
今 後 の 主 な 事 業 予 定 一 覧
金融・許認可相談会
１０月２日（火）　会場：鴻巣市商工会館

金融・許認可相談会
１１月６日（火）　会場：鴻巣市商工会館

かわさとフェスティバル
１１月１１日（日）
会場：川里中央公園・川里農業研修センター

珠算検定
１１月１8日（日）　会場：�鴻巣市商工会館

労務・税務定例相談会
１１月２０日（火）　会場：�鴻巣市商工会館

優良従業員表彰式
１１月２０日（火）　会場：鴻巣市商工会館

飲食店経営支援セミナー
１１月２8日（水）
会場：鴻巣市市民活動センター

歳末大売出し
１２月１日（土）～１２月２５日（火）

金融・許認可相談会
１２月４日（火）　　会場：鴻巣市商工会館

労務・税務定例相談会
１２月１8日（火）　　会場：鴻巣市商工会館

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

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

従業員レクリエーション
１０月１５日（月）
会場：�紅葉の日光いろは坂・吹割の滝・
　　　りんご狩り

労務・税務定例相談会
１０月１６日（火）　会場：�鴻巣市商工会館

商業３団体合同視察研修会
１０月２２日（月）
視察場所：浅草　まるごとにっぽん・銀座　GINZA�SIX

広域ビジネス商談会
１０月１６日（火）　会場：上尾市文化センター

おおとりまつり
１０月２１日（日）１２ ： ００～２０ ： ００（歩行者天国）

会場：中山道　人形～加美

コスモスフェスティバル
１０月２７日（土）・ ２8日（日）

会場：コスモスアリーナふきあげ周辺

こうのす花火大会
１０月１3日（土）　１8：００～

会場 ：荒川河川敷 ・糠田運動場

産業祭
１１月１０日（土）・ １１日（日）　会場 ：総合体育館

幸のとりバル PartⅤ（街バル）
１１月１５日（木）・ １６日（金）・ １７日（土）

地区懇談会　相生他地区
１１月１9日（月）

会場：あきやまドライブイン

金融機関との情報交換会
１１月２７日（火）

一日公庫相談会
１１月₆日（火）

１０：００～１２：００／１3：００～１６：００（最終受付　１５：3０）
会場：鴻巣市商工会館

決算説明会
１２月４日（火）　会場：クレアこうのす

原馬室・滝馬室地区懇談会
１１月９日（金）　会場：あたご公民館

女性プチ起業セミナー
１２月７日（金）

会場 ：鴻巣市市民活動センター

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 ：吹上支所　　
1月１５日（火）　会場 ：川里支所　　

労務・税務定例相談会
１月１５日（火）　会場 ：鴻巣市商工会館

産業祭

◦期間　１０月１９日（金）～２１日（日）
◦実施イベント等
１ フラワープレゼントセール
　期間：１０月１９日（金）～２１日（日）
　内容：�参加店で期間中に限りお買い物２，０００円以上のお客さまに、先着順で

花の小鉢１鉢をプレゼントします。（先着順・数に限りがあります。）
２ １０月２１日（日）のイベント
　①�歩行者天国（人形・深井２丁目交差点～加美・河野タイヤ前）　１２時～２０時
　②�オープニングセレモニー〔こうのとり伝説パレード〕（歩行者天国内：鴻神社～本部（埼玉信金前））
　③まとい振りとはしごのり（歩行者天国内５か所）
　④�街頭パフォーマンス（歩行者天国内５か所）
　⑤�屋台お囃子競演（歩行者天国（合同演奏）：本一地区、富永地区）
　⑥ひな市（歩行者天国�人形町内）�フリーマーケット・サンマまつり
　⑦老神温泉大蛇パレード（歩行者天国内）
　⑧その他

鴻巣おおとりまつり第２０回コスモスフェスティバル

かわさとフェスティバル2018

商業３団体合同視察研修会

主 な 事 業 予 定（平成３０年10月～平成３１年１月）

　近くには日本一長い真っ赤なアーチの水管橋、
遠くに秩父連山や富士山を一望する荒川河川敷に
咲き誇る、１，２００万本を超える色とりどりのコスモ
スをご満喫ください。ステージイベントや模擬店、
農産物の直売、フリーマーケット、コスモスの摘
み取り等、各種イベントが開催されます。さわや
かな秋の一日を、のんびりと楽しみませんか。

