
～新会長に山本明伸氏を選任～
　去る５月21日（金）に鴻巣市市民活動セン
ター会議室において、総代38名の参加の
もと令和３年度通常総代会を開催いたしま
した。
　総代会では新井正敏氏を議長に選出し、
全６議案が審議され、原案どおり承認され
ました。
　任期満了に伴う役員改選、会長に山本明
伸氏が新たに選任されました。副会長には
久保勝也氏（再任）、福島日出男氏（新任）
が選任された他、理事22名、監事２名が
選任されました。（本紙２面役員一覧参照）
　議案終了後には、退任された役員・総代
へ感謝状の贈呈が行われ、退任役員11名
を代表して木村昭夫氏に、退任総代44名
を代表して小林正治氏に、それぞれ感謝状
と記念品が贈られました。

令和3年度 鴻巣市商工会通常総代会
（単位：円）

令和3年度収支予算書

収
入
の
部

科　　目 本年度予算額
会 費 23,000,000

県 補 助 金 42,563,700

市 補 助 金 58,397,000

全 国 連 補 助 金 600,000

事 業 収 入 1,110,000

特別賦課金収入 1,850,000

受 託 料 収 入 3,593,000

手 数 料 収 入 11,520,000

雑 収 入 408,901

繰 入 金 1,000,000

前 期 繰 越 金 5,457,399

合　　計 149,500,000

支
出
の
部

科　　目 本年度予算額
経営改善普及事業費 81,274,000

一 般 事 業 費 42,302,500

一 般 管 理 費 25,590,000

引 当 金 20,000

予 備 費 313,500

合　　計 149,500,000

　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。お気軽にご相談ください。7～10月の開催
日については、上記イベントスケジュールをご確認ください。

［対　　象］ 鴻巣市商工会員
［開 催 日］ 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

［受付時間］ 10:00 ～ 15:30
［会　　場］ 商工会本所
［申し込み］お電話にて随時予約　TEL：048-541-1008

◆金融、許認可・事業承継、
　労務、税務定例相談会のお知らせ

7
月

6日㈫ 金融・許認可・事業承継 相談会
［会場］商工会本所

7日㈬

　 ～　
9日㈮

源泉税納付指導会
［会場］商工会本所

20日㈫ 労務・税務定例相談会
［会場］商工会本所

8
月

3日㈫ 金融・許認可・事業承継 相談会
［会場］商工会本所

8
月

4日㈬ 理事会
［会場］市民活動センター

17日㈫ 労務・税務定例相談会
［会場］商工会本所

19日㈭ 行政との懇談会
［会場］市民活動センター

26日㈭ 総代会議
［会場］市民活動センター

9
月

7日㈫ 金融・許認可・事業承継 相談会
［会場］商工会本所

9
月

21日㈫ 労務・税務定例相談会
［会場］商工会本所

10
月

5日㈫ 金融・許認可・事業承継 相談会
［会場］商工会本所

6日㈬ 理事会
［会場］市民活動センター

19日㈫ 労務・税務定例相談会
［会場］商工会本所

23日㈯
24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

《総代会議事》
第１号議案　 令和２年度事業報告書 及び 収支決算書の承認を

求める件
（監査報告） 

第２号議案　 令和3年度事業計画書（案） 及び 収支予算書（案）
の承認を求める件

第３号議案　 特別会計の承認を求める件
第４号議案　 商工会定款一部改正（案）の承認を求める件
第５号議案　 商工会運営規約一部改正（案）の承認を求める件
第６号議案　任期満了に伴う役員改選の件

地域応援宣言!!
はじめよう！未来への挑戦

7
2021
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広　告

◆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！

「事業と暮らしの相談」

　事業を営まれておりますと各種許認可を取得されていると推察いたしま
す。許認可にはいろいろと定期的な報告書の提出が義務づけられています。
　建設業の場合、決算後４ケ月以内に事業年後終了報告書を提出します。
この報告書が未提出ですと５年に一度の許可更新ができません。
　運送事業の場合、各企業の決算時期に関連なく３月末時点での年間運送
事業実績報告書を、営業報告書は事業年度終了後100日以内の提出になり
ます。　
　適正化事業実施機関巡回時に指摘を受けないためにも期限内に提出い
たしましょう。

