
　令和４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とか

たならぬ深いご理解とご協力を賜

り、厚く御礼を申し上げます。

　さて、昨年は新型コロナウイルス感染症の拡大局面が

幾度となく押し寄せ、社会経済活動に大きな影響を及ぼ

し、会員の皆様におかれましても大変厳しい経営を余儀

なくされましたことは想像に難くありません。当会にお

いても地域振興事業である七夕まつりや商工祭の開催

　会員の皆様、明けましておめでとうございます。新年

を迎えるに当たり、私たち小川町商工会事務局としての

抱負を述べさせていただきます。

　昨年は新型コロナウイルス感染症の猛威が社会経済活

動を始めあらゆる分野において秋口まで長期間にわたり

大きな影響を及ぼし、その結果、社会の根底から大変革

スタイル変更や、国・地方自治体が行う様々な給付金や

協力金などのコロナ対策も会員様の事業継続のため優先

的に支援するなど商工会事業も変革しております。今後

は、国際的な課題として気候変動による脱炭素社会の構

築、持続可能な成長社会の実現、国内的にはデジタル化

の促進等社会経済活動が大きく変わります。本年は時流

適応経済団体として経営や税務・労務などの支援事業を

ベースに時代の要請にも応えながら会員の皆様へ全力で

サポートしていく所存です。

　私事ながら商工会長２期目となり、商工会核心事業で

ある経営改善普及事業を基軸に待ったなしの急激な社会

変革にも適応する商工会事業に邁進する所存です。本年

も昨年にも増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

は本年が飛躍の年となりますよう心よりお祈り申し上げ

ます。

会長　松岡　良治

を引き起こしています。現在は小康状態を保っておりま

すが、先行き不透明なことから商工会としてもこの大変

革時代の大きな流れに沿い、WITH コロナを念頭に職員

各自が主体的に新しい支援策に挑戦し続けます。本年の

商工会職員行動指針を「随処作主」とし、会員皆様に寄

り添った伴走支援をいたします。どんなことでもご遠慮

せず当会にご相談くださいますようお願い申し上げます。

全会員の皆様が光輝放つ令和４年となりますよう努力す

る所存です。

　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らくお待ちいただく
場合がございます。
　また、新型コロナウイルス感染症が終息するまでの期間、お昼
休み休業を実施させていただきます。皆様には大変ご迷惑をおか
けいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

【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。



　会員皆様の相互交流の場として「新春の集い」を
開催します。会員の皆様のご出席を心よりお待ちし
ております。

期　日／令和 4 年 2 月 18 日（金）１８：００～
場　所／リリックおがわ２F　会議室１・２
申　込／別途郵送する案内チラシにてお申込みください
会　費／３，０００円
●講演会（１８：００～）
　テーマ／助成金セミナー
　講　師／助成金制度推進センター　白石  健吾 氏
　　　　　「助成金の基礎」「助成金は獲得しやすい　
　　　　　ものである」ことについて解説します。
●賀詞交歓会（１９：００頃～）

　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おります。相談内
容によっては無料です。混雑を避けるため完全予約
制となっております。今回初めて相談会に参加され
る方（今年度商工会に加入された方・新規開業され
た方等）は同封の別紙『令和 3 年確定申告受付相
談会の開催について』をご確認の上、参加希望日時
のご予約をお取りいただきますようお願い致します。
なお、昨年相談会に参加された方には別途ご案内を
郵送いたします。また、分離課税がある方も事前に
ご連絡をお願い致します。

（予約受付：小川町商工会・0493-72-0280）

　7 月から 12 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
遅れると加算税や延滞税を負担しなければならない
ことがあります。

  納付期限：令和４年１月 20 日（木）

　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。
　事前予約の上、各種控除申告書、源泉徴収簿、納
付書等をお持ちください。

