
新春カラー特別号
輝かしい新年を迎えて

鴻巣市商工会 会長　小林　忠司

事  業  予  定 ※都合によりイベント内容が変わることがあります。

と　き：平成３１年３月３１日（日）
ところ：鴻巣公園
内　容：約２００本の桜が鴻巣公園を囲み、商店直
売市・エアートランポリン・ステージショーなど
ご家族皆様で楽しめます。ぼんぼりの点灯により
夜桜見物にも最適です。

鴻巣さくらまつり
と　き：平成３１年３月３０日（土）・３１日（日）
ところ：  鎌塚イベント広場・元荒川親水護岸周辺
内　容：約５００本のソメイヨシノが元荒川親水護
岸の両側に咲き誇る。薄紅の花びらを散らす桜の
トンネルとその姿を映す穏やかな元荒川の流れが
生み出す幽玄の花見をお楽しみください。日中は
模擬店の出店やステージイベントも開催します。

吹上さくらまつり
と　き：平成３１年３月３１日（日）
ところ：あかぎ公園
内　容：約２００本の桜が咲き誇る中、ステージイベ
ントや大抽選会、ミニＳＬなどの催し物などを開
催します。

川里さくらまつり

１月～３月までの主な事業予定
金融・許認可相談会
１月８日（火）
会場：商工会本所

年末調整指導会
１月８日（火）・９日（水）
会場：商工会本所
１月１１日（金）
会場：商工会吹上支所
１月１５日（火）
会場：商工会川里支所

新年賀詞交歓会
１月１０日（木）
会場：鴻巣市市民活動センター
労務・税務定例相談会
１月１５日（火）
会場：商工会本所

売れる！ホームページ・
ランディングページ作成セミナー
１月２３日（水）
会場：鴻巣市市民活動センター彩の国ビジネスアリーナ２０１９

１月３０日（水）・３１日（木）
会場：さいたまスーパーアリーナ

鴻巣びっくりひな祭り２０１９
２月２０日（水）～３月１０日（日）
メイン会場
　エルミこうのす
サテライト会場（３月９日（土）まで）
　ひなの里
　花久の里
　パンジーハウス
　コスモスアリーナ
　吹上生涯学習センター

労務定例相談会
２月１９日（火）
会場：商工会本所

労務定例相談会
３月１９日（火）
会場：商工会本所

金融・許認可相談会
２月５日（火）
会場：商工会本所

金融・許認可相談会
３月５日（火）
会場：商工会本所

決算・納税指導会
２月２２日（金）
会場：商工会吹上支所
２月２8日（木）・３月１日（金）
会場：商工会本所
３月５日（火）
会場：商工会川里支所

鴻巣さくらまつり
３月３１日（日）
会場：鴻巣公園
川里さくらまつり
３月３１日（日）
会場：あかぎ公園

吹上さくらまつり
３月３０日（土）・３１日(日）
会場：鎌塚イベント広場・
　　　元荒川親水護岸周辺

１月

２月

３月

　明けましておめでとうございます。
　会員の皆様におかれましては、ご家族お揃いで健やかに新春をお迎
えのことと、お慶び申し上げます。また、昨年中は、商工会の諸事業
に対しまして、ご理解とご協力を賜り、心から感謝申し上げます。
　昨年を振り返りますと、世界的には、北朝鮮の核廃棄問題や中東諸国における諸問題、
米中間における貿易摩擦の問題等、様々な国際問題を抱え、今後の世界経済に与える影響
が懸念されたところでございました。また、国内では、大企業を中心とした景気の回復や
中国人を中心とする外国人観光客の増加による日本経済へのインバウンド効果等、日本全
体が経済や観光分野において活気に満ちてまいりました。今後も、東京オリンピック・パ
ラリンピックの開催まで継続的に進展するものと思われます。一方、大阪府や北海道では、
大地震による被害、７月の豪雨や台風襲来による被害が中国、四国地方を中心に発生し、
被災された方々にお見舞いを申し上げますとともに、一日も早い復興を願っております。
　さて、我が国の景気は、緩やかな回復基調が続いていると言われていますが、商工会員の多
くを占める中小・小規模事業者は、消費税の増税を控え、原材料費や人件費の高騰、人手不足、
後継者問題に直面し、経済の好循環が実感できない厳しい状況が続いております。
　このようなことから、商工会では、こうした環境を踏まえ、埼玉県や鴻巣市等の関係機
関と緊密に連携しながら、中小・小規模事業者の皆様が元気を取り戻し、ひいては地域が
元気になるよう、「地域応援宣言！ 地域から元気を」のキャッチフレーズのもと、機敏かつ
精力的に事業展開してまいりました。今後も、継続的に事業者の経営支援、事業承継、地
域振興に全力で取り組んでまいりますので、会員の皆様には、引き続きご支援・ご協力を
賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
　結びに、本年が皆様方にとりまして、大きな飛躍の年となることを衷心よりお祈り申し
上げ、年頭にあたっての挨拶とさせていただきます。

