 CC

金融・許認可定例相談会

７月８日（土）～１０日（月）
９ 日（日）の み14 ： 30～21 ： 00ま
で歩行者天国
会場：中 山 道（加 美 交 差 点 ～ 深
井二交差点）

金融・許認可定例相談会

会員親睦ゴルフ大会

６月１１日（日）
会場：山 梨 県「観 光 バ ス で 行 く
さくらんぼ狩りと郷土料
理を堪能する旅」

労務・税務定例相談会

金融・許認可定例相談会

７月

商工ビアガーデン（吹上夏まつり）
７月１６日
（日）
会場：商 工会吹上支所駐車場・
旧中山道

総代会議

７月２６日
（水）
会場：市民活動センター

『鴻巣市商工会 お買い物券』をご利用ください♪

お祝い、お礼などの贈答用として最適です !!

500円券を490円でお求めいただけます !!
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新規加入会員のご紹介（平成２８年11月～平成29年３月）商工会を積極的にご活用ください。
事

業

所

名

住
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業

レストランなごみのや

鴻巣市中央29-1クレア鴻巣２階

肥沼

光良

飲食業

関根工務店

鴻巣市箕田4176-1

関根

利也

工務店

タイヤセレクト吹上

鴻巣市袋829-5

中谷

伸一

小売業

種

労

務

情

報

雇用保険の拡大について
平成29年１月１日より、65歳以上の方

オートメイル田中製作所

鴻巣市生出塚2-18-17

田中

英幸

義足製造

も雇用保険の適用対象となります。平成

㈱未来企画

鴻巣市原馬室4344

中島

進

建設業

エヌ設備

北足立郡伊奈町栄6-164-1

中田

達夫

建設業

28年12月末までに雇用し平成29年１月１

㈲片山商事

鴻巣市屈巣4168-1

片山

好子

小売業

宮本

鴻巣市赤見台1-3-5クレスト赤見台１F

宮本

雅敏

サービス業

読売センター吹上

鴻巣市袋908-3

千田

貴好

新聞小売

理容

鴻巣市ひばり野2-1-10

福田

千美

理容業

鴻巣市糠田2623-20

原田

健次

工務店

Her-Labo Hair Works

鴻巣市箕田3728-3

原

大介

美容業

山﨑園芸

鴻巣市川面105

山﨑

敦彦

花生産・フラワー教室

㈱サンエルホーム

鴻巣市新宿2-30

堀口

吉男

建設業

鴻巣市屈巣3403-9

石田

宏美

飲食業

雅敏
三福

ケイエス

K.S工務店
ハ

ロ
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カ

ラ
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63cafe
藤澤

徹

ス

日以降も継続雇用している65歳以上の労
働者についても同様で、原則として加入
の手続きを行う必要があります。
（※１）
65歳以上の方の保険料の徴収は、平成
31年度までは免除となります。

藤澤

徹

鴻巣市加美3-1-3

原田

祐樹

接骨院

永作圧送

鴻巣市滝馬室395-2

永作

真行

コンクリート圧送

蓮田市東6-2-12

木下

俊雄

飲食業

はすだこ

金

融

情

報

（１）日本政策金融公庫融資制度のご案内
マル経融資（小規模事業者経営改善資金）
商工会の経営指導を原則６ヶ月以上受けている小規模事業者の
方が、経営改善に必要な資金を無担保・第三者無保証人なしで日
本政策金融公庫が融資を行う国の制度です。
融資限度額：２，０００万円
金
利：１．１６％
返済期間：運転資金７年以内、設備資金１０年以内
（２）埼玉県中小企業制度融資のご案内
県が金融機関に対し利子補給を行うことで、県の定める低い利
率で融資を受けることができるものです。県制度融資は「固定金
利」
「 低利率」
「 長期間の借入」が特徴の融資制度です。また、ほと
んどの制度について原則無担保・第三者保証人なしでご利用いた
だけます。
●創業時に
起業家育成資金
・新事業創出貸付……新たに開業しようとする方
（開業後５年まで利用可能です）
融資限度額：１，５００万円
・独立開業貸付……資格や経験を活かしてこれから開業しようと
する方（開業後２年まで利用可能です）
融資限度額：設備３，０００万円、運転１，５００万円
返済期間：運転資金７年以内、設備資金１０年以内

東京ディズニーリゾート・コーポレート
プログラム利用券について
鴻巣市商工会では、商工会員１事業所に年間最大５枚、人気の東京ディズニー
リゾートでご利用できるコーポレート・プログラム利用券を配布しています。
ご家族や従業員の福利厚生など使い方は様々です。数に限りがあるため、取り
に来られる方（特に支所で受け取る予定のある方）は、予めお電話で在庫があ
るか確認してから御来所くださいませ。

☆手続き不要!!商工会員なら利用できます!!
☆毎月65枚限定!!第一火曜から配布開始!!

