
１　 労働条件
　　 従業員が働く際のあらゆる条件をいいます。具体的には以下の事項が該当します。
①賃金　②労働時間　③休日　④休暇　⑤福利厚生　⑥休業制度　⑦能力開発
⑧定年　⑨安全衛生　⑩勤務場所
２　 労働条件の説明義務…労働契約締結時に明示しなければならない労働条件
①労働契約の期間　②労働期間の定めがある契約を更新する場合の基準　③就業場所
と業務内容　④始業と終業の時刻、残業の有無、休憩時間、休日・休暇、交代制の有無）　
⑤賃金の決定、計算方法、支払い方法、締切、支払日　⑥退職に関する事項　⑦臨時
に支払う賃金、退職手当の決定など
３　 労働条件の書面交付義務
①労働基準法で上記２の①から⑥までは書面で明示すると規定されています。　②パー
ト・アルバイトは上記①の他に「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」、「相
談窓口」 について、文書の交付により明示することが義務付けられています。
４　 就業規則
就業規則は①従業員が仕事をしていく上で守らなければならないルール、例えば午前
9 時から仕事を開始してください。遅れたら遅刻となりますとか ( 服務規律）②従業員
が仕事をしていく上でどのような条件なのか、例えば 1 ヶ月の給料は 20 万円を支払
うとか ( 労働条件）の①と②の 2 項目を網羅した事業所の謂わば憲法のようなものです。
５　 就業規則の届け出
終業規則を作成したら、10 人以上の従業員がいる事業主は従業員の代表の意見書を添
付し、労働基準監督署に届けでないと効力が発生しません。
６　 残業
各事業所で決められた就労時間を超えて仕事をした場合に残業といいます。その残業
が 8 時間以内の場合は法内残業、8 時間を超える残業が法定残業といいます。ここで
いう残業の上限時間とは法定残業のことを示します。
７　 時間外労働に関する届出書
所定の書式があり、従業員の代表の捺印をもらい、労働基準監督署に届けないと残業
はさせられません。
８　 割増賃金
① 1 日 8 時間を超えて残業させた場合は通常賃金に２５％を上乗せしなければなりま
せん。②さらに上記①で 22 時から 5 時までの残業は５０％を上乗せしなければなり
ません。
９　 残業をさせられる時間数
特別な場合を除き、1 か月 45 時間、1 年間 360 時間までしか残業をさせられません。
10　年次有給休暇
①入社６か月を経過し、その間出勤すべき日数の８割以上出勤していると法律で年次
有給休暇が原則１０日発生します。パート・アルバイトも契約内容により発生する日
数は異なりますが、発生します。
11　年次有給休暇の日数

パートアルバイトは一週 1 日の契約でも年次有給休暇は発生します。10 日以上発生す
るのは、1 週 4 日の契約で 3.5 年、1 週 3 日の契約で 5.5 年を経過した場合です。
１、主な改正内容と施行時期

※その他、全部で９項目あります。
２、罰則
①残業時間の上限を守らなかった場合は６ヶ月以下の懲役または３０万円以下の罰金
②年次有給休暇を５日取得させなかった場合は３０万円以下の罰金

まずはここから

次に残業について

最後に年次有給休暇について

果結容内クッェチ

果結容内クッェチ

果結容内クッェチ

正社員（　　　人）
パート・アルバイト（　　）人

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ

NO
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4

従業員を１人以上雇用してますか？

従業員を何人雇用してますか？

労働条件を従業員に説明していますか？

就業規則は作成していますか？

残業をさせている場合は
【時間外労働に関する届出書】
作成していますか？

えいい　・　いは残業をさせていますか？

はい　・　いいえ

【時間外労働に関する届出書】を
労働基準監督署に提出していますか？

残業手当は通常給与より割増して
支払っていますか？

）位間時　　　　　（最も多く残業している従業員は
月間何時間ですか？

入社して６か月以上使っている
従業員はいますか？

正社員に
年次有給休暇を与えていますか？

パート・アルバイトにも
年次有給休暇を与えていますか？

NO

NO

1

2

3

4

5

1
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3

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ

働き方改革 会員の皆様
チェックしてみましょう！

　5 月 23 日、小川町立中央公民館にて第 59 回通常総代会が
開催されました。松岡良治会長の挨拶の後、議長に小林幸雄理
事を選任し、前年度の事業報告及
び収支決算や、本年度の事業計画
及び収支予算が可決承認されました。
　また業務委託料の変更に伴う運
営規約の一部変更や青年部部長の
改選に伴う役員の一部改選も可決
承認されました。