小林 忠司 商工会長
（箕田地区：県商工会連合会副会長）
中小企業振興功労として
旭日単光章を受章

成塚 常吉 総代
（田間宮地区：元埼玉県議会議員）
地方自治功労として
旭日双光章を受章

永年の尽力により受章されました。おめでとうございます。
平成３０年
秋の叙勲

謹んで新年をお祝い申し上げます。役職員一同、本年もどうぞ宜しくお願い致します！
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会員数（12 月 1 日現在）
　 鴻巣地区  1,214 件
　 吹上地区　 329 件
　 川里地区 　175 件
　 合　　計  1,718 件



鴻巣市商工会だより 平成 3 1 年₁月₁日

事　業　所　名 住　　　所 代表者名 業　　　種
カラオケ居ザック　夜ふかし 鴻巣市本町4-1-46 澤田久美子 カラオケ
梶山忠義 鴻巣市鴻巣4５3-7 梶山　忠義 デザイン制作
東日本旅客鉄道㈱北鴻巣駅 鴻巣市赤見台1-1 樋口　洋一 鉄道業
フィリップモリスジャパン㈱ 川越市藤間4０1-1 堀越　純一 紙巻きたばこ、加熱式たばこ
光の鳥 栃木県下野市上大領3２9-46 多田　　厚 たこ焼き、揚げ物類
緑川誠也税理士事務所 鴻巣市人形２-1-２3 緑川　誠也 税理士
森 貴昭 鴻巣市栄町6-8-２０1 森　　貴昭 太陽光電売
Tanpy's （タンピーズ） 鴻巣市小松4-２-1０-1０２ 中山　優雅 犬のようちえん・ペットホテル

埼玉県制度融資

日本政策金融公庫融資

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

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

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

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

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。

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。

※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。

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）

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。

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1.1%（信用保証なし年1.5%）
◆限度額：2,000万円

●限度額：2,000万円
●利率：年1.11%
　　　　（平成３０年１１月９日現在）

●融資期間：運転７年以内
　　　　　　設備10年以内

◆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( 　　　　　　　)

◆利　率：年1.3%
◆限度額：2,000万円

◆利　率：年1.3%
◆限度額：5,000万円

※利率は改定される場合があります。※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）

マル経融資（小規模事業者経営改善資金融資制度）

借換資金

小規模事業資金

経営あんしん資金

金　融　情　報

ワンポイントアドバイス税務

キャッシュレス時代
　中国73％、韓国96％が現金ではなくキャッシュ
レス、露店でのやりとりもスマホ決済です。ドイ
ツ16％、日本1５％の実情。
　19年1０月より消費税が1０％に改定、増税によ
る消費の落込み回避と選挙対策により、消費額
の５％還元を検討しています。対象となるのは、
現金でなくカード決済のみである。
　時代の波は動くまでは時間を要するが、動き
始めると速い。日光二荒山神社ではお賽銭をス
マホで支払う、正月孫へのお年玉もスマホに送
金する時代である。さて、お店のレジ対応は・・・？
　「桐一葉　落ちて　天下の秋を知る」
時代先見の名言なり。

埼玉県行政書士会
鴻巣支部長　中野 美春

ｅ-Taxがより便利に！
　所得税の還付申告については、今年も既に受
け付けが始まっていますが、ｅ-Taxの利用手続き
が１月から便利になったことをご存知でしょうか？ 
ｅ-Taxで申告する際、昨年まではマイナンバー
カードとICカードリーダライタが必要（マイナン
バーカード方式）でしたが、本年１月からは税務署
で職員と対面することによって、発行される①ID

