
  第 4 １回小川町商工祭を 11 月 3 日 ( 日・祝 ) に開催し
ます！飲食・小売・趣味・生活など様々なジャンルの出店
で“小川町の魅力を発信”します。
　今年も多くの皆様のご来場を心よりお待ちしております。
秋晴れの中、小川町の商工業／伝統産業に触れる一日をお
楽しみください。

　日時：令和元年１１月３日（日・祝）10 時～ 15 時
　　　　　雨天決行
　会場：小川町役場前広場

－出店者の皆様へ－
　商工祭を“取扱商品等
のテストマーケティング
の場”として、活用され
ている会員様もいらっ
しゃいます。是非お役立
てください。

―商工祭への出店について―
　２０１９年度の出店募集は締め切りましたが、出店にご
興味ある場合、継続実施事業ですので、次年度以降の出店
を是非ご検討ください。

第４１回小川町商工祭 開催！

人手不足でお悩みの皆様！！
新卒採用を計画している皆様！！

　９月７日 ( 土 )、嵐山町と連携し、より広域により多数
の企業と求職者の出会いの機会を増大する合同企業就職説
明会を開催しました。
　今回で 2 回目となる同説明会は、小川町から１２社、嵐
山町から１１社が参加。１００名を超える多数の求職者が
来場し、効果的な人材マッチングができました。

参加者の声
「希望する職種の求人があり良い機会になりました」
「自宅から近くの職場を求めて本日参加しました」

次回は２月上旬に小川町での開催を予定しています。
詳細が決まり次第、会員の皆様へご案内致します。

　昨年、商工会が主催する就職説
明会に参加して２名採用すること
ができました。来場者数が多く、
人材確保の場として貴重な機会と
なっているため、今回も参加しま
した。

　小川町商工会では、本年より小川高校定時制と連携し、
同校生徒のインターンシップ受入企業を紹介しています。
　同事業では、高校生の新規採用を検討している企業が、
興味を示した生徒に対して、数日間職業体験を実施。イン
ターンシップを通して、仕事をすることの素晴らしさや会
社の魅力などを伝えます。
　今回、第１弾として、８月
下旬に㈱オガワ製作所様が生
徒１名を受け入れました。イ
ンターンシップの受入企業の
募集は通年行っていますので、
採用活動の一助として下さい。
　ご興味のある会員様は商工
会へご連絡ください。

㈱オガワ製作所　総務課リーダー　酒井 様

嵐山町と合同企業就職説明会を開催

就職説明会で採用に成功した企業の声

高校生を対象としたインターンシップのご紹介

就職活動前のインターンシップ
での職場体験風景

コンセプト

来場者数

出展者数

より多くの商工会員が一堂に集い、
小川町の魅力を発信する

３，０００人（H30実績）

商業・工業・建設業など計５６事業者
（H30実績）

「出店はできないけれど
会社をＰＲしたい」と
いった方向けに、「自社
ＰＲコーナー」・「町内
求人情報コーナー」も
設置しています。



　毎号本誌をお読みいただきありがとう
ございます。当会では次の３つの情報を
モットーに紙面づくりをしています。

　①本当に知りたい情報
　②有用な情報
　③タイムリーな情報

　さらに会員皆様により良い情報を発信するため、皆様の声
を紙面づくりに反映いたしたく、同封のアンケート（ハガ
キ・切手不要）にご回答をお願いいたします。
　アンケートにご回答いただきました方全員に粗品（サラン
ラップ）、さらに抽選で１０名様に（観賞用鉢植え植物・木
製まな板・徳利猪口セット・冷酒３本セット）
いずれかをプレゼントします。
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　会員の皆様におかれましては、それぞれ軽減税率対策を取
って頂いていると思いますが、身近な問題を取り上げたいと
思います。（「国税庁」HPより）

（飲食店で提供する缶飲料、ペットボトル飲料）
Ｑ１　当社は、ラーメン屋を営んでおります。ラーメンの提
　　　供のほか、缶飲料、ペットボトル飲料をコップに入れ
　　　ず、缶又はペットボトルのまま提供していますが、こ
　　　れら飲料の提供は、軽減税率の適用対象となりますか。

Ａ１　軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、
　　　飲食設備がある場所において飲食料品を飲食させる役
　　　務の提供をいいます。ご質問の飲食店で缶飲料、ペッ
　　　トボトル飲料をそのまま提供したとしても、店内で飲

　　　食させるものとして提供しているものであることから、
　　　「食事の提供」に該当し、軽減税率の適用対象となり
　　　ません。

（病院食）
Ｑ２　病院食は、軽減税率の適用対象となりますか。

Ａ２　健康保険法等の規定に基づく入院時食事療養費に係る
　　　病院食の提供は非課税とされていることから、消費税
　　　は課されません。なお、患者の自己選択により、特別
　　　メニューの食事の提供を受けて
　　　いる場合に支払う特別の料金に
　　　ついては、非課税となりません。
　　　また、病室等で役務を伴う飲食
　　　料品の提供を行うものですの
　　　で、「飲食料品の譲渡」に該当
　　　せず、軽減税率の適用対象とな
　　　りません。