行政書士　中野　美春

鴻巣市商工会�役員一覧

事　業　所　名 住　　所 代表者名 事業内容
瀧澤　雅治 鴻巣市本町5-10-20 瀧澤　雅治 不動産貸付
㈲郷間 鴻巣市大間1290-1 郷間　英敏 建物基礎
合同会社グリー 鴻巣市上谷1456 土方　恒二 企業研修センター管理・食事提供
愛彩工房 鴻巣市郷地2683 木村　文江 アトリエ
トリミングサロンBELLINI 行田市長野1-11-17 藤井　千尋 トリミング
東京靴流通センター吹上店 鴻巣市新宿2-27 黒沼伸一郎 靴店
富樫　和香子 鴻巣市吹上富士見1-13-7 富樫和香子 訪問マッサージ
林　真也 鴻巣市吹上富士見4-16-24 林　　真也 エアコン取付・クリーニング
ケイ・エンジニアリング 鴻巣市吹上本町2-22-16 金子　英明 機械設計・製造等
ブラッスリー上岡 鴻巣市鎌塚4-2-2 上岡　　守 フレンチレストラン
㈲Positive 鴻巣市人形4-6-22 澁川　信子 美容関連
Labo astra 鴻巣市逆川1-4-14 ダイアパレス206 岡田　　実 音楽・映像製作
木村木材フォレスト㈱ 秩父郡小鹿野町小鹿野632-2 奥野　宏幸 林業
継田　則広 鴻巣市吹上本町4-8-12 継田　則広 IT関連

役　職　名 氏　　名 事　業　所　名 住　　　所 TEL FAX 地　区
会  長 山本　明伸（やまもと あきのぶ) 山本新聞舗 天神1-6-3 541-0309 543-1471 相　生　他

副 会 長 久保　勝也（く ぼ  か つ や) 久保電気㈱ 広田3727-1 577-4771 569-2171 川　里
〃 福島日出男（ふくしま  ひで お) ㈲福島製作所 吹上本町1-7-3 548-0036 548-8500 吹　上

理 　 事 佐藤　泰彦（さとう や すひこ) 共栄土地建設㈱ 人形4-6-30 542-7158 543-0777 人　形　他
〃 松本　安永（まつもと やすなが) ㈱マツモト電化 生出塚1-3-2 543-0884 542-7837 相　生　他
〃 吉岡　哲也（よしおか  てつや) ㈲吉岡雄心堂 本町5-6-13 541-0129 541-0132 石　橋　他
〃 黒澤　　章（くろさわ  あきら) ㈱黒沢薬局 本町1-5-22 541-0301 542-9695 宮　本　他
〃 藤井　万澄（ふ じ い  ま す み) 平和印刷㈲ 本町2-2-8 541-0014 541-5025 宮　本　他
〃 浅見　宇三（あ さ み  う ぞ う) 浅見サッシ店 鴻巣1054-9 542-0422 542-0422 加　美　他
〃 中野　美春（なかの  よしはる) 中野法務事務所 原馬室3540 541-1459 541-1461 原馬室　他
〃 島田　恵三（しまだ  けいぞう) 橋本屋商店 滝馬室1274 541-0343 541-0343 原馬室　他
〃 久保田晴利（くぼ た  はるとし) ㈱日新テック 大間1-6-12 663-0121 596-4597 田間宮
〃 岡野　浩一（お か の  こういち) ㈱岡野工務店 糠田1460-1 596-0044 597-0327 田間宮
〃 松本　幾夫（まつもと いくお) ㈲アイ・エムサンクリーン 安養寺280 541-3432 541-2835 笠　原　他
〃 矢部　一夫（や べ  か ず お) ㈲矢一土建工業 下谷1644-1 541-4919 541-4920 笠　原　他
〃 成澤　彬暢（なりさわ よしのぶ) ㈱鴻巣花壇(パンジーハウス) 寺谷145-1 596-8122 596-5181 箕　田
〃 成塚　孝夫（なりづか  たかお) ㈲ボディーピット 箕田4132-2 597-1116 597-1127 箕　田
〃 原 　 功（は ら  い さ お) ㈱原商店 袋1113-1 548-2469 548-5762 吹　上
〃 正田　誠宏（しょうだ しげひろ) ㈲吹上鳥正 吹上本町4-13-10 548-0229 548-0192 吹　上
〃 野口　雅則（のぐち まさのり) ㈲野口商店 吹上本町4-6-12 548-0108 577-3270 吹　上
〃 打越　紀子（うちこし  のりこ) 特定非営利活動法人

ワーカーズコレクティブこうさてん 吹上富士見3-1-7 598-7614 598-7614 吹　上
〃 坂口　正城（さかぐち  まさき) ㈲坂口石油 屈巣3894 569-0920 569-1938 川　里
〃 中島　安啓（なかじま やすひろ) はなまる自動車㈱ 屈巣2703-1 569-5101 577-5244 川　里
〃 兼杉　拓馬（か ねすぎ  たくま) ㈲かねすぎ商店 鴻巣市三町免7 548-2543 548-1290 青年部
〃 佐藤百合子（さ と う  ゆ り こ) 共栄土地建設㈱ 人形4-6-30 542-7158 543-0777 女性部

