
　令和 5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
当会事業運営に於きまして、深いご理解と
ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
昨年は、断続的にコロナ感染の拡大局面が
押し寄せ、ウクライナ情勢の悪化や原材料
価格の高騰及び各種資材の調達難、さらに

記録的円安の進行が相まった物価の上昇等依然として厳しい状況下
にありました。そのような中で会員皆様におかれましては、新しい
生活様式に即した消費者ニーズの変化に対応すべく、経営の変革に
積極的に挑戦されましたこととご拝察申し上げます。
　当会においても、「感染拡大防止と社会経済活動の両立」を念頭に、

　埼玉県と小川町では、運送事業者の皆様に向けて、燃料価格高騰の影響に対して支援金を交付します。
○交付要件　貨物自動車運送事業法に規定されている事業の許可を受けている、又は届出を行っている貨物自動車運送事業者で
　　　　　　あることが主な条件です。
○交付金額　小型・普通自動車（緑色ナンバー）30,000円 / 台
　　　　　　軽自動車（黒色ナンバー）、オートバイ（緑色ナンバー）10,000円 / 台
　　　　　　※埼玉県の支援金については埼玉県内ナンバーが対象、小川町の支援金については熊谷ナンバーが対象です。
○申請期間　令和4年 12月 1日（木）～令和5年 2月 17日（金）
　　　　　　※小川町の支援金は申請期限を2月 28日（火）までとする

　埼玉県では、経営革新計画に基づきデジタル技術を活用した新サービスや新製品の開発などにかかる費用について補助金を交付いた
します。※審査があります。
○交付要件　令和4年 10月 3日（月）～令和5年 3月 31日（金）の間で経営革新計画の承認（変更承認を含む）を受けた（または
　　　　　　受ける見込みの）計画に基づき事業を実施するもの
○交付金額　補助率：2分の 1　　補助額：上限1,500,000円　※補助対象事業費は1,000,000円以上であることが条件
○公募期間　令和5年 2月 1日（水）～令和5年 3月 15日（水）

3年ぶりに通常開催に近い形で、七夕まつりと商工祭を開催しまし
た。特に商工祭においては、「会員事業所の販路拡大」を主目的に
置いた地域振興に寄与する事業として、多くの会員皆様のご協力に
より実施できましたおかげで、過去最高の５，０００人を超える町
内外からの来場者を迎え成功裏を収めることができました。
　さて、本年対応すべき喫緊の課題として、先が見えない物価上昇
に対応するため生産性の向上と業務の効率化、災害等緊急事態に損
害を最小限に止め事業の早期復旧を図るため事業継続力の強化、さ
らに円滑に次世代へ事業承継するため経営状況と課題の見える化等
が挙げられます。　
　当会は「小川町経済の回復」にお役に立てる地域経済団体として、
上記課題に労務管理・DX・BCP・事業承継計画等のご支援により、
安定した経営基盤の構築を全力でサポートします。また、引き続き
経営革新・持続化補助金・事業再構築補助金等計画策定により、会
員皆様に寄り添って、「稼げる力」の向上を目指す取組みを精一杯
講じてまいる所存でございますので、本年も変わらぬご愛顧賜りま
す様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、干支のうさぎにあやかり業
績が向上し益々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

　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。

【トラック運送事業燃料価格高騰支援金（埼玉県および小川町）】

【経営革新デジタル活用支援事業補助金（第5回公募）】



　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５年 2 月 1 ０日（金）１８：００～
場　所／リリックおがわ２F　会議室１・２
申　込／同封の案内チラシにてお申込みください
会　費／３，０００円　※講演会のみは無料
●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～）

　去る 11 月 3 日、コロナ禍となり初めての通常規
模での商工祭開催となりました。
　当日は約 5,000 名の方にご来場をいただき、思い
思いの時間を過ごしていただきました。出店数も 41
を記録した他、あわしまマリンパーク移動水族館や
Honda 野球部ストラックアウト体験など、例年以上
の盛り上がりを見せた一日となり、会員様の販路開
拓や売上確保の支援が出来たと感じております。
　今後も多くのお客様にご来場いただけるよう企画
を考えてまいりますので、多くの会員様の出店をお
待ちしております。

　令和 5 年 10 月 1 日よりインボイス制度が始まり
ます。インボイス発行事業者になるには税務署への
登録が必要です。制度開始時から導入するには令和
５年３月３１日までに登録を済ませる必要がありま
す。（詳細は同封の別紙をご覧ください。）

　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４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、分離課税等の申告がある方
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５年１月 20 日（金）

