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18日㈫ 労務・税務定例相談会
［会場］商工会本所

21日㈮ 通常総代会
［会場］市民活動センター

20日㈫ 労務・税務定例相談会
［会場］商工会本所

26日㈪  理事会
［会場］市民活動センター

20日㈫ 税務定例相談会
［会場］商工会本所

17日㈯

14日㈬

鴻巣市商工会 会長 小林忠司 お別れ会
［会場］クレアこうのす

11日㈫  金融・許認可・事業承継相談会
［会場］商工会本所

6日㈫  金融・許認可・事業承継相談会
［会場］商工会本所

1日㈫  金融・許認可・事業承継相談会
［会場］商工会本所

6日㈫  金融・許認可・事業承継相談会
［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15日㈯

～　
16日㈰

ポピーまつり
［会場］コスモスアリーナふきあげ周辺

～　
15日㈭

労働保険　年度更新集合受付
［会場］商工会本所

4
月

5
月

5
月

6
月

7
月

現在公募中の補助金ご案内

　本補助金は、新製品・サービス開発や生産プロセス改善のための設備
投資の一部を補助し支援することを目的とします。

※公募要領、申請手続き等の詳細は以下のページへ。
○ものづくり補助金総合サイト
https://portal.monodukuri-hojo.jp/index.html

◆令和元年度補正予算「ものづくり・商業・サービス補助金」

［補助上限額］  【一般型】1,000 万円
補助率１/２（小規模事業者２/３）

◆令和元年度補正予算「小規模事業者持続化補助金」
　本補助金は、小規模事業者が経営計画を作成し、その計画に沿って取
り組む販路開拓等の経費の一部を国が補助するものです。

［対象者］全国の小規模事業者
［補助率］補助対象経費の2／3以内
［補助上限額］原則50万円 

［公募締切］〔第５回〕６月４日
　　　　　〔第６回〕10月１日
　　　　　〔第７回〕令和４年２月４日

［公募締切］５月13日

※公募要領、申請手続き等の詳細は以下のページへ。
○埼玉県商工会連合会
http://www.syokoukai.or.jp/s0003/030/20161025101827.html

　花卉の生産を行い、市場へ卸すことで業績は順調でしたが、近年花の需要は減少傾
向に。市場に依存しない独自の販売経路の開拓と、経営基盤の強化を図る必要性を感
じ、当会の専門家派遣制度（無料）を活用し、中小企業診断士と経営計画の策定に取り
組みました。当社の強みを生かした計画に沿って積極的な営業を展開し
た結果、3年後には売上高が27％増、経常利益198％増と計画以上の成
果に。この取り組みが、他の中小企業の模範となると評価され“彩の国経
営革新モデル企業”の指定を受けました。「チャレンジあるのみ」と後継者
の生川雅雄氏。引き続き商工会の支援を受けながら、ホームページや会社
案内パンフレットの制作を計画し、さらなる飛躍を目指しています。

埼玉県より“彩の国経営革新
モデル企業”に指定されました！
“チャレンジあるのみ”リバーサイトおいかわ

リバーサイトおいかわ
埼玉県鴻巣市屈巣130
　  090-3961-9199
　  10：00～17：00
　  土日祝
営
休

℡

リバーサイト
おいかわ
様

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」などの声が聞かれます。経営革新計画を作成してみませんか。

作成のメリット

県内で６社！

4
月



税金の口座振替に関して
　緊急事態宣言の期間が令和２年分の確定申告期間と重なったことから、申
告所得税及び個人事業者の消費税の確定申告の申告期限は全国一律で令和
３年４月15日（木）に延長となりましたが、既に申告はお済みでしょうか。
　申告期限の延長に伴い、預貯金口座からの振替納税の利用をされている方
については口座振替日も変更（延長）となりました。変更後の口座振替日は申
告所得税が令和３年５月31日(月)、個人事業者の消費税が令和３年５月24日
(月)となっております。振替納税を利用されている方は事前に預貯金口座の残
高を確認していただき、残高不足にならないように気を付けましょう。
　残高不足等で振替ができない場合は、納期限の翌日から納付日まで延滞税
がかかりますので、ご注意ください。　　　　　　　　　税理士　小林保広

