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イベントスケジュール

19日㈫ 労務・税務定例相談会
［会場］商工会本所

22日㈮ 通常総代会
［会場］市民活動センター

21日㈫ 労務・税務定例相談会
［会場］商工会本所

4日㈯

～　
5日㈰

 さくらまつり
［会場］〈鴻巣〉鴻巣公園
　　〈吹上〉鎌塚イベント広場
　　　　　 元荒川親水護岸周辺
　　〈川里〉あかぎ公園

22日㈬  理事会
［会場］商工会本所

21日㈫ 労務・税務定例相談会
［会場］商工会本所

12日㈫  金融・許認可相談会
［会場］商工会本所

7日㈫  金融・許認可相談会
［会場］商工会本所

2日㈫  金融・許認可相談会
［会場］商工会本所

3日㈬  理事会
［会場］商工会本所

7日㈫  金融・許認可相談会
［会場］商工会本所

14日㈰ 鴻巣夏まつり
［会場］中山道
　　 （加美交差点～深井二交差点）

16日㈫ 労務・税務定例相談会
［会場］商工会本所

16日㈯

～　
17日㈰

第10回こうのす花まつり
麦なでしこ・ポピーまつり
［会場］吹上会場

16日㈯

～　
24日㈰

第10回こうのす花まつり
ポピーまつり
［会場］馬室会場

30日㈯

～　
31日㈰

吹上夏まつり
［会場］中山道

4
月

5
月

5
月

6
月

7
月

現在公募中の補助金ご案内

　本補助金は、新製品・サービス開発や生産プロセス改善のための設備
投資の一部を補助し支援することを目的とします。

※公募要領、申請手続き等の詳細は以下のページへ。
○全国中小企業団体中央会
https://www.chuokai.or.jp/hotinfo/reiwamono-0326koubo20200310.html

◆令和元年度補正予算「ものづくり・商業・サービス補助金」

［補助上限額］  【一般型】1,000 万円
補助率１/２（小規模事業者２/３）

◆令和元年度補正予算「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。

［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］原則50万円 

［公募締切］〔第２回〕６月５日
　　　　　〔第３回〕10月２日
　　　　　〔第４回〕令和３年２月５日
※公募要領、申請手続き等の詳細は以下のページへ。
○埼玉県商工会連合会
http://www.syokoukai.or.jp/s0003/030/20161025101827.html

　葬祭業界大手企業に20年勤務後、独立し今年で創業７年目を迎え
る「風の里葬祭株式会社」。葬儀施行件数3,000件以上の経験を持つ厚
生労働省の認定ディレクターである代表が相談から葬儀・告別式まで
一貫して対応するため顧客満足度は高い。当社はリピーターや紹介で
の受注が売上の大半を占めているがそれでは限界があり、新規顧客の
獲得を必要としていた。そんな時、商工会から持続化補助金の案内があり、申請方法や事業計画書の作
成方法について個別相談等でアドバイスを受け、無事採択となった。今回の補助金を活用して設置した
看板の他、SNSを利用したPR等にも力を入れ、市内外からの問い合わせ件数が増加している。「今後も
地元地域の新規顧客開拓を中心にさらに積極的に取り組んでいきたい」と熱心なご意見を頂いている。

看板設置で認知度アップ

風の里葬祭株式会社
埼玉県鴻巣市人形２-1-６4
　  048-538-3314
　  24時間
　  不定休
営
休

℡

風の里葬祭
株式会社
様

「小規模事業者持続化補助金」採択へ
上限50万円まで補助が受けられる！

※中止となりました



◆会計・税務に関する相談　　◆確定申告書の作成
◆相続税に関する相談・申告　◆税務調査の立会

AFP（日本FP協会認定）
２級ファイナンシャル・プランニング技能士

青年部・女性部・活動NEWS

青年部 女性部
青年部員を募集中です

　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！

青年部新年会
　１月27日(月)、鴻巣市
市民活動センターにて青
年部新年会を開催致し
ました。

お正月寄せ植え講習会
12月14日(土)
花久の里にて開催

新年会
１月20日(月)
市民活動センター
にて開催

会員募集

　女性部では部員皆様の意見を取り入れて、様々な事業
を行っております。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。

