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イベントスケジュール
5日㈫ 許認可相談会

［会場］商工会本所

10日㈰ かわさとフェスティバル
［会場］川里中央公園・
　　  川里農業研修センター

16日㈯
17日㈰

産業祭
［会場］総合体育館

17日㈰ 珠算検定
［会場］商工会本所

19日㈫ 優良従業員表彰式
［会場］商工会本所

19日㈫ 労務・税務定例相談会
［会場］商工会本所

22日㈮ 金融機関との情報交換会

6日㈮
~22日㈰

歳末大売出し

18日㈪ 地区懇談会（桐生・東・天神）　
［会場］あきやまドライブイン

1日㈫  プレミアム商品券販売
［販売場所］商工会本所
　　　　市役所吹上支所・川里支所

1日㈫  金融・許認可相談会
［会場］商工会本所

2日㈬  理事会
［会場］商工会本所

12日㈯  こうのす花火大会 18：00～
［会場］糠田運動公園

20日㈰  おおとり祭り
12：00～20：00（歩行者天国）
［会場］中山道 加美から人形町

21日㈪
24日㈭

 市民ゴルフ
［会場］鴻巣CC

26日㈯
27日㈰

 コスモスフェスティバル
［会場］コスモスアリーナふきあげ

5日㈫  一日公庫相談会 10：00～12：00
13：00～16：00（最終受付15：30）
［会場］商工会本所

15日㈫  労務・税務定例相談会
［会場］商工会本所

3日㈫ 金融・許認可相談会
［会場］商工会本所

3日㈫ 決算説明会 13：00～
［会場］クレアこうのす

11日㈬ 理事会
［会場］商工会本所

17日㈫ 労務・税務定例相談会
［会場］商工会本所

７日㈫ 金融・許認可相談会
［会場］商工会本所

9日㈭
10日㈮
14日㈫
16日㈭

年末調整指導会
［会場］商工会本所
［会場］吹上支所
［会場］川里支所

9日㈭ 新年賀詞交歓会
［会場］鴻巣市市民活動センター

21日㈫ 労務・税務定例相談会
［会場］商工会本所

29日㈬
30日㈭

彩の国ビジネスアリーナ2020
［会場］さいたまスーパーアリーナ
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経営革新計画を作成してみませんか？
●自社の現状を分析し、目標達成に向けて
　「いつ」「誰が」「何を」すべきなのかを明確にできる
●目標が明確になるので、社員と目的意識の共有ができる

「経営革新計画」は、経営の向上を目指して「新たな取り組み」を行うための3
～5年の中期事業計画のことです。承認企業においては「金融機関や取引先の
信用が増した」などの声も聞かれます。経営革新計画を作成してみませんか。

作成のメリット

　“洋菓子を通して多くの人に幸せを”が経営理念の「梛の樹」。７期目を迎える現在、菓子
の成型や洗い物に作業時間を取られ、効率的にケーキの生産が行えず、ショーケースに商
品がほとんど並んでいない時間帯ができてしまい、せっかく来店したお客様が何も購入せ
ずに帰ってしまうことがあり、売上の機会を逸していることがお悩みでした。そこで当会で
は生産性向上のための設備資金導入に使える補助金（＊注１）をご紹介。この補助金の採択
を目指し、商工会・専門家と二人三脚で事業計画書を作成し、見事、採択に至りました。
「実費ではなかなか購入できない設備を導入できた」と代表の吉野さん。新商品の販売計
画も着 と々進み、店頭に並ぶ日が楽しみです！
＊注１　ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

★㈲大一米菓様（鴻巣市人形）も補助金（＊注１）の採択をされました★

従業員の作業効率・生産性向上により売上UP！

商工会のサポートで「ものづくり補助金」採択へ！
設備費用の2/3が補助金で導入可能に！

梛の樹
鴻巣市中央１-２９
　  048-598-8979
　  10:00～19:00
　  火曜日
営
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℡
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◆会計・税務に関する相談　　◆確定申告書の作成
◆相続税に関する相談・申告　◆税務調査の立会

青年部・女性部・活動NEWS

青年部 女性部
青年部員募集中！

　青年部では、新入部員を募集しています。18歳から45歳ま
での市内商工業者及びその後継者が加入できます。花火大会
やサンタが街にやってくるなどの事業を通じて地域振興に努め
ています。お問い合わせは、鴻巣市商工会またはお近くの青年
部員まで！