税務
広　告

ワンポイント
アドバイス

◆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

税金や経理のことのご相談は…

〒365-0075 埼玉県鴻巣市宮地4-12-5

E-mail●kobayasu0924@gmail.com
https://account-office5884.jimdofree.com

☎048-507-7676 受付時間
平日9：００～17：00

税理士 小林保広 （関東信越税理士会会員）

税理士小林保広

小林保広税理士事務所

検索

そうだ
税金！

会員向け金融、許認可・事業承継、労務、税務相談会を事前予約
制で毎月１回開催しております。まずは、お気軽にご予約お待ちし
ております。

◆金融、許認可・事業承継、
　労務、税務定例相談会のお知らせ

［対　象］
［開催日］ 

［受付時間］ 
［会　場］ 
［申し込み］

鴻巣市商工会員
金融、許認可・事業承継→毎月第１火曜日
労務、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ください。
TEL：048-541-1008

新型コロナウイルス感染症の影響により、資金繰りでお困りの事業者の皆様には、融資限度額を拡大した、より長期かつ低利の資金をご利用いただけます。

※上記施策内容は3月20日時点の情報です。今後、施策内容に変更がある場合があります。

日本政策金融公庫種別
資金名 コロナウイルス対策マル経 特別貸付

売上高が５％以上減少した事業
所（最近１ヶ月の売上高が前年
または前々年の同期と比較）

売上高が５％以上減少した事業
所（最近１ヶ月の売上高が前年
または前々年の同期と比較）

新型コロナウイルス感染症対応資金
（個人事業主）
売上高等が前年同月比で５％以
上減少

（小・中規模事業者）
売上高等が前年同月比で15％
以上減少

当初３年間：0.31％
４年目以降：1.21％

　※実質３年間無利子

当初３年間：0.36％
４年目以降：1.26％

　※実質３年間無利子

売上高△５％以上の方
当初３年間：0％
４年目以降 1.5％以内
保証料ゼロ
無担保

売上高△15％以上の方
当初３年間：0％
４年目以降 1.4％以内
保証料ゼロ
無担保

別枠 1,000 万円 8,000 万円 6,000 万円 6,000 万円

設備 10年（うち据置 4年）
運転  7 年（うち据置 3年）

設備 20年（うち据置 5年）
運転 15年（うち据置 5年） 10年（うち据置 5年） 10年（うち据置 5年）

- - 必要 必要

対象

限度額

利率

返済期間

市発行の認定書

埼玉県制度融資

コロナウイルス感染症対策に係る金融支援施策

事業所名

◇新規加入会員（敬称略）
住　　所

コナキム  鴻巣市本町5-2-16 朴　　相民 キッチンカーでのお弁当販売
常陸内装  鴻巣市宮前88-33 常陸　義美 内装工事
のびのびコンサルティング　 鴻巣市神明1-3-21 高坂　和典 コンサルティング業、スポーツ・教育業
堀江　勝美 鴻巣市箕田301-5 堀江　勝美 不動産賃貸業
吉田花園  鴻巣市寺谷312-1 吉田　秀幸 花生産
㈱壹建  鴻巣市八幡田365-1 松森　　淳 一般工事・解体業
鈴木　遥夏 鴻巣市八幡田789-2 鈴木　遥夏 ダンスレッスン指導
食処・酒処きまぐれ幹 鴻巣市八幡田605-1 根本　幹雄 飲食業
読売センター鴻巣赤見台 鴻巣市八幡田748-1 竹内　悠司 新聞販売業
愛和工業㈱ 鴻巣市富士見町8-22 岩村　龍太 建設業
佐藤興業  鴻巣市下忍3806-10 佐藤　浩一 解体業
㈱医健化学研究所 鴻巣市広田3604-2キャスバルビル101 髙倉　良太 化粧品開発製造
テツミコンサル 鴻巣市屈巣7475 田口　博己 品質ISO、IATF認証支援、品質教育、コンサルティング
スナック浪  鴻巣市人形1-3-6 金子健太郎 飲食業
salon　HARU 鴻巣市本町5-3-21 対馬まりこ エステ・美容
美容室　ジョリファム 鴻巣市本町3-8-38 大塚　仁滋 美容業
M　クリスタル 鴻巣市本町4-3-11 小林　美賀 ネイルサロン
中根　利夫 鴻巣市郷地350-1 中根　利夫 太陽光発電売電
大房　一希 鴻巣市宮前425-7 大房　一希 水道関係修理
鳥海企画  鴻巣市箕田3459-1-202 鳥海　俊秀 イベント関係
清水　昭雄 鴻巣市南2-4-21 清水　昭雄 マスコミ（音声）
株式会社ソルテラボ 鴻巣市生出塚2-31-8 鹿間　秀彦 小売・サービス業

