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鴻巣市商工会の最新情報はこちら→
http://www.syokoukai.or.jp/kohnosu/

※おおとりまつり、コスモスフェスティバルの開催可否については、各運営・実行委員会の判断となります。

イベントスケジュール

15日㈫ 労務・税務定例相談会
［会場］商工会本所

1日㈫ 金融・許認可・事業承継　相談会
［会場］商工会本所

5日㈯ 創業セミナー
［会場］クレアこうのす

12日㈯ プチ起業・副業セミナー
［会場］クレアこうのす

6日㈫ 金融・許認可・事業承継　相談会
［会場］商工会本所

7日㈬ 理事会
［会場］商工会本所

24日㈯
25日㈰

コスモスフェスティバル（予定）
［会場］コスモスアリーナふきあげ

5日㈬  理事会
［会場］商工会本所

4日㈫ 金融・許認可・事業承継　相談会
［会場］商工会本所

18日㈫  労務・税務定例相談会
［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

7日㈫  許認可・事業承継　相談会
［会場］商工会本所

6日㈪

～　
10日㈮

 源泉納付指導会
［会場］商工会本所

18日㈰  おおとりまつり（予定）
［会場］中山道
　　 （加美交差点～深井二交差点）

20日㈫ 労務・税務定例相談会
［会場］商工会本所

7
月

8
月

8
月

9
月

10
月

　地元に根付いた事業所である「萩原輪店」。“何か新しい事業を
始めたい！”という思いはあるが、具体的に何をしたら良いかがわ
からないとご相談いただいた。専門家派遣制度を活用し、現状分析
をする中で、客層部分を再認識し、若手層・女性層に注目してもら
える商品を職員・専門家と一緒に考え、電動折り畳みバイクの取り
扱いを開始した。「いくつか考えていた選択肢の中から客観的視点
からアドバイスをいただけてありがたい」と後継者である萩原敬太
さん。今後は、経営計画に則り補助金の活用を考えている。

新規顧客獲得による売上アップ

萩原輪店
埼玉県鴻巣市本町8-5-17
　  048-541-5682
　  月曜定休
　  http://www5e.biglobe.ne.jp/~hagiwara/
休
HP

℡

萩原輪店
様

“商工会と経営革新計画の作成に取り組みました”

小規模事業者持続化補助金公募予定のご案内

　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。〈コロ
ナ特別対応型〉では、新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える
影響を乗り越えるために前向きな投資を行いながら販路開拓に取り
組む事業者への重点的な支援を図ります。

詳細は
http://www.syokoukai.or.jp/s0003/030/covid-19-jizokuka.html

◆令和２年度補正予算＜コロナ特別対応型＞◆令和元年度補正予算＜一般型＞
　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、事業再開枠10／10
［補助上限額］　50万円～200万円（事業再開枠含む）
　　　　　　　200万円～2000万円(複数の事業者が連携した
　　　　　　　共同事業)
［公 募 締 切］　［第３回］令和２年10月２日　［第４回］令和３年２月５日

［対 象 者］　全国の小規模事業者
［補 助 率］　補助対象経費の2／3～3／4（類型により異なります）、
　　　　　　　事業再開枠10／10
［補助上限額］　100万円～200万円（事業再開枠含む）
［公 募 締 切］　［第３回］令和２年８月７日　［第４回］令和２年10月２日詳細は

http://www.syokoukai.or.jp/s0003/030/20161025101827.html



令和２年７月より、
　　　　法務局にて遺言書を保管してくれます。
　公的機関なので紛失、改ざんのおそれを回避できる。
病気に備えての保険、「争続」の備えに遺言書、「私の子供達
に限って大丈夫・・・？」
　親として誰しもそう思う、また願いたい。されどここは現実
に目を向けてみよう。
現在の法律では、「死」と同時に相続は開始する。被相続人
の財産はこの「死」により法定相続分が各相続人の懐に入る
ことになる。一旦懐に入った財産をもう一度出させることは
至難の業である。
　入る前に分配しておく、これが遺言書の活用である。大海
原を航海する羅針盤として、残した財産をどのように処理す
るのか、これも親の責任の一部である。
「大変だな？」と思ったならお近くの行政書士に相談してく
ださい。

