
－「グーペ」でホームページが無料で作れます－

　新型コロナウイルスの感染拡大は日本を始め世界各国にお
いてパンデミック状態を引き起こし、社会・経済に甚大な影
響を及ぼしています。当然のことながら当会会員の皆様も大
変な状況であります。一日も早い終息を願うとともに全力を
挙げて足下の緊急資金繰りや各種給付金等の行政が打ち出し
ている諸施策を支援させていただく所存です。

　一方、この未曽有の惨禍から経済的に抜け出すことも肝要
です。そこで当会といたしましては会員皆様の経営基盤をよ
り強固なものにするため生産性アップに資する幾多の計画を
働き方改革の観点を含め企画しております。

コロナに負けない！　強固な経営基盤

働き方改革を推進して
更なる生産性アップ

例えば、
（１）売上高の増大を図るために
　　①新商品開発
　　②効果的販売促進による既存商品の認知度向上
　　③販路拡大
　　④人材確保
　　⑤会員皆様が共同で利用できる設備、機器の導入
（２）営業利益高の増大を図るために
　　①原材料、水道光熱費、在庫等の費用低減の実験
（３）人材育成を図るために
　　①定着対策の一環として新規（若年層）採用者の
　　　知識・技能のセミナー
　　②中堅・管理職能者への管理知識・高度技能のセミナー
　是非、会員の皆様挙ってご参画いただき経営基盤の強化に役立てていただき
たいと存じます。また、本年６月には会員の皆様に働き方改革のアンケートの
実施も予定しております。
　皆様の要望をできる限り当会の事業に反映させる方向で邁進いたしますので、
何卒ご協力賜りますようお願い申し上げます。今後も小川町商工会に期待して
ください。

　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・取引先が増えない」など様々な悩みがあると
思います。
　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。迷っている方
はご連絡をください。あなたの力になります。

経営アドバイザーから第三者の
意見・助言も受けてみませんか？

専
門
家
派
遣
の
流
れ

業　種 概　　　要

小売業

製造業

販路開拓 販路開拓にあたり計画を立案。その後、補助金等を活用し、計画に沿った取り組みを実施。
新規顧客開拓につながった。

雑然としていた作業場が、アドバイスによる５Ｓの徹底・導線確保などで作業環境が改善。
その結果、時間当り生産量が増大し、生産性向上につながった。生産性向上

➡

➡

➡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 )

レジ袋有料2020年 7月 1日スタートあなたのホームページの
お悩みを解決！

マイナポイント事業に向けて
キャッシュレス導入は進んでいますか？

　プラスチック製買物袋を扱う小売
業を営む全ての事業者に関係します。

《詳しくは》
経済産業省レジ袋有料化に関するHP

　GMOペパボ（株）が提供するホー
ムページ作成サービス「グーペ」には、
商工会会員様限定の無料プランがあり
ます。簡単キレイにホームページが作
成できますので、ぜひご利用ください。
掲載した新着情報は「小川町商工会の
お知らせページ」にも自動的に反映さ
れPRできます！ 　消費者がマイナンバーカード・マイキー IDを取得し、

キャッシュレスで買い物をすると、
マイナポイント（買い物に利用でき
るポイント）がもらえる制度です。
　ポイント取得期間：
　2020年 9月〜 2021年 3月末
《詳しくは》マイナポイント事業HP

初期費用・月額
料金ともに無料
の商工会会員様
向けプラン申し
込みはこちら

https://goope.jp/shokokai/signup/

《専門家派遣成果事例》

費用負担なし！

出かける必要
なし！
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( 埼玉県制度融資 )
●小規模事業資金　　通常時必要な資金繰りに！