　地域市民団体による模擬店や楽しいゲームで会場
が賑わいます。花の直売、ステージショーなどイベ
ント目白押し!!�ミニSLは子どもたちに大人気。フ
リーマーケットも開催されます。お楽しみください。

　価値ある日本の文化を発信する浅草の商業施
設「まるごと日本」と、銀座のさらなる進化を引
き出す複合施設「GINZA�SIX」を商業３団体が合
同で視察します。

（鴻巣市商工会商業部会・鴻巣奉仕会・鴻巣市商店会連合会）

　地元商店による展示即売・工業製品の展示即売・
お楽しみ袋の販売、農業部門による農産物の展示販
売などイベント多数実施します。ぜひ、ご来場くだ
さい。１１日正午より式典と大抽選会が開催されます。

　今年も以下の通り「おおとりまつり」を開
催します。皆さま、奮ってご参加ください。

と　き：１１月１０日（土）・１１日（日）９時３０分～１５時３０分
ところ：鴻巣市立総合体育館

と　き：10月２７（土）・２８（日）　９時～１６時
ところ：コスモスアリーナふきあげ駐車場とその周辺
　　　　※ JR高崎線吹上駅南口とコスモスアリーナ間で、シャトルバスを運行します。
内　容：  コスモスの摘み取り、ステージイベント、模擬店、地元農産物の直売、
　　　　フリーマーケット、体力測定会等を実施します。
問合せ：  コスモスフェスティバル実行委員会事務局 鴻巣市商工会内 ☎541-1008

荒川水管橋見学会
日本一長い水管橋からコスモスを眺めましょう
と　き：１０月２７日（土）・２８日（日）　１０時～１５時
ところ：荒川左岸橋台（大芦地先）
内　容：２日間限定の荒川水管橋施設見学を行います。
問合せ：埼玉県企業局水道企画課　☎０４８-８３０-７０６４

平成３０年度 市民文化祭
と　き：１０月２６日（金）・２７日（土）・２８日（日）　９時～１６時
内　容： 作品展・秋の茶会・囲碁大会・芸能発表会・鴻響楽2018等
問合せ：鴻巣市教育委員会生涯学習課 ☎５４４－１２１６

と　き：１１月１１日（日）　９時～１５時
ところ：川里中央公園・川里農業研修センター
駐車場：約９００台
問合せ：かわさとフェスティバル実行委員会事務局
　　　　鴻巣市川里支所地域グループ ☎５６９－１１１１

と　き ： １０月２２日（月）
視察先：浅草　まるごとにっぽん、銀座　GINZA SIX
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同時開催

各商店会などでもイベントを実施！

幸のとりバル Part Ⅴ 開催 !!!
１０月１５日（月）より前売りチケット 2,５００円で販売開始♪ 詳しくは →　　　
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会員数（₈月₁日現在）
　 鴻巣地区  1,212 件
　 吹上地区　 330 件
　 川里地区 　175 件
　 合　　計  1,717 件
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新規加入会員のご紹介（平成3０年６月～平成3０年８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
G.ファイナル 鴻巣市東２-２-１7 野崎　和夫 広告用チラシ他印刷
めし屋ながさこ 鴻巣市本町5-２-１6 永廻　竜朗 和食
ユーイーサービス 鴻巣市宮前58９-7 牛嶋　慶輝 ガス工事業
㈲真中商店 川口市江戸袋１-１7-4１-8２１ 真中　順一 餃子・タン串焼き・オムそば
I

インディ

ndie 鴻巣市吹上本町２-１-3 東　　侑弥 ラーメン
埼玉県済生会なでしこ
メンタルクリニック 鴻巣市本町１-１-3　4階 白石　弘巳 精神科・診療内科

2F．美容室はじめました。 鴻巣市神明１-7-１　２F 山本　祐子 美容業・着付け・ネイル
㈱ビューザック 鴻巣市箕田１346-4 矢澤　雅行 医薬部外品・化粧品販売
たこ焼き　なべ三 春日部市中央１-２２-２２ 長嶺　祐太 たこ焼き、居酒屋
横浜家系ラーメンあかね家 鴻巣市下忍38２8-１ 細田　貴也 ラーメン
㈱大野商事 鴻巣市宮前663-２-２０１ 大野　浩一 業務冷蔵庫設置工事
ひるかわ内装 鴻巣市加美２-8-38 肥留川健一 内装業
合同会社　星

