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計 1,723 件

主 な 事 業 予 定（平成29年７月～10月）
SNS活用セミナー
スマートフォンから店舗情報の発信を行い、
販路拡大に活用しませんか。
講 師：渋谷雄大 氏（中小企業診断士）
日 時：平成２９年８月２１日（月）１４：４０～１６：１０
会 場：鴻巣市商工会館３Ｆ 中会議室
参加費：無料
定 員：40名
申込方法：TELにて申込みを受け付けます。
奮ってご参加ください!!

「日商簿記検定試験３級対策講座」 おおとりまつり
開講日：９月２２日（金）～１０月３１日（火）
※毎週、火曜・金曜実施 全１２回コース
場 所：鴻巣市商工会館
時 間：１８：３０～２１：００
講 師：小林保広 氏（税理士）
受講料：会員 ３，２４０円（税込み）テキスト代込み
一般 ６，４８０円（税込み）テキスト代込み
定 員：３０名

地域情報ポータルサイト
「
」をご活用ください!!
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。鴻巣市内のグルメ、遊び、ショッ
ピングといったさまざまな情報を入手できます。

金融・許認可相談会

プレミアム率１０％ 限定５，０００枚
４５０円／１枚（額面５００円）で販売します。
※通常２％ ４９０円／１枚で販売

限定５，０００枚のみの販売となります♪
お一人様２０枚までご購入いただけます。
販売期間：８月１日（火）～８月３１日（木）９：00～
販売場所：鴻巣市商工会館
期間中でも、販売枚数に達した時点で終了

時間：９：３０～１１：３０
１３：３０～１５：３０
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 ： 鴻巣市商工会館

鴻巣夏まつり

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～
深井二丁目交差点）

一日公庫相談日
７月

７月18日
（火）
会場：鴻巣市商工会館

７月25日（火）
時間：17：00～
場所：市民活動センター

金融・許認可相談会
８月１日
（火）
会場：鴻巣市商工会館

労務・税務定例相談会
８月15日（火）
会場：鴻巣市商工会館
８月21日（月）
時間：１４：００～
会場：鴻巣市商工会館

鴻巣市商工会お買い物券
プレミアム率１０％で販売
８月

金融・許認可相談会

ＳＮＳ活用セミナー

金融・許認可相談会
９月

９月５日
（火）
会場：鴻巣市商工会館

簿記講習会

10月３日（火）
会場：鴻巣市商工会館

９月22日
（金）
～10月31日
（火）
会場：鴻巣市商工会館

おおとりまつり

10月1３日（金）～15日（日）
10月15日（日）
のみ1２：０0～20：０0まで
歩行者天国
会場：中山道 加美から人形町

８月１日
（火）

８月21日
（月）
時間：１４：４０～
会場：鴻巣市商工会館

労務・税務定例相談会
９月19日（火）
会場：鴻巣市商工会館

７月14日
（金）
時間：１０：００～１２：００
１３：００～１５：００
会場：鴻巣市商工会館

労務・税務定例相談会

総代会議

街バル説明会

夏休み応援!!
鴻巣市商工会お買い物券

源泉税納付指導会

７月４日（火）
会場：鴻巣市商工会館

７月16日（日）
会場：商 工会吹上支所駐車場・
中山道

開催日：１１月１１日（土）・１１月１２日（日）の２日間
場 所：鴻巣市立総合体育館及び前庭・駐車場
主 催：鴻巣市産業祭運営委員会
昨年９月に開催された商工フェスティバルに替わり、
上記日程にて産業祭を開催予定。

 成２９年１０月１３日（金）～
平
１５日（日）
歩行者天国（１５日のみ）
１２：００～２０：００
人形・深井二丁目交差点～
加美・河野タイヤ前

今 後 の 主 な 事 業 予 定 一 覧

商工ビアガーデン（吹上夏まつり）

鴻巣市産業祭開催のお知らせ

期間

こうのす花火大会
１０月

コスモスフェスティバル

10月21日（土）
・22日（日）
会場：コスモスアリーナふきあげ周辺

地域応援宣言！！「鴻巣から元気を」

10月７日
（土）
会場：荒川河川敷・糠田運動場
時間：18：０0～20：０0

労務・税務定例相談会
10月17日
（火）
会場：鴻巣市商工会館
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新規加入会員のご紹介（平成２9年４月～平成29年５月）商工会を積極的にご活用ください。
事