ご確認ください。
（※１）1週間の所定労働時間が20時間以

鴻巣市神明2-3-34

ゆうき接骨院
たこやき

詳しくは厚生労働省のホームページを

介護支援

上であり、31日以上の雇用見込みがある
こと

商工会の共済はいかがですか！
商工貯蓄共済

「保障」・「貯蓄」・「融資」３つの安心

Point１ 低廉な掛金 １口3,000円から加入可能です。
※掛金3,000円のうち1,000円が保障料（掛け捨て）となります。
Point２ 積立制度があります
１口掛金3,000円のうち2,000円を積み立てて５年後に120,000円
の満期金をお支払いします。
Point３ 積立金一部取崩制度
加入２年経過後、一部積立金を取り崩す事が可能です。
Point４ 低利率の融資制度付帯
一般資金（１会員限度額500万円） 特別資金（１会員限度額200万
円）
Point５

事故による怪我の入院保障

商工医療共済

病気やケガの入院・手術をサポート

商工ガン共済

ガンに打ち勝つ治療費をサポート

資料のご請求やご加入希望の方は商工会事務局まで

商工会経理サポートサービスの
お知らせ
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２９年よりご利用したい方申込受付中！
・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下さい。
・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 ℡０４８－５４１－１００８

お買い物・ご飲食は鴻巣市内のお店をご利用いたしましょう♪
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青年部・女性部
青年部

新年会兼創立50周年祝賀会を
開催しました。

新年会＆自彊術講習会

女性部では地域貢献事業のほかにも、部員親睦事業も年に数回
行っております。ぜひ女性部に加入して楽しく活動しましょう！皆
様のご加入をお待ちしております。

＜女性部新年会＞
１月２３日(月) 和風レストランときにて

鴻巣市商工会では市内の登録店で使える「鴻巣市商工会お買い物券」を販売しています。取扱店の登
録をしませんか？登録して損はありません！お客様を呼び込むチャンスに繋がります。お買い物券を
使用してお買い物をされたお客様へ、店独自のサービスをつけることもできます。取扱店への登録を
ご希望の方は商工会窓口へお越しください。
鴻巣市商工会お買い物券

参 加 金
換金期限

＜自彊術講習会＞
２月２１日(火) 味庵にて

税 務 ワンポイントアドバイス

鴻巣市商工会お買い物券 取扱店募集中!!

券の内容

⑶

活動NEWS
女性部

鴻巣市商工会青年部は、昭和41年10月に設立されておかげさまで50周
年を迎えることができました。商工会関係各位、先輩諸兄の皆様のご支
援後指導に感謝申し上げます。
２月７日鴻巣市市民活動センターに原口鴻巣市長様をはじめ多くのご
来賓の皆様にご出席い
た だ き 盛 大 に 50 年 の 節
目の年を祝うことがで
きました。ご声援ありが
とうございました。

第104 号

取 扱 店 の 皆 様 へ
鴻巣市商工会お買い物券(プレゼント付お買い物券)
販売時：１枚『４９０円』で販売（商工会窓口本所のみ） 鴻巣市商工会お買い物券の換金期限切れが非常に多くなっております。
換金期限はお買い物券裏面の有効期限から３０日以内です。
使用時：１枚『５００円』
（プレミアム率２％）
換金期限切れのお買い物券は換金できませんのでご注意ください。
※釣り銭は出ません
お買い物券を使用されたお客様へ独自のサービスをつけられます。
例：お買い物券を利用して商品を購入されたお客様へ粗品進呈します！
お買い物券をご利用のお客様にソフトドリンク１杯サービス
１,０００円 ※申込時、取扱店シール・約款等お渡しいたします。
お買い物券裏面に押印してある有効期限の３０日以内
鴻巣市商工会本所の開所時間に随時換金いたします。
※換金手数料はありません