せ い

明
め い

企画 鴻巣市逆川１-２-１8 星　　一明 会計センター
原　則行 鴻巣市赤見台4-１２-１２ 原　　則行 不動産賃貸業
イオンクレジットサービス㈱
さいたま支社 さいたま市大宮区桜木町１-7-5 石田　修一 クレジットカードに係る

プロセシング事業
埼
さいこうの

鴻食堂 鴻巣市新宿２-１ 向山日出雄 キッチンカーによる移動販売

平成3０年１０月１日から
埼玉県の最低賃金が

に改定されました。

（２７円アップ）

　労働安全衛生規則では、従業員を１名以上雇用する事業
所については、年に１回以上の健康診断を従業員に実施し、
その診断結果を５年間保管することが定められています。
　本会では、以下の病院にて健康診断事業を実施いたしま
すので、この機会に受診されますようご案内申し上げます。

●飲食店経営支援セミナー
　開催日時　１１月２8日（水）　１4時～１7時
　会　　場　鴻巣市市民活動センター会議室Ｂ

●女性のためのプチ起業始め方セミナー
　開催日時　１２月₇日（金）　１０時～１２時
　会　　場　鴻巣市市民活動センター会議室Ｄ

●新規客が増え続けるＳＮＳビジネス活用セミナー
　開催日時　１２月１２日（水）　１4時～１7時
　会　　場　鴻巣市市民活動センター会議室Ｂ

●営業・マーケティングセミナー
　開催日時　１２月２6日（水）　１4時～１7時
　会　　場　鴻巣市市民活動センター会議室Ｂ

●売れる！ホームページ・ランディングページ作成セミナー
　開催日時　１月２3日（水）　１4時～１7時
　会　　場　鴻巣市市民活動センター会議室Ｂ

創業希望者・経営者の皆様方

　日本政策金融公庫�熊谷支店では、下記の日程で融資相談会を開催します。
皆様のご参加をお待ちしています。

「健康診断事業」のご案内

「鴻巣市商工会一日公庫」のご案内

実施日：１１月１日（木）～１１月3０日（金）
申込先：鴻巣市商工会へ申込書をご提出ください
　　　　（☎54１-１００8、 Fax54１-１０7１）

問合せ・申込み：鴻巣市商工会（☎54１-１００8）

日　時：１１月６日（火） １０時～１６時
会　場：鴻巣市商工会館
対象者：創業予定及び事業者の方
参加費：無料　※事前予約が必要です
鴻巣市商工会　☎５４１－１００８

８７１円から８９８円

埼玉県の最低賃金
改定のお知らせ

商工会費口座振替のお知らせ
　平成3０年度分下期会費について、１１月２２日（木）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。
〔＊川里地区会員の方で、口座の再登録がお済みでない方は、
下期：１２月５日（水）に振替させていただきます。〕

病院名 料　金

埼玉脳神経外科病院 7,500円（税別）　

こうのす共生病院 7,500円（税別）　

たけうちクリニック
一般�7,500円（税込み）

簡易�3,000円（税込み）

ＭＳＡエクセス　村越外科
一般�7,500円（税込み）

簡易�3,000円（税込み）

ヘリオス会病院 7,500円（税別）　

看板はお店の顔！ 安全点検しましょう。
お店の看板
大丈夫？

埼玉労働局からのお知らせ

　どんなに頑丈に作った看板でも、時間とともに劣化していきます。放置し続けると落下事故を
起こす危険も…！�設置後10年以上経過した看板は、必ず専門家の点検を受けるようにしましょう。

　一見、問題がないように見える看板でも、
部品が劣化し、強風・地震などで落下や倒
壊してしまう可能性があります。そうなら
ないために、所有者等には「埼玉県屋外広
告物条例」で管理が義務づけられています。

【問い合わせ先】埼玉県都市整備部田園都市づくり課（☎０48－83０－55２8）

設置した業者または専門知識を有する屋外広告業登録業者に相談しましょう。

業者選びに迷ったら、屋外広告業界の団体に相談してみてはいかがですか？

看板の安全点検は

埼玉県に登録されている屋外広告業事業者の名簿

埼玉県屋外広告業協同組合

http://www.pref.saitama.lg.jp/a1104/okugai-top/documents/touroku-meibo20180401.pdf

