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主 な 事 業 予 定（平成３０年４月～７月）
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17日（火）18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、概算で年度当初に納付し、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
を年度更新といいます。今回の集合受付では、この年度更新
に必要な書類を提出いただきます。
※集合受付に来られない場合でも、必ず４月18日
（水）
までにご
提出ください。
※提出に必要な書類については、平成30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。

従業員レクリエーションを開催します！

パワースポットに行き、あやめが咲き乱れる中、
遊覧船による十二橋めぐりを楽しんでみませんか！
日 程：６月１１日（月）
内 容：鹿島神宮参拝と潮来あやめまつり見学
参加費：お一人様 ７，０００円
申込開始：４月３日(火) 午前９時より

会員親睦ゴルフ大会
内

容：会員相互の親睦と会員事業所に勤務されている従業
員の福祉の増進を図ることを目的として今年も恒例
によりゴルフ大会を開催しますので奮ってご参加く
ださい。
【参加要項】
開 催 日：平成３０年６月４日（月）
場
所：鴻巣カントリークラブ
募集人数：３２名（８組、男女）
費
用：参加費４，０００円
プレー費１１，８００円（セルフプレー、食事別）
申込み先：鴻巣市商工会

商工会吹上支所の移転について

商工会役員・総代の任期満了に
伴う改選があります
～地区総会及び総代会を開催～

３年ごとに各地区で総会を開催し、総代及び理事（役員）候補者を選
出していただきます。
なお、総代会を来る５月２４日（木）１５時３０分より市民活動センターに
て行います。

今 後 の 主 な 事 業 予 定 一 覧
地区総会

３月16日（金）～４月10日（火）

３月

吹上さくらまつり

４月３日
（火）
会場：商工会本所

川里さくらまつり

４月８日
（日）
会場：鴻巣公園

４月７日（土）８日（日）
会場：鎌塚イベント広場・元荒川親水護岸周辺

鴻巣さくらまつり

４月８日（日）
会場：あかぎ公園

税務定例相談会

労働保険年度更新

４月

４月17日（火）18日（水）
会場：商工会本所

４月20日
（金）
会場：商工会本所

理事会

４月25日（水）
会場：商工会本所

金融・許認可

中山道

４月17日
（火）
会場：商工会本所

部会総会

金融機関との情報交換会
４月27日
（金）

相談会

労務・税務定例相談会

５月１日（火）
会場：商工会本所

麦なでしこポピーまつり（吹上会場） ５月
５月１９日（土）
・２０日（日）
会場：コスモスアリーナふきあげ
敷地内駐車場

５月15日
（火）
会場：商工会本所

通常総代会

５月24日
（木）
会場：市民活動センター

会員ゴルフ大会

金融・許認可

６月４日（月）
会場：鴻巣ＣＣ

相談会

６月５日
（火）
会場：商工会本所

理事会
東日本大震災による被害や経年劣化による老朽化等の懸念があった吹上

支所につきましては、鴻巣市のご理解を得て旧吹上図書館
（鴻巣市役所吹
上支所第２棟）の一部を借用し事務を行うこととなり、４月３日（火）にオー
プンとなりましたのでお知らせいたします。
新住所、鴻巣市吹上富士見１丁目１番１号
なお、電話番号等の変更はありません。
毎週火・木・金 ９ ： ３０～１５ ： ３０ 開所してます。

金融・許認可 相談会

６月６日（水）

６月

珠算検定

６月17日（日）
会場：商工会本所３Ｆ

金融・許認可

６月19日
（火）
会場：商工会本所

７月３日（火）
会場：商工会本所

源泉納付指導会

労務・税務定例相談会
７月17日（火）
会場：商工会本所

６月11日
（月）
会場：鹿島神宮参拝と潮来あやめ
まつり見学

労務・税務定例相談会

相談会

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

従業員レクリエーション

鴻巣夏まつり
７月

７月８日
（日）
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）

吹上夏まつり

７月15日
（日） 歩行者天国
会場：中山道・吹上神社
（吹上駅周辺）

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円で販売中!!
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労

新規加入会員のご紹介（平成29年12月～平成30年3月）商工会を積極的にご活用ください。
事

業

所

名

吹上富士見郵便局
田中サービス

住

所

代表者名

業

種

鴻巣市吹上富士見3-8-5 黒岩健一郎 郵便局
鴻巣市鴻巣1031
田中 耕治 機械・機器改修・点検
エルディムグリーンy2-202
鴻巣市鎌塚1805-401
井盛 裕生 倉庫設置・メンテナンス

