
　事務所内の３密を避けるため、ご来会時には事前のご予約をお願いしてお
ります。また、感染拡大を避けるため新型コロナウイルス対策を実施中です。
下記の注意事項にご協力をお願い致します。
　　　①　必ずマスクを着用してください。
　　　②　来会時には設置の消毒薬で、手指の消毒をお願いします。
　　　③　37.5 度以上の方は、来会を見合わせていただきます。

来会によるご相談は、
事前予約をお願いします。
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Ｑ１　売上が前年と比較して40%減っています。１か月の売上が50％以上減っていないと給付対象にならないですか？
Ａ１　連続する 3 か月の売上の合計が前年の同期間と比較して 30% 以上減っている場合も対象になりますので、5 月～ 12 月の
　　　売上を確認しましょう。

Ｑ２　駐車場を借りています。給付対象になりますか？
Ａ２　駐車場や資材置場等として用いている土地の賃料等も対象になります。

Ｑ３　親族から物件を借りて事業を行っているが、給付対象となりますか？
Ａ３　一親等以内（親・配偶者・子）から借りている場合は給付対象外です。

Ｑ４　今年創業したが、給付を受けることはできますか？
Ａ４　2020 年 1 月から 3 月 31 日の間に創業した方については、開業日から 3 月 31 日までの間の月平均の売上を、申請にも
　　　ちいることができます。

（１）適用対象者

（２）軽減対象
　①設備等の償却資産及び事業用家屋に対する固定資産税　　  
　②事業用家屋に対する都市計画税
　※事業用であっても土地は軽減の対象となりません。

（３）申請方法と締め切り

『認定経営革新等支援機関等※』の確認を受けて、固定資産
税を納付する市町村に必要書類とともに軽減を申請※します。
※具体的には、商工会、金融機関、税理士等が主な認定支援
　機関として認定されています。
※ご提出いただく申請書は、各市町村が定める様式となりま
　す。HP 等にて公表される予定です。

令和3年 1月（予定）から
令和3年 1月 31日まで

　新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少し
ている中小事業者（個人・法人）の 2021 年度の固定資
産税・都市計画税が減免されます。

　テイクアウトやデリバリーは店舗内での
飲食と異なり、食中毒のリスクが高くなります。
　商工会では食中毒防止策の留意点をお知らせするとと
もに安全の担保として安価で充実した内容の「商工会の
ビジネス総合保険」をお勧めしております。
　商工会と連携しています損害保険代理店（三愛保険）
が巡回して損害保険の補償内容や保険料を分かりやすく
説明させていただきます。

　会員様の生産性向上に資する事務機器を無償で貸し出して
います。チラシ・ＤＭ、事務文書の発送にご活用ください。

▼その他
プロジェクター、スクリーン、ラミネーター、断裁機など

家賃支援給付金ＦＡＱ

固定資産税・都市計画の減免について

小川町商工会新型コロナ支援策

第１弾

第２弾 第３弾

在籍出向制度を
上手に活用！

食中毒に対する万全な備えを！ 大いにご利用！無料です！

テイクアウトやデリバリー
でガンバル飲食業の会様へ

詳しくは小川町商工会へお問い合わせください

▶
自
動
丁
合
機

▶
紙
折
り
機

『人件費でお困り』の会員
様必見！小川町商工会が
在籍出向制度のサポート
を致します。

任意の連続する３ヶ月間の
事業収入の対前年同期比減少率
(2020年 2月～ 10月迄 )

減免率

50％以上減少

30％以上 50％未満

全額

２分の１

保険料

最大33％
割引
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小川町就職フェアのご案内

2020年の年末調整の変更点

第42回 小川町商工祭中止のお知らせ

　６月２６日、日頃の感謝の気持ちを込めて、青年部
「絆　感謝運動」としてリリックおがわ前・駅前から栃本山
親水公園にかけて、ゴミ清掃
活動を行いました。今年度は、
コロナ禍により通常事業の中
止が相次ぐ中で、可能な限り
青年部の存在をアピールして
いきます。（22 名参加）