（利用者識別番号）と②パスワード（暗証番号）が
あればｅ-Taxで申告できる「ID・パスワード方式」
が新たに導入されました。このID・パスワード方
式を利用すればマイナンバーカードやICカード
リーダライタを用意することなくパソコンやスマホ
から申告ができます。更に給与所得者（年末調整
済み）で医療費控除又はふるさと納税などの寄附
金控除を適用して申告する方は、スマホ専用画
面を利用することもできます。
　詳しくは国税庁ホームページなどで
ご確認ください。
税理士　小林保広

ワンポイントアドバイス許認可

　人気のディズニーリゾートの１,０００円
割引券を1事業所年間５枚まで無料配布
しています。

☆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!!
現在「サンクスフェスティバル」パスポート配布中！！
★コーポレートプログラムとも併用可能
すでにコーポレートプログラム利用券を5枚使用した事業
所もご利用いただけます。※ご利用期限1月7日～3月２０日

いま、鴻巣ひなちゃんカードは2月16日（土）～
3月15日（金）まで東京ディズニーリゾートご優待
イベント実施中！
● 満点カード12枚（4,800円相当分）または、
　満点カード7枚（2,800円相当分＋3,000円）で
　ディズニー1日パスポート券をプレゼント!!
鴻巣ひなちゃんカードご加盟についてのお尋ねは
事務局（商工会内 ☎541-1008）までお気軽にどうぞ。

東京ディズニーリゾート・
コーポレートプログラム

新規加入会員のご紹介（平成３０年９月～１１月）

ご加入いただきありがとうございました。（順不同・敬称略）

鴻巣ひなちゃんカード加盟店募集中！

2019年10月に予定されている消費税の増税について
　2019年の消費税率1０％への引き上げに合わせ数々の経済対策が予定されています。
　主なものとして低所得層へのプレミアム商品券、キャッシュレス対応時のポイント還元制度、商店
街の活性化など９項目が検討されています。
　今後、マスコミ発表をご注視ください、商工会としても情報を収集してまいります。

本年も、お買い物・ご飲食は市内のお店をご利用ください！
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青年部・女性部　活 動 N E W S

　1２月２3日（祝・日）市内3００名の子どもたちに「愛」「夢」「感動」を伝え
ることを目的に、青年部員がサンタクロースに扮して、プレゼントをお
届けしました。
　子どもたちの輝く目と笑顔を間近で感じることができ、今後の青年部
活動への励みとパワーをもらうことができました。

　平成29年分の「所得税及び復興特別所得税」又は「消費税及び地方消費
税」の確定申告書を、商工会・青色申告会による相談会場にて書面によ
り提出された方。

＊ 「確定申告書のお知らせ」とは、確定申告書の受付期間や納期限、予定納税額な
ど確定申告書の作成に必要事項を記載しているはがき又は通知書を言います。

＊ 「確定申告書のお知らせ」が送付される方には、申告書のほか青色申告決算書
や周知内訳書等も送付されません。国税庁のホームページから様式をダウン
ロードするか商工会の窓口にて様式をお受け取りください。　

＊ 決算納税相談会場にお越しになる際は必ず「確定申告書のお知らせ」をお持ちください。

「サンタが街にやってくる！」
を実施しました青年部 女性部

　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♪

1０月２1日(日)
チヂミ、コーヒー販売・休憩所

１月２8日（月）
新年懇親会開催

（市民活動センター）

　青年部では新入部員を募集しています。18歳から4５歳までの市内商工業
者及びその後継者が加入できます。花火大会やサンタクロースなどの事業
を通じて部員の資質向上に努めています。
　お問い合わせは、鴻巣市商工会またはお近くの青年部員まで！

青年部員を募集中です
今後の予定

　平成3０年4月1日より、鴻巣市「こうのとり出産祝金支給事業」が始まりま
した。それに伴い、「1,000円券」を新たに作成いたしました。取扱店様にお
きましては、取扱いにご注意いただきますようお願い申し上げます。
　商工会窓口での販売は、500円券のみとなっています。