合同会社エキサイト
鴻巣ワイン食堂ボレロ 鴻巣市本町5-4-1
鴻巣市本町7-10-8
瀬戸積算
鴻巣市本町5-2-4

株式会社アンド・エイチ ジェネス鴻巣408
鴻巣市赤見台1-₄-8

髙柳

航 飲食業

瀬戸

元章 建設業

萩原

孝之 建設業

鈴木

将浩 行政書士

san Risa

堀口

直矢 美容室

佐藤

裕美 インテリアコーディネーター

谷中

伸広 小売業

鴻巣市赤見台1-4-8
フラージュ北鴻巣104

鴻巣市鎌塚4-1-11
佐藤 裕美
Y's CAFE
（特別会員） 北本市宮内5-252

埼玉県制度融資

篠田

武彦 建設業

岩田

康男 小売業

佐藤

浩一 建設業

齋藤

平成30年度の雇用保険料率

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。

◆利 率：年1.1%（信用保証なし年1.5%）
◆限度額：2,000万円（返済期間１年以内）
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

借換資金

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）

◆利 率：金融機関所定利率
◆限度額：１億円

( 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 )

②
事業主
負担

失業等
給付の
保険料率

雇用保険
二事業の
保険料率

①＋②
雇用保険料率

一般の事業

₃/1,000 ₆/1,000 ₃/1,000

₃/1,000

₉/1,000

農林水産・※
清酒製造の事業

₄/1,000 ₇/1,000 ₄/1,000

₃/1,000

11/1,000

建設の事業

₄/1,000 ₈/1,000 ₄/1,000

₄/1,000

12/1,000

融

情

※園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用
する事業については一般の事業の率が適用されます。

報

※信用保証料が別途かかります。
※埼玉県制度融資の利率は、５年超10年以内の場合

事業資金（短期貸付）

①
労働者負担
（失業等給付の
保険料率のみ）

優 金魚の養殖及び販売

金

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

報

～平成29年度から変更ありません～

事業の種類

丑久保政男 一般貨物運送業

情

平成30年度の雇用保険料率について

負担者

ロードネット株式会社 フラージュ北鴻巣駅前
鴻巣市西中曽根33-1
株式会社 レア
鴻巣市本町４丁目７－２７－４０１
岩田康男
鴻巣市下忍3806-10
佐藤 浩一
金魚広場さいとう養魚場 鴻巣市本町3-7-18
鴻巣市原馬室349
鈴木行政書士事務所

務

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

小規模事業資金

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。

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）

◆利 率：年1.3%
◆限度額：1,250万円

マル経融資制度は、商工会の経営指導を受け
ている方であって、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。

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

●限度額：2,000万円
●利率：年1.11%

経営あんしん資金

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：年1.3%
◆限度額：5,000万円

鴻巣市商工会 従業員福利厚生事業

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をご利用ください！！
東京ディズニーランド・東京ディズニーシーのパー
クチケットをご購入の際、１，０００円の割引が受けられます。
【当日券】東京ディズニーランド・シーのチケットブース
【前売券】ディズニーストア
その他、ディズニーホテルのご宿泊、
「ファンダフルディズニー」のお支払いに
もご利用いただけます。
（チケットの受取方法）
鴻巣市商工会にて、毎月第１火曜日より年間１事業
所５枚まで利用券の配布を行っております。
毎月のコーポレートプログラム利用券の配布枚数に
は数に限りがある為、お電話で確認の上、ご来所くだ
さい。
お気軽にお問い合わせください。
鴻巣市商工会 TEL 048-541-1008

（平成３０年２月２８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、お問い合わせください。
※新 規の場合、商工会の融資審査委員会の審査がござ
います。また、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。

地域情報ポータルサイト
「こうのす広場」の運営について
事業開始から運営を担当してきたフォスキアジャパンに
代わって、フューチャーリンクネットワークが運営を担当
することになりました。
取材に伺うことがありますので、ご協力をお願いします。

商工会の共済はいかがですか!
（1口3,000円～）

◦商工貯蓄共済

「保障」・「貯蓄」・「融資」３つの安心

◦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

詳しい説明、資料のご請求やご加入のご希望は事務局まで

本年も、お買い物・ご飲食は市内のお店をご利用ください♪

鴻巣市商工会だより

平成30 年₄月₁日

青年部・女性部
青年部

★青年部員を募集中です★
市内商工業者およびその親族、従業員で満４５歳以下の方、
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30年5月７日、鴻
巣市市民活動センターに
お き ま し て 第 52 回 通 常
総会を開催します。