代表者名 業　　種

　この度、ホームページをリニューアルしましたのでお知らせいたします。
　今回のリニューアルではパソコンの他にスマートフォンからも快適にご
利用いただけるホームページとなっております。また、SNS を活用し、幅
広く情報発信を行います。今後もご利用いただく皆様のお役に立つ情報
提供や内容の充実に努めてまいりますので、ぜひご活用ください。

　2021 年 1 月に発令された緊急事態宣言※１に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が
50％以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」（一時支援金）
が国より給付されます。

　市では、新型コロナウイルス感染症対策に取り組む市内の中小企
業者等および、テイクアウトやデリバリー等を行う飲食事業者に対し、
経費の一部を補助します。

補助対象期間：令和3年1月1日(金)～令和3年4月30 日(金)
　　　　　　  ※上記の期間内に購入し、支払いが完了しているものが補助対象
申 請 期 間：令和3年2月25日(木)～令和3年6月30日(水)当日消印有効
　　　　　　  ※申請は１事業者につき各補助金1回限り・予算額に到達次第終了
【申請方法】申請書へ記入のうえ、必要書類を添えて郵送
　　　　　・下記の住所・宛先までご郵送ください。
　　　　　・詳細は鴻巣市ホームページでご確認ください。

申請(郵送)・お問い合わせ：鴻巣市役所 商工観光課 商工労政担当
〒365-8601 埼玉県鴻巣市中央1-1　☎048-541-1321（代表）

※１ 新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成24年法律第31号）第32条第1項の規定に基づき令和3年1月7日に発令した「新型コ
ロナウイルス感染症緊急事態宣言」

※２ 緊急事態宣言の再発例に伴い、緊急事態宣言の発令地域（以下「宣言地域」）の飲食店と直接・間接の取引があること、または、宣
言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること

※３ 対象期間内に、2019年または2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50％以上減少した月
商工会本所にて、申請に必要な確認番号を発行します（要予約）。
【お問い合わせ】 一時支援金サポート会場　さいたま市浦和区高砂3-17-15　TEL.0120-211-240（土曜日・祝日閉館）

新型コロナ感染拡大防止に取り組む事業者を支援します

１．鴻巣市新型コロナウイルス感染症対応事業者支援補助金

給
付
対
象

ポイント1

ポイント2

給付額

緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けていること※２

2019年比または2020年比で、2021年の１月・２月または３月の売上が50％以上減少していること

＝2019年または2020年の対象期間の合計売上 ー 2021年の対象月の売上×３ヶ月

申請受付期間 2021年3月８日（月）～５月31日（月）

中小法人等 上限60万円 個人事業者等 上限30万円 対象期間 １月～３月 対象月 対象期間から任意に選択した月※３

商工会のホームページを
リニューアルしました！

2．鴻巣市テイクアウト等事業支援補助金

対
象
者

補
助
対
象
経
費

対象者

法人・個人共通 a.市税に未納がないこと
b.今後も事業を継続する意思があること
c.不特定多数の来客がある事業所・事務所・
   店舗等（以下「事業所等」）を有していること

法人・個人共通

補助対象経費 テイクアウト・デリバリー等に係る経費（容器類・配
達に係る人件費 等）

補助金額 上限５万円

a.市税に未納がないこと
b.今後も事業を継続する意思が
　あること
c.申請時点で鴻巣市内において
　飲食店を営んでいること

法人 d.令和３年１月１日時点で鴻巣市内に事業所
   等を有する中小企業者等

個人 e.令和３年１月１日時点で鴻巣市に住所又は
   事業所等を有する個人事業主

経費の種類 対象となるもの（一例）
（1）備品購入 高性能換気扇、ウイルス除去機能付空気清浄機 等

※ いずれも設置費は補助対象外
（2）ソフト事業 インターネット販売サイト制作費、ＥＣモールへ

の出店加入金・年会費 等
（3）消耗品購入

補助金額 上限10万円

マスク、フェイスガード、消毒液、非接触式体温
計、パーティション 等



税金の口座振替に関して
　緊急事態宣言の期間が令和２年分の確定申告期間と重なったことから、申
告所得税及び個人事業者の消費税の確定申告の申告期限は全国一律で令和
３年４月15日（木）に延長となりましたが、既に申告はお済みでしょうか。
　申告期限の延長に伴い、預貯金口座からの振替納税の利用をされている方
については口座振替日も変更（延長）となりました。変更後の口座振替日は申
告所得税が令和３年５月31日(月)、個人事業者の消費税が令和３年５月24日
(月)となっております。振替納税を利用されている方は事前に預貯金口座の残
高を確認していただき、残高不足にならないように気を付けましょう。
　残高不足等で振替ができない場合は、納期限の翌日から納付日まで延滞税
がかかりますので、ご注意ください。　　　　　　　　　税理士　小林保広