　　　ご不明な点は商工会へご連絡ください。

今月から消費税が
１０％に上がりました！

税務支援

　埼玉県では、中小企業の皆さんが、事業に必要な資金を円
滑に調達いただけるよう、県内商工会などと連携した制度融
資を行っています。「金利が低く、全期間固定であること」な
どの特徴があります。
　特に資金需要が高まる年末年始に向けて、必要に応じて活
用をご検討ください。

※申込要件や融資条件があります。
※融資の可否は、金融機関等の審査
　により決定されます。

　《詳しくは》埼玉県金融課ＨＰ
　または商工会まで

　なお、商工会では国や県などの融
資から条件にあった融資をご紹介し
ます。

年末年始に向けて制度融資のご案内

金融支援 労務支援

会員アンケート

　中小企業の販路開拓を目的とする展示商談会「彩の国ビジ
ネスアリーナ2020」に、小川町商工会とし
て、町内事業所による共同出展を行います。

会　場／さいたまスーパーアリーナ

日　時／１月29日（水）10:00 ～ 18:00
　　　　　　30日（木）10:00 ～ 17:00

販路開拓

①最低賃金が改定

彩の国ビジネスアリーナに出展します

前回の出展の様子

－中小企業向け制度融資－

②賃金引き上げに対する助成金が
　あります！

　10 月 1 日より埼玉県最低賃金が【926 円】へ改定され
ます。最低賃金は雇用形態に関わらず適用されますのでご留
意ください。

＜業務改善助成金＞
　事業場内最低賃金を３０円以上引上げ、かつ、生産性向上
に資する設備投資等を行った中小企業に対し、その設備投資
　　　　　　　　　　　　　　　　　等に要した費用の一部
　　　　　　　　　　　　　　　　　を助成するものです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　その他にもキャリアア
　　　　　　　　　　　　　　　　　ップ助成金等がありま
　　　　　　　　　　　　　　　　　すので、詳しくは商工
　　　　　　　　　　　　　　　　　会までご連絡ください。組み立て人員が１名削減、時間が１時間削減
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事業所 代表者名

令和元年６月１日～
　　令和元年８月８日

地　区 主な内容

員 紹 介会新

ブリスクル珈琲

㈱共栄建設小川出張所

合同会社　松風

テーラーホカリ

後藤設備工業

水谷　伸二

渡邉　光代

松岡　　卓

甫仮　　仁

後藤　　誠

下横田

小　川

下古寺

青　山

小　川

コーヒーの卸売り

土木工事

酒蔵レストラン

紳士服のオーダーメイド販売

上下水道工事

１

２

３

４

５

　６月２５日（火）に嵐山町で行わ
れた青年の主張大会２ブロック予選
会において、佐山兼二郎さん（㈱佐
山商店）が見事最優秀賞を獲得しま
した！

　「皆さんにとってのヒーローはだれですか」をタイトルとし、
昨年行われた５０周年事業をメインに、青年部活動を通して
感じたこと、将来に向けた家業への向き合い方など主張しま
した。８月９日（金）には県大会へ出場し、予選会を勝ち上
がった他の７名と主張を競い、優秀賞という結果でした！

青年部
佐山兼二郎さん（㈱佐山商店）、
販路開拓をテーマに最優秀賞を獲得！

　【主なご支援】
　☆嵐山出店計画の作成（経営革新計画）
　☆補助金を活用した設備投資（持続化補助金）
　☆労働保険実務の代行（新規スタッフの労働保険手続き）

▼ご紹介
　小川町駅すぐ、停車場通りに沿いに明るい声の漏れてくる
飲食店があります。FUNKY DINING くろまさ総本店。嵐山
店を２年前の５月にオープンし、広く地域商業に貢献してい
ます。 その足取りは、事業主 高野 直樹さんの積極的な商工
会活用によります。

▼事業主の声
　開業して数年目の夏、「店舗としてもう１ステップ成長す
るための何か」を探していた頃、商工会の「経営革新塾 開催
案内」が目に留まり「新しい情報を掴めれば」との思いで受
講しました。
　明確なコンセプト設定や利益計画など、実効性を絡めた時
系列での事業計画・想いなどを計画書に落とし込むことで、
不思議とアイディアが続々と沸いてきました。

▼ご支援
　この事業計画（経営革新）について埼玉県知事の認定を受
け、事業を進めつつ多くのファンを掴んでいきました。そし
て国の政策である小規模事業者持続化補助金も２度の採択

（生産性を向上する設備投資・女性のお客様の利用満足度向
上のための改装）を受けました。

　2016 年には２度目の経営革新にて埼玉県知事認定を受け、
２号店となる隣駅の武蔵嵐山駅前店を開店、駅通りの活性の
みならず、地域雇用の拡充に至りました。

　現在は、２店舗体制となって２年を過ぎ、また新たな目標
に向けてお客様とのコミュニケーションを紡ぐ日々を送って
います。

会員企業訪問

商工会の支援で業績向上 !!