　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。

2  おがわまち商工会だより  令和５年 1月 1日

新春の集い 　　 第 44 回 小川町商工祭報告

税務
個人事業主向け令和４年分

確定申告受付相談会のご案内

令和４年分所得税及び復興特別
所得税の納期特例について

インボイス制度について

員 紹 介会新
事業所 代表者名 地  区 主な事業内容

令和 4 年 8 月 17 日
　 ～令和 4 年 12 月 8 日

しずくの小さな石屋さん

さいとう経営労務オフィス

スタークリーニング

合同会社 Toiki

横須賀裕子

齋藤裕子

岡田和樹

境　祐人

大　塚

さいたま市

青　山

大　塚

アクセサリー販売業

経営コンサルティング

ハウスクリーニング

シェアキッチン、飲食店

１

２

３

４



第44回　小川町商工祭報告
　子どもたちを中心に楽しんでいただけるよう、縁日風の出店を行い、各ブースに行列ができるほどの賑わいをみ
せました。抽選会には1,000 人以上の方が来場し、射的や宝釣りなど部員が力を込めて製作したブースには子ど
もたちの笑顔が溢れていました。

　第 5回「小川まちゼミ」は、参加事業
者：41、実施講座数：50と、昨年度実
績（参加事業者：32、講座数：40）を
更に上回るバリエーション豊かなゼミを
開催しました。参加事業者様アンケート
によると「今までご来店のなかった方々
に知ってもらう機会になった」・「多くの
方からチラシ・ポスター等を見たとのこ
とで、話題作りとなった」・「個店・事業
内容の紹介ができた」と、喜びの声が多く寄せられております。今後もまちゼミ
に参加していただく事業者様へ「新規顧客の獲得」や「販路拡大」に繋がる機会
を提供し、効果を感じていただくことができる事業となるよう尽力して参ります。
第6回の皆さまのご参加、お待ちしております。

3 おがわまち商工会だより  令和５年 1月 1日

青年部  活動報告

第５回小川まちゼミ開催 !!

おもてなし交流事業で福島県女性部が来町
　6月に福島県中地区商工会女性部連絡協議会商工
会（２１名）との交流会を実施しました。交流会で
は双方の取り組みを紹介し、女性部活動について意
見交換しました。

主張大会で田中部長が最優秀賞に
　９月にさいたま市大宮ソニックシティにて商工会女性部主張発表大会が開催さ
れ、２ブロック代表として田中照子女性部長が発表しました。４ブロックから各１名、
計４名が発表した結果、田中女性部長が最優秀賞に輝き、令和５年７月に茨城県で
開催される関東ブロック大会に埼玉県代表として出場することになりました。

　　女性部員募集中 ・商工会の会員（法人ではその役員）またはその配偶者。
・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。

女性部  活動報告

　　青年部員募集中 ・商工会の会員（法人ではその役員）またはその親族
・上記の内、その事業に従事する45歳以下の者



4  おがわまち商工会だより  令和５年 1月 1日

有限会社  大塚商会
　先代から事業を引き継いだため、一度自社の振り返り

をして新しい目標を定めようと思い支援を依頼しました。

計画策定の間は商工会職員や中小企業診断士に何度も面

談の時間を設けてもらい、「中古農機具の買取・販売と地

域における顧客基盤の

強化」というテーマで

計画を作っていき県の

承認をいただきました。

　これからは計画を具

体的に行うためにフォ

ローアップの支援も定

期的に依頼したいです。

　車検整備、自動車販売等を行っ

ている㈲小内自動車は、人員不足と

設備の老朽化に悩んでいました。商

工会に相談し、初めて補助金、助成

金の申請に挑戦。無料の専門家派遣

を利用して、経営革新計画をつくり、

町補助金と助成金で最新設備を購入することができました。

　いままで事業計画なんか作ったことなかったですが、

専門家が作成補助してくれたので、５回の相談で申請で

きました。皆さんも商工会に相談してみてください。

株式会社  おいでなせえ
　「和紙の原料である楮の新芽を食品として活用したい」

そのような思いから、地元事業者と協力して楮ハーブテ

ィーや楮ガレットを製作し、商工祭でテストマーケティ

ングを行いました。「商品に対してどんなニーズがあるか」

「価格帯はどうか」などを確かめるよい機会になりました。

当日は多くの方がブースを訪れ、率直なご意見をいただ

くことが出来ました。今後、より魅力ある商品にできる

よう研究していきます。

株式会社  モチダ製作所
　事業を進める上でどのようなリスクが考えられるか、

感染症という新たなリスクが出てきた今だからこそ見直

してみようと思い、支援を依頼しました。商工会職員や

産業振興公社のアドバイザーの意見をいただきながら計

画策定を進めていくこ

とで、リスクに対する

自社の準備の棚卸しを

することが出来ました。

有限会社  小内自動車

町補助金と助成金で導入した設備
計画を実施するために
チラシも作成した

事業の計画を策定！
（経営革新計画）

新商品の
テストマーケティングを実施！

（商工祭）

働き方改革を実践！
（助成金活用）

事業継続力強化計画を策定！
（事業継続力強化計画）

商工会活用事例　～一緒にガンバロウ～