　平成 27 年度から運営しています地域通貨事業が、
地域経済活性化のためにリニューアルします。地域通
貨のデザインを、小川町を代表する日本酒・和紙・建
具・七夕・有機野菜などをモチーフにしたデザインに
変更して、２月の小川町就学支援助成事業からお目見
えします。
　なお、新しい地域通貨の流通後も、現在の地域通貨
は裏面記載の発行日から半年間ご利用いただけます。
＜その他変更点＞
①取扱店登録ステッカーも、リニューアルします。
②一般販売を開始します。お世話になった方へのご贈
　答や、各種団体イベントでの記念品や謝礼などにご
　活用いただき、町内での消費喚起に繋げましょう。
③通貨券裏面のＱＲコードから、取り扱店一覧を確認
　できます。
※取扱い店には、登録ステッカーの配布を含め個別に
　情報提供いたします。
＜取扱加盟店　大募集＞
これを機に取扱い店に加盟することをお勧めいたしま
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。

画像大：新しいイメージ
画像小：現在のイメージ

2  おがわまち商工会だより  令和４年 1月 1日

新春の集い

税務
個人事業主向け令和３年分
確定申告受付相談会のご案内

令和３年分所得税及び復興特別
所得税の納期特例について

令和３年分決算準備のポイント

新しい地域通貨、
２月デビューします !!



　来場者、出店者、スタッフの皆様が感染防止対策
を遵守して参加いただきました。おかげをもちまし
て、ウィズコロナの幕開けとして盛況裡に開催がで
きました !!
　当日は好天のもと、密集を避けるため例年より 1
時間早く開会しました。感染症防止対策の一環で、
リストバンドを付けた方のみが会場内に入る方式を
採用し、3000 名超のご来場をいただきました。開
催前後に、テレ玉、ヤフーニュース、埼玉新聞、日
本経済新聞など主要メディアにも取り上げられ県内
各方面から多くの注目を集めました。
　来年の開催も本年以上に多くの会員様のご出店を
お待ちしております。

～ウィズコロナでも地域のために～
商工祭にて「お悩み相談室」を設置

　2 年ぶりの開催となった商工祭。コロナ禍のため
今までのようなブースが設置できず、「青年部として
何が出来るか」試行錯誤の連続でしたが、「お悩み相
談室」と銘打って、地域の方が持っている生活の悩
みに部員が答えるブースを設けました。
　当日は青年部の活動を紹介する冊子の配布も含め、
地域の方とコミュニケーションを取ることが出来、ウィ
ズコロナの一形態としての事業が実施できました。
　今後も、青年部として地域のために何が出来るか
を考え、状況に合わせた活動を行ってまいります。

　“女性の視点での、地域資源を活用した地方創生”
というテーマで製品開発に着手しました。
　先ず、小川町の複数店舗を視察させていただき、
和紙に関する需要や、町を観光で訪れた方々の生の
ニーズを伺いました。次のステップとして講師を招
いての勉強会を 2 度実施し、どのような方々に何を
届けたいか、その手法は？といったところまで学ん
だところです。年明けからこの事業を具現化してま
いります。
 

【その他の活動】
11/3 の小川町商工祭では“ママの休憩室”と題して
子連れの方の休息場所として、おもてなしと癒しの
空間を演出して提供しました。
11/4 小川町駅前通りを一斉清掃し、町の美観維持
に務めました。

　今回で 4 回目となる「小川まちゼミ」は、参加事
業者 32　実施講座数 41 と、過去最大の規模で開催
しました。
　「お店のファンとなってもらう」「売上をあげる」
を目的として開催し、参加した事業者は小規模店舗
ならではの、顔が見える・趣向を凝らしたゼミを実
施しました。「まちゼミで初めて店舗に来ていただい
た方が、その後何度も来店していただけるようになっ
た！」「まちゼミ後、レッスン生として契約していた
だいた！」など確かな効果を実感していただけたよ
ろこびの声が多数寄せられております。
　今後は更に参加者を増やし継続して開催する予定
です。次回以降の皆様のご参加、お待ちしております。

（今回のまちゼミの様子）

3 おがわまち商工会だより  令和４年 1月 1日

　　商工祭へ 3000 人超来場 !!