業

所

名

フェリックス

住

所

代表者名

鴻巣市箕田3459-1-306

業

柳川

籟子 不動産業

綜合警備保障㈱埼玉北支社鴻巣営業所 鴻巣市本町2-2-5

齊藤

宜彦 警備業

㈱こころ

鴻巣市箕田4191

成塚

賢一 整骨業

新井

鴻巣市広田3214

新井

靖子 衣料品
正直 建設業

洋裁

種

大熊

正直

鴻巣市関新田153

大熊

西尾

左由美

鴻巣市北新宿1245-5

西尾左由美 ダンス・インストラクター

鴻巣市松原2-1-41

小田島計三 石材業

鴻巣市屈巣4592-4

中村

亮介 建設業

石井

丈晴 メディア運営

小田島

石工

中村土建

㈱フューチャーリンクネットワーク 千葉県船橋市西船 4-19-3 西船成島ビル8Ｆ
FOSCHIA JAPAN㈱

鴻巣市小松1-6-10 HOBBYSTUDIO鴻巣Ⅱ Ｄ号室 長谷川幸世 メディア運営

エ グ チ コウボウ

鴻巣市屈巣2714-11

江口工房

江口

恵太 システムキッチン施工業

商工会員限定

東京ディズニーリゾート特別利用券を
ご活用ください！！（東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム）
東京ディズニーリゾート特別利用券は
「東京ディズニーリゾートのパークチケット購入費」
「ディズニーホテル宿泊費」
「ファンダフルディズニー年会費」
の支払の際に、１，０００円割引きになります♪

☆１事業所 年間５枚まで無料配布しています
☆毎月65枚限定、第一火曜日から配布いたします

金
埼玉県制度融資

融

情

～ 事業主の皆様へ ～

雇用保険料が引き下がりました。
「雇用保険法等の一部を改
正する法律案」
が平成29年３月
３１日に国会で成立しました。
このため、平成２９年４月１日
から平成３０年３月３１日までの
雇用保険料率は、以下の表の
とおり引き下がりました。
【平成29年度の雇用保険率料】
事業の種類

負担

①
②
①+②
労働者負担 事業主負担 雇用保険率

一般の事業

3/1,000

6/1,000

9/1,000

（28年度）
農林水産
清酒製造の事業
（28年度）

4/1,000

7/1,000

11/1,000

4/1,000

7/1,000

11/1,000

5/1,000

8/1,000

13/1,000

建設の事業

4/1,000

8/1,000

12/1,000

（28年度）

5/1,000

9/1,000

14/1,000

報

※利率は改定される場合があります
※信用保証料が別途必要です
※埼玉県制度融資の利率は、５年超10年以内の場合

賞与支払い等一時的に資金が必要な方
低金利でつなぎの資金が必要な方

従業員20人（商業・サービス業は５人）
以下の小規模事業者の方

事業資金（短期貸付）

小規模事業資金

仕入れや手形決済等のための短期運転
資金としてご利用いただける資金です。

小規模事業者の方にご利用いただける
比較的低利の資金です。

◆利 率：年1.1%（信用保証なし年1.5%）
◆限度額：2,000万円

◆利 率：年1.3%
◆限度額：1,250万円

新規の運転資金が必要だが、
毎月の返済負担を増やしたくない方

最近３ヶ月の平均売上高が、前年同期より
減少している、又は今後３ヶ月の減少が見込まれる方

借換資金

経営あんしん資金

融資期間を延長することで県制度融資
の毎月の返済負担を軽減することがで
きます。
（新規運転資金も追加可能）

一時的に業況が悪化している方に対し、
比較的低利でご利用いただけ、経営の
安定を図ることを目的とした資金です。

◆利 率：金融機関所定利率
◆限度額：１億円

◆利 率：年1.3%
◆限度額：5,000万円

( 既往借入金、新規運転資金、
借換え時の信用保証料相当額含む )