「サンタが街にやってくる！」 12月22日（日）

　市内の子供たちに「愛」「夢」「感動」
を伝えることを目的に、青年部員がサ
ンタクロースに扮して、プレゼントを
お届けする事業です。

今後の予定
◇10月12日　こうのす花火大会参加
◇10月20日　おおとり祭り参加
◇11月16～17日　産業祭参加

日帰り研修旅行   6月24日(月)
つくば山水亭にて 献血運動   6月27日(木)

鴻巣献血ルームにて

元気に活動中！

　女性部では地域貢献事業のほかにも、部員親睦事業も年に
数回行っております。ぜひ女性部に加入して楽しく活動しましょ
う！皆様のご加入をお待ちしております。

セミナーのご案内

会員向け金融・許認可・労働・税務相談会を毎月１回開催し
ております（無料）。まずは、お気軽にご予約をお待ちしてお
ります。

［問い合わせ・申込み］ TEL：541-1008

◆金融・許認可・労働・税務
　定例相談会のお知らせ

［対　象］
［開催日］ 

［受付時間］ 
［会　場］ 
［申込み］

鴻巣市商工会員
金融・許認可→毎月第１火曜日
労働・税務　→毎月第３火曜日
10:00～15:30
商工会本所
お電話にて申し込み下さい。
TEL：541-1008

◆「鴻巣市商工会一日公庫」のご案内

［日　程］
［時　間］ 
［会　場］
［対象者］ 
［参加費］ 
［申込み］

日本政策金融公庫 熊谷支店の職員による、融資相談会を実施
します。皆さまのご参加をお待ちしております。

11月5日（火）
10：00～12：00／13：00～16：00
商工会本所
創業予定の方、事業所の方
無料
要　※申込状況によっては、当日受付も可能です。

広　告

事業所名

◇新規加入会員（敬称略） （R1.6～R1.8）

住　　所
ISテック株式会社 鴻巣市ひばり野2-17-21 伊佐治毅章 給排水衛生設備工業
 COREこうのすパソコン教室 鴻巣市松原1-3-18 河田　麻利 パソコン教室
 POLA　DREAM・VERY 鴻巣市松原1-3-10 熊谷　理奈 エステ・化粧品販売
髙橋塗装店 鴻巣市滝馬室581-8 髙橋　健太 塗装
花咲く音楽室 鴻巣市氷川町55-4 羽渕　彰子 音楽教室・出張音楽指導
 特定非営利活動法人グリーンパパプロジェクト 鴻巣市本町8-1-20　 吉田　大樹 子育て支援・放課後児童クラブ
ジョイグル  長野市大字南長野新田町1529 ゴッシュ スシャント インド料理専門店
 田中法和公認会計士・税理士事務所 鴻巣市安養寺350-1 田中　法和 会計士・税理士
 山田順司税理士事務所 鴻巣市本町5-6-20-506 山田　順司 税理士
 株式会社ワンダーホーム 鴻巣市大間2-11-22 関根　　勉 不動産
株式会社　きんとうん 鴻巣市赤見台1-12-18-305 坂口　政孝 卸売業
美容室ジョリファム 鴻巣市本町3-8-38 大塚　和美 美容業
Nicori  越谷市袋山1239-1 柴田　千明 クレープ等
78coffee  鴻巣市前砂427-10 渡邉千恵子 珈琲豆等
㈱J TRANS 鴻巣市吹上富士見1-7-12 関口かおり 運送業
㈱ドリーム・コミュニケーションズ 鴻巣市吹上富士見1-16-17 原口　信之 電気通信工事業
 Makanaフラワーレッスン　ｂｙ大嶋花卉園芸 鴻巣市鎌塚2-11-26 大嶋　佳奈 フラワーレッスン
㈲吉田建設工業 鴻巣市三町免73-8 吉田誠司郎 土木建築

代表者名 業　　種

税金について知りたいとき
　毎日の暮らしの中で税金について「ちょっと確認したいな」、
「税務署に行って相談したいな」と思うことがありませんか？
そんな時どうするか？今回は所得税や消費税など国税に関して
の調べ方や相談方法をいくつか紹介したいと思います。
①国税庁のホームページ
　「タックスアンサー」よくある質問に対しての一般的な回答を
調べることができます。
②電話での質問や相談
　電話相談センター（最寄りの税務署へ電話し、番号「１」を選
択）国税に関する一般的な質問に答えてもらえます。
③税務署 個別相談（電話予約が必要）
　相談内容が個別具体的で関係書類を確認する必要があるとき
などは事前に税務署へ電話予約をして相談することができます。
　なお、電話相談や個別相談の際は、できるだけ事前に相談内
容を整理してから電話することをお勧めします。