　人手不足でお悩みの皆様！
　町内最大の就職説明会で人材確保を！

令和３年２月６日（土）・７日（日）
　会員企業と求職者の出会
いの機会を増大する合同就
職説明会「小川町就職フェ
ア」を小川町民会館にて開
催します。本年２月に開催
した就職フェアでは１２４
名が来場し、約半数の会員
様が採用に至りました。今
回は新型コロナウイルス対
策として、参加企業様を２
日に分けて開催します。採用活動に不慣れな会員様で
も、商工会が事前のサポートをしますので、安心してご
参加ください。

　基礎控除は、全ての納税者に対して適用されるもの
で、これまでは収入に関係なく、一律 38 万円が控除さ

れていました。改正後は収入に応じて最大48万円に
引き上げられます。

　商工会では年末調整の相談を行っております。小川町
商工会年末調整手数料は下記の基準となります。
　　1 人目　1,000 円

　　2 人目以降 200 円ずつ加算　

計算方法のご支援、記入内容の確認等は無料で行います。

商工会費（後期）口座振替のお知らせ
　令和 2 年度の商工会費（後期分）の口座引落日は　　

　　　 11月18 日（水）です。

　前日までに預金残高の確認をお願い致します。

　新型コロナウイルス感染症拡大の状況を深く憂慮し、
断腸の思いで中止を決定いたしました。なお、現在、商
工祭に替わる事業を鋭意検討しております。
　来年度こそ今まで以上に盛大な商工祭を企画する所存
でございますので、何卒ご協力賜りますようお願い申し
上げます。

講　師：㈱アテーナソリューション代表取締役／元兵庫県商工会
　　　　　青年部連合会長／中小企業・小規模事業者専門　
　　　　　事業承継・事業再生コンサルタント 

　　　　立石　裕明 氏（小規模事業者持続化補助金  発案者）

開催日：12 月 10 日（木）18：30 ～ 中央公民館１F
              ※詳細は同封のご案内をご参照下さい

～コロナを乗り越え、私達はつないでゆく！～

献血にご協力をお願いします
日　時　10 月 23 日
　　　　9：30 ～ 12：15  ・  13：30 ～ 15：30
会　場　リリックおがわ
　　　　青年部・女性部・小川ライオンズクラブ共催

　７月、副部長 新井 静子さんを講師に「晒布で作るマスク」
講座を行いました。何度も洗って使える上、防暑効果も見込
める布マスクを手縫いで作
成しました。手芸や豆知識
は日常生活に役立ちます。
 今後は視察研修や、献血
協力、清掃活動など継続し
てまいります。

青年部 女性部

令和２年４月１日～令和２年８月 31 日員 紹 介会新
事業所 事業所代表者名 代表者名地　区 地　区主な事業内容 主な事業内容

鈴津

精華

高橋歯科クリニック

仲條電気管理事務所

坂本歯科

う （゚うにまる）

大曽根　悠太

（株）大川トレーディング

東豊不動産（有）

Michael Jason Gilroy

平田 昌寛

特定非営利活動法人
たすけあいほっと
ライフ小川

鈴木　梨恵

本谷　泰栄

高橋　健児

仲條　　裕

坂本　紀生

菊池　美代

大川スムドゥ

仲川千鶴子

嶌田　勝明

小　川

大　塚

大　塚

大　塚

大　塚

腰　越

小　川

大　塚

大　塚

大　塚

東松山市

腰　越

裏絹加工

飲食店

歯科

電気保守管理

歯科

飲食店

情報発信サービス

自動車販売

不動産

英会話講師

学校給食運搬

有償移送サービス等

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

事業承継セミナー



▼会社の紹介をお願いします。
　弊社は、昭和 41 年に創業し、以来約 50 年以上に渡り事業を展
開してきた土木工事主体の建設工事業者です。地元との関係を重視
し、小川町周辺の公共工事（管路布設工事や道路工事など）や民間
工事を受注してきました。

