
新商品企画による地域貢献・コロナ対策商品
　昭和 24 年に創業したダンボールケースの製造会社である旭産業㈲。ダンボール以
外にも様々な板ボールを用いて梱包箱や大事な商品を包装する美粧箱の製造などを
行っており、70 年以上にわたって地域の事業者と共に歩んできた。コロナ禍の中、地
域の為に何かできないかという社長の思いからアクリル板製造会社と協力し、昨年６月
から飛沫防止パーテーションの制作を行うため経営計画の作成に取り組んだ。完成し
た商品は見た目もおしゃれで大手ホームセンターにも勝る程の品質とアイデア・価格設
定となっており、企業努力を感じる商品となっている。導入した店舗や事務所からは「価
格が安く、サイズ調整もできるのでありがたい」等の声を沢山いただいており、現在は
口コミを中心に県内から商品に関する問い合わせ、発注依頼がある。清水社長は今後
も地域に貢献して喜んでいただけるよう取り組んでいきたいと意気込んでいる。
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経営革新計画を作成してみませんか？

「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。

●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

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

17日㈰ おおとりまつり
※中止

19日㈫ 労務・税務相談会
［会場］商工会本所

23日㈯
24日㈰

コスモスフェスティバル
※中止

28日㈭ 奉仕会・商業部会 合同研修会
コロナ禍における接客戦略セミナー

［会場］商工会本所

11
月

2日㈫ 金融・許認可・事業承継 相談会
［会場］商工会本所

11
月
14日㈰ かわさとフェスティバル

※中止
16日㈫ 労務・税務相談会

［会場］商工会本所
18日㈭ 優良従業員表彰式

［会場］クレアこうのす
19日㈮ 金融機関情報交換会

［会場］市民活動センター
20日㈯
21日㈰

産業祭
※中止

21日㈰ 珠算検定
［会場］市民活動センター

11月中 地区懇談会

11月中 健康診断事業

12
月

1日㈬ 理事会
［会場］市民活動センター

7日㈫ 金融・許認可・事業承継 相談会
［会場］商工会本所

21日㈫ 労務・税務相談会
［会場］商工会本所

1
月

4日㈫ 金融・許認可・事業承継 相談会
［会場］商工会本所

上旬 年末調整指導会
［会場］商工会本所

18日㈫ 労務・税務相談会
［会場］商工会本所

20日㈭ 新年賀詞交歓会
［会場］市民活動センター

下旬 彩の国ビジネスアリーナ

　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。

http://www.syokoukai.or.jp/s0003/030/20161025101827.html http://www.jizokuka-post-corona.jp

［公募締切日］令和4年2月4日（第7回）
［対  象  者］全国の小規模事業者

［公募締切日］令和3年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］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

地域応援宣言!!
はじめよう！未来への挑戦
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　事業者が排出する廃棄物は、オフィスから出る紙ごみや飲食店の残飯などの「一般廃棄物」（「事
業系ごみ」という）と、プラスチックや金属くずなどの「産業廃棄物」に分けられます。
　県では事業系ごみの発生量を削減するため、市町村と共同で、６月及び10月に事業系ごみ削減
キャンペーンを実施しています。紙ごみや食品廃棄物などの排出抑制・適正な分別・再利用など
に取り組み、事業系ごみの削減に御協力ください。
　事業系ごみの処理方法については、事業所所在地の市町村担当課へお問合せください。

担当：県資源循環推進課　TEL：048-830-3110
ホームページ：http://www.pref.saitama.lg.jp/a0507/jigyoukei.html

事業系ごみ削減キャンペーンを実施します

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ヶ月の平均
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ヶ月の平均
売上高が前３年のいずれ
かの年の同期と比較）

■  最近３ヶ月（新型コロナウイルス感染症の影響の場合
は1ヶ月も可。）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8月2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。

●2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛
等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金を給付し、事業の継続・立て直しや
そのための取組を支援します。
●月次支援金の給付に当たっては、一時支援金の仕組みを用いることで、事前確認や提出資料の簡略化を図り、申請者の利便
性を高めていきます。 

※ 埼玉県感染防止対策協力金の給付を受けている方は対象外となります。

給
付
要
件

要件1

要件2

給付額

対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置(以下「対象措置」という。)に伴う
飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること

2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少

＝2019年又は2020年の基準月の売上 ー 2021年の対象月の売上

申請受付期間 8月分:2021年   9月1日~10月31日 ※原則、対象月の翌月から2ヶ月間を申請期間とします。
9月分:2021年10月1日~11月30日 

中小法人等 上限20万円/月 個人事業者等 上限10万円/月

対象月 対象措置が実施された月のうち、対象措置の影響を受けて、2019年又は2020年の
同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月 基準月

2019年又は2020年に
おける対象月と同じ月

　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。

［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 まで
［会　　場］ 鴻巣市商工会本所
［申　　込］お電話にて申し込み下さい。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

月次支援金の概要



インボイス制度

事　業　所　名 住　　所 代表者名 事業内容
エースコンサルティング㈱ 鴻巣市東1-3-18-101 横田　　彰 コンサルティング業
やきとり　柳川 鴻巣市本町6-3-20 柳川　　勝 飲食業・やきとり
㈱ルート 鴻巣市神明1-4-2-102 高篠　一昭 IT・営業及び経営に関するサポート
㈱ルートウエブス 鴻巣市神明1-4-2-102 高篠　一昭 電気・電気通信工事等
湯本精肉店 鴻巣市加美1-5-40 湯本　昭夫 肉の卸売業
鴻巣敬神会露商組合手島藤雄 鴻巣市笠原1371 手島　藤雄 露天商
㈱ACQUA 鴻巣市松原4-1-23 大澗　　祥 配送業
痛みの相談所　緩追 鴻巣市寺谷835-43 中西　浩信 整体施術
カーズリンクグリーム 鴻巣市すみれ野24-35アイビス102 浅川ひとみ 自動車関連業
さわた登記測量事務所 鴻巣市箕田998-3 澤田　一穂 土地家屋調査業
㈲キューマスター 鴻巣市鎌塚3-10-5 宮竹　　徹 広告企画製作
演歌茶屋 鴻巣市東1-4-11 髙橋　貞夫 カラオケ
sedm（セドム） 鴻巣市本町6-6-40-204 益田　萌子 アクセサリー製作販売
炭火焼ふれ愛 鴻巣市東2-1-18 相原由里子 居酒屋
小林　友夏子 鴻巣市逆川1-2-8 小林友夏子 スポーツインストラクター
㈲明光サービス 鴻巣市滝馬室1393-1 加藤　義浩 ＩT情報サービス
㈲田沼土建工業 鴻巣市笠原722-3 田沼　知明 建設業
K＆KK 鴻巣市宮前252-2 柿沼　好美 軽貨物配送業
マルコー 鴻巣市緑町4-15 小見山まさ子 クリーニング取次
岡田　清美 鴻巣市緑町5-4 岡田　清美 音楽制作・演奏支援
タナザー写真 鴻巣市八幡田785-15 棚澤　　修 写真スタジオ
福田　智之 鴻巣市愛の町324ソフィア101 福田　智之 スポーツインストラクター
佐藤商店 鴻巣市すみれ野23-5 佐藤　　通 中古車販売　　　古物商
ⅰpeace（アイピース） 鴻巣市下忍3359-1 伊東　瑞紀 映像制作・広告代理店
生川　克枝 鴻巣市下忍3402エーコーマンション202 生川　克枝 美容師
グローバル通商 鴻巣市吹上本町2-3-14-203 内田　幸夫 リサイクル品回収
宮竹商事 鴻巣市小谷2069 宮竹　司朗 防水施工業
GFC 鴻巣市吹上富士見4-8-11-3 佐々木侑志 中古車・中古パソコン販売
岡田管工 鴻巣市屈巣4768 岡田　正美 配管工事
F.P...  Foot  prints...（エフピー フット プリンツ） 鴻巣市人形4-3-49 剣持　　幸 カスタム安全靴カスタムスニーカー
合同会社オフィスカサイ 鴻巣市赤見台2-15-17 葛西　　寛 企業経営サービス・品質管理コンサルタント業
葛西行政書士事務所 鴻巣市赤見台2-15-17 葛西　　寛 建設業許可・経営事項審査等
居酒屋スナック令 鴻巣市箕田3819-13 伊東　明子 スナック
輪嶋電装 北本市石戸宿6-200 輪嶋久二郎 電気配線工事
栗原中小企業診断士事務所 熊谷市筑波2-66-4ジュエルコート熊谷201 栗原　亮二 中小企業診断士
山﨑　幸秀 鴻巣市鎌塚1064-7 山﨑　幸秀 電動ブラインド取付・修理
スタジオ　椿 鴻巣市鎌塚4-3-16 毎森きくい リラクゼーション