税金の口座振替に関して
　新型コロナウイルスの感染拡大を受け、所得税及び消費税の確定申告
（個人事業者）の申告期限は４月16日（木）に延長となりましたが、既に申
告はお済みでしょうか。
　申告期限の延長とともに預貯金口座からの振替納税を利用されている
方については口座振替日も変更となりました。変更後の口座振替日は申
告所得税及び復興特別所得税が５月15日(金)、消費税及び地方消費税
が５月19日(火)となっております。申告期限同様、例年とは時期が異なり
ます。事前に預貯金口座の残高を確認し、残高不足にならないようにしま
しょう。残高不足等で振替ができない場合は、納期限の翌日から納付日ま
で延滞税がかかりますので、ご注意ください。　　　税理士　小林保広

税務

令和元年度 経営革新計画承認事業所と取組のご紹介

○事業所名 ○業種

梛の樹

㈱ビューザック

㈲サイド商会

武蔵屋

㈲樋口屋

岡村電気商会

萩原輪店

㈱大起理化工業

㈲野本歯科技工所

㈲関澤商店

㈲魚七

㈲育栄産業

Tanpy's

トキワロイ工業㈱

久良一

㈲大一米菓

㈱きんとうん

78coffee

㈲つけしん

○テーマ

製造・販売

研究開発・製造販売

小売業

表具業

小売業

小売業

小売業

製造・販売

医療業

製造・販売

鮮魚小売業

プラスティック着色加工

犬のしつけ、ペットホテル

製造業

飲食業

製造・販売小売業

卸売業

小売業

製造・販売小売業

洋菓子店におけるパン売上の拡大

高濃度成分配合の新商品開発および販売事業の開始

新しい顧客層開拓に向けた販売促進の強化

お客様の住まいへの満足を高めるプラスワン提案事業

『写真だけの成人式』『写真だけの婚礼』サービスの提供による『家族の思い出づくり』事業の展開

共働き世代に向けた夜間修理対応サービスの開始

電動バイク販売計画

メーカー機能と商社機能を活用した商品ラインナップの拡充と売上の拡大

ＣＡＤ／ＣＡＭ冠の自社一貫生産体制の構築でＱＣＤ向上事業

地元での販路開拓へむけて情報発信の改革

町の魚屋だからできるおもてなし事業

オンリーワンのカラーオーダーの小ロット受注の開始

トリミングサービスの開始による顧客満足度の向上

特定ニーズ顧客へのピンポイント対応による販路拡大を企画したWEBマーケティング展開

新商品開発による「めん工房」としてのブランド確立

無化調・グルテンフリーあられの製造販売事業

輸入代行と国内OEMによる取扱品目の拡大

店舗リノベーションによる喫茶、テイクアウト事業の開始

移動販売による「鴻巣の味」配達事業の展開

広　告
ワンポイント
アドバイス

事業所名

◇新規加入会員（敬称略） （R1.12～R2.2）

住　　所
サイクル カネハチ 鴻巣市本町3-14 清水　　清 自転車販売・修理
８ Season's 鴻巣市本町4-3-11 ベスト店舗101 中村　雄也 あげ焼きパン・タピオカ
カネキュウ  鴻巣市鴻巣1186-4 荒澤　久征 美容室への商品の納品
医）社団はやしだ産婦人科医院 鴻巣市鴻巣1005-2 林田　綾子 医療
いこいの村  鴻巣市栄町4-15 会田　年男 飲食店
㈱河野工務所 鴻巣市糠田1640 河野　博是 建設業
イースト トランスポート㈱ 鴻巣市笠原911-6 佐藤　正明 運送業
メットライフ生命保険㈱ 鴻巣市松原2-3-15 加藤　信之 生命保険
風の彩 水の音 鴻巣市松原3-6-46 加藤　正明 出張写真撮影・動画撮影・ドローン撮影
MEN'S HAIR SHIROTA 鴻巣市南2-10-26 代田　和之 美容院
きむらあどばんす㈱ 鴻巣市北根1008 木村　　崇 機能訓練持続型デイサービス
KOBADEN 鴻巣市人形2-1-23 小林　孝浩 電気工事
Bar Owl  鴻巣市本町3-7-7 山見　恭平 ショットバー
まるこペットクリニック 鴻巣市雷電1-3-49 丸木　画子 小動物の診療
株式会社 栗原商事 鴻巣市笠原2666-1 栗原　勝蔵 トラック仕入・販売
鯱苑焼肉  鴻巣市箕田4090 碓井　八郎 飲食店（焼肉）
餃子専門店 空 鴻巣市本町4-3-11ベスト店舗202 赤穂　　穣 飲食店（餃子）
JT熊谷支店（特別会員） 熊谷市桜木町1-1-1 田中　　健 たばこ製造・販売