●経営革新計画促進融資
　経営革新計画の事業実施に必要な資金へ！

（日本政策金融公庫）
●経営改善貸付
　　商工会員様限定の無担保無保証低利融資です！ 

　そして、コロナ災禍を乗り越え、事
業継続してまいりましょう！

①会員様のご要望に合わせた資金をご提案いたします。

②速やかに、各金融機関へ融資申込みのお手伝いをさ
　せていただきます。

　1 月から 6 月までに源泉徴収した所得税及び復興特別

所得税の納付期限は下記の通りです。納付が遅れると不納

付加算税と延滞税等がかかる場合がありますので早めに準

備しましょう。

　本年 4 月 1 日より、65 歳以上の雇用保険被保険者に対

する雇用保険料徴収の免除制度がなくなりましたので、対

象者がいる事業所では、4 月分給与から雇用保険料を天引

きする必要があります。

　なお、給与の対象期間と支給月が異なる場合、注意が必

要です。たとえば、末日締め翌月 15 日払いの場合、4 月

分給与の支給は 5 月 15 日になるため、最初の天引きは 5

月 15 日となります。4 月 15 日に支給する給与は 3 月分

となるため、この月は天引きする必要がありません。

　万が一、天引きし忘れていた場合は後で徴収して、反対

に天引きする必要がないのに天引きしていた場合は返金す

るようにしてください。

( 埼玉県制度融資 )
●経営あんしん資金・経営安定資金　　
　前年同月比など一定期間の売上が５～２０％減少した際

に適した制度融資です。

●借換資金　　
　既存債務に新たに資金を合せ、返済期間を延長するなど

月々の返済負担を軽減します。

（日本政策金融公庫）
●新型コロナウイルス対策 経営改善貸付　
　商工会員様限定の無担保無保証低利融資（別枠にて）です。

●新型コロナウイルス感染症特別貸付　
　上記の経営改善貸付より限度額が高く設定されています。

据置期間…5 年以内、

返済期間…設備 20 年以内、運転資金 15 年以内

◆令和 2 年 1 月から源泉徴収税額表が変わっています。

◆納付書の書き方等で不明な点がございましたら商工会に

　ご相談ください。

　ご相談の際は、令和 2 年分所得税源泉徴収簿、納付書、

扶養控除等申告書をお持ちください。

令和 2年分所得税及び復興
特別所得税の納期特例について

夏～秋の事業に向けて運転資金、
設備資金を予定されている事業者様へ

コロナウイルス感染症の影響で
資金繰りを検討されている事業者様へ

従業員を雇用している
事業所の皆様へ

金融支援

税務支援

労務支援

納付期限：令和 2 年 7 月１０日（金）

雇用保険料率表
事業の種類 雇用保険率(A+B) 事業主負担率 A 被保険者負担率 B 

１ 一般の事業
（２・３以外の事業）

２ 農林水産の事業
・清酒製造の事業

３ 建設の事業

労務Q&A
Ｑ．新型コロナウィルスの影響を受けて、休業手
　　当を払いました。その場合の雇用保険料はど
　　うすれば良いのですか？

Ａ．「休業手当」は賃金となりますので、その部
　　分も含めて、雇用保険料がかかります。同様
　　に、社会保険料や所得税も対象となります。

ぜひ、商工会へご相談、ご来会ください。
※こちらにご紹介した以外にも様々な用途に即した資金がございます。
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　定期検診は労働安全衛生法で実施が義務付けられてお
ります。働き方改革で長時間労働の是正が問われている
現在、健康診断は従業員の健康管理の基本であり、さら
にその重要性が増しています。
　この機会に是非当会主催の健康診断をご利用ください。

日時　令和2年 8月 26日（水）
　　　9 時 30 分～ 15 時 30 分まで
　　　※ 12 時 30 分から 14 時までは休憩となります。

会場　小川中央公民館
費用　定期健康診断（法定項目） 7,370 円（お一人様）　
　　　※特定健診は別途費用負担あり。詳細は同封の書
　　　　類をご参照下さい。

　令和 2 年度の商工会費の口座引落日は下記の通りです。
前日までに預金残高の確認をお願い致します。

〈商工会費を現金でお支払いの方へお知らせ〉
　会費請求書をご郵送させて頂きます。指
定の口座へお振り込み頂くか、商工会事務
所へお持ちいただくようお願い致します。

※当会では、会員皆様の利便性を考慮し、
会費口座振替をお勧めしております。ご希
望の方はお問い合せ下さい。

前期　　6月 18日（木）
後期　11月 18日（水）

～小川町商工会主催～

　健康診断を実施します 商工会費口座振替のお知らせ

　部員同士の仕事の理解を深めることを目的として、
平成 30 年度より継続して部員事業所への取材活動を
実施しております。仕事に対する思いや今後の事業展
開などの取材を行い、ブログにアップしています。こ
の度広く町民の皆様
に知っていただくた
め、「 事 業 所 ガ イ ド
2020」を発行しまし
た。今後町内の施設
へ配布予定ですので、
見かけた際はぜひご
覧ください。
　 飲 食 業 を 中 心 に、
小売業や建設業など
幅広い業種へ取材を
し、19 事業所を掲載
しています。

青年部 女性部

　商工会女性部の令和２年度
事業がスタートしました。 
　取り巻く環境は日々変わり
ますが、健康に気をつけなが
ら、楽しむことを忘れずに事
業をおこなってまいります。

令和２年１月１日～令和２年３月31日員 紹 介会新
事業所 代表者名 地　区 主な事業内容

比企文化教室

㈱ヴォール

櫻井鉄筋工業㈲

PIGOT Consulting

たべものや　月のうさぎ

熊澤　貴子

口村　辰男

櫻井　良行

Pigot Christian

大畑としこ

大　塚

大　塚

高　谷

飯　田

角　山

司会業、セミナー開催等

廃棄物コンサルティング

建設業

電気料金コンサルティング

飲食業

１

２

３

４

５

事業所 代表者名 地　区 主な事業内容

( 株 ) トラスト

吉田　努

醸し家 Dining

松本真一郎

石井　圭子

坂戸市

上横田

大　塚

建設業

運送業

飲食業

６

７

８

相互理解と事業所のPRのために！

事業所ガイド発行

★★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。

今
後
の
女
性
部
の
主
な
活
動

昨
年
度
の
講
習
会
の
様
子

空き缶回収事業
献血（ライオンズ・青年部共催）
講習会
県内視察研修
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