税務
広　告

ワンポイント
アドバイス

◆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

税金や経理のことのご相談は…

〒365-0075 埼玉県鴻巣市宮地4-12-5

E-mail●kobayasu0924@gmail.com
https://account-office5884.jimdofree.com

☎048-507-7676 受付時間
平日9：００～17：00

税理士 小林保広 （関東信越税理士会会員）

税理士小林保広

小林保広税理士事務所

検索

そうだ
税金！

会員向け金融、許認可・事業承継、労務、税務相談会を事前予約
制で毎月１回開催しております。まずは、お気軽にご予約お待ちし
ております。

◆金融、許認可・事業承継、
　労務、税務定例相談会のお知らせ

［対　象］
［開催日］ 

［受付時間］ 
［会　場］ 
［申し込み］

鴻巣市商工会員
金融、許認可・事業承継→毎月第１火曜日
労務、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ください。
TEL：048-541-1008

新型コロナウイルス感染症の影響により、資金繰りでお困りの事業者の皆様には、融資限度額を拡大した、より長期かつ低利の資金をご利用いただけます。

※上記施策内容は3月20日時点の情報です。今後、施策内容に変更がある場合があります。

日本政策金融公庫種別
資金名 コロナウイルス対策マル経 特別貸付

売上高が５％以上減少した事業
所（最近１ヶ月の売上高が前年
または前々年の同期と比較）

売上高が５％以上減少した事業
所（最近１ヶ月の売上高が前年
または前々年の同期と比較）

新型コロナウイルス感染症対応資金
（個人事業主）
売上高等が前年同月比で５％以
上減少

（小・中規模事業者）
売上高等が前年同月比で15％
以上減少

当初３年間：0.31％
４年目以降：1.21％

　※実質３年間無利子

当初３年間：0.36％
４年目以降：1.26％

　※実質３年間無利子

売上高△５％以上の方
当初３年間：0％
４年目以降 1.5％以内
保証料ゼロ
無担保

売上高△15％以上の方
当初３年間：0％
４年目以降 1.4％以内
保証料ゼロ
無担保

別枠 1,000 万円 8,000 万円 6,000 万円 6,000 万円

設備 10年（うち据置 4年）
運転  7 年（うち据置 3年）

設備 20年（うち据置 5年）
運転 15年（うち据置 5年） 10年（うち据置 5年） 10年（うち据置 5年）

- - 必要 必要

対象

限度額

利率

返済期間

市発行の認定書

埼玉県制度融資

コロナウイルス感染症対策に係る金融支援施策

事業所名

◇新規加入会員（敬称略）
住　　所

コナキム  鴻巣市本町5-2-16 朴　　相民 キッチンカーでのお弁当販売
常陸内装  鴻巣市宮前88-33 常陸　義美 内装工事
のびのびコンサルティング　 鴻巣市神明1-3-21 高坂　和典 コンサルティング業、スポーツ・教育業
堀江　勝美 鴻巣市箕田301-5 堀江　勝美 不動産賃貸業
吉田花園  鴻巣市寺谷312-1 吉田　秀幸 花生産
㈱壹建  鴻巣市八幡田365-1 松森　　淳 一般工事・解体業
鈴木　遥夏 鴻巣市八幡田789-2 鈴木　遥夏 ダンスレッスン指導
食処・酒処きまぐれ幹 鴻巣市八幡田605-1 根本　幹雄 飲食業
読売センター鴻巣赤見台 鴻巣市八幡田748-1 竹内　悠司 新聞販売業
愛和工業㈱ 鴻巣市富士見町8-22 岩村　龍太 建設業
佐藤興業  鴻巣市下忍3806-10 佐藤　浩一 解体業
㈱医健化学研究所 鴻巣市広田3604-2キャスバルビル101 髙倉　良太 化粧品開発製造
テツミコンサル 鴻巣市屈巣7475 田口　博己 品質ISO、IATF認証支援、品質教育、コンサルティング
スナック浪  鴻巣市人形1-3-6 金子健太郎 飲食業
salon　HARU 鴻巣市本町5-3-21 対馬まりこ エステ・美容
美容室　ジョリファム 鴻巣市本町3-8-38 大塚　仁滋 美容業
M　クリスタル 鴻巣市本町4-3-11 小林　美賀 ネイルサロン
中根　利夫 鴻巣市郷地350-1 中根　利夫 太陽光発電売電
大房　一希 鴻巣市宮前425-7 大房　一希 水道関係修理
鳥海企画  鴻巣市箕田3459-1-202 鳥海　俊秀 イベント関係
清水　昭雄 鴻巣市南2-4-21 清水　昭雄 マスコミ（音声）
株式会社ソルテラボ 鴻巣市生出塚2-31-8 鹿間　秀彦 小売・サービス業