埼玉県行政書士会　鴻巣支部長　中野美春

「事業と暮らしの相談」

ワンポイント
アドバイス

新型コロナウイルス感染症の影響により、資金繰りでお困りの事業者の皆様には、
融資限度額を拡大した、より長期かつ低利の資金をご利用いただけます。

　会員向け金融・許認可・事業承継・労務・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・事業承継・労務・
　税務定例相談会のお知らせ

実施機関：国

実施機関：鴻巣市

新型コロナウイルス感染症に関する
各種給付金・助成金のご案内

持続化給付金

［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・事業承継→毎月第１火曜日
労務・税務　　　  →毎月第３火曜日
10:00～15:30
鴻巣市商工会本所
お電話にて申し込みください。
TEL：541-1008

コロナウイルス感染拡大により、ひと月の売上が前
年同月比で50％以上減少している事業者に対して、
事業全般に広く使える給付金を支給。
中小法人等：最大 200 万円
個人事業者等：最大 100 万円
電子（オンライン）申請、持続化給付金 HP にア
クセス
※申請用HP（http://jizokuka-kyufu.jp）
電話予約窓口　Tel　0570-077-866
平日、土日祝日ともに　9：00～ 18：00
※鴻巣市のサポート会場については、9月設置予
定となっております。詳細が決まり次第お知らせ
いたします。
現在、近隣では上尾市（会場コード：1108）、熊谷市（会
場コード：1104）にサポート会場が設置されており
ます。予約の際には、会場コードが必要となります。
それ以外のサポート会場については、持続化給付金
HPをご覧ください。
令和３年１月15日（金）
持続化給付金事業コールセンター
Tel 0120-115-570

［補助概要］

［助成金額］
［申請方法］

[申請サポート会場]

［申請期限］
［問い合わせ先］

雇用調整助成金
経済上の理由により、事
業活動の縮小を余儀なく
された事業主が労働者に
対して一時的に休業等を
行い、労働者の雇用維持
を図った場合に、休業手
当、賃金等の一部を国が
助成。
中小企業：最大 10/10　
対象労働者 1 日あたり上
限 15,000 円
電子（オンライン）申請、
郵便
ハローワーク大宮
　Tel 048-667-8609
ハローワーク行田
　Tel 048-556-3151

［補助概要］

［助成率（額）］

［申請方法］

［問い合わせ先］

★商工会では 7/21（火）、8/18（火）、社
会保険労務士による無料相談会を行い
ます。ご希望の方はお電話でご予約くだ
さい。
　※R2.6.12 時点

※上記施策内容は６月12日時点の情報です。今後、施策内容に変更がある場合があります。 R2.６.12

日本政策金融公庫種別

資金名 コロナウイルス
対策マル経 特別貸付

売上高が５％以上減少し
た事業所（最近１ヶ月の
売上高と前年または前々
年の同期を比較）

売上高が５％以上減少し
た事業所（最近１ヶ月の
売上高と前年または前々
年の同期を比較）
※実質３年間無利子

新型コロナウイルス感染症対応資金

（個人事業主）
売上高等が前年同月比で
５％以上減少

（小・中規模事業者）
売上高等が前年同月比で
５％以上減少

当初３年間：0.31％
４年目以降：1.21％

　※利子補給有

当初３年間：0.46％
４年目以降：1.36％

　※利子補給有

売上高△５％以上の方
当初３年間：0％
４年目以降 1.5％以内
保証料ゼロ

売上高△15％以上の方
当初３年間：0％
４年目以降 1.4％以内
保証料ゼロ

売上高△５％以上の方
金　 利：1.5％以内
保証料：0.425％

売上高△15％以上の方
当初３年間：0％
４年目以降 1.4％以内
保証料ゼロ

別枠 1,000 万円 3,000 万円 4,000 万円 4,000 万円

設備10年（うち据置4年）
運転 7 年（うち据置3年）

設備20年（うち据置5年）
運転15年（うち据置5年） 10年（うち据置 5年） 10年（うち据置 5年）

- - 必要 必要

対象

限度額

利率

返済期間

市発行の
認定書

埼玉県制度融資

コロナウイルス感染症に係る金融支援施策

事業継続緊急支援

小規模事業者等支援給付金
　市内事業者の事業継続を支

援するため、令和2年2月以降

の売上が前年同月比5%以上

減少した事業者に一律10万円

を支給する。

家賃等支援給付金
　令和 2 年 2 月以降の売上が

前年同月比5%以上減少した

事業者に、事業を維持するた

めの家賃（テナント料）を一律

5万円支給する。

　新型コロナウイルス関連の事業者向け給付金については、雑収入（所得税課税対象）となりますので、ご注意ください。
なお、消費税については非課税となります。

詳細・申請書ダウンロード：鴻巣市HP　http://www.city.kounosu.saitama.jp/
　　　　　　　　　　　　  ※申請書一式は商工会本所にもあります。
問い合わせ：鴻巣市　商工観光課　Tel　048-541-1321

