
　令和 2 年の新年を迎えるに当たり、会員の皆様へ
ご挨拶申し上げます。
　旧年中は当会事業にひたかたならぬ深いご理解とご
協力を賜わり、厚く御礼申し上げます。
　さて、令和と年号が改元されて初めての新年を迎え
ることになりました。
　昨年は商工会の懸案事項でございました事務所移転
も 3 月という確定申告時期と重なりご不便をおかけ
いたしましたが、無事終了いたしました。さらに、七
夕まつりや商工祭と地域振興事業も盛大にとり行うこ

　事業を行っていると「売上が思ったほど上がらない。」「お客様が増えない。」「取

引先が増えない。」等様々な悩みを抱えたり、「もっと収益を上げたい。」と考え

たりします。まずは、商工会にご連絡ください！

　商工会では、中小企業診断士等専門家（経営アドバイザー）による無料相談

を実施しています。しかも、会員様の事業所でご都合の良い日時でご相談します。

迷っている方はまずはご連絡をください。貴方の力になります。

その他：社会人としてのマナー向上（サービス業・製造業）　等

とが出来ました。これもひとえに会員の皆様を始め関
係各位のご支援ご協力の賜物と心より感謝申し上げる
次第でございます。
　厳しい寒さの後に、見事に咲き誇る梅花のように明
日への希望とそれぞれの花を大きく咲かせることがで
きるとの願いが込められた令和のように役職員一同、
まさに「ONE TEAM」となりさらなる会員の皆様へ
のサービス向上に努めてまいる所存でございます。本
年も昨年にもまして倍旧のご支援とご協力を賜ります
ようお願い申し上げます。結びに会員の皆様におかれ
ましては本年一年が大きな飛躍の年となりますよう心
よりお祈り申し上げます。
　　　　　　　　　　小川町商工会　会長　松岡良治

第 3者の経営アドバイザーの意見・助言を受けてみませんか？

専門家派遣の流れ

業　種 相　談 アドバイス

飲食業

理容業

製造業

建設業

食品の廃棄ロスが多く、利益が低い
POP や写真を使用した効果的なメニュー表の作成、粗利の高いメ
ニューへの誘導、メニューの絞込み

美容関連商品の陳列棚の整理、店内 POP、ニュースレターの改善

５Ｓの徹底、原材料の具体的な保管方法、導線確保や作業方法のムダ
削減

丁寧な作業及び施主だけでなく周りの家庭にも配慮した所作（あいさ
つ、片付け、騒音対策等）の徹底

美容関連商品をどのように販売すれば
良いか

作業場が雑然としており、生産効率が
悪い

独立開業したばかりで、どうすれば売
上を増やせるか

➡ ➡ ➡商工会に TEL
商工会職員に
よる簡単な
聞き取り

専門家と
日程調整

貴事業所での
面談

(２時間程度 )

費用負担なし！出かける必要
なし！



　期　日／令和２年２月７日㈮
　受　付／１７：３０～
　場　所／リリックおがわ２Ｆ　会議室１・２
　申　込／同封の案内チラシにてお申し込み下さい
　会　費／３，０００円（賀詞交換会の参加費）
　　　　　※当日、受付にて納入ください。

　●講演会（１８：００～）
　　テーマ／『地方創生と日本の未来構造』
　　講　師／しもんコンサルティング（合同）
　　　　　　代表社員　下川原　友一　氏

　●賀詞交換会（１9：００頃～）

2  おがわまち商工会だより  令和２年１月 1日

いよいよ確定申告シーズン到来です。
商工会で、決算書を作成するためのチェックリストを作成いたしましたので、ご活用ください。

◎確定申告相談は、いつでも受付けております。
　ご不明な点等ありましたら、申告時期（2/16 ～ 3/15）を迎える前にご利用ください。

税務支援

新春の集い労務支援

金融支援

心の健康づくり計画助成金

ー確定申告ワンポイントー

日本政策金融公庫マル経融資

事業主の方が、心の健康づくり計画を作成し、メン
タルヘルス対策を実施した場合に、助成金を受ける
ことができます。

商工会員 ( 小規模事業者 ) 様限定の融資制度です。
運転・設備資金ともに

  運転資金 　７年以内
  設備資金 １０年以内

（令和元年11月30日現在）

助成金額10万円

1.21%

商工会も
実施中！

金 

利

保証人不要

低　金　利

担 保 不 要

会員皆様の相互交流の場として「新春の集い」
を下記の通り開催いたします。多くの会員の皆
様のご出席を心よりお待ちしております。

確定申告・決算個別相談会のご案内
確定申告期間中、商工会では税理士等による確定申告・決算個別相談会を実施しています。相談内容によっ
ては無料です。予約制となっておりますので、新規でご利用を希望される方は別紙資料をご確認ください。