個人事業主限定

日本政策金融公庫融資
マル経融資（小規模事業者経営改善資金融資制度）
マル経融資制度は、経営改善を図ろうとする小規模事業者の方々をバックアップす
るため、無担保・無保証人・低利で融資する制度です。

●限度額：2,000万円
●利率：年1.11%

（平成29年６月12日現在）

●融資期間：運転７年以内
設備10年以内

※利率は変動します。詳しくは、お問い合わせ先でご確認ください。
※従前から商工会の経営指導を受けている事業所で従業員数（20人以下（商業・サービス業の場合は
５人以下））・事業実績・納税要件・業種等、申込条件があります。お気軽にご相談ください。

＊＊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２4日、下半期分
（１０
月～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〕

街バル参加店募集♪ 地域の飲食・物販店を巡るイベントです !! 8 月に SNS 講習会開催 !!
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青年部・女性部
青年部では、４月２７日、第５１回通常総会を開催し全議案
原案のとおり無事可決承認されました。
新部長に、栁 健太郎氏（㈲柳建設）が選任され、「人と
人をつなぐ」活動、「青年部と地域をつなぐ」活動、「現在と未来をつな
ぐ」活動を通して、輝く地域創生に向け努力していきたいと方針を述べ
ました。
＜今後の予定＞
◇９月５日（火）
第６回チャリティーゴルフ大会
（おおむらさきゴルフ倶楽部）
◇１０月７日（土）
第１６回こうのす花火大会
（糠田運動場）

青年部

金融・許認可・労働・税務
定例相談会のお知らせ 無料
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。まずは、お気軽にご予約を
お待ちしております。
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女性部では地域貢献事業のほかにも、部員親睦事業
を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

＜さくらまつり＞
４月２日(日) 鴻巣公園

対
象：鴻巣市商工会員
開 催 日：金 融
毎月第１火曜日
許認可
労 働
毎月第３火曜日
税 務
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 み：お電話にてお申し込みください。
℡048-541-1008

＜第３４回通常総会＞
５月１８日(木) クレアこうのす
◆

◆

◆

◆

小林保広税理士事務所
☎048-507-7676

税 務 ワンポイントアドバイス

許 認 可 ワンポイントアドバイス

マイホームの購入は、よく
「人生において最も大きな買い物」といわれますが、
住宅ローン等を利用してマイホームを購入し、一定の要件に当てはまれば、所得
税の税額控除を受けることができます。ただし、要件に該当した
としても税額控除を受けるためには確定申告をする必要があり、
さらにいくつかの書類の添付が必要となります。
したがって、今年マイホームを購入した方もしくは購入予定
の方などは、手続き等について事前にチェックしておくことを
お勧めいたします。
税理士 小林保広

事業を営まれておりますと各種許認可を取得されていると推察いた
します。許認可には、いろいろと定期的な報告書の提出が義務づけら
れています。
運送事業の場合、各企業の決算時期に関連なく３月末時
点での年間運送事業実績報告書がそれに該当します。なお、
営業報告書は、決算後１００日以内の提出になります。
適正化事業実施機関巡回時に指摘を受けないためにも、
期限内には提出いたしましょう。
行政書士 中野 美春

街バル 開催決定!! 2017
参加店募集
（飲食店 ・ 物販店）

地域の飲食・
物販店を
巡るイベント

開催日

平成29年11月16日（木）
・17日（金）
・18日（土）

参加費

商工会員 ￥6,500（税込）
非会員 ￥13,000（税込）

後バル

平成29年11月19日（日）～30日（木）

会員限定

街バル説明会＆SNS活用セミナー開催のお知らせ!!

街バル説明会

街バルの仕組みについて、また、スケジュール等
について説明します!!
日時 ： 平成29年８月21日（月）１４：０0～１４：３0
会場 ： 鴻巣市商工会館３F 中会議室

SNS活用セミナー

スマートフォンから店舗情報の発信
を行い、販路拡大に活用しませんか。
講師 ： 渋谷 雄大氏（中小企業診断士） 参加費
日時 : 平成29年８月21日（月）
無料！
１４：40～１６：１0
会場 : 鴻巣市商工会館３F 中会議室 ※業種問わずどな
たでも参加可能
定員： 40名