【申請期限：令和２年７月31日（金）まで（当日消印有効）】

飲食店緊急支援

テイクアウト等事業支援補助金
　市内飲食業者がテイクアウトやデリバ
リー等の事業を実施するため必要な経
費について 5 万円を上限に補助する。

対象経費：持ち帰りや配達事業の実施
にあたり作成したチラシな
どの印刷費、容器等の購入
費、配達の燃料費等

「小規模事業者持続化補助金」採択事業者のご紹介

○事業所名 ○業種

㈲つけしん

日本総合技術研究所

Coreこうのすパソコン教室

㈲樋口屋京染店

㈲河野工務所

㈲和風レストランとき

ネクストワン不動産㈱

㈱ルート

○テーマ

飲食業

サービス業

サービス業

小売業

建築業

飲食業

不動産業

電気通信工事業

地元の生鮮食品や物産を紹介するアンテナショップのオープン

新規水系消毒剤のホームページ作成等による販路開拓

講座のコース分けとコマ数増しによる小学生向け講座の拡充

「写真だけの成人式」「写真だけの婚礼」サービスの提供

よりリアルな立体的３次元の提案のできる建築プランの創設等

多目的トイレへの改装による、介護施設や高齢者家族の獲得

看板・インターネットを利用した販路拡大戦略

強みを活かしたサービスの販路開拓と生産性の向上

〈
一
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型
〉

〈
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ナ
特
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対
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〉



令和２年７月より、
　　　　法務局にて遺言書を保管してくれます。
　公的機関なので紛失、改ざんのおそれを回避できる。
病気に備えての保険、「争続」の備えに遺言書、「私の子供達
に限って大丈夫・・・？」
　親として誰しもそう思う、また願いたい。されどここは現実
に目を向けてみよう。
現在の法律では、「死」と同時に相続は開始する。被相続人
の財産はこの「死」により法定相続分が各相続人の懐に入る
ことになる。一旦懐に入った財産をもう一度出させることは
至難の業である。
　入る前に分配しておく、これが遺言書の活用である。大海
原を航海する羅針盤として、残した財産をどのように処理す
るのか、これも親の責任の一部である。
「大変だな？」と思ったならお近くの行政書士に相談してく
ださい。

埼玉県行政書士会　鴻巣支部長　中野美春

「事業と暮らしの相談」

ワンポイント
アドバイス

新型コロナウイルス感染症の影響により、資金繰りでお困りの事業者の皆様には、
融資限度額を拡大した、より長期かつ低利の資金をご利用いただけます。

　会員向け金融・許認可・事業承継・労務・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・事業承継・労務・
　税務定例相談会のお知らせ

実施機関：国

実施機関：鴻巣市

新型コロナウイルス感染症に関する
各種給付金・助成金のご案内

持続化給付金

［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・事業承継→毎月第１火曜日
労務・税務　　　  →毎月第３火曜日
10:00～15:30
鴻巣市商工会本所
お電話にて申し込みください。
TEL：541-1008

コロナウイルス感染拡大により、ひと月の売上が前
年同月比で50％以上減少している事業者に対して、
事業全般に広く使える給付金を支給。
中小法人等：最大 200 万円
個人事業者等：最大 100 万円
電子（オンライン）申請、持続化給付金 HP にア
クセス
※申請用HP（http://jizokuka-kyufu.jp）
電話予約窓口　Tel　0570-077-866
平日、土日祝日ともに　9：00～ 18：00
※鴻巣市のサポート会場については、9月設置予
定となっております。詳細が決まり次第お知らせ
いたします。
現在、近隣では上尾市（会場コード：1108）、熊谷市（会
場コード：1104）にサポート会場が設置されており
ます。予約の際には、会場コードが必要となります。
それ以外のサポート会場については、持続化給付金
HPをご覧ください。
令和３年１月15日（金）
持続化給付金事業コールセンター
Tel 0120-115-570