チェック 内　容

経費の按分を行ったか

経費にならない費用を経費に
含めていないか

減価償却費の未償却残高を確認したか

減価償却費を計算したか。

棚卸をしたか

年末（12月）請求した売上未収金額を
売上に計上したか

事業用通帳の受取利息を事業主勘定
（事業主借）で処理したか

10万円以上で購入したもの（什器備品等）
の金額全部をその年の経費とした

経費の入れ忘れは無いか

・自宅兼事業所で、水道光熱費全額を経費としていた
・携帯電話代を全額経費にしていた

・国保や国年の保険料を含めていた。
・事業用の借入の返済額を経費に入れていた。

・減価償却費が引けなくなった（残存価格のみとなった）
　固定資産を記入しなくなった。

・新規に購入した減価償却資産を計算に含めていなかった。
・耐用年数が終わっても同じ金額を減価償却費に計上していた。

・在庫があるのに、計上していなかった。

・入金時（翌年）の売上に上げるつもりだった。

・受取利息を雑収入に含めてしまった。【受取利息は源泉分
　離課税なので、雑収入に入れる必要がありません】

・通常、10万円以上のものは減価償却資産とし、耐用年数によ
　り経費化する。【30万円未満は例外あり。詳しくは商工会へ】

・固定資産税の事業使用部分を経費に入れ忘れていた。
・生活用通帳から引落しされている事業用の経費を入れ忘れた。

多いミス【理由など】
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　11月16日㈯第5回「OGAWA
まち婚」を、旧上野台中学校を
舞台として開催しました。
　当日は男女合わせて 65 名が
参加。約半数が町内からの参加

で、計 15 組のカップル成立となりました。過去 4 回の
開催で計 5 組が成婚している実績もあり、今回もこの中
から小川町内に住んでいただけるカップルが生まれるこ
とを期待したいと思います！

青年部

　埼玉県の企業を中心とした国内最大級の展示商談会
「彩の国ビジネスアリーナ２０２０」に、小川町商工会
として、町内５事業所による共同出展をおこないます。
参画企業の新規顧客の開拓及び新たな受注確保に繫がる
ことを目的としています。

　〇日時　１月２９日（水）10：00ー18：00

　　　　　　　３０日（木）10：00ー17：00

　〇会場　さいたまスーパーアリーナ

販路開拓

女性部 桶川市商工会女性部との
交流事業

彩の国ビジネスアリーナに出展します

　小川町商工会女性部では、「おもてなし交流事業」とし
て、他の商工会女性部に向けて小川町の情報発信 ･PR を
行い、視察研修等の際に利用できるよう提案しています。
　11 月 26 日（火）、他の商工会女性部の「おもてなし
交流事業」を体験し、今後の受入に活かそうと、桶川市
商工会女性部を訪問しました。
　べに花染め体験や交流会を行い、親睦を深めると共に、
小川町とは違う手法を学ぶ良
い機会となりました。今後も
他市町村の女性部の方々との
交流を図ってまいります。

令和元年10月１日～令和元年12月 31日員 紹 介会新
事業所 代表者名 地　区 主な事業内容

アイディードットコム

整体サロン Relaxation Base

㈲カネサト

大塚　貞子

オーエンス・アイルグループ

原口　裕次

武田　悠矢

金宮　　猛

高内　信行

上横田

上横田

小　川

大　塚

木呂子

中古車自動車販売

リラクゼーションマッサージ

学習塾（エコル）

不動産

社会教育施設運営・管理

１

２

３

４

５

事業所 代表者名 地　区 主な事業内容

小川腰越郵便局

髙荷　明

笠間珠算塾

しもんコンサルティング（同）

民泊  古民家  かたおか

㈱三愛保険事務所

小林さだ子

笠間寿々江

下川原友一

片岡　　永

登坂　茂雄

腰　越

木呂子

増　尾

小　川

大　塚

菅　谷

郵便局

電気保守管理

珠算塾

コンサルティング

古民家

保険代理

６

７

８

９

10

11

（前回の出展の様子） （会場の様子）

小川町の定住人口増加のために！
OGAWAまち婚を開催！

（共同出展企業）　　　　　　　　順不同・敬称略

エコデザイン㈱

㈱テック高橋

北資化成工業㈱

宮川紙工㈱

㈱モチダ製作所

オゾン発生器

遮熱フィルム、省エネガラス

押出成形品

金銀砂子吹付製品

金属焼付塗装製品

事業所名 展示内容



▼今回の核となる事業計画とは？
　小川町で有機農業を志し、無農薬ブドウの栽培を始めた時
から夢であった自社ワイナリーを竣工。ブドウの栽培からワ
イン製造販売まで自社一貫体制を構築しました。新たな地域
資源の産出ともなりました。
　数値計画や新規性・ターゲットの確認など、商工会の無料
専門家派遣制度を活用しながら今回の計画を策定し、県知事
の承認を得るに至りました。