税理士　小林保広

税務

ワンポイント
アドバイス

令和元年10月1日から埼玉県の最低賃金が
898円から926円(28円ｱｯﾌ )゚に改定されました。

埼玉県の
最低賃金の
お知らせ

❶フラワー スタンプラリー
　期　間：令和元年１０月１８日（金）～２０日（日）
　内　容：参加店で期間中に限りお買物・ご飲食等をしてくだ
　　　　　さったお客さまに、参加店にてスタンプを押印。３店
　　　　　舗分のスタンプを集めた方に、先着５０名に花の小鉢
　　　　　１鉢をプレゼント（２０日実施本部にて）します。

❷令和元年１０月２０日（日）のイベント
　①歩行者天国（人形・深井２丁目交差点～加美・河野タイヤ前）
　②オープニングセレモニー
　　こうのとり伝説パレード：歩行者天国（鴻神社～本部（埼

玉信金前））
　③まとい振りとはしごのり：歩行者天国内５か所
　④街頭パフォーマンス（歩行者天国：５か所）
　⑤屋台お囃子共演（歩行者天国（合同演奏）：本一地区、富

永地区）
　⑥ひな市（歩行者天国）フリーマーケット・さんままつり
　⑦老神温泉大蛇パレード（歩行者天国内）

　⑧こうちゃん うのちゃん写真撮影会（中央図書館入口交差点）
　⑨その他
　　・仮染街街歩き型コスプレイベント
　　・U-１８フェス
　　・各商店会などでもイベントが実施されます。

❸駐車場
　　市役所第２庁舎駐車場、鴻巣駅東口駐車場【有料】、パー
キングこうのす【当日無料開放、午後８時まで】、鴻巣自動車
教習所【当日無料開放、午前１０時から午後６時まで】

おおとり祭りを開催します
今年も次の日程・内容で「おおとり祭り」を開催します。皆さまぜひご参加ください。

 期　間  令和元年１０月１８日（金）～２０日（日）
実施イベント等

　令和元年１０月からは、現行の記載事項に加え、毎日の売上げ・仕入れ（経費）を税率ごとに区分して帳簿に記載しなければなりません。

【記載に関する留意点】
①「軽減税率の対象品目である旨」の記載は、軽減税率の対象となる取引で
あることが客観的に明らかであるといえる程度のものとする必要があります。

②一定期間分の取引をまとめて記載された請求書等が交付された場合は、そ
の期間分の取引をまとめて帳簿に記載することとしても構いません。

【簡易課税制度の特例】
　課税仕入を税率ごとに区分することが困難な事情がある中小事業者は、令和元年12月31日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提
出すれば、令和元年の消費税申告は簡易課税を選択することができます。ただし、簡易課税制度を選択すると２年間は選択を取りやめること
ができません。　※本則課税で申告している事業所、平成 29年の売上が１千万を超えている事業所が対象

軽減税率の対象には「※」などの記号を記載します。
「※」などの記号が軽減税率の対象であることを示すこと
を記載します。

ぜひご参加ください！！

A
B

記載例

総勘定元帳 （税込経理）

摘要 借方（単位：円）

㈱○○物産　　 　　雑貨（11月分） 88,00011 30
月
XX年

日

11 30… … … …43,200㈱○○物産　　 ※食料品（11月分）

（※：軽減税率対象品目）

A
B

課税仕入れの相手方の氏名又は名称
取引年月日
取引の内容
取引の対価の額

1
2
3
4

帳簿の
記載事項

【請求書等保存方式】
（現行制度）

【区分記載請求書等保存方式】
（令和元年 10月～）

左記　  ～  　の記載事項に加え
・軽減税率の対象品目である旨

1 4

帳簿の区分経理・記載事項について

■■■
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美容室ジョリファム 鴻巣市本町3-8-38 大塚　和美 美容業
Nicori  越谷市袋山1239-1 柴田　千明 クレープ等
78coffee  鴻巣市前砂427-10 渡邉千恵子 珈琲豆等
㈱J TRANS 鴻巣市吹上富士見1-7-12 関口かおり 運送業
㈱ドリーム・コミュニケーションズ 鴻巣市吹上富士見1-16-17 原口　信之 電気通信工事業
 Makanaフラワーレッスン　ｂｙ大嶋花卉園芸 鴻巣市鎌塚2-11-26 大嶋　佳奈 フラワーレッスン
㈲吉田建設工業 鴻巣市三町免73-8 吉田誠司郎 土木建築