監　事 小谷野　浩（こ や の  ひ ろ し) ㈱川里広田郵便局 北根1629-2 569-0001 569-2017 川　里
〃 舟山　英光（ふなやま ひでみつ) ㈲船山商店 吹上本町2-2-22 548-2063 548-0653 吹　上

顧　問 府川　昭男（ふ か わ  あ き お) ㈲府川商店 人形4-4-18 543-6587 593-5666 人　形　他

選任：令和3年5月21日（金）　任期：令和6年5月総代会日

◇新規加入会員 （敬称略・順不同） 〈令和3年3月～5月〉

（敬称略・順不同）

鴻巣市商工会では、市内の取扱店でご
使用いただける「鴻巣市商工会お買い物
券」を販売しています。令和３年度は、
鴻巣市の敬老祝品配布事業として、高齢
者の皆様に商工会のお買い物券を配布
いただけることとなりました（約19,000
人）。利用者の拡大により、お客様にご
利用いただくチャンスに繋がります。ぜ
ひご登録ください！
登録料：3,000円
問合せ：鴻巣市商工会 
TEL：048-541-1008

鴻巣市商工会お買い物券
取扱店追加募集中！



第55回通常総会を開催 女性部通常総会女性部

　青年部では、4月26日（月）、第55回通常総会を開催し
全議案原案のとおり無事可決承認されました。
　新部長に、兼杉　拓馬氏(㈲かねすぎ商店)が選任され、

「発信力」を軸に何事にも全力で取り組み、状況の変化に
即した「新たな一歩」を率先して踏み出し、どこにも負けな
いより一層素晴らしい青年部になっていきたいと方針を述
べました。

　５月18日(火)クレアこうのすにて第38回女性部通常総会
が滞りなく終了いたしました。現在の部員数は166名です。

つきましては、ホームページのアドレスを「お気に入り」や「ブックマーク」などに登
録されている会員様には、大変お手数をおかけいたしますが、新アドレスへ設定変
更して頂きますようお願いいたします。今後も、より一層みなさまのお役に立てる情
報を発信してまいりますので、引き続きご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

4月1日より、商工会のホームページが新しくなりました。リニューアルに伴い、ホー
ムページアドレスが、下記の通り変更となりましたのでご案内申し上げます。
https://www.kounosu-sci.or.jp/

「女性部員募集中！」
　女性部は地域と共に楽しく活動しています！研修会・親
睦活動・地域活動、様々な活動を通して新しい自分を発
見してみませんか。皆様のご参加をお待ちしております。

青年部

商工会のホームページを
リニューアルしました！

コロナウイルス感染症に係る金融支援施策
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。

種別 日本政策金融公庫 埼玉県制度融資
資金名 コロナウイルス対策マル経 特別貸付 経営あんしん資金

対象

売上高が５％以上減少した
事業所（最近１ヶ月の売上
高または過去６か月の平均
売上高が前３年のいずれ
かの年の同期と比較）

売上高が５％以上減少した
事業所（最近１ヶ月の売上
高または過去６か月の平均
売上高が前３年のいずれ
かの年の同期と比較）

■  最近３か月（新型コロナウイルス感染症の影響の場合
は1か月も可。）の平均売上高等が過去２年のうちいず
れかの同期と比較して減少している。

■  取引条件の変更等により、これから売上高等が減少す
る見込みである。（ただし、申込み時において既に今後
の売上高等の減少が確実である場合に限ります。）

限度額 別枠1,000万円 8,000万円 8,000万円

利率
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

5年超10年以内：年1.3％以内
3年超  5年以内：年1.2％以内
1年超  3年以内：年1.1％以内

返済期間
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）

運転10年（据置１年）
※ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合、　

据置3年以内

※上記施策内容は6月1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。



　当店はJR鴻巣駅から徒歩3分、旧中山道沿いにあるレンタルボックス
＆手作り雑貨店として平成18年に創業しました。しかし、近年では、レ
ンタルボックスを利用する作り手は高齢化しており、利用者も減少傾向
にありました。このままではと思い立った代表の新井氏は、若い作り手
の間で、ハンドメイド作品を売り買いするWebサイトが人気であること
や、ショッピングモールで開催している「手作り市」を主催する中で、一
点ものを欲しいというエンドユーザーが増えていることに着目。また、コ
ロナ禍となり、外出すること、外で人と会うことにためらう人が増え、ス

　この春、我が家の塀の穴に野鳥（名前はわからない）が巣を作り、ヒナ鳥が5、 6羽巣立っていきました。親鳥２
羽が交互に餌を与えている様子を見て、生き物の営みに感心しました。

　秋になると、今度は家から数キロ離れた所に、コウノトリがやってきます。早く見てみたいです。街おこしの一助となり、商工会にとっ
てもコウノトリが観光効果となり、市内の商業の振興に有効的に機能してくれることを願望しています。 （広報委員長　福島日出男）

商工会の共済はいかがですか!