［補助概要］

［助成金額］
［申請方法］

[申請サポート会場]

［申請期限］
［問い合わせ先］

雇用調整助成金
経済上の理由により、事
業活動の縮小を余儀なく
された事業主が労働者に
対して一時的に休業等を
行い、労働者の雇用維持
を図った場合に、休業手
当、賃金等の一部を国が
助成。
中小企業：最大 10/10　
対象労働者 1 日あたり上
限 15,000 円
電子（オンライン）申請、
郵便
ハローワーク大宮
　Tel 048-667-8609
ハローワーク行田
　Tel 048-556-3151

［補助概要］

［助成率（額）］

［申請方法］

［問い合わせ先］

★商工会では 7/21（火）、8/18（火）、社
会保険労務士による無料相談会を行い
ます。ご希望の方はお電話でご予約くだ
さい。
　※R2.6.12 時点

※上記施策内容は６月12日時点の情報です。今後、施策内容に変更がある場合があります。 R2.６.12

日本政策金融公庫種別

資金名 コロナウイルス
対策マル経 特別貸付

売上高が５％以上減少し
た事業所（最近１ヶ月の
売上高と前年または前々
年の同期を比較）

売上高が５％以上減少し
た事業所（最近１ヶ月の
売上高と前年または前々
年の同期を比較）
※実質３年間無利子

新型コロナウイルス感染症対応資金

（個人事業主）
売上高等が前年同月比で
５％以上減少

（小・中規模事業者）
売上高等が前年同月比で
５％以上減少

当初３年間：0.31％
４年目以降：1.21％

　※利子補給有

当初３年間：0.46％
４年目以降：1.36％

　※利子補給有

売上高△５％以上の方
当初３年間：0％
４年目以降 1.5％以内
保証料ゼロ

売上高△15％以上の方
当初３年間：0％
４年目以降 1.4％以内
保証料ゼロ

売上高△５％以上の方
金　 利：1.5％以内
保証料：0.425％

売上高△15％以上の方
当初３年間：0％
４年目以降 1.4％以内
保証料ゼロ

別枠 1,000 万円 3,000 万円 4,000 万円 4,000 万円

設備10年（うち据置4年）
運転 7 年（うち据置3年）

設備20年（うち据置5年）
運転15年（うち据置5年） 10年（うち据置 5年） 10年（うち据置 5年）

- - 必要 必要

対象

限度額

利率

返済期間

市発行の
認定書

埼玉県制度融資

コロナウイルス感染症に係る金融支援施策

事業継続緊急支援

小規模事業者等支援給付金
　市内事業者の事業継続を支

援するため、令和2年2月以降

の売上が前年同月比5%以上

減少した事業者に一律10万円

を支給する。

家賃等支援給付金
　令和 2 年 2 月以降の売上が

前年同月比5%以上減少した

事業者に、事業を維持するた

めの家賃（テナント料）を一律

5万円支給する。

　新型コロナウイルス関連の事業者向け給付金については、雑収入（所得税課税対象）となりますので、ご注意ください。
なお、消費税については非課税となります。

詳細・申請書ダウンロード：鴻巣市HP　http://www.city.kounosu.saitama.jp/
　　　　　　　　　　　　  ※申請書一式は商工会本所にもあります。
問い合わせ：鴻巣市　商工観光課　Tel　048-541-1321

【申請期限：令和２年７月31日（金）まで（当日消印有効）】

飲食店緊急支援

テイクアウト等事業支援補助金
　市内飲食業者がテイクアウトやデリバ
リー等の事業を実施するため必要な経
費について 5 万円を上限に補助する。

対象経費：持ち帰りや配達事業の実施
にあたり作成したチラシな
どの印刷費、容器等の購入
費、配達の燃料費等

「小規模事業者持続化補助金」採択事業者のご紹介

○事業所名 ○業種

㈲つけしん

日本総合技術研究所

Coreこうのすパソコン教室

㈲樋口屋京染店

㈲河野工務所

㈲和風レストランとき

ネクストワン不動産㈱

㈱ルート

○テーマ

飲食業

サービス業

サービス業

小売業

建築業

飲食業

不動産業

電気通信工事業

地元の生鮮食品や物産を紹介するアンテナショップのオープン

新規水系消毒剤のホームページ作成等による販路開拓

講座のコース分けとコマ数増しによる小学生向け講座の拡充

「写真だけの成人式」「写真だけの婚礼」サービスの提供

よりリアルな立体的３次元の提案のできる建築プランの創設等

多目的トイレへの改装による、介護施設や高齢者家族の獲得

看板・インターネットを利用した販路拡大戦略

強みを活かしたサービスの販路開拓と生産性の向上

〈
一
般
型
〉

〈
コ
ロ
ナ
特
別

　
　