電話�０４８－５７２－２９４１　http://saikoukyou.jp/

傾き 腐食 剥がれ

　「働き方改革関連法」は、労働者の働き方改革を総合的に推進するため、長時間労働の是正
のための時間外労働の上限規制や年次有給休暇の取得促進、多様で柔軟な働き方の実現、正
規雇用と非正規雇用の間の不合理な待遇差の禁止等の措置を講ずるものです。
　すべての事業主の皆様には、早急に「働き方改革関連法」を知っていただき、早めの対応を
していただきますよう、お願いします。
　「働き方改革関連法」に関する相談先等については、埼玉労働局ホームページの「働き方改
革」のバナーからご覧ください。

「働き方」が変わります！！
2019年４月１日から「働き方改革関連法」が順次施行されます

　働き方改革の推進に向けた、労働時間管理のノウハウや賃金制度等の見直し、助成金の活用など、
労務管理に関する課題についてのご相談は、

「埼玉働き方改革推進支援センター」 ☎048-729-4420�をご利用ください。

事業主の
皆さま

埼玉労働局HP https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-roudoukyoku/

経営セミナー開催のご案内

第２０回コスモスフェスティバル開催！！ １０月２７日㈯・２８日㈰の２日間ステージイベント・
模擬店の出店等を実施。当日は２日間限定の荒川水管橋施設見学を行います。
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ワンポイントアドバイス税務

確定申告書の作成
　税金の確定申告には、所得税や相続税など様々な税目の確定申
告書がありますが、確定申告書の作成ができるのは、原則として
本人若しくは税理士となっています。仮に、知識があって確定申
告書の作成ができたとしても、報酬の有無に関わらず税理士資格
のない人に作成を依頼することはできません。�
　確定申告には、それぞれ申告期限が設けられています。ご自身
で作成する場合でも、税理士に依頼する場合であっても、申告期
限が迫ってから慌てることにならないよう、注意しましょう。�
� 税理士　小林保広

平成3１年・3２年度
建設工事請負等入札参加資格審査

　66自治体のいずれかに競争入札参加資格審査を希望する方は、
申請が必要です。
建設工事請負等とは、
１．建設工事の請負業務
２．建設工事に係る設計、調査及び測量の業務
３．道路、河川、苑地及び下水道の維持管理業務
＊申請受付期間
　更新申請　平成3０年１０月４日（木）から１１月９日（金）
　　　　　　※新規申請は受付終了
　※建設工事のみの申請は、平成3０年１０月４日（木）～１１月２２日（木）
＊参加資格の有効期間　平成3１年４月１日～平成33年３月3１日
＊申請方法
　「競争入札参加資格申請受付システムによる電子申請とともに、
申請書類は共同受付窓口（埼玉県総務部入札審査課）へ郵送で提出
� 埼玉県行政書士会　鴻巣支部長　中野　美春

ワンポイントアドバイス許認可

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、商工会に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あります。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８月１0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

◆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。

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

（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）

「サンタが街にやってくる！」
12月23日（日･祝）

ぜひ、ご参加ください！！

　商工会吹上支所は、４月３日より旧吹上図書館（鴻巣
市役所吹上支所第２棟）へ移転となっております。

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（☎548－００4９）。
　毎週火・木・金�9：30～15：30�開所しています。

商工会吹上支所の移転について 至 鴻巣

青年部・女性部　活 動 N E W S

　市内の子供たちに「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する事業です。

　女性部では、地域貢献事業のほかに、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♪

＜日帰り視察研修を行いました＞
８月２日(木)
東京タワー・増上寺・東京芝とうふ屋うかい

　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
火大会やサンタが街にやってくるなどの
事業を通じて地域振興に努めています。
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！

１０月２１日（日）　おおとりまつり参加（チヂミ販売、休憩所）今後の予定

青
年
部

女
性
部

　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（無料）。まずは、お気軽に。ご予約をお待ちしています。

　５店舗でのお買い物・ご飲食により、
もれなく100ポイントプレゼント！
　さらに、30名様に豪華賞品（5,000円相当）が
当たります！
　詳細は、加盟店の店頭ポスターをご覧ください。

鴻巣奉仕会事務局（商工会内）
☎５４１－１００８

開催期間：１０月６日（土）～１２月１６日（日）

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
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。
　　　　☎54１－１００8

金融・許認可・労働・税務
定例相談会のお知らせ

スタンプラリー実施中！

青年部員募集中！

鴻巣ひなちゃんカード６周年記念

かわさとフェスティバル２０１８開催　１１月１１日（日）９時～１５時
多彩なステージショー・農産物の直売や模擬店・楽しいイベントが盛りだくさん！
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鴻巣市商工会だより 平成 3 0 年 10 月₁日

事業報告（平成３０年４月～６月）

ワンポイントアドバイス

ひと・街の幸せつなぐ

『幸のとりバル PartⅤ』 開催決定!!

