
　各会場で、来場者のお花見や写真撮影など春を楽しむ姿が
見られました。

日時 �日時：令和4年3月26日（土）・27日（日）
　　　　　※鴻巣・川里は27日（日）のみ
会場 �鴻巣公園・鎌塚イベント公園等・あかぎ公園

鴻巣市さくら祭り

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 ！
“トライアル&エラーの精神で新たなサービスを常に開発”
　公共施設の指定管理業務を手掛ける街活性室㈱が、『彩の国経営革新モデル企業』
に指定されました。業務ノウハウのマニュアル化・プラットフォーム化を計画し、売上高
877％・付加価値額604％増と業績を大幅に伸ばし、経常利益も黒字に転換。新規雇
用を44名創出し、大野知事より“中小企業の模範となる取り組みである”と高い評価
を受けました。既成の概念にとらわれず、積極的な事業展開を図る斎藤徹社長。次なる
計画も商工会の専門家派遣制度を利用し、AI（人工知能）を活用したシステム構築に
乗り出しています。

鴻巣市逆川1丁目2番2
  048-578-8222

街活性室㈱

街活性室㈱
様

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

4
月 5日㈫ 金融・許認可相談会

［会場］商工会本所

13日㈬
14日㈭

労働保険集合受付
［会場］商工会本所

19日㈫ 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

5
月 10日㈫ 金融・許認可相談会

［会場］商工会本所

19日㈭ 通常総代会
［会場］市民活動センター

21日㈯
22日㈰

ポピーまつり
［会場］コスモスアリーナふきあげ周辺

24日㈫ 税務定例相談会
［会場］商工会本所

6
月 7日㈫ 金融・許認可相談会

［会場］商工会本所

21日㈫ 税務定例相談会
［会場］商工会本所

7
月 5日㈫ 金融・許認可相談会

［会場］商工会本所

19日㈫ 税務定例相談会
［会場］商工会本所

今
後
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県内で３社！

街活性室㈱

当会では２年連続彩の国経営

革新モデル企業を排出しました！

地域応援宣言!!
はじめよう！未来への挑戦
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　中小企業庁では新型コロナウイルス感染症の影響により売上が
大きく減少し、一定の要件を満たす中小法人等・小規模事業者等
を対象とした「事業復活支援金」の受付が開始されました。

【申請期間】令和４年１月31日（月）～５月31日（火）
【給付対象の主な要件】
新型コロナウイルス感染症の影響で、2021年11月～2022年3月のい
ずれかの月の売上高が、2018年11月～2021年3月までの間の任意
の同じ月の売上高と比較して、50％以上または30％～50％減少した
事業者。
【事前確認番号発行】
事前確認番号の発行を行っていますので、お手続きの際は当会へご
連絡ください。
※一時支援金・月次支援金受給者については原則不要です。
制度の詳細については下記HPをご覧ください
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

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４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４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：0.32％
４年目以降：1.22％
※実質３年間無利子

当初３年間：0.32％
４年目以降：1.22％
※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３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。

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］�令和４年4月13日（水）・14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15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、令和4年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。

労働保険委託事業主の皆様へ、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年度更新に関する重要なお知らせ

事業復活支援金のご案内

　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
　　　　　�税務→毎月第３火曜日（Zoom対応）
　　　　　�労務→随時（Zoom対応）
［受付時間］�10：00 ～ 15：30まで
［会　　場］�鴻巣市商工会本所
［申　　込］電話にてお申し込みください。

◆金融、許認可・事業承継、労務、
　税務定例相談会のお知らせ

税務相談会で
インボイス登録
相談できます！

　労務定例相談会は令和４年４月より月１回の定例相談から
随時Zoomによる相談対応に変更となります。（事前予約制）。

ご利用しやすく
なりました！



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！

　　　　　給与から控除される所得税
　　　　　　　　　　　　　　　　新年度４月になり、皆さんの家族や知人で新入社員として
　　　　　　　　　　　　　　　社会人デビューされた方もいらっしゃることと思います。
　新入社員の方たちも入社後、おそらく翌月までには初めての給料いわゆる初任給を受け取
ると思いますが、その給料から差し引かれる所得税が源泉所得税になります。
　源泉所得税は、毎月の給与や賞与などの支給金額に応じて源泉徴収税額表をもとに税額
計算し、給与から控除（源泉徴収）されます。そして、年末に年末調整というかたちで一年間
の所得税の精算をします。
　新入社員の方は源泉所得税のことを理解している方であっても給与明細書の「所得税」の
金額を見て改めて実感される方も多いのではないでしょうか。