　平成3０年1０月１日か
ら埼玉県最低賃金は
時間額898円（引上げ
額２7円）となりました。
埼玉県最低賃金は、県
内の事業場で働く全ての
労働者に適用されます。
　更に、平成3０年1２
月１日から５業種の特定

（産業別）最低賃金の時間額がそれぞれ、右記の表のとおり改正されました。
　詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室（☎０48－6００－6２０５）または最寄り
の労働基準監督署へお尋ねください。

　商工会では、一般消費者からの事業所紹介に対する問合せに際して、公
共的な立場から特定した事業所の紹介は行わず、ひな人形協会、料飲組合
等の団体代表者を紹介してきました。しかし、市内外より「おいしいお菓
子やさんはありますか？」、「リフォームしてくれる工務店ありますか？」、

「○○の部品加工ができる会社はありますか？」など、様々な問合せがあり
ます。そこで、本サービスの登録事業所の募集を行います。主旨をご理解
のうえ、問い合わせの際の紹介を希望される場合は、ご連絡をいただきま
すようお願いいたします。登録に際し費用はかかりません。
＜問合せ・申込先＞　
鴻巣市商工会　☎０48－５41－1００8

※「1,000円券」は、上下赤帯となっています。

ご案内：お買い物券の換金の期限は、記載し
てある有効期限から１ヶ月となっています！！

　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・許認可】毎月第１火曜日　【労働・税務】毎月第３火曜日
※ 平成31年２月及び３月は、定例税務相談会は実施いたしません。
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：お電話にてお申し込みください。☎０48－５41－1００8

金融・許認可・労働・税務 定例相談会のお知らせ

鴻巣市商工会お買い物券について

会員事業所紹介サービスについて

商工会の共済はいかがですか!

埼玉県の最低賃金改正のお知らせ

商工貯蓄共済…「保障」・「貯蓄」・「融資」３つの安心

商工医療共済…病気や怪我の入院・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

おおとりまつりに
参加しました

個人青色申告者について
平成30年分の確定申告書に代えて、

下記の方は「確定申告のお知らせ」が送付されます。

お知らせ

＊1口3,000円から加入できます。
資料の請求や加入のご希望の方は商工会事務局までご連絡ください。

家族や社員の万一のために、低掛金で保障や積立ができる共済に入りたい…

お知らせ

時間額 引上げ額 改正発効日

埼玉県最低賃金 ８９８円 ２７円 H30.10.1

特
定（
産
業
別
）最
低
賃
金

非鉄金属 ９２４円 ２０円

H30.12.1

電子部品 ９３０円 ２１円

輸送機械 ９３９円 ２１円

光学機械 ９３８円 ２１円

自動車小売 ９３６円 ２０円

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！
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鴻巣市商工会だより 平成 3 1 年₁月₁日

　平成最後のお正月を、健やかにお迎えのことと
お喜び申し上げます。
　さて、計画的改元は初めてのことと聞いています。
新元号の出立に向かい、残された４か月間を有意
義に過ごし、健やかに１０連休を迎えたいと思って
います。� 黒澤　章