●開催期間　１１月１5日（木）～１7日（土）
　　　　　　＊チケットの利用期限は、11月30日（金）まで
●参 加 店　決定次第、商工会ホームページ等でお知らせします。
●チケット価格　前売り２，5００円（１０月１5日～）・当日２，8００円（１１月１5日～）
　　　　　　チケットは１,１００部作成、完売次第終了です。

　今回より、チケット2枚(1,400円分)を組み合わせた、ゴールドメニュー
を提供する参加店もあります。奮ってご参加ください!!
　チケットの販売場所等、詳しくは、商工会ホームページまたは右のQRコー
ドを読み取りください♪

街バル参加店を対象にした「スタンプラリー」を同時開催！
　街バルまたは後バル期間中に８店舗異なる参加店で飲食・買い物をし、応募資格をゲット！
抽選で10名様に商工会お買い物券3,000円分をプレゼントします！！
※スタンプラリーは、街バルチケット購入者のみ参加できます。
※街バルチケットを利用しなくても、飲食・買い物をすればスタンプを押印します。

●お問い合わせ　平日の９時～１7時に商工会まで　☎541-1008

　「街バル」とは、地域の飲食店、物販店を食べ歩き
ショッピングするイベントです。
※参加には、バルチケットの事前購入が必要です。

事業報告（平成３０年７月～９月）

７月７日（土）～９日（月）
（歩行者天国は７月８日）

　百有余年の歴史と伝
統を誇る、夏まつりみ
こし渡御（町内12基）が
加美町より人形町まで
約３kmに渡る中山道歩
行者天国を練り歩き、
多くの見物客で賑わい
ました。

７月４日（水）～９月５日（水）（全５回）
会場：鴻巣市市民活動センター

　５商工団体が連携し、開業を目指す方、
創業後間もない方等を対象にセミナーを行
いました。21名の参加があり、創業に関す
る手続きから各参加者の今後のビジネスプ
ラン作成・発表まで行い、事業運営に関す
るノウハウを学ぶ場として活用されました。

鴻巣夏まつり

「私にもできるビジネスがある」
創業セミナー2018を開催

源泉納付指導会

７月１５日（日）
会場： 旧中山道、吹上

神社境内地
　吹上地区旧中山道に
おいて、吹上夏まつり
が開催されました。
　商工ビアガーデンも
吹上神社境内にて開催
され、ステージイベン
ト、模擬店等、当日は
多くの来場者で賑わい
ました。

商工会本所：5９人

吹上支所：１4人
川里支所：　3人

吹上夏まつり・商工ビアガーデン

　年４回発行の商工会だよりも、
今年最後の号となりました。時間
の過ぎるのを早く感じていたら、
NHK『チコちゃんに叱られる！』

で「人生にトキメキがなくなったから」「トキメキが少ないと過
ぎた時間を短かったと感じる」という説を紹介していました。そ
うであるならば、会員の皆様も商工会活動に参加して、新たな出
会い・発見を通じて、心が動くトキメキを大いに感じて、人生豊
かに過ごしませんか？� 福島日出男

編 集 後 記

　商工会では、全会員事業所（８月１日現在
1,717件）に向けてのお知らせ文書配送に際
し、会員企業の皆様の広告チラシを同封し
て配送するサービスを行っています。
　企業のＰＲに同封サービスをご利用くだ
さいますようご案内申し上げます。

今年中のご利用を検討されている方は
１０月中旬までにご連絡をお願いします。

Ｂ５・Ａ４サイズ：８円（消費税別）
Ｂ４・Ａ３サイズ（二つ折り）：１０円（消費税別）

【例：Ａ４サイズの場合】
　１，７１７件�×�８円�×�１．０８（税）�=�1４，８３４円
　（会員数：8月1日現在）�※会員数によって金額が異なります。
☆�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、公序良俗に反するもの等は対象といたしません。

平成3０年１０月１日付
渡邊　恵子　指導課主任　経営指導員

（前任：記帳指導職員）

平成3０年９月3０日付
加藤　潤一　次長
退職

人事異動のお知らせ

７月６日（金）

７月１０日（火）

　「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。

H
appy bird BARU in Konosu

パー
ト

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。

チラシ同封サービス
のご案内

サイズ及び料金

商工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！

⑷　第 1 1 0 号