税理士　小林　保広

事　業　所　名 住　　所 代表者名 事業内容
HJサービス 鴻巣市人形1-2-55 道祖土　尚 運送業
and・you 鴻巣市人形2-2-45-102 髙橋　和之 革小物
㈱Flashlight 鴻巣市人形2-1-67 松永　理佳 児童発達支援事業・放課後デイサービス
kintoto 鴻巣市本町8-5-11 竹田　佳央梨 コスメ販売・飲食業
㈱アキラ興業 鴻巣市郷地2442-1 肥留川　晃良 管工事業・水道施設工事
宮鶴山荘 鴻巣市天神3-5-19 深澤　敏美 宿泊
㈱大維物流商事 鴻巣市宮前500-5 手塚　大輔 運送業
フジエコクリーン 鴻巣市登戸386-9 藤波　松人 草刈り・伐採・除草剤散布等
阿部　勝幸 鴻巣市三ツ木399ー１ 阿部　勝幸 古物
居酒屋　千 鴻巣市吹上本町3-3-3 成嶋　千恵子 飲食店
齋藤　啓子 鴻巣市新宿1-12-1 齋藤　啓子 不動産賃貸業
岡田農園 鴻巣市上会下106 岡田　良雄 いちご農園
㈱杉本フーズ 鴻巣市本町1-7-1ポレスター鴻巣駅前ガーデンズ1F 杉本　健司 cafe＆bar
㈱大樹土建 鴻巣市宮前463-4 浅川　大樹 基礎工事等
オフィース・佐野 鴻巣市緑町8-16 佐野　正志 インターネットのプラットフォームを利用した小売業
歩企画 鴻巣市箕田933-3リバーコート101 芦川　孝之 イベント企画・チケット販売等
飲処　川根 鴻巣市箕田478-6 栗原　満 飲食店
ＭＵＮＩ合同会社 鴻巣市三ツ木400-8 天野　雄大 クラフトビール販売
スマートコミュニティ㈱ 鴻巣市小松4-1-37 佐々木　俊之 ITサービス
CUORE　キャンドルとドライフラワーと
レアハーバリウムのお店 鴻巣市袋886-3 柴﨑　克彦 キャンドル・ドライフラワー・ハーバリウム
エクレ 鴻巣市境80-1 政輝　亮子 エステ
郭雷 鴻巣市天神5-3-25 郭雷 内装工事
サロンかんとりぃ倶楽部 鴻巣市雷電2-1-27 中沢　隆史 理美容
さくらエステ 鴻巣市神明1-7-1-1Ｆ 櫻井　敦子 エステ
㈱ともつくり 鴻巣市緑町9-16 原田　泰之 動画作成
― 鴻巣市赤見台4-26-1 上野　直 パンの小売業
中華紅秋 鴻巣市八幡田565-1 岡安　秋夫 キッチンカー販売
㈱コンヴィクション 鴻巣市八幡田713-3 山田　義隆 柔道整復
熊谷工務店 鴻巣市箕田3860-17 熊谷　龍 工務店
㈱Ａrchange 鴻巣市屈巣4783-1 上野　富士夫 ペットショップ
朝日屋 鴻巣市屈巣3853-2川里マンション102 黒岩　伸夫 ラーメン
㈲大澤電設 東松山市上野本269-3 大澤　健 電気工事

◇新規加入会員 〈令和4年1月～2月〉 （敬称略・順不同）

「サンタがまちにやってくる！今年は会いにいこう～」
を実施しました。 お正月寄せ植え講習会女性部

　12月25日（土）、コスモスアリーナ及び会館内にて、市内約250名の子供たち
に「夢」と「希望」をもって楽しい気分を味わってもらう為、新型コロナウイルス感
染防止対策を行い、実施いたしました。今回は会場にお越しいただき、サンタ
さんよりプレゼントや記念写真撮影、子供たちによる絵の展示、売店・射的・
輪投げ等のイベントを行
い、大盛況に無事終えるこ
とができました。子供たち
の輝く目と笑顔により、今
後の青年部活動への励み
になりました。

　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およ
びその後継者が加入できます。花火大会やサンタクロース等の事業を通じて部員の
資質向上に努めています。お問い合わせは商工会、またはお近くの青年部員まで！