●2月6日（火）、税理士
の小林保広先生を講
師にお迎えし、「税務
調査のあれこれ」とい
うテーマで講習会を
行いました。

許認可

ワンポイントアドバイス

「事業と暮らしの相談」
約４０年ぶりとなる今回の民法改正要綱とは？
私達の身近な生活に関係が深い今回の民法改
正要綱を考えてみましょう。
永年の人生の伴侶に思いを厚く！
①配偶者の居住権・・・持家に住む権利を保障
②結婚２０年以上の夫婦に限り遺贈又は贈与の自
宅等の遺産額は遺産分割対象から除外
③自 筆証書遺言を法務局が保管、一部をパソコ
ン等で作成も可、家庭裁判所の検認不要
④相続人以外の親族が無償で介護や看護など特
別な貢献をした場合、相続人に金銭を請求することが可能
今後の改正の動向を注意して見守りましょう。

埼玉県行政書士会 鴻巣支部長 中野美春

鴻巣ひなちゃんカード
加盟店募集中！
鴻巣ひなちゃんカードは、お客様に「ひなちゃん
ポイント」を集めていただき当会主催のイベント
に参加していただいたり、次のお買い物にご利用
いただくポイントカードです。
「鴻巣をもっと盛り上げたい！」現在、78のお店
がそんな気持ちで活動しています。
皆様も、ぜひご一緒ください。
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活動NEWS
女性部

新年会を行いました

女性部では地域貢献事業のほかにも、部員親睦事業も
年に数回行っています。
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います。

〈女性部新年会〉１月２９日(月)
ビンゴ大会やマジック
ショー、カラオケなど大いに
盛り上がりました。
参加したことのない部員さ
んも、来年はぜひお越しくだ
さい。お待ちしています！

花見月にて

【今後の予定】
５月１５日 通常総会

(クレアこうのす)

税 務 ワンポイントアドバイス
多くの個人事業者の方は、平成２９年分の確定申告が終了し、ほっ
とされていることではないでしょうか。さらに納税についても既に
お済みの方は、スッキリされていることと思います。
さて、納税に関してですが、預貯金口座からの振替
納税を利用されている方は、振替日が所得税及び復興
特別所得税４月２０日(金)、消費税及び地方消費税４月
２５日(水)となっています。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。

税理士 小林保広

鴻巣市で
「こうのとり出産祝金支給事業」
が始まります！！
この事業は、子どもの出生を祝福、また、経済
的負担の軽減を目的として、子どもの出産に対し、
第１子及び第２子は２０，０００円、第３子以降は埼玉県
多子世帯応援クーポン事業の市町村任意事業とし
て５０，０００円の出産祝い金を支給するものです。
※出産祝い金は、鴻巣市商工会発行のお買い物券で支給されます。

この機会に、商工会お買い物券の取扱店に登録しましょう♪
参加金は、３，０００円（取扱店シール、約款、手引き、見本券、換金
依頼書をお渡しいたします。)詳しくは下記にお問い合わせください。
問合せ 鴻巣市商工会（TEL541-1008 FAX541-1071）

鴻巣ひなちゃんカードご加盟についてのお問い合わせは、
事務局（商工会内 TEL541-1008）
まで、お気軽にどうぞ。

無料

⑶

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・労働・税務相談会を毎月１回開催して
います。まずは、お気軽にご予約をお待ちしています。
対
象：鴻巣市商工会員
開 催 日：金 融・許認可→毎月第１火曜日
労 働・税 務→毎月第３火曜日
受付時間：午前１０時～午後３時３０分
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。
TEL 048-541-1008

商工会の会員を募集しております！
商工会にご加入いただける事業所をご紹介ください！

⑷
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事業報告（平成30年１月～３月）
新年賀詞交歓会 盛大に開催！
新年恒例の、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が平
成３０年１月１１日（木）、クレアこうのす大会議室において１４１名参加のもと
開催されました。
会場内は、原口鴻巣市長様をはじめ県議会議員様、市議会議員様、各
団体、町内会、企業等の方々にご参加いただき、年頭の挨拶を通じ親交
を深めました。