例年この時期は所得税
や消費税の確定申告が終
わり、ほっとされている
方が多いのではないで
しょうか。さて、提出し
た確定申告書にもし、誤
りがあった場合、どうすべきでしょうか。
答えは税額を多く申告していたときは「更
正の請求」、税額を少なく申告していたとき
は「修正申告」を行っていただくことになり
ます。
詳しくは国税庁ホームページのタックス
アンサー「確定申告を間違えたとき」でご確
認ください。
税理士 小林保広

金融・許認可・労働・税務
定例相談会のお知らせ
会員向け金融・許認可・税務・労働相談会を
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
許認可→毎月第１火曜日
（29年５月２日より）
労 働→毎月第３火曜日
税 務→毎月第３火曜日
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（本所）
申
込：お電話にて申し込みください。
℡048-541-1008

◆

◆

◆

◆

＊＊商工会費口座振替のお知らせ＊＊
平成２９年度会費について、口座振替をご利用の方は
上半期分
（４月～９月分）を７月２２日、下半期分
（１０月～

小林保広税理士事務所
☎048-507-7676

翌３月分）を１１月２２日にご登録の銀行口座より引き落と
しさせていただきますのでご了承ください。
〔＊りそな決済サービスをご利用の方は、上期：７月５
日、下期：１２月５日にお振り替えさせていただきます〕

商工会の会員を募集しております！商工会にご興味のある事業所をご紹介ください！
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事業報告（平成2９年１月～３月）
５団体共同開催による「新年賀詞交歓会」を開催
新春恒例の新年賀詞交歓会は、新しい年を迎えるにあたり、商工業、行政機関
等の方々に一堂にお集まりいただき新年を祝い、相互の交流を深めることを目的
として開催致しております。
本年は、鴻巣市商工会、上尾法人会鴻巣支部、鴻巣奉仕会、上尾間税会鴻巣支部、
鴻巣市青色申告会５団体共催による新年賀詞交歓会を１月１１日（水）午後５時から
鴻巣市市民活動センター会議室で開催し、それぞれの団体を構成する経済界リー
ダーの方々、行政関係者の皆様１５０人が集いました。
主催者代表でのあいさつで小林忠司商工会長は、
「県や鴻巣市等関係機関との連
携強化を図り、中小企業・小規模事業者の持続的な更なる発展に向けて、伴走型
支援機関として事業者に寄り添いながら、引き続ききめ細やかな経営支援の充実
に努めると伴に、経営改善普及を柱とする諸事業に積極的に取組み、商工業の活
性化と街づくりの推進を図ってまいりたい」と述べました。
また、ご来賓の鴻巣市長の原口様をはじめ市議会議長の中野様、県議会議員の
中屋敷様、並木様、衆議院議員の中根様、大島様よりそれぞれご祝辞をいただき、
その後上尾法人会鴻巣支部中村支部長の音頭で乾杯、会場は終始和やかな雰囲気
に包まれ、参加された皆様はそれぞれに新年の挨拶を交わされていました。

『彩の国ビジネスアリーナ2017』に出展
日時：２月１日（水）・２日（木）
会場：さいたまスーパーアリーナ
彩の国ビジネスアリーナは「未来を創る技術・製品・サービスの彩典」をスロー
ガンに、中小企業の受注確保・販路開拓、技術力向上等を目的とし、広域的な企
業間ネットワーク形成による新たなビジネスチャンス創出の場を提供する展示商
談会です。展示ブースにおいて、自社の製品や技術力、サービス等を積極的にア
ピールするなど、来場者や他の参加企業との情報交換・商談等で盛り上がってい
ました。今回で15回目を迎え、２日間で約17,000人の来場者数でした。
鴻巣市商工会員から、㈱直徳、㈱NEWSエナジー、㈱中央、東成工業㈱、㈲東
洋精機、ワールド技研㈱が独自ブースで出展し、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。

工場見学会
日時： ３月１６日（木）
見学場所：富士電機機器制御（株） 吹上工場
商工会工業部会と鴻巣市異業種交流会との共催で富士電機機器制御㈱に工場見
学を行いました。富士電機機器制御㈱は受配電・制御機器分野で日本市場をリー
ドしてきた富士電機㈱の 器具事業部門と、同分野におけるグローバルトップメー
カーである仏シュナイダーエレクトリック社の日本事業を統合した合弁会社で
す。日頃、接する機会の少ない市内の工場等施設見学を通して学ぶことも多く、
充実した工場見学会になりました。