事業主の高野直樹さん 新規出店した嵐山店

女性部 おもてなし交流事業

FUNKY DINING くろまさ総本店

　小川町商工会女性部では、全国商工会女性部連合会が取り
組む「おもてなし交流事業」の一つとして、他県の商工会女
性部に向けて小川町の情報発信 ･ ＰＲを行い、小川町への視
察研修等の際に利用して頂くよう提案しています。
　６月１８日（火）に神奈川県寒川町商工会女性部に訪問い
ただき、手漉き和紙体験や交流会を実施し親睦を図りました。
今後も他市町村の女性部の方々との交流事業を行ってまいり
ます。

　自分たちの資質向上に
も繋げていきたいと思い
ます。

　お知り合いの未加入事業
主をご紹介ください！

　ご紹介先が入会されまし
たら、ご紹介者に謝礼をお
渡しします。

詳細は同封のチラシ
をチェック！

★女性部員募集中★
◦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。



経営革新企業の声　醸造所兼店舗建設と新商品開発による販路拡大

　麦雑穀工房マイクロブルワリーでは、ビールの醸造、直営
店での飲食サービスの提供、飲食店への卸販売を行っています。
 
　コンセプトは「畑からのビール造り」、畑に出て土づくりか
ら穀物・ホップ・果物などを育て、ときには地元の有機農家
さんやお客様から頂いた農作物をビールの原料に使っていま
す。本年１１月には、新たな醸造所兼店舗が稼働する予定です。

▼経営革新計画の取り組み
移転にあたって、経営計画をしっかり立てることが必要であ
ると感じ、経営革新計画に取り組むことにしました。

　タンクを増設し、新商品開発を行うことによる販路開拓を
盛り込んだ計画を作成し、「工場兼店舗建設と長期保存可能
な瓶商品の開発による販路拡大戦略の展開」というテーマで、
昨年８月、県に承認されました。計画を立てることでやるべ
きことが明確になりました。

▼今後の展開について
新たな醸造所兼店舗の稼働により、醸造できるビールの種類
を今までの倍以上に増やすことができるようになります。ビ
ールは使用できる副原料の幅が広く、自由度の高いお酒です。
地元の農家さんにも協力頂きながら地元の豊かな自然と作物
から造られるビールを伝えていきたいです。

麦雑穀工房マイクロブルワリー
所　在　地 ／ 比企郡小川町大塚１１５１－１
Ｔ　Ｅ　Ｌ ／ ０４９３－７２－５６７３
ホームページ ／ https://www.craft-beer.net/
定　休　日 ／ 月・火（祝日・振替休日は休まず営業）

　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？

▼お店の紹介をお願いします。
　当店は種類豊富なアルコール類を中心に、自家栽培の農産物
や地域の食材を使ったフードメニューを提供しているバーです。

　調理専門学校卒業後、有機農業研修のために兵庫県神戸市よ
り移住。農家として野菜と果樹の栽培を始めると同時に、副業
として日本酒造りに従事しました。2年前に専門学校時代より
志していたバーを開業し、「お客様が時間を気にせず、いつま
でも居たくなるような空間の提供」を心がけて営業しています。

▼持続化補助金に取り組んだ経緯、実施内容は？
　お客様から、本格的なエスプレッソを愉しみたいという要望
が多く寄せられていましたが、機械がないため提供できません
でした。

　コーヒーサークルでの活動経験、町内のコーヒー豆焙煎企業
ブリスクル珈琲さんとのネットワークを活かして、持続化補助
金でエスプレッソマシンを導入し、商品の提供を開始しました。

▼効果は感じられましたか？
　商品の提供を始めてから、少しずつお客様からエスプレッソ
の注文を頂けるようになりました。いまはエスプレッソやアフ
ォガードが多いですが、エスプレッソのダブルとオーガニック・
アガベシロップをシェイクした冷たいエスプレッソ「シェケラ
ート」もお奨めしたいです。

▼取り組んだ感想をお願いします。
　ちょっとやりたいなと思っていたこと、予算面で諦めていた
ことにすごくトライしやすくなる補助金です。商工会のサポー
トが手厚く、書類作成の負担が少なく済むので、新しいことに
取り組みたい方には、この補助金の活用をおすすめします。

農家の cafe&bar TRANSIT　田中  慎太郎  さん

小規模事業者持続化補助金採択企業の声
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直営店で提供している自社醸造ビール

店主の田中慎太郎さん 導入したエスプレッソマシン 店内でライブを定期開催

ビール造りに取り組む代表

農家の cafe&bar TRANSIT
所　在　地 ／ 比企郡小川町大塚２８
Ｔ　Ｅ　Ｌ ／ ０８０－２５２３－００２２
ホームページ ／ http://ogawa.transit.saitama.jp/
営 業 時 間 ／ １８：００～（営業日：金・土・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。