◆◆ 商工会費口座振替のお知らせ ◆◆

　令和3年度会費について、口座振替をご利用の方は上半期分（４月～
９月分）を７月26日、下半期分（10月～翌３月分）を11月22日にご登録
の銀行口座より引き落としさせていただきますのでご了承ください。

〔＊りそな決済サービスをご利用の方は、上期：７月５日、下期：12月6
日にお振り替えさせていただきます 〕

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。

商工医療共済　�災害（事故）・病気による死亡、障害の保障に加えて、災害
（事故）・病気の入院、災害（事故）・病気の手術の医療
保障を目的とした商工会会員のための共済です。

商工ガン共済　�ガンによる入院、手術、先進医療等の高額治療費の負担軽
減を目的とした商工会会員のための商工ガン共済です。

＊１口3,000円から加入可能です。
＊ 詳しい資料やご加入希望の方は商工会事務局へお問い合わせ下さい。

事業名 日　時 会　場 参加人数
金融機関との情報交換会 ４月22日（木） 市民活動センター 19人
通常総代会 ５月21日（金） 市民活動センター 89人
ゴルフ大会 ６月７日（月） 鴻巣CC 26人
珠算検定 ６月20日（日） クレアこうのす 24人

鴻巣ひなちゃんカード加盟店でお買物・ご飲食に「満
点カード」をご利用いただきますと、加盟店でご利用
いただけるお食事券ほか、加盟店が提供する豪華賞
品が当たります。

トレスを抱える人も多く、「息抜きをしたい」というニーズが高まって
いると感じていました。
　そこで、新たにカフェスペースを作り、「ハンドメイド＆カフェ」へと
業態を変えることにしました。まずは商工会から専門家派遣などの
伴走型支援を受け、埼玉県経営革新計画の承認を取得。さらに国
の小規模事業者持続化補助金を活用して、店舗内の大幅改装を行
いました。カフェに来た人がハンドメイド品に興味を持ち、自分でも
作るきっかけとなったり、定期的に開催している教室に来た人がカ
フェタイムを楽しんだりして、「ハンドメイ
ド」を通した自分らしいライフスタイルを
発見できるお店へと変貌しました。
　この情報をSNSで発信したところ、多
くの方々から高い評価を得ており、今も
口コミで評判が広まっています。
　代表の新井氏は、今後もコロナ禍でス
トレスを抱える人たちに対して、「このお
店が、美味しいお茶を飲み、ホッと一息つ
ける憩いの場になれば」と話しています。

業態変更「ハンドメイド＆カフェ」で新たな挑戦！

埼玉県鴻巣市本町3-10-35
  048-543-3696

営   10：00～16：00
休    日曜、祝日、年末年始・

お盆休み

　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。

　本補助金は、小規模事業者が経営計画及び補助事業計画を作成し
て取り組む、感染拡大防止のための対人接触機会の減少と事業継続
を両立させるポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生
産プロセスの導入等に関する取組を支援するものです。

●埼玉県商工会連合会
http://www.syokoukai.or.jp/s0003/030/20161025101827.html

●小規模事業者持続化補助金〈低感染リスク型ビジネス枠〉
http://www.jizokuka-post-corona.jp

［公募締切］10月１日（第６回）
［対��象��者］全国の小規模事業者

［公募締切］９月８日(第３回)、
　　　　　11月10日(第４回)
［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 

［補��助��率］補助対象経費の3/4以内
［補助上限額］原則100万円 

◆令和元年度補正予算
　「小規模事業者持続化補助金＜一般型＞」

◆令和２年度第３次補正予算�小規模事業者持続化補助金�
　＜低感染リスク型ビジネス枠＞

詳細 詳細

Ange
様

レンタルボックス＆
手作り雑貨

夏のビッグチャンス!!夏のビッグチャンス!!
開催中 !開催中 ! 7月5日㊊～8月1日㊐期間�

鴻巣ひなちゃんカード鴻巣ひなちゃんカード