　女性部では部員皆様の意見を取り入れて、様々な事業を
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。

青年部

＜お正月寄せ植え講習会＞12月18日(土)　花久の里にて

「青年部員」を募集中です。



事業名 日　時 会場 参加人数

年末調整指導会
1月11日（火）、12日（水） 商工会本所 63人
1月13日（木） 商工会吹上支所 13人
1月18日（火） 商工会川里支所 ７人

決算指導会 2月14日（月） 商工会本所 70人

納税相談会
2月22日（火） 商工会吹上支所 27人
2月28日（月）～ 3月2日(水) 商工会本所 119人
3月8日(火) 商工会川里支所 8人

　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
お買物にご利用いただ
くポイントカードです。
　「鴻巣をもっと盛り上げたい！」現在、68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）まで、お気軽にどうぞ。

【退職】

加盟店募集中！加盟店募集中！
鴻巣ひなちゃんカード鴻巣ひなちゃんカード

　春の季語に　朧気【おぼろげ】がある。ぼうとして、はっきりしないさま　だという。暖かくなり
COVID-19の感染は落着きを見せ始めている。日本政策金融公庫の業況判断DI(2022.1.24）を見ると、最
悪だった20.4 ～ 6の小企業▲73.7、中小企業▲56.9から回復し22.1 ～ 3ではそれぞれ▲47.7、+10.8とい
う。それ以降は仕入れ価格の高騰などで調整はあるものの順調に推移するとの予想である。
　一息ついている間もなく、今度はロシアのウクライナ侵攻だ。弊社業務のひとつである資源価格は、コロ

ナ危機に立ち向かう各国の金融緩和により高水準で推移（資源インフレ）してきたが、ロシアがニッケルの主要産地であることから、前
例のない動き(1週間で4倍)を考慮して、LME（ロンドン金属取引所）は取引の停止を発表した。1トン1,150万円！ニッケルはEVバッ
テリーの主原料である。朧気に見えてきた日差しが、インフレと景気後退の泥濘＜スタグフレーション＞に陥ってしまわないか朧月夜に
思案している。� 広報委員　原　功

　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
ビスを昨年より開始しており、広告宣伝に役立ってい
ます。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！

　初めて小規模企業にスポットをあてた法律、小規模企業振興基
本法が平成26年６月に制定され、小規模事業者支援に対する商
工会の役割も益々大きくなりました。このような背景の中、地域
の雇用と経済を支え、まちづくりに貢献してきた中小企業及び小
規模企業の振興に関する基本的な理念や方向性を示す、「鴻巣市
中小企業及び小規模企業振興基本条例」が制定されました。商工
会としても中小企業等の経営の改善及び革新を促進するため真摯
に取り組んでいきます。

　「吹上支所」・「川里支所」は、これまで地域の皆様から温かい
お引き立てをいただき、商工会活動を行ってまいりましたが、利
用者の減少に伴いまして、効率的な事務局体制の構築を目指して、
令和４年６月30日に、本所へ統合させていただきます。
　今後は、「行きます　聞きます　提案します」をスローガンに掲
げ、巡回指導を強化し、会員の皆様にご不便をお掛けしないよう、
これまで以上に「事業者に信頼され、役に立つ商工会」となるよう
努めてまいりますので、格段のご支援、ご理解を賜りますようお
願い申し上げます。

　市内において製造される
物産品を広く一般の方々に
知っていただく目的で鴻巣
駅に物産品展示コーナーを
設けています。1コマスペー
スがありますので、この機
会に貴社商品・物産を展示
し、販売促進やPRに利用
してはいかがでしょうか。

チラシ設置サービス受付中！チラシ設置サービス受付中！ 展示品募集のご案内（鴻巣駅）展示品募集のご案内（鴻巣駅）

鴻巣市中小企業及び
小規模企業振興基本条例が

制定されました
吹上・川里支所統合のお知らせ

人事異動のお知らせ

　昭和56年に入社以来40年にわたり、現職中は歴代の会長様、役員様、
会員の皆様には大変お世話になり心より感謝申し上げます。

令和４年３月31日付け　内田　次郎

令和４年３月15日付け　竹内　孝

詳細は鴻巣市商工会までお問合せください。

展示料金１コマ：年間税込み6,600円（4月～3月）

鴻巣市商工会のSNSはこちら 公式ライン
アカウント Twitter Facebook