▼竣工後の反響はいかがですか？
　多くの方に認知され、ワイナリーでの開催では初となった
2019 年 4 月のワインまつり、町を回遊するアイディアを実
現した同年 9 月のワインまつりと共に国内各地のワイナリー
や町の飲食店の方々、協力を頂いた多くのご賛同のもと盛大
に開催に至りました。
　町民の皆様のご要望にお応えして、現在は玉成舎 2 階にて
角打ち（一杯飲みが出来る酒屋）をメインにした直売所も展
開しています。

▼今後の展望もお聞かせください
　経営革新等にも年次目標として計画しておりますが、当社
ワイナリーは有機の里 小川町の新たな観光拠点となるべく、
小川町の方のみならず、町外・県外の方の来町機会に繋げて
町内経済消費の拡充に努めます。
　商工会ではこの経営革新計画の承認や補助金申請について
設備投資・低利融資などでご支援頂いております。引き続き
様々なご支援を頂けたらと思っております。

▼直近のトピックスがありましたらお聞かせください
　日本らしい日本ワインを造る為に埼玉県産杉材で木桶をつ
くろうとクラウドファンディングを実施しましたが、残念な
がら不成立となりました。しかし、出資者募集の施策として
日本酒用の杉樽の香りを付けたワインは一定の評価を得られ、
年明けには 200 本程度の限定品として杉樽ワインを販売する
予定です。その名も「杉樽は及ばざるが如し2018」、是非ご
期待ください。

武蔵ワイナリー㈱
所 　 在 　 地 ／ 比企郡小川町高谷１０４－１
Ｔ 　 Ｅ 　 Ｌ ／ ０４９３－８１－６３４４
営 業 時 間／ １０：００～１７：００（不定休）

　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。

経営革新計画を作成してみませんか？

▼申請はどのようなきっかけですか？
　昨年の夏に店舗移転を計画。その際にお客様に今よりも満足
感を持って滞在していただくために新しい設備を導入したいと
考えていました。ちょうどその頃、この補助金を活用した知人
の話を聴いて、より一層、挑戦してみたいと商工会に相談しま
した。

▼申請の内容はどのようなものですか？
　はじめての申請でしたので、商工会の経営計画書作成セミナ
ーにおいて参考事例を基に申請書を作成しました。
　特に「整髪中の時間をリラックスした体勢でお過ごしいただ
くため新型設備を導入する。シャンプー台は前傾姿勢、仰向け
共に全自動微調整でき、お客様のお体の負担なく整髪できます
ので、楽な姿勢でシャンプーを受けて頂ける」という点に注力
しました。
　商工会にて、この設備が入ることによるお客様への各種サー
ビスの向上など当店にとってのメリットと変更を必要とする部
分の画像を挟み込むなど、申請書を具体的に整えるための質問
や表現・言い回しなどの助言を受けて、より一層説得力のある
申請書が出来上がりました。

▼採択通知を受けての感想はいかがですか？
　当店をより良くしたい！お客様のために成長するお店になり
たいと計画していたことが、自己資金だけでなく国の補助が得
られることで一層奮起が増し、エネルギーが湧いてきたことを
覚えています。順調に移転工事、新型設備の導入も進み、10 月
にオープンに至りました。

▼今後の展望をお聞かせ下さい
　今回の設備導入で洗髪、整髪時の快適さを存分に体感して頂
きたいです。また、妻が美容師免許を取得しており、女性の方
向けのお顔そりや、エステのご対応もさせていただいておりま
す。仰向けの施術ができますし、お化粧落ちを気にせずシャン
プーを施せます。
シャンプー台を区切り、半個室でプライベートを保って整髪で
きますし、今後はバリアフリーにも力を注ぎたいと考えています。
　今回の補助金採択を受けて一層、私の叶えたい「お客様の利
便性の良いお店」に向けて意識を高められましたので、今後も
商工会の支援を頂きながらその実現に向けて邁進してまいりま
す。是非、皆様のご来店を心よりお待ち申し上げます。

武蔵ワイナリー㈱　福島  有造 さん

リフレッシュサロン理容きしだ　岸田  佳幸 さん

小規模事業者持続化補助金採択企業の声

経営革新企業の声
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新たな観光拠点としても視野
に入れたワイナリー竣工！

オシャレなラベルが揃います。中央の「2018 
KANPAI」は希少な微発泡赤ワイン

設備投資をされたREVOWL 仰向けでリラックスして
シャンプーができます

リフレッシュサロン　理容きしだ
所 　 在 　 地 ／ 比企郡小川町大塚１３０４－３
Ｔ 　 Ｅ 　 Ｌ ／ ０４９３－７３－２２１５
営 業 時 間／ ８：３０～１９：００（日曜日のみ１８時まで）
店 　 休 　 日／月曜日、第２・３火曜日

小規模事業者持続化補助金とは？
持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者の地道
な販路開拓等の取り組みや、あわせて行う業務効率化（生産性
向上）の取り組みを支援するため、原則５０万円を上限に補助金

（補助率：２／３）が出ます。