６月

１０月

１１月

７月
９月

 ＊希望によりおもてなし交流事業受入 
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〇事業紹介
　小川町在住。小川町商工会員および東秩父村商工会員。
東秩父村にて手漉き和紙工房を営みつつ、後進の育成にも
取り組んでいます。自身は小川町の和紙職人育成事業に参
加後、平成22年 11月には当時の上田埼玉県知事より埼玉
県伝統工芸士に認定されました。細川紙技術者協会の研修
員としてさらに技術を重ね、平成26年 11月に同協会正会
員となりました。いつも心掛けていることは、〝お客様に納
得される、妥協のない品物づくり〟。
　手漉き和紙は「その時の心持ちがそのまま和紙の表情に
現れる」といい、内村氏の漉く紙からはいつも羽毛にくる
まれた様な暖かみと優しさが伝わります。

住所：東秩父村御堂４５７　　不定休

〇経営革新に取り組んだきかっけ
　既存規格の簀桁では、多くのお客様から需要の高い製品
が、時に生産量の都合でお待たせすることがありました。
この事業計画では、特注規格の簀桁を導入して生産量を増
量し、1日での生産枚数を5割増やせるまでに至りました。
〇取り組んでみて
　導入当初は規格の大きい簀桁に合わせるよう、私自身の
手漉き技術を改めて精錬する必要がありました。簀桁に寄
り添うように心掛けて漉くうちに製品が完成しました。
楮を主原料とし、地域に密着した製品を作り続け、速やか
な提供を実現しました。
〇今後の展望
　後進の育成も１つのテーマと掲げています。育成の一環
として、多地方の手漉き和紙産地との交流を広げて人脈を
深め、次代を担う生産者同士の切磋琢磨の場も設けるなど
しています。手漉き和紙の道具は大切に使えば何十年と使
えるものであり、手わざを通して、何万・何十万枚という
和紙が小川町・東秩父村の地から日本や世界中の方々の手
元に届き続けられるよう、私自身も努めていきたいです。

　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。

経営革新計画は、業績アップの第１歩 !!

▼会社の紹介をお願いします。
　弊社は造園、庭のメンテナンス（剪定・草刈り・伐採）、植
木の販売を行っています。祖父が昭和 40年に個人事業とし
て盆栽と植木の販売を開始し、平成 6年に法人化。平成 28
年に父より事業承継しました。

▼持続化補助金に取り組んだ経緯、実施内容は？
　弊社はこれまで伐採工事で発生した樹木を焼却処分してい
ました。処理費用をかけて処分していた樹木の有効活用がで
きないか考えていたところ、お客様から薪ストーブ用の薪を
求める声があり、薪の生産・提供を始めることにしました。
　そこで持続化補助金を活用して、薪の製造に必要な「薪割
り機」を購入しました。全ての職人が操作できるように簡易
性・安全性と生産効率を考え、「エンジン式縦横兼用薪割り機」
を導入し、薪の生産、提供を開始しました。

▼効果は感じられましたか？
　処分していた広葉樹を薪にしたことでお手頃な価格での提

供が可能になり、お客様に喜ばれています。昨年 10月上旬
に発生した台風 19号により小川町が被災したことで、災害
への対応に追われ、薪の生産量を抑えざるを得ない状況でし
たが、今後は閑散期を上手に活用し、安定して生産できるよ
うにしたいと考えています。

▼取り組んだ感想をお願いします。
　持続化補助金は私の周りでも活用している方が多く、新事
業で設備を導入するときにはこの補助金を活用しようと考え
ていましたが、申請書をどのように作成したら良いかわかり
ませんでした。そこで商工会に相談すると、職員から申請書
の作成方法について丁寧に教えていただき、経営計画につい
て質問を受けているうちに申請書を完成させることができま
した。補助金の活用を考えている方は、まず商工会に相談す
ることをお奨めします。

和紙工房うちむら　内村  久子 さん

㈱増田造園　増田  圭亮 さん

小規模事業者持続化補助金採択企業の声

経営革新計画承認事業所のご紹介

工房入口のモニュメント 導入した簀桁

代表の増田さん 導入したエンジン式縦横兼用薪割り機

㈱増田造園
所 　 在 　 地 ／ 比企郡小川町能増５５９－６
Ｔ 　 Ｅ 　 Ｌ ／ ０４９３－７２－２４９０
営 業 時 間／ ９：００～１７：００
ホームページ／  https://masuda-zouen.co.jp/
店 　 休 　 日／ 月曜日

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。