平成30 年₄月₁日

平成２９年度商工会の支援により経営革新の
（順不同）
承認を受けた企業を紹介します。
◆こじゃんと（お好み焼き） 鴻巣市本町3-2-19アオキハイツ1F
テーマ名：ランチタイムへの進出による新サービスの展開
◆リバーサイドおいかわ（花卉生産販売）鴻巣市屈巣130
テーマ名：生産者による季節の花の直売事業の実施
◆ワールド技研㈱（産業用電気機器器具製造） 鴻巣市箕田3448
テーマ名：た いせつなお別れ前のときをつくる「遺体安置
用冷蔵庫」の開発と販売
◆街活性室㈱（公共施設、イベント広告等の企画・運営） 鴻巣市逆川1-2-2
テーマ名：起業家の育成事業と事業承継マッチング事業へ
の多角化
◆武井板金（建築板金工事） 鴻巣市天神4-5-67
テーマ名：エンドユーザー向け屋根リフォーム事業の実施
◆㈱ブループライド（ハウスクリーニング） 鴻巣市原馬室4113-2
テーマ名：先進国レベルの衛生管理技術を取り入れた清掃
サービスの展開

彩の国ビジネスアリーナ２０１８
と き：１月２4日（水）～２５日（木）
ところ：さいたまスーパーアリーナ
広域的な取引・技術交流の促進、並びに新たなビジネスチャンス創出
の場を提供する県内最大級の展示会イベント「彩の国ビジネスアリーナ
2018」が開催されました。
鴻巣市商工会会員企業の
中から、㈱直徳、東成工業
㈱、 ㈲MBP JAPAN、 ㈱
NEWSエナジー、㈱ウェー
ブが単独ブースに出展、工
業部会ブースには、㈱ヒガ
シ、㈲佐々野製作所、㈱キ
ハラといった企業が出展
し、新たな販路拡大に向け
てPRを行いました。

現在公募中の補助金のご案内
◇平成29年度補正予算「小規模事業者持続化補助金」
本補助金は、小規模事業者が経営計画を作成し、その計画に沿っ
て取り組む販路開拓等の経費の一部を国が補助するものです。
◦公 募 期 間：平成30年３月９日(金)～平成30年５月18日(金)
◦対 象 者：全国の小規模事業者
◦補 助 率：補助対象経費の２／３以内
◦補助上限額：50万円
100万円(賃上げ、海外展開、買物弱者対策)
500万円(複数の事業者が連携した共同事業)
※公募要領、申請書、事業計画書等は、以下のページからダウンロー
ドしてください。
http://www.syokoukai.or.jp/s0003/030/20161025101827.html
（埼玉県商工会連合会）
◇平成29年度補正予算「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」
本補助金は、国際的な経済社会情勢の変化に対応し、足腰の強い
経済を構築するため、生産性向上に資する革新的サービス開発・試
作品開発・生産プロセスの改善を行うための中小企業・小規模事業
者の設備投資等の一部を支援することを目的とします。
◦公募期間：平成30年２月28日（水）～４月27日（金）
※公募要領、申請書、事業計画書等は、以下のページからダウンロー
ドしてください。
http://www.saikumi-29monozukuri.jp/
（埼玉県中小企業団体中央会）

◆㈱こころ（整骨院）鴻巣市箕田4191
テーマ名：子供若者向け新サービスの展開
「経営革新」計画は…
「経営革新計画」とは、経営の向上を目指して「新たな取り組
み」を実践するための事業計画です。自社の現状を分析し、目
標達成に向けて「いつ」
「誰が」
「何を」すべきなのかを明確にしま
す。計画書は、専門家のアドバイスを受けながら作成いたしま
す。
あなたの夢や想いを形にし、経営の革新に取り組みましょう！！

その他、事業報告
日

付

会場

参加人数

₁月₉日（火）～₁月10日（水） 商工会本所

77人

年 末 調 整 指 導 会 ₁月12日（金）

商工会吹上支所

17人

₁月12日（金）

商工会川里支所

10人

商工会本所

７５人

商工会吹上支所

３６人

決 算 指 導 会 ₂月19日（月）
₂月23日（金）

決算・納税指導会 ₂月28日（水）～₃月₁日（木） 商工会本所

１５０人

₃月6日（火）

１６人

商工会川里支所

許 認 可 相 談 会 10月～毎月第１火曜日

商工会本所

１人

金 融 相 談 会 10月～毎月第１火曜日

商工会本所

13人

税 務 相 談 会 10月～毎月第５火曜日

商工会本所

６人

労 務 相 談 会 10月～毎月第５火曜日

商工会本所

６人

新規採用（平成３０年４月１日付）
うち だ

じ ろう

内田次郎

記帳指導員

一日でも早く一人前になれるように精進して参ります。
よろしくお願いします。

編 集 後 記

春は、始まりの季節、一年のスター
トです。気持ちも新たに今年も商売繁
盛、企業発展を願いつつ、来年度、そ
して10年後へもバトンタッチできるように頑張りましょう。
「今日という日は、残りの人生の最初の日」これからが、人生
の本当の勝負が始まるつもりで・・・。

広報委員 久保田晴利

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！