◇新規加入会員 〈令和3年6月～8月〉

　令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式（インボイス制度）」が導入されますが、適格請求書（インボ
イス）を交付することができるのは適格請求書発行事業者（登録事業者）のみとなります。
　登録事業者になるための登録申請書の受け付けは令和3年10月1日から開始されていますが、消費税の課
税事業者でなければ登録を受けることができませんので留意が必要です。

税理士　小林 保広詳しくは国税庁ホームページの「インボイス制度特設サイト」をご確認ください。

（敬称略・順不同）

●インボイスとは
　売手が買手に対して、正確な適用税率
や消費税額等を伝えるものです。具体的に
は、現行の「区分記載請求書」に「登録番
号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記
載が追加されたものをいいます。

●インボイス制度とは
　売手である登録事業者は、買手である取引相手（課税事業者）から求められ
たときは、インボイスを交付しなければなりません（また、交付したインボイス
の写しを保存しておく必要があります）。
　買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手（売手）
である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。



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！

　コロナ対策に追われる日々が続いていますが、今号では、段ボール製造業からアクリルパーテーション加工に
取り組み、地域に貢献いただいている事例を見出しでとりあげました。補助金に頼るばかりでなく、創意工夫に

より災い転じて福にした事例のひとつかと思います。このような時こそ、できることは何かを考えしっかりと取り組んでいきたいですね。
黒澤  章

◆◆ 商工会費口座振替のお知らせ ◆◆

　令和3年度下期会費は11月22日（月）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12月6日（月）に振替させて頂きます 〕

事業名 日　時 参加人数
源泉税納付指導会 7月7日（水）～7月9日（金） 53人

起業・副業セミナー 8月20日（金） 14人
創業セミナー 8月28日（土） 8人

ホームページ作成実践セミナー 9月  4日（土） 14人

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名様に豪華賞
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８日（金）〜11月28日（日）

お気軽に事務局（商工会内）まで、
お問い合わせください。〈☎048-541-1008〉

スタンプラリー実施中！スタンプラリー実施中！
鴻巣ひなちゃんカード９周年記念鴻巣ひなちゃんカード９周年記念

　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、その診
断結果を５年間保管することが定められています。
　当会では、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。
1. 実 施 日　令和3年11月1日（月）～令和4年1月31日（月）
2. 申 込 先　鴻巣市商工会へ申込書をご提出ください
　　　　　（℡048-541-1008、Fax048-541-1071）

★ マスク着用をお願いします。１週間以内に37.5°以上の発熱、咳などの
風邪症状、味覚・臭覚の低下、２週間以内にコロナ患者、その疑いが
ある患者との接触、２週間以内に諸外国への渡航歴がある場合はご遠
慮ください。（病院へ要連絡）

病院名 料金（税込）
埼玉脳神経外科病院 一般 8,250円
こうのす共生病院 一般 7,500円

たけうちクリニック 一般 7,700円　簡易3,300円
乳がん5,500円～

ＭＳＡエクセス　村越外科 一般 7,500円　簡易3,000円
ヘリオス会病院 一般 8,500円

はやしだ産婦人科
（婦人科健診のみ）

がん3,300円～　子宮がん3,740円～
超音波検査（子宮・卵巣）3,300円～

「健康診断事業」のご案内「健康診断事業」のご案内 商工会員のための共済制度をご利用ください
商工貯蓄共済(共済期間5年）
 月額、1口3,000円で「保障・貯蓄・低利な融資」を目的とした共済
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、成人・結婚・出産の記念品有。
貯蓄　積立金(1口3,000円内2,000円)
融資　1口当たり30万円(限度額200万円)
商工医療共済(共済期間5年）　
 災害(事故)や病気による死亡、・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共
済です。
＊月額掛金1口3,000円は全額掛捨てとなります。
＊成人・結婚・出産の記念品有。
商工ガン共済(共済期間1年）　 
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
とした共済です。
＊加入口数は1被共済者1口、新規加入は74歳5ヶ月まで。
＊月額掛金1口3,000円は全額掛捨てとなります。

令和３年10月1日より埼玉県の最低賃金が 928円から956円（28円アップ）に改定されました。