申し込み方法：６月の配布物に同封されている、
「街バル参加募集」用紙にて、必要事項を記入の上、
商工会までFAXをお願いいたします。不明点等あ
りましたらお気軽にお問い合わせください。

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４月～６月）
さくらまつり（鴻巣・吹上・川里）

従業員福利厚生事業

日時：４月１日（土）
・２日（日）
※鴻巣、川里会場は２日
（日）
のみ
会場：鴻巣公園
鎌塚イベント公園等
あかぎ公園
当日は晴天に恵まれ、各会場
ともイベント等盛りだくさんの
内容で多くの来場者がありまし
た。咲き始めた桜の下で撮影等
を楽しむ方々の笑顔が印象的で
した。

鴻巣市商工会では、６月１１日
（日）
、恒
例の日帰りでの親睦旅行を実施しました。
今回は山梨方面をめぐり、葡萄の産地
ならではの味わい深いワイン製造工程の
見学・試飲の他、観光果樹園でさくらん
ぼ狩りを行い、山梨グルメを堪能しなが
ら、会員相互の親睦と交流を図ってまい
りました。

観光バスで行く「山梨 さくらんぼ狩りと郷土料理
を堪能する旅」を実施！

平成２９年度鴻巣市商工会通常総代会を盛大に開催

平成２９年度事業計画書

会員親睦ゴルフ大会

支出の部

平成２９年度は、小規模企業振興基本法や改正小規
模支援法により、商工会には小規模企業に対する伴
走型支援を通じて、事業の持続的発展をいかに具体
化していくのか強く求められています。
当会といたしまして、国・県・市等関係機関等と連
携しながら、役職員一丸となり、商工業者への支援に
よる地元産業の活性化と賑わい溢れる街づくりの実現
に向けて各事業を積極的に展開していく方針です。
重点施策
１．中小企業・小規模事業者の経営支援
２．会員増強及び組織強化の推進
３．地域振興とまちづくりの推進
４．財政基盤の充実

平成29年度 収支予算書

収入の部

去る５月２５日（木）
、鴻巣市市民活動センター会議室において、多くのご来賓、総代各位のご参集のもと盛大に開
催されました。
提出議案はすべて満場一致で可決承認されました。
第１号議案 平成２８年度鴻巣市商工会事業報告書及び鴻巣市商工会収支決算書の承認を求める件
第２号議案 平成２９年度鴻巣市商工会事業計画書（案）及び鴻巣市商工会収支予算書（案）の承認を求める件
第３号議案 役員選任の件（新理事として、青年部長の 栁健太郎 氏が選任されました。）

（単位：円）

科
目
会
費
県補助金
市補助金
事業収入
特別賦課金収入
受託料収入
手数料収入
雑収入
繰入金
前期繰越金
合
計

本年度予算額
23,500,000
43,406,000
34,613,000
1,990,000
1,900,000
5,209,200
11,620,000
825,426
0
5,336,374
128,400,000

科
目
経営改善普及事業費
一般事業費
一般管理費
引当金
予備費
合
計

本年度予算額
77,403,000
19,512,400
21,960,000
6,000,000
3,524,600
128,400,000

その他、事業報告

日時：６月６日（火）
参加：３０名
場所：鴻巣CC
優 勝 小野寺洋二 ㈲カロエ
準優勝 斉藤 雅義 ㈱広田屋
３ 位 成澤 彬暢 ㈱鴻巣花壇（敬称略）

事業名
金融機関との情報交換会
珠算検定

日

時

会

場

参加人数

4月21日（金） 市民活動センター

22人

6月18日（日） 鴻巣市商工会館

53人

「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。
今般鴻巣市商工会内に
「行政書士の相談コーナー」を設けること
になりましたので、お気軽にご相談ください。
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

編 集 後 記

お気軽に商工会事務局

梅雨もそろそろ明け、本格的な夏を迎
えます。商工会では、７月から９月にか
けてSNS講習会・簿記講習会といった事
業を運営していく上で役に立つ講習会、相談会を予定しております。
ぜひ商工会だよりをご覧になり、積極的に活用されるとともに、商
工会事業に関心を持っていただける会員様が多くなれば幸いです。

久保勝也

鴻巣市商工会お買い物券プレミアム率１０％で８月１日（火）より販売！！