　昨年 12 月 11 日の臨時総代会
にて承認された計画に基づき３月
末に移転しました。小川町役場南
側にある新事務所には、お客様用
駐車場 2 台をご用意しております。
お車でお越しの際はご利用くださ
い。

　会員企業に 10 年以上に亘
り勤務され、企業の発展と
地域産業の振興に貢献され
た従業員の功績を称える永
年勤続優良従業員表彰式を
総代会と同日に開催し、３ 
名の方が受賞されました。

　全国商工会連合会主催
の珠算検定１級という超
難関試験を見事突破 !!

受賞された ㈱大塚紙店 梅澤 亮介 氏

合格された松本珠算塾 竹澤ほのか さん

「いいえ」が沢山ある方や、労務管理・働き方改革について不安や気が
かり、不明なことがある方は、是非商工会にお気軽にご連絡ください

◆第 59 回通常総代会が開催されました！ ◆勤続優良従業員３名が表彰されました！

◆商工会珠算検定１級合格者ご紹介
◆新事務所での業務を開始しました
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残業時間の上限規制

年５日の年次有給休暇の取得

労働時間の客観的な把握

同一労働同一賃金

大企業

2019 年 4 月 1 日
2019 年 4 月 1 日

2019 年 4 月 1 日

2020 年 4 月 1 日

施行時期
改正事項 罰則

○
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高
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高

優先度
中小企業

2020 年 4 月 1 日
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　皆様が求められる融資案件は、それぞれの
使途により様々な資金があります。埼玉県の

中小企業制度融資や、日本政策金融公庫の融資などがあります。こちら
では資金繰り相談の際に必要な基礎的項目を記載いたします。
運転資金と設備資金の違いとは？
⇒運転資金…減価償却をしない資産の取得や、資産計上しない経費の支
　　　　　　払い等に必要な資金。上限額を直近決算額の年商の３か月
　　　　　　分を目安とする資金もあります。
⇒設備資金…原則、会計処理上、資産計上をし、減価償却を行う備品・
　　　　　　設備・機械等への資金。減価償却期間が返済期間等になる
　　　　　　ことが多く、上限額も運転資金より高く設定されています。
金融機関から融資が決定するにはどのような準備が必要か？
⇒創業前、創業まもない方…制度融資申込書、創業計画書、印鑑証明、
　　　　　経歴書、登記事項証明書、見積書の写し ( 設備資金の場合 )、
　　　　　許認可証の写しなど
⇒事業を営んでいる方…制度融資申込書、過去２期分の決算書、印鑑証
　　　　　明、納税証明、登記事項証明書、見積書の写し ( 設備資金の
　　　　　場合 )、許認可証の写しなど
資金繰り表とは？
⇒毎日・毎週・毎月の現金の収入／支出の流れを比べ、その時々の状況
を把握するための表。融資審査において、運転資金調達の必要性／必要
時期を金融機関に説明するために用いられる資料となります。簡易的な
作成ツールも多々あります。
担保・保証とは？
⇒物的担保と人的担保…資金提供側（債権者）が、資金（債権）を、借
りた側（主債務者）が返済が不可能となった際に、モノから優先的に回
収するための「物的担保」といい、人から優先的に回収していくための

「人的担保」の二種類に大きく分かれます。　　　　ご相談は商工会へ

　一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人につい
て、所得金額の計算などで有利な取扱いが受けられる「青色申告」の制
度があります。
〇青色申告の申請手続
　新たに青色申告の申請をする人は、その年の 3 月 15 日までに「青色
申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出します。※新規開業な
どでは取扱いが異なります。
〇主な青色申告の特典
・青色申告特別控除
　一定水準の記帳に基づいて作成した貸借対照表・損益計算書を、確定
　申告書とともに申告期限内に提出する場合、最高 65 万円の控除を受
　けることができます（それ以外の青色申告者は最高 10 万円）。
・青色事業専従者給与
　青色申告者の事業に専従する「生計を一にする家族」に支払った給与
　は、事前提出の届出書に記載した金額の範囲内で、経費算入すること
　ができます。
・純損失の繰越しと繰戻し純損失が生じた時、その損失額を翌年以後 3 
　年間に渡って繰り越して、各年分の所得金額から控除できます。