その他、事業報告

商工会本所

年末調整指導会
１月５日（木）～６日（金）
商工会本所
１月１０日（火）
商工会吹上支所・川里支所
事業名
決算・確定
申告相談会

日

付

場

所

２月２３日（木）

商工会吹上支所

３月２日（木）・３日（金）

商工会本所

３月７日（火）

商工会川里支所

編 集 後 記

吹上の元荒川の桜は吹
上町商工会初代会長だっ
た上岡良氏が中心となっ
て昭和29年に植樹したものだ。それから63年目の春。
元荒川の両岸から川面を覆いつくす500本の桜は花
のトンネルのようで、見上げ
る人々の頬を薄紅色に染めて
いる。
「桜の華やぎで街の賑
わいを創りたい」先人の思い
はみごとに花開いている。
（昭和33年の元荒川の桜）

平成29年4月₁日

平成２８年度商工会の支援により経営革新の
承認を受けた企業を紹介します。
（順不同）
◆㈲フィット（歯科技工所） 鴻巣市袋676
テーマ名：歯科技工用３Ｄプリンタ導入により、
「噛める入れ歯」
の
新製品・サービス提供の体制確立
◆ブティックかわうち（衣料品、雑貨販売）鴻巣市神明1-7-1
テーマ名：オシャレなおばあちゃんにジャストフィットする服の
提供による売上拡大
◆㈱キハラ（建設業） 鴻巣市宮地4-8-20
テーマ名：事業所への省エネ提案によるエコ環境の実現
◆美容室HEARTS
（美容室）鴻巣市雷電1-8-1
テーマ名：ヘッドスパ等の新サービス開発と新規メニューの展開
◆さくら園芸資材㈱（花卉、園芸資材販売） 鴻巣市新宿1-75-102
テーマ名：花と鉢の小売事業への参入
◆㈲鴻文堂書店（文具、事務用品販売） 鴻巣市天神5-11-9
テーマ名：環境に優しい安心・安全な防災グッズの新発売による受注拡大
◆㈲大一米菓（米菓子製造販売）鴻巣市人形2-1-63
テーマ名：お客様の五感に訴求する仕組み作りと販売促進による売上拡大
◆健康一番（女性向けフィットネスクラブの運営）鴻巣市栄町3-15
テーマ名：水素サロンの開設と水素酸素吸入器の販売による健康
社会の実現と売上の拡大
◆㈱いろは（旅館業） 鴻巣市本町7-1-5
テーマ名：空きスペースの有効活用と低コスト体質への移行
◆街活性室㈱（サービス業） 鴻巣市逆川１-2-2
テーマ名：地域活性化事業モデルの構築と広域展開
「経営革新」計画は…
１ 自社の現状や課題を見極めたい
２ 自社の業績をアップさせたい
３ 自社の経営の向上を図りたい
これらの思いを達成させるための「武器」です！
●経営革新計画承認のメリット
① 計画を紙面に落とすことで、目標達成への道筋を明確にするこ
とができます。
② 計画を社員と共有することにより、全社一丸となった実行体制
を築くことができます。
③ 計画の作成段階、実行段階で専門家のアドバイスが受けられます。
④ 計画の承認後は、別途審査がありますが、低利融資等の支援制
度が用意されています。
（相談連絡先：鴻巣市商工会 ℡５４１－１００８）

人事異動のお知らせ

順不同、敬称略

４月１日付けで人事異動を行いました。よろしくお願い致します。

（ ）は前任等
岡安 則行：参与（市より派遣）
加藤 潤一：次長 兼 指導課長（指導課長）
西山 圭一：支援課長（主査）
久保田由美：総務課長（主査）
亀谷 礼子：記帳専任職員（記帳指導職員）
渡邊 恵子：記帳指導職員（経営指導員）
井上 和紀：経営指導員（主事 記帳専任職員）
合田 真悟：経営指導員 支援課 兼 指導課（主事 記帳指導職員 支援課 兼 総務課）
竹内
孝：指導課 再雇用／記帳指導職員（次長 経営指導員）
岡崎 留美：記帳指導員（臨時職員）
斉藤 敦子：記帳指導員（臨時職員）
３月31日付け 竹村 慎吾（参与）派遣終了
山岸 優希（主事 記帳指導職員）退職

電話番号のお掛け間違えには
お気を付けください
鴻巣市商工会
０４８－５４１－１００８
吹 上 支 所
０４８－５４８－００４９
川 里 支 所
０４８－５６９－１７８３

経営革新計画を作成してみませんか！商工会にご相談ください！