代表者名 業　　種

　４月から中小企業でも始まる働き方改革への準備はお済みです
か？４月下旬より開催予定となっておりますので、お気軽にお申し込
みください。
●年次有給休暇の取得は？
●36協定の締結方法は？
●非正規労働者の処遇改善は？
●コロナウイルスによる時差出勤、雇用調整助成金とは？
など様々なお悩みを相談できます。
【会場】商工会本所
【日時】毎週水曜日14:00～16:00
【問い合わせ・申し込み】 TEL：541-1008

【活動報告】

令和2年4月27日(月)
第54回通常総会（鴻巣市市民活動センター）

【今後の予定】

【活動報告】

５月14日(木)　通常総会（クレアこうのす）
【今後の予定】

夏まつり
日程変更のお知らせ

　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。

◆金融・許認可・労働・税務
　定例相談会のお知らせ

今年度も
働き方改革無料相談会を開催します！

［対　象］
［開催日］ 

［受付時間］ 
［会　場］ 
［申し込み］

鴻巣市商工会員
金融・許認可→毎月第１火曜日
労働・税務　→毎月第３火曜日
10:00～15:30
商工会本所
お電話にて申し込み下さい。
TEL：541-1008

従業員レクリエーション開催のご案内

観光バスで行く「築地・浅草散策とホテルランチの旅」

　日帰り旅行でリフレッシュ！“東京ベイ舞浜ホテルファーストリゾート”の豪華
ビュッフェを堪能しましょう！

　令和２年度の夏まつりは、オリン
ピック・パラリンピックの関係で、日程
が変更されました。

日程：５月30日㈯・31日㈰
会場：中山道
※31日㈰のみ歩行者天国

吹上夏まつり

日程：６月14日㈰
会場：中山道 ※歩行者天国

鴻巣夏まつり

■期日：令和2年6月7日（日）*雨天決行
■費用：1名様　税込8,000円（1事業所2名まで）
■定員：先着90名
■申し込み：商工会窓口またはFAXにて受付
　　　　　（電話申し込み不可）

行程：鴻巣発（7:30）～築地場
外市場（散策）～東京ベイ舞浜
ホテル（昼食）～日の出桟橋（水
上バス）～浅草寺、仲見世通り
（散策）～鴻巣着（18:00予定）



◆会計・税務に関する相談　　◆確定申告書の作成
◆相続税に関する相談・申告　◆税務調査の立会

AFP（日本FP協会認定）
２級ファイナンシャル・プランニング技能士

青年部・女性部・活動NEWS

青年部 女性部
青年部員を募集中です

　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！

青年部新年会
　１月27日(月)、鴻巣市
市民活動センターにて青
年部新年会を開催致し
ました。

お正月寄せ植え講習会
12月14日(土)
花久の里にて開催

新年会
１月20日(月)
市民活動センター
にて開催

会員募集

　女性部では部員皆様の意見を取り入れて、様々な事業
を行っております。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。

税金の口座振替に関して
　新型コロナウイルスの感染拡大を受け、所得税及び消費税の確定申告
（個人事業者）の申告期限は４月16日（木）に延長となりましたが、既に申
告はお済みでしょうか。
　申告期限の延長とともに預貯金口座からの振替納税を利用されている
方については口座振替日も変更となりました。変更後の口座振替日は申
告所得税及び復興特別所得税が５月15日(金)、消費税及び地方消費税
が５月19日(火)となっております。申告期限同様、例年とは時期が異なり
ます。事前に預貯金口座の残高を確認し、残高不足にならないようにしま
しょう。残高不足等で振替ができない場合は、納期限の翌日から納付日ま
で延滞税がかかりますので、ご注意ください。　　　税理士　小林保広