代表者名 業　　種

　この度、ホームページをリニューアルしましたのでお知らせいたします。
　今回のリニューアルではパソコンの他にスマートフォンからも快適にご
利用いただけるホームページとなっております。また、SNS を活用し、幅
広く情報発信を行います。今後もご利用いただく皆様のお役に立つ情報
提供や内容の充実に努めてまいりますので、ぜひご活用ください。

　2021 年 1 月に発令された緊急事態宣言※１に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が
50％以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」（一時支援金）
が国より給付されます。

　市では、新型コロナウイルス感染症対策に取り組む市内の中小企
業者等および、テイクアウトやデリバリー等を行う飲食事業者に対し、
経費の一部を補助します。

補助対象期間：令和3年1月1日(金)～令和3年4月30 日(金)
　　　　　　  ※上記の期間内に購入し、支払いが完了しているものが補助対象
申 請 期 間：令和3年2月25日(木)～令和3年6月30日(水)当日消印有効
　　　　　　  ※申請は１事業者につき各補助金1回限り・予算額に到達次第終了
【申請方法】申請書へ記入のうえ、必要書類を添えて郵送
　　　　　・下記の住所・宛先までご郵送ください。
　　　　　・詳細は鴻巣市ホームページでご確認ください。

申請(郵送)・お問い合わせ：鴻巣市役所 商工観光課 商工労政担当
〒365-8601 埼玉県鴻巣市中央1-1　☎048-541-1321（代表）

※１ 新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成24年法律第31号）第32条第1項の規定に基づき令和3年1月7日に発令した「新型コ
ロナウイルス感染症緊急事態宣言」

※２ 緊急事態宣言の再発例に伴い、緊急事態宣言の発令地域（以下「宣言地域」）の飲食店と直接・間接の取引があること、または、宣
言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること

※３ 対象期間内に、2019年または2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50％以上減少した月
商工会本所にて、申請に必要な確認番号を発行します（要予約）。
【お問い合わせ】 一時支援金サポート会場　さいたま市浦和区高砂3-17-15　TEL.0120-211-240（土曜日・祝日閉館）

新型コロナ感染拡大防止に取り組む事業者を支援します

１．鴻巣市新型コロナウイルス感染症対応事業者支援補助金

給
付
対
象

ポイント1

ポイント2

給付額

緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けていること※２

2019年比または2020年比で、2021年の１月・２月または３月の売上が50％以上減少していること

＝2019年または2020年の対象期間の合計売上 ー 2021年の対象月の売上×３ヶ月

申請受付期間 2021年3月８日（月）～５月31日（月）

中小法人等 上限60万円 個人事業者等 上限30万円 対象期間 １月～３月 対象月 対象期間から任意に選択した月※３

商工会のホームページを
リニューアルしました！

2．鴻巣市テイクアウト等事業支援補助金

対
象
者

補
助
対
象
経
費

対象者

法人・個人共通 a.市税に未納がないこと
b.今後も事業を継続する意思があること
c.不特定多数の来客がある事業所・事務所・
   店舗等（以下「事業所等」）を有していること