代表者名 業　　種

税金について知りたいとき
　毎日の暮らしの中で税金について「ちょっと確認したいな」、
「税務署に行って相談したいな」と思うことがありませんか？
そんな時どうするか？今回は所得税や消費税など国税に関して
の調べ方や相談方法をいくつか紹介したいと思います。
①国税庁のホームページ
　「タックスアンサー」よくある質問に対しての一般的な回答を
調べることができます。
②電話での質問や相談
　電話相談センター（最寄りの税務署へ電話し、番号「１」を選
択）国税に関する一般的な質問に答えてもらえます。
③税務署 個別相談（電話予約が必要）
　相談内容が個別具体的で関係書類を確認する必要があるとき
などは事前に税務署へ電話予約をして相談することができます。
　なお、電話相談や個別相談の際は、できるだけ事前に相談内
容を整理してから電話することをお勧めします。

税理士　小林保広

税務

ワンポイント
アドバイス

令和元年10月1日から埼玉県の最低賃金が
898円から926円(28円ｱｯﾌ )゚に改定されました。

埼玉県の
最低賃金の
お知らせ

❶フラワー スタンプラリー
　期　間：令和元年１０月１８日（金）～２０日（日）
　内　容：参加店で期間中に限りお買物・ご飲食等をしてくだ
　　　　　さったお客さまに、参加店にてスタンプを押印。３店
　　　　　舗分のスタンプを集めた方に、先着５０名に花の小鉢
　　　　　１鉢をプレゼント（２０日実施本部にて）します。

❷令和元年１０月２０日（日）のイベント
　①歩行者天国（人形・深井２丁目交差点～加美・河野タイヤ前）
　②オープニングセレモニー
　　こうのとり伝説パレード：歩行者天国（鴻神社～本部（埼

玉信金前））
　③まとい振りとはしごのり：歩行者天国内５か所
　④街頭パフォーマンス（歩行者天国：５か所）
　⑤屋台お囃子共演（歩行者天国（合同演奏）：本一地区、富

永地区）
　⑥ひな市（歩行者天国）フリーマーケット・さんままつり
　⑦老神温泉大蛇パレード（歩行者天国内）

　⑧こうちゃん うのちゃん写真撮影会（中央図書館入口交差点）
　⑨その他
　　・仮染街街歩き型コスプレイベント
　　・U-１８フェス
　　・各商店会などでもイベントが実施されます。

❸駐車場
　　市役所第２庁舎駐車場、鴻巣駅東口駐車場【有料】、パー
キングこうのす【当日無料開放、午後８時まで】、鴻巣自動車
教習所【当日無料開放、午前１０時から午後６時まで】

おおとり祭りを開催します
今年も次の日程・内容で「おおとり祭り」を開催します。皆さまぜひご参加ください。

 期　間  令和元年１０月１８日（金）～２０日（日）
実施イベント等

　令和元年１０月からは、現行の記載事項に加え、毎日の売上げ・仕入れ（経費）を税率ごとに区分して帳簿に記載しなければなりません。

【記載に関する留意点】
①「軽減税率の対象品目である旨」の記載は、軽減税率の対象となる取引で
あることが客観的に明らかであるといえる程度のものとする必要があります。

②一定期間分の取引をまとめて記載された請求書等が交付された場合は、そ
の期間分の取引をまとめて帳簿に記載することとしても構いません。

【簡易課税制度の特例】
　課税仕入を税率ごとに区分することが困難な事情がある中小事業者は、令和元年12月31日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提
出すれば、令和元年の消費税申告は簡易課税を選択することができます。ただし、簡易課税制度を選択すると２年間は選択を取りやめること
ができません。　※本則課税で申告している事業所、平成 29年の売上が１千万を超えている事業所が対象

軽減税率の対象には「※」などの記号を記載します。
「※」などの記号が軽減税率の対象であることを示すこと
を記載します。

ぜひご参加ください！！

A
B

記載例

総勘定元帳 （税込経理）

摘要 借方（単位：円）

㈱○○物産　　 　　雑貨（11月分） 88,00011 30
月
XX年

日

11 30… … … …43,200㈱○○物産　　 ※食料品（11月分）

（※：軽減税率対象品目）

A
B

課税仕入れの相手方の氏名又は名称
取引年月日
取引の内容
取引の対価の額

1
2
3
4

帳簿の
記載事項

【請求書等保存方式】
（現行制度）

【区分記載請求書等保存方式】
（令和元年 10月～）

左記　  ～  　の記載事項に加え
・軽減税率の対象品目である旨

1 4

帳簿の区分経理・記載事項について



編集
後記

会員加入強化月間！！
（8月１日～１１月２９日）

商工会にご加入いただける事業所をご紹介ください
期間中入会金（2,000円）免除になります!!