税務

令和元年度 経営革新計画承認事業所と取組のご紹介

○事業所名 ○業種

梛の樹

㈱ビューザック

㈲サイド商会

武蔵屋

㈲樋口屋

岡村電気商会

萩原輪店

㈱大起理化工業

㈲野本歯科技工所

㈲関澤商店

㈲魚七

㈲育栄産業

Tanpy's

トキワロイ工業㈱

久良一

㈲大一米菓

㈱きんとうん

78coffee

㈲つけしん

○テーマ

製造・販売

研究開発・製造販売

小売業

表具業

小売業

小売業

小売業

製造・販売

医療業

製造・販売

鮮魚小売業

プラスティック着色加工

犬のしつけ、ペットホテル

製造業

飲食業

製造・販売小売業

卸売業

小売業

製造・販売小売業

洋菓子店におけるパン売上の拡大

高濃度成分配合の新商品開発および販売事業の開始

新しい顧客層開拓に向けた販売促進の強化

お客様の住まいへの満足を高めるプラスワン提案事業

『写真だけの成人式』『写真だけの婚礼』サービスの提供による『家族の思い出づくり』事業の展開

共働き世代に向けた夜間修理対応サービスの開始

電動バイク販売計画

メーカー機能と商社機能を活用した商品ラインナップの拡充と売上の拡大

ＣＡＤ／ＣＡＭ冠の自社一貫生産体制の構築でＱＣＤ向上事業

地元での販路開拓へむけて情報発信の改革

町の魚屋だからできるおもてなし事業

オンリーワンのカラーオーダーの小ロット受注の開始

トリミングサービスの開始による顧客満足度の向上

特定ニーズ顧客へのピンポイント対応による販路拡大を企画したWEBマーケティング展開

新商品開発による「めん工房」としてのブランド確立

無化調・グルテンフリーあられの製造販売事業

輸入代行と国内OEMによる取扱品目の拡大

店舗リノベーションによる喫茶、テイクアウト事業の開始

移動販売による「鴻巣の味」配達事業の展開

広　告
ワンポイント
アドバイス

事業所名

◇新規加入会員（敬称略） （R1.12～R2.2）

住　　所
サイクル カネハチ 鴻巣市本町3-14 清水　　清 自転車販売・修理
８ Season's 鴻巣市本町4-3-11 ベスト店舗101 中村　雄也 あげ焼きパン・タピオカ
カネキュウ  鴻巣市鴻巣1186-4 荒澤　久征 美容室への商品の納品
医）社団はやしだ産婦人科医院 鴻巣市鴻巣1005-2 林田　綾子 医療
いこいの村  鴻巣市栄町4-15 会田　年男 飲食店
㈱河野工務所 鴻巣市糠田1640 河野　博是 建設業
イースト トランスポート㈱ 鴻巣市笠原911-6 佐藤　正明 運送業
メットライフ生命保険㈱ 鴻巣市松原2-3-15 加藤　信之 生命保険
風の彩 水の音 鴻巣市松原3-6-46 加藤　正明 出張写真撮影・動画撮影・ドローン撮影
MEN'S HAIR SHIROTA 鴻巣市南2-10-26 代田　和之 美容院
きむらあどばんす㈱ 鴻巣市北根1008 木村　　崇 機能訓練持続型デイサービス
KOBADEN 鴻巣市人形2-1-23 小林　孝浩 電気工事
Bar Owl  鴻巣市本町3-7-7 山見　恭平 ショットバー
まるこペットクリニック 鴻巣市雷電1-3-49 丸木　画子 小動物の診療
株式会社 栗原商事 鴻巣市笠原2666-1 栗原　勝蔵 トラック仕入・販売
鯱苑焼肉  鴻巣市箕田4090 碓井　八郎 飲食店（焼肉）
餃子専門店 空 鴻巣市本町4-3-11ベスト店舗202 赤穂　　穣 飲食店（餃子）
JT熊谷支店（特別会員） 熊谷市桜木町1-1-1 田中　　健 たばこ製造・販売

代表者名 業　　種

　４月から中小企業でも始まる働き方改革への準備はお済みです
か？４月下旬より開催予定となっておりますので、お気軽にお申し込
みください。
●年次有給休暇の取得は？
●36協定の締結方法は？
●非正規労働者の処遇改善は？
●コロナウイルスによる時差出勤、雇用調整助成金とは？
など様々なお悩みを相談できます。
【会場】商工会本所
【日時】毎週水曜日14:00～16:00
【問い合わせ・申し込み】 TEL：541-1008

【活動報告】

令和2年4月27日(月)
第54回通常総会（鴻巣市市民活動センター）

【今後の予定】

【活動報告】

５月14日(木)　通常総会（クレアこうのす）
【今後の予定】

夏まつり
日程変更のお知らせ

　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。

◆金融・許認可・労働・税務
　定例相談会のお知らせ

今年度も
働き方改革無料相談会を開催します！

［対　象］
［開催日］ 

［受付時間］ 
［会　場］ 
［申し込み］

鴻巣市商工会員
金融・許認可→毎月第１火曜日
労働・税務　→毎月第３火曜日
10:00～15:30
商工会本所
お電話にて申し込み下さい。
TEL：541-1008