　適用の詳細な条件などについては、以下のホームページをご参照いた
だくか、商工会までお問い合わせください。

（参考）国税庁ＨＰ：
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm

　定期健診は、労働安全衛生法で実施が義務付けられおります。働き方
改革で長時間労働の是正が問われる中、健康診断は従業員の健康管理
の基本とも言え、重要性がさらに増しています。
この機会に是非、受診ください。
　　会　場：小川町中央公民館１階
　　日　時：８月２８日 ( 水 ) 
　　　　　　９時３０ 分～ 1 ５時３０ 分
　　申込み：別紙お申込書をご参照、
　　　　　　ご記入されご返信ください

　小川町商工会は年 3 回（6 月・10 月・1 月）会報「おがわまち商工
会だより」を事業案内とともに全会員様宛に配送しています。
　会員企業のビジネスチャンス拡大に資することを目的として、会員企
業の事業広告を同封して配送するサービスを開始します。ぜひともご活
用ください！

※ 詳細については商工会にお問い合せください。

◎保証と連帯保証の違い…主債務者の支払が滞ったときにはじめて
　債権者が保証人に返済を請求できるかどうかです。
　保証だと、原則主債務者の支払が滞ったときに支払い義務が発生
　するのに対し、連帯保証では、原則主債務者の支払状況に係わら
　ず、債権者より請求を受けた場合、支払いをする義務があります。

商工会では、小規模事業者（個人事業に限る）の記帳事務の省力化
などを目的に、コンピュータによる記帳代行を行っています。元帳
作成などの記帳業務を商工会がお手伝いします。

《小川町商工会手数料目安》月額 ３，０００円～
（手数料は内容・作業量により異なりますのでお問い合わせください）。

　厚生労働省からの認可を受け、労働保険料の納付や雇用保険の諸
手続き（入退社時の手続き等）を事業主に代わって行うことができ
る組合のことです。小川町商工会も認可を受けており、年間で
３，０００円から１０，０００円の事務組合手数料で受託しています。

労働保険事務は商工会にお任せ !!

所得税の青色申告制度とは？

健康診断を実施します

広告チラシ同封サービス ＜ DM サービス＞

商工会が新しいサービス開始 !

Ｑ：従業員（雇用保険被保険者）が今年の８月で６５歳になるのです
　　が、８月給与から雇用保険料を天引きしなくてよいのですか？

Ａ：雇用保険料免除対象高年齢労働者とは、毎年４月１日時点で満６４
　　歳以上になっている被保険者のことを言い、労使ともに雇用保険料
　　は免除されます。そのため、その方は今年の４月には既に６４歳に
　　なっているので、４月の給与から天引きしなくて大丈夫です。
　　（もし、既に天引きしている場合は、
　　　ご本人にお戻し下さい。）

　参考までに、今年度から免除となる方
の年齢は昭和２９年 4 月 2 日～昭和３０ 
年 4 月 1 日に生まれた方となります。
　
　ただし、令和２年度からはこの免除制
度が廃止されるため、来年度は上記の方
であっても労働保険料を支払う必要があ
ります。

65歳以上の従業員を
雇用している方へ !!