▼経営革新に取り組もうとしたきっかけは何ですか？
　公共工事は季節によって繁閑差が大きく、春から夏にかけて受注
工事が減少するのが悩みでした。この受注の繁閑差を小さくし、自
社で何か地域に貢献できることがあるか模索する中で、空き家問題
の解決に、自社の施工技術を役立てたいと考えました。
　そこで商工会の職員さんに相談し、専門家派遣を活用して経営革
新計画を作成することにしました。テーマは、「解体・保全サービ

スによる販路開拓及び季節繁閑平準化の実現」。空き物件の解体・
修理をお客様の要望に応じて行い、その工事を請け負った方へアフ
ターサービスを実施するものです。

▼取り組んでみていかがでしたか？
　経営課題について漠然と考えていたことを計画としてまとめ、中
小企業診断士の先生からアドバイスを受けられたのが良かったです。
経営革新計画の作成と同時に小規模事業者持続化補助金を申請し、
経営革新計画を進めるために使うロゴと看板、パンフレットを作成
しました。弊社の経営理念「地元に愛される企業」を実現できるよ
うに、経営革新計画を進めていきたいです。
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経営革新計画承認事業所のご案内

小規模事業者持続化補助金採択企業の声

（有）金子建設
所在地／比企郡小川町腰越 2326-1　ＴＥＬ／ 0493-72-2076

◀
製
作
し
た
看
板

▼会社の紹介をお願いします。
　八和田小学校の奥側、小高い丘の上の理容店です。熊谷小川秩
父線からも目に留まる、椰子の木やアメリカ国旗が目印です。
　完全予約制 １対１のアメリカナイズドした店舗です。キッズ
割引や、若者層に人気のフェードカット、60 代からの常連様に
はこだわりのカットと広い年齢層のご要望に対応しております。

▼持続化補助金に取り組んだ経緯、実施内容は？
　創業時からアメリカンチックな内装でしたが、10 年が経ち、
一層アメリカナイズドした雰囲気でお客様の滞在空間を楽しんで
頂くために改装をしました。また、車椅子なども置くスペースを
設けました。

▼お客様の声
　「広い間取りになり、シニアカーも置けて嬉しい」「海外の
BARBER にいるような雰囲気で、SNS 映えもする」と喜ばれて
おります。

▼今後の方針
　入り口までスロープ化（バリアフリー）もしております。また、
店舗の前には高台からの自慢の眺望が広がり、憩いの場としてウ
ッドデッキスペース等も完備しています。“開放感あるリラック
スを体感できる理容店”として営業を続けてまいります。ぜひ、
ご予約のお電話をいただき、ご来店をお待ちいたします。

持続化補助金Ｑ＆Ａ
Ｑ申請書の作成が難しいのでは？
　商工会では申請書の作成サポートを行っています。また、持続化補助金は年４ 
　回の通年公募で比較的チャレンジしやすい補助金です。
Ｑ個人事業主でも申請できるの？
　法人・個人を問わず申請できます。個人事業主の方も多数採択されています。
Ｑ取り組み内容が補助金の対象になるのか分からない？
　先ずはお気軽に商工会にご相談ください。

小規模事業者持続化補助金とは？

改装後の店内 店舗看板と目印の椰子の木

BARBER HOUSE PEPPER MINT
店主　山岸　哲也

所 　 在 　 地 ／ 比企郡小川町上横田３５５－３
Ｔ 　 Ｅ 　 Ｌ ／ ０４９３－７２－６５１５

小規模事業者が商工会と一体となって取組む
販路開拓や生産性向上の取組みを支援する補
助金です。

　　補助金額　最大 50 万円

　　補 助 率　２／３


