
　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。事前予約のない場合は
長時間お待ちいただく場合がございます。

【相談時間帯】午前９時３０分～午前１１時３０分・午後１時３０分～午後５時
【業務停止時間帯】正午～午後１時

来会によるご相談は、
事前予約をお願いします。

　 第43回小川町商工祭開催のご案内
～商品に工夫を凝らした会員事業所が勢ぞろい！～

新規顧客獲得のために！第4回小川まちゼミ開催！
～過去最多の41講座実施！～

　「販路拡大」「新規顧客獲得」を図ることを目的と
して実施しております、まちゼミ。10月 1日より
開講となる「第 4回小川まちゼミ」は、過去最多
の 31事業所 41講座で開催されます。例年ご参加
いただいている事業所様から新規会員となられた事
業所様まで、多種多様な講座を用意いたしました。

　当会では、感染症対策を万全に施し、商工祭の開催に向けて準備を進めております。
　テーマはズバリ !!“会員事業所様の新規販路開拓”です。
　“コロナ禍での免疫力UP商品や、感染症防止製品”などがPRされる予定です。

　　開 催 日：11月 3日（水・祝）小雨決行
　　開催時間：9時～15時
　　会　　場：小川町役場前広場、リリックおがわ、小川中央公民館および各駐車場を予定
　　駐 車 場：小川町職員駐車場（ココット奥）
　　感染防止：氏名の記入、非接触型の検温、手指消毒、マスク着用、マスク食事等のイベントガイドライン
　　　　　　　に沿って実施させて頂きます

　小規模で開催出来るメリットを充分に活かし、コ
ロナ禍においても昨年に引き続き感染防止対策を図
り実施してまいります。
　会員の皆様におかれましては、講座への受講はも
ちろん、来年度以降も開催予定のまちゼミへのご参
加を是非ご検討ください！

※今年度実施するまちゼミの講座（一例）

　※感染症の状況により、中止になる場合がございます
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ご確認ください！コロナ支援 
～申請方法など商工会へお問い合わせください～

◎…全業種対象
〇…緊急事態宣言または不要不急の外出自粛で直接影響を受けた業種が対象
▲…飲食業が対象

小川町
◎経営革新計画等チャレンジ応援補助金
　　取得奨励金５万円　ほか計画事業により補助率 2/3 補助上限額 30万円～ 80万円

◎販路拡大支援補助金
　　ＨＰ作成、展示会出展、企業紹介動画の個社の取組み　補助率 2/3 補助上限額 20万円
　　団体で実施する場合のポスターやパンフレット等でPR　補助率 2/3 補助上限額 50万円

国
〇月次支援金
　　本年の月毎の売上が前年または前々年同月比 50％以上減少がある場合
　　法人上限 20万円　個人上限 10万円支給　※時短協力金受給者はＮＧ

◎小規模事業者持続化補助金【低感染リスク型ビジネス枠】
　　コロナ対策を施した上で顧客獲得の新たな取組　補助率 3/4 補助上限額 100万円

◎事業再構築補助金【緊急事態宣言特別枠】
　　本年の 1～ 5月いずれかの月商が前年または前々年同月比 30%以上減
　　事業収入の柱を増やす、同業種の中においても新規的な取組みまた事業転換・再編
　　中小企業補助率 3/4 補助上限額 100～ 500万円・～ 1000万円・～ 1500万円
　　（従業員数により段階的。～ 5名・6～ 20名・21名～）

県
▲時短営業協力補助金（緊急事態措置、まん延防止措置に伴う）
　　飲食店の夜間営業自粛要請に伴う協力金。期間ごとに申請が必要（措置に応じた支給額）

▲経営支援事業費補助金
　　飲食店が感染防止に取り組むためのアクリル板／パーテーション購入費の一部を補助
　　上限１万円。申請数により按分。申込は商工会（11/20 迄）。

〇埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金（国の月次支援金の給付を受けている方。10/15 迄）
　　補助額（いずれも月額） 中小５万円　個人 25,000 円

（商店街） 商店街安心・安全促進事業
　　感染症対策を徹底し、販促等に繋ぐ取組を行う商店街へ補助　補助率 3/4 補助上限額 30万円

（酒類 { 販売事業者 / 製造事業者 }）酒類販売事業者等協力支援金
　　本年 4月以降、各月の売上が前年または前々年の同月比で 30％以上減少に応じ、
　　中小（10～ 30万円）・個人事業主（5～ 15万円）で補助額の設定

日本政策金融公庫　両融資が本年末まで実施。既往債務の借換え可
◎新型コロナウイルス感染症特別貸付　
　　運転 15年・設備 20年（各据置 5年）、実質 3年無利子、利率 1.26％（当初 3年 0.36％）