金融支援税務支援

労務支援



商工会費口座振替のお知らせ
商工会費の口座振替は６月１８日（火）となります。
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小規模企業共済が皆さんに支持される理由
小規模事業者（商業・サービス業…従業員５名以内、製造業・建設業等
…従業員２０名以内）
の方が加入できる退職金制度は小川町でも多くの方が加入しております。
理由その１：掛金全額が所得控除になるため節税できます。
理由その２：運用利率１％なので、預貯金よりお得！
理由その３：毎月の掛金（1,000 円～ 70,000 円）が、経営状況等に
　　　　　　より途中で増減できること
理由その４：退職金として受け取る際の控除額が大きく、それほど所得
　　　　　　税がかからないこと
理由その５：廃業しなくても、退職金を受け取ることが可能（但し、
　　　　　　１５年以上加入して６５歳以上になっていること）
その他にもメリットはたくさんあります。興味のある方は商工会にご相
談下さい！

とも接骨院

curry & noble 強い女

関　勇

カフェ　レイラ

Happiest

RYUGU  DINER

小川暮らしの茄子おやじ

事業所

吉田　知恵

鈴木　賢人

関　　　勇

松本　　肇

杉田みのり

宮下　龍平

阿部　孝明

代表者名

小川町上横田 931－5

小川町大塚 171－7

小川町大塚

小川町木部 73－5

小川町笠原 101

小川町小川 91－1

小川町小川 110－1

平成３１年１月１日～
　令和元年５月３１日

住　所

サービス

飲食

サービス

飲食

サービス

飲食

飲食

業　種

小規模企業共済 員 紹 介会新

　令和元年５月９日（木）に小川町商工会女性部通常総会
が行われ、新年度事業がスタートしました。

・商工会の会員（法人ではその役員）若しくはその配偶者。
・商工会の会員の親族であって、その事業に従事している
　女性の方。

開催年月 事業内容

６月

令和元年

７月

９月

１０月

１１月

第２回役員会

講習会

全国商工会女性部連合会　おもてなし交流事業

献血（ライオンズ・青年部共催）

小川町七夕まつり事業協力

県内視察研修

第３回役員会

クリーン事業

空き缶回収事業

献血（ライオンズ・青年部共催）

商工祭　事業協力

県外視察研修

★★女性部員募集中★★

　3 月 31 日に創部 50 周年式典を開催しました。
　多くのご来賓・OB の皆様にご来場いただき、盛大に開催するこ
とが出来ました。「継承」をテーマに取り組んできた 50 周年事業も、
今回の式典をもってフィナーレとなります。皆様の多大なるご協力
に改めて御礼申し上げます。ありがとうございました。

　4 月 20 日に第 51 回定時総会を開催しました。
　議案は全て可決され、2019 年度の体制のスタートとなります。
役員改選もあり、金子部長（㈲金子建設）から増田新部長（㈱増田
造園）へバトンが継承されました。
　今年度も青年部をよろしくお願い致します。

青年部創部５０周年式典を開催しました 第５１回青年部定時総会を開催しました

今
後
の
女
性
部
の
主
な
活
動

１

２

３

４

５

６

７



経営革新企業の声　「玉成舎」再生による地域活性化
　有機野菜食堂わらしべは、平成３０年９月より、「玉成舎」に
移転し営業を行っています。築１３０年の歴史産業遺産である養
蚕伝習所を改修した複合商業施設であり、各店舗も随時開店。平
成３１年１月２７日にグランドオープンを迎えました。
▼玉成舎への移転
　平成２８年、老朽化した玉成舎は取り壊しの危機を迎えていま
した。しかし、地域の歴史を語る重要な遺産であることから、関
係各所と利活用を検討し、保全再生のため建物オーナーになる事
を決断した山下さん。商業施設機能を基本に、地域交流拠点とし
て「誰でも気軽に立ち寄れる場所」を心掛け、ワークショップな
どのイベントも開催しています。
▼経営革新計画の取り組み
　移転にあたって、計画経営をしっかり行っていくことが必要で
あると感じ、経営革新計画を作成することとしました。玉成舎で
の地場産品の取扱いなどを盛り込んだ計画を作成し、《有機農家
と地域の人たちをつなぐ小川南裏 Re:birth@「玉成舎にて。」プ
ロジェクトの展開》というテーマで、平成３０年３月、県に承認
されました。
▼今後の展開について
　「玉成舎が町並み保全活用のランドマークとなるよう、歴史や
文化を伝えるイベントを開催し、魅力あるまちづくり・地域活性
化に貢献していきたいです」と話してくれました。