事　業　報　告

事業名 日　時 場　所 参加人数

日商簿記検定試験
対策講座 ₉月２1日（金）～1０月3０日（火） 鴻巣市商工会本所 1０人

商業３団体合同
視察研修会 1０月２２日（月） 浅草　まるごとにっぽん

銀座　ＧＩＮＺＡ　ＳＩＸ 16人

定期健康診断 11月₁日（木）～11月3０日（金） 各医療機関 ２47人

かわさと
フェスティバル 11月11日（日） 川里中央公園・

川里農業研修センター 1２,０００人

珠算検定 11月18日（日） 鴻巣市商工会本所 64人

優良従業員表彰式 11月２０日（火） 鴻巣市商工会本所 ５５人

金融機関情報交換会 11月２7日（火） 大正家 ２1人

「飲食店経営支援セミナー」
～日本一わかりやすい！
飲食店成功への道～

11月２8日（水） 鴻巣市市民活動
センター ２０人

歳末大売出し 1２月₁日（土）～1２月２５日（火） 市内各店 ５1店舗

「女性のためのプチ起
業始め方セミナー」 1２月₇日（金） 鴻巣市市民活動

センター 1５人

「新規客が増え続ける
ＳＮＳビジネス活用セ
ミナー」

1２月1２日（水） 鴻巣市市民活動
センター 19人

「チラシ作りから学
ぶ！最強の営業・マー
ケティング戦略」

1２月２6日（水） 鴻巣市市民活動
センター

その他の事業報告

と　き：10月13日（土）
ところ：糠田運動場
　商工業の発展と子どもたちへ夢と希
望を与えたいという願いをこめた、鴻
巣市商工会青年部主催の第17回「こう
のす花火大会」が無事に開催されまし
た。1万5千発を超える打上花火が夜空
を飾り、ギネス世界記録を達成した４
尺玉に加え、３尺玉や尺玉300連発で
構成される「鳳凰乱舞」は圧巻で、60
万人のお客様を十分に堪能させること
ができました。

と　き：10月1９日（金）～２1日（日）
ところ：旧中山道　人形（深井２丁目交差点）
　　　　～加美（河野タイヤ前）
　本年は天候にも恵まれ、来場者数約
73,000人と多くのお客様に来場いただ
き「こうのとり伝説パレード」や中山
道各所で行われた「街頭パフォーマン
ス」をはじめ、さまざまなイベントが
晴天の下行われ、大変賑わいのある一
日となりました。

と　き：11月1５日（木）・ 1６日（金）・ 1７日（土）
　　　　後バル期間　11月1８日（日）～30日（金）
ところ：鴻巣市内
　今年で、5回目の街バル事業！新たにチケッ
ト2枚を組み合わせた、ゴールドメニューを作
成。イベント期間中はたくさんの方に楽しんで
いただきました。参加してくださった42店舗の
方々、ご協力ありがとうございました！

と　き：10月２７日（土） ・ ２８日（日）
ところ：コスモスアリーナ
　　　　駐車場及び周辺
　今回は、荒川水管橋施設見学及び市
民文化祭と同時開催。天候にも恵まれ、
多くの来場者がありました。ステージ・
花の摘みとりイベント等大変盛り上がりました。

と　き：10月1５日（月）
ところ：日光いろは坂、吹割の滝、
　　　　りんご狩り
　恒例の日帰り親睦旅行を実施しまし
た。今回は、車窓から日光いろは坂を
見学し、二荒山神社を参拝の後、吹割
の滝の散策、りんご狩りを楽しみまし
た。バスの中では、ビンゴゲームで親
睦と交流を深めました。

と　き：11月10日（土）～11日（日）
ところ：鴻巣市総合体育館
　今年度も産業祭を鴻巣市総合体育館にお
いて開催しました。
　当日は、商工業製品・農産物の展示販売
の他、大抽選会、ひな人形の絵付け体験コー
ナー、不動産・事業承継の無料相談コーナー、
親子の絆サイコロゲーム、さくまひできさ
んや美根ゆり香さんのステージショーなど
催し、大勢のお客様で賑わいました。

第17回こうのす花火大会

おおとりまつりが盛大に開催されました

幸のとりバルin鴻巣　PARTⅤ

鴻巣市産業祭を開催

編
集
後
記

電話番号のお掛け間違えにはお気を付けください！！
鴻巣市商工会本所　TEL 048-541-1008　FAX 048-541-1071
吹　上　支　所　TEL 048-548-0049　FAX 048-548-0069
川　里　支　所　TEL 048-569-1783　FAX 048-569-2144

　「経営革新計画」は、経営
の向上を目指して「新たな取
り組み」を行うための３～５
年の中期事業計画のことで
す。承認企業においては「金
融機関や取引先の信用が増
した」などの声も聞かれま
す。経営革新計画を作成し
てみませんか。

● 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できる。

● 目標が明確になるので、社員と目的意識の共有ができる。

「経営革新計画」は未来戦略を達成するための道しるべ！
商工会は、経営革新計画策定から実行まで、挑戦する企業を支援してまいります。

メリット

◦ 商工会の経営指導員が計画作成をお手伝いします。
◦ 必要に応じて専門家を派遣します。
◦ 承認後の実行に当たってフォローアップを行います。

従業員レクリエーション

第２０回　コスモスフェスティバル

一年の計は元旦にあり、経営革新計画を作成しませんか？！ご相談ください！！
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