 

対
応
型
〉



編集
後記

井上 和紀
経営指導員
支援課 主任 支援課 主幹

人事異動のお知らせ

ふかや市商工会へ出向
（令和２年７月１日付）

新井 日出志
経営指導員

ふかや市商工会より着任
（令和２年７月１日付）

　新型コロナ感染拡大のニュースが毎日流れて
いますが、一番の衝撃は知人からの小林会長の
訃報でした。思わず声が出てしまいました。この
時勢、身内での葬儀でしたのでご家族の承諾の
上、四十九日前に弔問させて頂き立派な遺影に
お会いさせて頂きました。長い間のご指導ありが
とうございました。　　　　　　　（松本 安永）

◆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

広　告

事業所名

◇新規加入会員（敬称略） （R2.４）

住　　所
なごみ治療院 鴻巣市人形2-2-100 岩倉　　史 はり・灸・マッサージ   
大澤設備  鴻巣市堤町17-13 大澤　征治 設備業、水廻り修理   
アイ・デンチャーラボ 鴻巣市上谷234-12 水留　健之 義歯製造業   
金子　彰五 鴻巣市吹上本町4-14-21 金子　彰五 不動産   
関　　宏幸 鴻巣市吹上富士見2-8-1-501 関　　宏幸 雑貨等小売   
新井ピアノ教室 鴻巣市滝馬室1309 新井　彩子 ピアノ教室   
リード運送　涌井 鴻巣市大間3-1-36-201 涌井　　浩 運送業   
AKITA ONE JAPAN（合） 鴻巣市赤見台2-2-27-101 ダニエル　ヒダヤット 旅行業   
河野　利夫 鴻巣市登戸658-2 河野　利夫 事務所・作業場の賃貸業   
宮地　陽三 鴻巣市大間3-15-4-201 宮地　陽三 運送業   
イノバース㈱ 鴻巣市稲荷町20-10 山内　康貴 通信商材   
朝見　立樹 鴻巣市屈巣4174-10 朝見　立樹 型枠大工

代表者名 業　　種

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71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 ☎541-1008）まで、お気軽にどうぞ。

商工会費口座振替のお知らせ
　令和２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22日、下半期分（10月～翌３月分）を11月24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６日、下期：12月７日
にお振り替えさせていただきます〕

　今年度の通常総代会は、国の「緊急事態宣言」の延長及び新型
コロナウイルスの感染拡大防止のため、去る５月22日（金）に鴻巣
市商工会館会議室において、当会として初めてとなる書面議決によ
り開催し、全議案について原案のとおり承認されました。
　今年度は、経営発達支援計画に基づき今まで以上に事業者に寄
り添った伴走型支援に取り組むとともに、新型コロナウイルスの影
響を受けている中小企業・小規模事業者にもきめ細やかな支援を
行い、地元企業の持続的発展と地域の振興発展の支えとなるよう
に努めてまいります。

本会　会長　小林忠司氏（享年78歳）が去る４月１７日、
ご逝去されました。謹んでご冥福をお祈りいたします。
会長代行について
　小林会長ご逝去により、副会長の府川昭男氏が鴻巣市
商工会定款第20条２項に基づき会長代行に就任いたし
ましたのでご報告いたします。

令和２年度 鴻巣市商工会通常総代会 令和２年度 収支予算書 （単位：円）

訃　報

科　　目
会　　費
県補助金
市補助金
全国連補助金
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

収
入
の
部

本年度予算額
23,000,000
45,385,700
72,615,000
600,000
1,110,000
1,850,000
3,593,000
11,120,000
399,728
1,000

6,925,572
166,600,000

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

支
出
の
部

本年度予算額

82,159,000

57,237,780

26,890,000

20,000

293,220

166,600,000