▼「空き店舗ゼロリノベーションコンペ」で最優秀賞を受賞
　これらの取り組みを、埼玉県主催の「平成３０年度空き店舗
ゼロリノベーションコンペ」に応募。第１次審査（書面審査）、
第２次審査（公開プレゼンテーション審査）を経て最優秀賞を
受賞しました。本リノベーションが、にぎわいの創出や地域ブ
ランドの向上に繋がるものであると認められました。

有機野菜食堂わらしべ　オーナシェフ  山下 嘉彦 さん
　　所在地／比企郡小川町小川１９７－４
　　ＴＥＬ／０４９３－７４－３０１３
　　ホームページ／ http://gyokuseisha.jp
　　営　業／１１：００～２０：３０（L.O ２０：００）　月・火曜定休

　経営革新計画承認制度は、中小企業や個人事業主が、
「新たな取り組み」を行うための３年～５年の計画を
作成し、県の承認を受ける制度です。
　計画作成の過程で、自社の経営状況をチェックし、
課題を明らかにすることができます。

　★商工会では計画作成から実行まで
　　お手伝いしています

経営革新計画を作成してみませんか？

　２０１９年１０月より消費税が１０％に上がります！
消費税が８％から１０％に増税されるまであと４ヵ月を切りま
した。皆さん、準備を進めてますでしょうか？
　食料品等を扱う事業者の方は複数税率に対応したレジを導入
する必要があります。国では複数税率対応のレジの導入やシス
テムの改修等に係る費用に対し、補助金を出しております。

未だ導入していない事業所の方は是非ご利用下さいますようご
案内致します。
問い合わせ先・軽減税率対策補助金事務局
　　　　　　　http://kzt-hojo.jp

▼お店の紹介をお願いします。
弊社は明治初期にときがわ町で食料品販売店として創業。平成 14年にシャディ
(株 ) のフランチャイズに加盟、ギフト業も開始。平成16年から当地小川町に2
号店を開業。「地域と共に発展し愛されるお店」を目指しているギフト専門バラエ
ティショップです。
▼持続化補助金に取り組んだ経緯、実施内容は？
ここ数年は新規顧客、とりわけ若年層顧客の伸び悩みが大きな課題でした。
課題解決として、目的買い顧客の欲しい商品・サービスが一目で分かるように、
店舗の内外装を改装し、店内レイアウトも変更しました。また商品構成も特に若
年層に人気のあるブランドギフトを取り入れ、「比企郡内では当店でしか買えない」
というストアコンセプトにしました。
▼効果は感じられましたか？
改装後は来店客数が前年実績を超え、商品構成の変更により客単価も上昇し売上
高については15%以上増加しました。また、「お店が綺麗になって買いやすくな
った」「ブランド品を小川で買える」といった営業数値を裏付ける顧客の声も頂い
ており、効果が大いにあったと実感して
います。
▼取り組んだ感想をお願いします。
商工会職員の懇切丁寧なアドバイスがあ
り、大変助かりました。これから販路拡
大を考えている方には持続化補助金は大
きな戦術の一つです。商工会に相談する
ことを是非お奨めします。

マル経融資制度とは？？？　　→商工会員様の経営向上を目的
とし、商工会の推薦に基づく無担保・無保証・低金利の融資制
度です。日本政策金融公庫職員との個別相談会を開催します。
　開催日　７月２３日 (火 )
　会　場　リリックおがわ町民会館 第４会議室
　時　間　10時～、11時～、13時～、14時～、
　　　　　15時～、16時～
　　　　　　　それぞれご希望の時間帯を申し添え下さい。
　　　　　　　重複した場合は、調整をさせていただきます。
　融資限度額　２０００万円
　利　率　１．２１％（６月１日現在）
　詳　細　ご相談を希望される方は、本会報と同封の開催通知
　　　　　をご参照下さい

【軽減税率対策補助金　補助率　１／２～４／５
　　　　　※ケースにより補助率が変わります】

㈲田中屋 サラダ館小川町駅前店　岡野 健治さん

２０１９年１０月より
消費税が１０％に上がります！

小規模事業者持続化補助金企業採択企業の声

マル経個別相談会開催のご案内

4 おがわまち商工会だより  令和元年 6月 1日

青年部で活動する岡野健治さん 入店しやすい店舗に改装 差別化商品の一例