◎経営改善貸付 新型コロナウイルス感染症版　（商工会員限定）
　　運転７年・設備 10年（各据置 3年）、実質 3年無利子、利率 1.21％（当初 3年 0.31％）
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インボイス（適格請求書等保存方式）制度が導入されます
　令和５年 10 月１日より、課税事業者が消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、仕入先などから受け取った適格
請求書などと仕入れの事実を記載した帳簿の保存が求められます。※ただし、インボイス制度導入後、一定期間は経過措置
が設けられます。
　適格請求書を発行するためには税務署長の登録を受けた課税事業者（適格請求書発行事業者）に限られます。
適格請求書発行事業者の登録は、令和３年 10 月 1 日から申請ができます。

　適格請求書がないと仕入税額控除ができないため仕入側で
は納付する税額が増えることになります。よって、今後は免
税事業者が取引先から適格請求書発行事業者
登録を要請される可能性もあります。

免税事業者は適格請求書を発行するこ
とができません！

商工会費（後期）口座振替のお知らせ献血にご協力をお願いいたします。
　令和 3 年度の商工会費（後期分）の口座引落日は　　

　　　 11月18 日（木）です。

　前日までに預金残高の確認をお願い致します。

日　時：10 月 22 日（金）　
　　　　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

令和３年４月23日～令和３年９月３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

㈱吉燈庵

㈲板倉板金工業所

KABURA

㈱たくみ

中市　里美

高橋　かの

富田建築

特定非営利法人 あかりえ

居酒屋　えちご

楓木芸舎

㈱ラッピング協会

㈱真大工業

Style N

やなぎ社会福祉士事務所

ピンポン飯店

MURAI 自動車

八芳

GAMI'S ORANGE WORLD

おがわ食堂

比企出し合同会社

トキワコーティング工業２

久喜　伸晃

板倉　淳史

小杉　温子

田嶋　政之

中市　里美

高橋　かの

富田　浩安

谷口　西欧

若林みどり

上江　智之

桐山　光晴

柴垣　成寿

中谷　崇之

柳　　辰夫

長尾　玄武

村井　武志

磯村　忠紘

坂上　孝雄

齋藤　博之

長倉　正弥

清水　芳夫

小　川

腰　越

みどりが丘

能　増

角　山

大　塚

増　尾

小　川

角　山

増　尾

大　塚

小　川

飯　田

木　部

角　山

小　川

大　塚

木呂子

大　塚

飯　田

勝　呂

はり灸、きゅう師の施術

家屋板金等全般

インターネット販売

住宅基礎、外溝

リフォーム、民泊

民泊

大工工事業

NESTo、民泊

居酒屋

ハンドメイド木工品製造

ラッピング資格認定業務

土木工事

自動車コーティング

社会福祉事業

キッチンカー（エスニック料理）

自動車整備

焼肉店

写真撮影販売、オリジナルグッズ販売

飲食店

地域産品販売等

部品焼付塗装
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埼玉県比企郡小川町▲-▲
●●●●商店

屋根外壁リフォーム
相談所　木下塗装興業

12 木下　勝巳 大　塚 塗装工

　町内商業の振興と地域の福祉向上を目的とし、商工会が
小川町行政や社会福祉協議会などとも連携して取り組んで
おります。
　小川町地域通貨は、
①町内の登録店舗で使用できる商品券です。（現在 122 店舗）
②町をはじめとする公共機関、各種団体や個人まで購入で
　き、記念品や謝礼として使用されています。流通量は昨

年実績年間約 650 万円。今年度は、デザインの変更などイ
メージの刷新も図り、大幅に流通量を増加させる予定です。
　つきましては、これを機に売上向上の一方策として取扱
い店に加盟することを是非お勧めいたします。

お問い合わせ・お申込みは、商工会までお願いいたします。

小川町地域通貨（共通商品券）取扱い店募集！



　地元小川町の土台・ライフライン・生活の基盤
を守り、築く『建設部会』では、各事業所の持つ
【実績】【技術力】【信頼性】を町民の方々に広く
PR し新たな需要開拓に資するため、小川町 10
月号広報と共に一斉配布します。34の会員事業
所を、顔写真付きでご
紹介！
　住環境の更なる改善
や事務所の増改築など
お考えの方は、是非ご
参考にしてください！

　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４年２月、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」
を開催する予定です。本年２月に開催した就職フ
ェアでは 89名が来場しまし
た。今回も新型コロナウイル
ス対策を徹底して、開催する
予定です。詳細が決まり次第、
ご案内いたします。

埼玉県内の事業場で働く全ての労働者に適用され
ます。

特定（産業別）最低賃金は、令和３年度内に改定予定です。
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建設部会 事業所紹介冊子を発行！
～ぜひご活用ください～

小川町就職フェアのご案内

令和３年１０月１日より
最低賃金が改定されます。

経営支援するだけが  商工会  ではありません

使用料【無料】サービス実施中！

最低賃金額（時間額）

956 円