従業員レクリエーション開催のご案内

観光バスで行く「築地・浅草散策とホテルランチの旅」

　日帰り旅行でリフレッシュ！“東京ベイ舞浜ホテルファーストリゾート”の豪華
ビュッフェを堪能しましょう！

　令和２年度の夏まつりは、オリン
ピック・パラリンピックの関係で、日程
が変更されました。

日程：５月30日㈯・31日㈰
会場：中山道
※31日㈰のみ歩行者天国

吹上夏まつり

日程：６月14日㈰
会場：中山道 ※歩行者天国

鴻巣夏まつり

■期日：令和2年6月7日（日）*雨天決行
■費用：1名様　税込8,000円（1事業所2名まで）
■定員：先着90名
■申し込み：商工会窓口またはFAXにて受付
　　　　　（電話申し込み不可）

行程：鴻巣発（7:30）～築地場
外市場（散策）～東京ベイ舞浜
ホテル（昼食）～日の出桟橋（水
上バス）～浅草寺、仲見世通り
（散策）～鴻巣着（18:00予定）



編集
後記

鴻巣市商工会従業員
福利厚生事業の利用案内

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
ケットのご購入の際、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、東京ディズニーリゾート・オ

ンライン予約・購入サイト

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。

コーポレートプログラム利用券が
4/1より新しくなりました。

（チケットの受取方法）
鴻巣市商工会にて、年間１事業所５枚まで利用券の配
布を行っております。
●令和２年度分のお渡しは４月１日（水）から開始いたします。
●４月１日（水）より、ディズニーチケット料金の改定がございます。
詳細は下記ＵＲＬまたは右記ＱＲコードをご覧ください。
https://media2.tokyodisneyresort.jp/home/
tdr/news/release/20200130_2.pdf
○お気軽にお問い合わせください
　鴻巣市商工会  TEL：541-1008

共済制度のご案内

●商工貯蓄共済
　月額１口3,000円で「保障・貯蓄・低利な融資」を目的
とした商工会会員のための共済です。
●商工医療共済
　災害（事故）・病気による死亡、障害の保障に加えて、
災害（事故）・病気の入院、災害（事故）・病気の手術の
医療保障を目的とした商工会会員のための共済です。
●商工ガン共済
　ガンによる入院、手術、先進医療等の高額治療費の負担
軽減を目的とした商工会会員のための商工ガン共済です。
＊この共済の詳細・お問い合わせは担当 竹内、内田までご連絡ください。

　先日、政府から全国の小中高校に対し、新型コロ
ナウイルス感染症対策として、３月２日から春休み
まで臨時休校を行うよう発表があった。イベントは
自粛要請により、中止または延期を余儀なくされて
いる。小売店からはマスクや消毒薬が消え、さらに
トイレットペーパーも無くなろうとしている。本誌が
皆様のお手元に届くころには、この騒ぎも収束して
いることを願うばかりである。

（黒澤 章）

事業報告

年末調整指導会

決算指導会

決算・納税指導会

日　時 会　場 参加人数イベント名

1月9日㈭、10日㈮
1月14日㈫
1月16日㈭
2月17日㈪
2月20日㈭
2月27日㈭、28日㈮
3月3日㈫

　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、76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。
　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。

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15日（水）16日（木）
　　　受付時間10：00～11：30、13：00～15：30
［会場］ 鴻巣市商工会館

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16日（木）までにご提出下さい。
※提出に必要な書類については、3月下旬に労働保険委託事業主様
宛に郵送しております。

令和元年度の雇用保険料率から変更がない予定となっております。雇用
保険料率が決まりましたら、厚生労働省の以下のページでご案内します。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html

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。

［限度額］ 2,000万円　［利率］ 年1.21%（令和2年2月3日現在）
［融資期間］ 運転７年以内／設備10年以内

鴻巣ひなちゃんカード加盟店募集中！

マル経融資（小規模事業者経営改善資金融資制度）

労働保険委託事業主の皆様へ、年度更新に関する重要なお知らせ

商工会本所
商工会吹上支所
商工会川里支所
商工会本所
商工会吹上支所
商工会本所
商工会川里支所

70人
19人
14人
66人

消費税納税相談会 3月18日㈬ 商工会本所 24人

28人
125人
10人

厚生労働省から
のお知らせ 令和２年度の雇用保険料率について