青年部  活動報告 女性部  活動報告

第４回小川まちゼミ開催 !!

員 紹 介会新
事業所 代表者名 地  区 主な事業内容

令和 3 年 9 月 4 日
　 ～令和 3 年 12 月 9 日

居酒屋納屋

ろばた焼　武蔵野

折り鶴工房

佐々木　拓己

川辺初江

中村春子

若山時行

佐々木拓己

奈良梨

腰　越

東小川

大　塚

飲食店

飲食店

金属造形

インターネット販売

１

２

３

４



　「労働保険担当者がいない」「経費を抑えたい」「労災に事
業主も入れないか」等お悩みの方は商工会にお気軽にご相
談下さい。どの位保険料や事務組合手数料がかかるかシミ
ュレーションすることもできます。

～お客様の声～
株式会社 創見 （エシカル）様

4  おがわまち商工会だより  令和４年 1月 1日

経営革新計画を作成する事業所が増えています！
R3 年度 14 事業所承認済、11 事業所が現在取組中！

就職フェア１３事業所が参加予定。
採用成功企業約 60％！来場者数約 100 名！

（過去２回の開催実績）

R3 年度 創業支援件数 11 件
（R3.12 末日現在）

100 件超の事業所が商工会に労働保険の事
務委託をしてます！
商工会では労働保険料の納付や雇用保険の諸手続き（入退社時
の手続き等）を事業主に代わって行うことができます。

～お客様の声～
芋や てんせんえん　　大曽根悠太さん

　地域の可能性を探る中で、小川町の農家さ
ん栽培 ( 一部自家栽培 ) の無農薬のサツマイ
モで焼く石焼き芋を売る”蜜流 ( みつる )”
に扮し、芋づるで地域の方々とつながること
を使命に活動開始。今年更に活動の幅を広げるため、リヤ
カー屋台『芋蜜号』を製作。
　商圏拡大というテーマで、商工会の専門家無料派遣制度
を活用して経営革新計画を策定、県知事の承認を得ました。
この計画に、小川町の“経営革新等チャレンジ応援補助金”
が適用され、設備投資に充当しました。

就職フェア
特設サイト

～お客様の声～
はりきゅう吉燈庵（きっとうあん）　
久喜伸晃さん

　はりきゅう吉燈庵は「地域の
方と協力して、地域の健康増進
に貢献したい」を理念とし、令
和3年 6月 15日に開院しました。
開院にあたり、商工会支援の元、
特定創業支援事業を受講。時間
をかけ経営の基本を確認してい
ただきました。その後、小川町
の「経営革新計画等チャレンジ
応援補助金」を活用し改築に着
手。理想とする施術場所へと仕
上げていきました。

（改装後の店内の様子）

経営革新

就職フェア

創業支援

労働保険

商工会活用事例　～一緒にガンバロウ～

～お客様の声～
2 年前に参加し、採用に至った
宮川紙工 株式会社 様

補助金をいただけるという
ことは、町民に応援されて
いるということ。その意識
を持って、しっかりとした
施術を通して町の皆様へ返
していきたいです。

弊社の社員が依願退職したので急遽、
フェアに参加させて頂きました。ブー
ス内に弊社の製品や作業風景を写真で
展示して社内の雰囲気をわかりやすく
しました。そこで話した方は興味を持
って頂き試用期間を経て現在も楽しく
勤めて頂いております。

商工会事務委託メリット
　１．事務の効率化、経費節減
　２．保険料の分納（３回）
　３．特別加入制度
　　　（事業主も労災に入ることが出来る制度です）

加入が必要であること・労
働保険の基礎知識などを丁
寧に説明いただきました。
手続きが迅速で大変助かっ
ています。

芋蜜号新装のた
めに支援や補助
を頂けて大変有
難いです！小川
町、および小川
町商工会のみな
さまに感謝です
（大曽根さん）