法人・個人共通

補助対象経費 テイクアウト・デリバリー等に係る経費（容器類・配
達に係る人件費 等）

補助金額 上限５万円

a.市税に未納がないこと
b.今後も事業を継続する意思が
　あること
c.申請時点で鴻巣市内において
　飲食店を営んでいること

法人 d.令和３年１月１日時点で鴻巣市内に事業所
   等を有する中小企業者等

個人 e.令和３年１月１日時点で鴻巣市に住所又は
   事業所等を有する個人事業主

経費の種類 対象となるもの（一例）
（1）備品購入 高性能換気扇、ウイルス除去機能付空気清浄機 等

※ いずれも設置費は補助対象外
（2）ソフト事業 インターネット販売サイト制作費、ＥＣモールへ

の出店加入金・年会費 等
（3）消耗品購入

補助金額 上限10万円

マスク、フェイスガード、消毒液、非接触式体温
計、パーティション 等



編集
後記

チラシ設置サービスが
はじまりました！

共済制度のご案内

商工貯蓄共済
　月額１口3,000円で「保障・貯蓄・低利な融資」を目的
とした商工会会員のための共済です。
保障：死亡・災害（事故）による障害状態、災害（事故）入
院、病気入院見舞金、災害（事故）通院見舞金、又、成
人・結婚・出産の祝い金あり
貯蓄：積立金（1口3,000円の内2,000円）
融資：1口当たり30万（限度額500万）

商工医療共済
・災害（事故）や病気による死亡・障害の保障に加え、入
院・手術の医療保障を目的とした共済です。
・月額掛金1口3,000円は全額掛け捨てとなります。

商工ガン共済
・がんによる入院、手術、先進医療等の高額医療費の負
担軽減を目的とした共済です。
・加入口数は１被共済者１口、新規加入者は７４歳５か月
まで。
・月額掛金１口3,000円は全額掛け捨てとなります。

＊商工会事務局にご相談ください　TEL.048-541-1008

　冬から春へ少しずつ変わっていく時期になり、暖
かな日が続き、もうすっかり春になりました。別れや
出会いの季節、寒い冬をこえ、芽を出し、やがて花を
咲かすように学生や多くの若者が夢に向かって新
たな生活をスタートしたことと思います。季節が巡
りゆくようにコロナの状況もやがて変わっていくこ
とと思いますが、早く終息し、こども達や学生が通
常の学校生活を送れるように願わずにはいられま
せん。　　　　　　　　　　　　　　　（大橋 誠）

事業報告

年末調整指導会

決算指導会

納税相談会

日　時 会　場 参加人数イベント名

1月7日㈭、8日㈮
1月12日㈫
1月19日㈫
2月15日㈪
2月18日㈭
3月1日㈪～3日㈬
3月8日㈪

　鴻巣ひなちゃんカードは、お客様に「ひ
なちゃんポイント」を集めていただき、当
会主催のイベントに参加していただいた
り、次のお買い物・ご飲食にご利用いた
だくポイントカードです。
　「鴻巣をもっと盛り上げたい！」現在、
69のお店がそんな気持ちで活動してい
ます。皆様も、ぜひご一緒ください。
　鴻巣ひなちゃんカードご加盟についての
お問い合わせは、事務局（商工会内 
TEL.048-541-1008）まで、お気軽にどうぞ。

　商工会館１階にチラシスタンド（A4サイズ最
大30枠）を設置し、商工会員様限定でチラシを
置ける無料サービスを開始しました。奇数月の
1日より２か月間設置が可能で、ご希望の方に
は自動継続サービスもございます。御社のチラ
シをお待ちしております！
問い合わせ・申し込み TEL.048-541-1008

労働保険年度更新「賃金等の報告書」等の集合受付について

［日時］4月14日（水）～15日（木）
　　　受付時間10：00～11：30、13：30～15：00
［会場］ 鴻巣市商工会館

労働保険料は、概算で年度当初に支払い、4月1日から翌年3月31日ま
での1年間に従業員へ支払った賃金総額等から確定保険料を計算し
精算を行う流れになっており、この流れを年度更新と言います。今回の
集合受付では、この年度更新に必要な書類を提出していただきます。

※集合受付に来られない場合でも、必ず４月16日（金）までにご提出ください。
※提出に必要な書類については、3月下旬に労働保険委託事業主様
宛に郵送しております。

●事業者が消費者に対して行う価格表示が対象です。
●店頭の値札・棚札などのほか、チラシ、カタログ、広告など、
　どのような表示媒体でも、対象となります。

鴻巣ひなちゃんカード加盟店募集中！

労働保険委託事業主の皆様へ、年度更新に関する重要なお知らせ

商工会本所
市吹上支所
商工会川里支所
商工会本所
市吹上支所
商工会本所
商工会川里支所

65人
16人
7人
74人
27人
115人
15人

http://hinachan-card.com

令和３年４月１日より、
税込価格の表示（総額表示）が

必要になりました！
2021年3月31日まで 2021年4月1日以降