事業報告
日　時 会　場 参加人数事業名

商工会費口座振替のお知らせ
　令和元年度下期会費について、１１月２２日（金）にご
登録の銀行口座より引き落としさせて頂きますので､ご了
承ください。
〔＊川里地区会員の方で、口座の再登録がお済みでない
方は、下期：１２月５日（木）に振替させて頂きます〕

特　徴

①１日約86円の保障料（共済期間5年間）
　掛金月々3,000円 　１日あたり約86円の保障料!

②安心、入院・手術保障
　５日以上の入院から保障! 手術は入院日額の一律20倍!

③事故によるケガの通院保障
　入院前、通院後の通院を保障!

※資料請求・申込は商工会事務局へご連絡下さい。

　労働安全衛生規則では、従業員を１名以上雇用する事業所につ
いては、年に１回以上の健康診断を従業員に実施し、その結果を
５年間保管することが定められています。
　本会では、以下の病院にて健康診断事業を実施いたしますので、
この機会に受診されますようご案内申し上げます。
　健診終了後、一般健診受診者１名につき 1,000円（上限：１事業
所８名分）を助成致しますので領収書を商工会にご持参ください。
（12月13日（金）まで）
※助成金は、定員（200名）になり次第締め切りますので、お早め
にお申し込みください。
実施日：11月1日（金）～ 11月30日（土）
申込先：鴻巣市商工会へ申込書をご提出ください
　　　　☎541-1008　FAX 541-1071

商工医療共済　「病気・ケガの入院・手術」をサポート

「健康診断事業」のご案内

　暑い暑いと言っているうちに、あっという間に10
月になりました。
　この間某野球場で完全キャッシュレスを体験しま
した。確かに現金は出さずお釣りは受け取らず便利
で効率的でしたが、なんとなく売り子さんとの会話
が減った様な気がします。ちなみに自販機だけは現
金が使えましたが、会話はできません。
　今後キャッシュレスの時代が広がるのでしょう
が、我々対面販売が多い事業においては人間関係
が希薄にならない様にしたいものです。（野口 雅則）

創業セミナー
（ビジネス成功の秘訣が学べる２日間）

7月６日（土）
7月７日（日）

市民活動センター 17人

源泉納付指導会 7月９日（火）

7月10日（水）

商工会吹上支所
商工会川里支所
商工会本所

14人
2人
51人

総代会議 7月17日（水） 市民活動センター 59人

女性プチセミナー 7月19日（金） 市民活動センター 10人

消費税軽減税率制度講習会 7月23日（火） 商工会本所 32人

商業３団体合同視察研修会 7月30日（火） ひばりカード協同組合等 12人

創業セミナー
（地域ビジネスで成功するために）

8月21日（水）
8月22日（木）

市民活動センター 18人

　キャッシュレス・消費者還元事業は、今年
１０月１日の消費税率引上げに伴い、キャッシュ
レス対応による生産性向上や消費者の利便性向
上の観点も含め、消費税率引上げ後の９カ月間
に限り、中小・小規模事業者によるキャッシュレ
ス手段を使ったポイント還元を支援する事業で
す。事業者様には決済手数料が約２% 台に、消
費者様には５％ポイント還元といった両者に大
変メリットのある事業となっております。

　詳しくはキャッシュレス・消費者還元事業ホー
ムページまでhttps://cashless.go.jp/

※決済事業者経由で加盟店登録をしなけれ
ば、本事業の対象店舗とはなりませんので、
まずはご契約の決済事業者へご連絡下さい。
また、ホームページからの加盟店ＩＤ発行だ
けでは、本事業の加盟店登録にはなりません
ので、ご注意ください。

キャッシュレス・
消費者還元事業のご紹介です

病院名
埼玉脳神経外科病院

こうのす共生病院

たけうちクリニック

MSAエクセス 村越外科

ヘリオス会病院

料　金
　　 7,500円（税別）

　　 7,500円（税別）

一般 7,500円（税込み）

簡易 3,000円（税込み）

一般 7,500円（税込み）

簡易 3,000円（税込み）

　　 7,500円（税別）

鴻巣ひなちゃんカード７周年記念

スタンプラリー実施中！

　５店舗でのお買い物・ご飲食により、もれ
なく100ポイントプレゼント！
　さらに、30名様に豪華商品（5,000円相当）
が当たります！
　詳細は、加盟店のポスターをご覧ください。

開催期間：10月 4日（金）～12月 1日（日）

鴻巣奉仕会事務局（商工会内）　☎541-1008




