
吹上・川里支所統合

　「吹上支所」・「川里支所」は、令和４年６月30日をもちまして、本所へ統合いたしました。
　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。

　去る５月19日（木）に鴻巣市市民活動
センター会議室において、総代58名（う
ち委任状26名）参加のもと令和４年度鴻
巣市商工会通常総代会を開催しました。
　今年度は、吹上支所並びに川里支所
が本所へ統合することや、商工会青年
部OB会組織より１名を役員に迎えるこ
とによる、定款一部改正（案）の承認を
求める件など、全５議案が上程され、
原案どおり承認されました。
　また、令和４年度の事業計画では、
鴻巣市中小企業及び小規模企業振興基
本条例が制定されたことにより、商工会
の必要性が益々高まることから、行政を
はじめ関係機関との連携を密に図るとと
もに、組織強化や伴走型支援の拡充を
目指していくこととしました。

令和４年度第62回通常総代会を開催
（単位：円）

令和４年度収支予算書

収
入
の
部

科　　目 本年度予算額
会 費 23,408,000
県 補 助 金 42,719,100
市 補 助 金 337,294,000
全国連補助金 1,900,000
事 業 収 入 710,000
特別賦課金収入 1,350,000
受 託 料 収 入 3,264,000
手 数 料 収 入 12,620,000
雑 収 入 407,670
繰 入 金 2,000,000
前 期 繰 越 金 6,797,230
合　　計 432,470,000

支
出
の
部

科　　目 本年度予算額
経営改善普及事業費 84,247,000
一 般 事 業 費 319,027,500
一 般 管 理 費 26,990,000
引 当 金 2,100,000
予 備 費 105,500
合　　計 432,470,000

会員向け金融・許認可・事業承継・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。
＊�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）

［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　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
［申　　込 ］  お電話にて申し込みください。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

７
月

5日㈫ 金融・許認可・事業承継　相談会
［会場］��商工会

7日㈭
8日㈮

源泉納付指導会
［会場］��商工会

19日㈫ 税務定例相談会
［会場］��商工会

鴻巣夏まつり　※中止

吹上夏まつり　※中止

８
月

2日㈫ 金融・許認可・事業承継　相談会
［会場］��商工会

3日㈬ 理事会
［会場］��市民活動センター

16日㈫ 税務定例相談会
［会場］��商工会

９
月

6日㈫ 金融・許認可・事業承継　相談会
［会場］��商工会

20日㈫ 税務定例相談会
［会場］��商工会

10
月

１日㈯ こうのす花火大会
時間18：00～20：30
［会場］��糠田運動公園

4日㈫ 金融・許認可・事業承継　相談会
［会場］��商工会

5日㈬ 理事会
［会場］��市民活動センター

16日㈰ おおとりまつり
［会場］��中山道（加美交差点～深井二交差点）

18日㈫ 税務定例相談会
［会場］��商工会

22日㈯
23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

25日㈫ 消費税インボイス制度講習会
［会場］��クレアこうのす

《総代会議事》
第１号議案　 令和３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４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　役員選任の件

地域応援宣言!!
はじめよう！未来への挑戦
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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！

鴻巣市
プレミアム付商品券

「事業と暮らしの相談」
　社会的信用を得るために個人事業主から法人化を検討している方は、どの
企業形態がベターか？
　世間一般的には、株式会社を想像しますが、実態はどうなっているか。数
字で見てみましょう。2020年登記実態として株式会社88,724社、合同会社
30,424社になっています。
　合同会社は、2006年に誕生した新しい法人形態です。100年以上の歴史
ある株式会社と比較すると社会的知名度もまだまだ低く、小規模会社とのイ
メージですが、法人運営上いろいろなメリットもあります。
　世界的大企業である「アップル、グーグル、アマゾン等」の日本法人は合同
会社です。起業する将来像を描きながらベターな企業形態はどれか、多角的
に検討してみてはいかがでしょうか。

行政書士　中野 美春

コロナウイルス感染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か月の売上
高または過去６か月の平均
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か月の売上
高または過去６か月の平均
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３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％
※ 一部の対象者は実質

３年間無利子

当初３年間：0.31％ 
４年目以降：1.21％ 
※５年以内の場合

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10年（うち据置３年）

設備20年（うち据置５年） 
運転20年（うち据置５年）

　運転10年（据置１年）�
　※�知事が指定した特別な災害等の影響を受けている場合、２年以内

※上記施策内容は5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。

　10月１日から使える鴻巣市プレミアム付商品券の販売
が８月より開始されます！！
　新型コロナウイルス感染症により影響を受けた地域振
興に貢献する商店等を支援し、地域の消費需要を創出す
ることを目的として、市内で共通して使用できる商品券の
発行です。
　取扱店は随時募集中で
す。申請については商工会
へご一報ください。
※�7月6日以降の申請につ
いては鴻巣市・商工会
のHPのみの掲載となり
ます。

◇�令和元年度補正予算・令和３年度補正予算「小
規模事業者持続化補助金＜一般型＞」

　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。

● 公募締切日 第９回：2022年９月中旬 
第10回：2022年12月上旬予定

● 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

詳細は http://www.syokoukai.or.jp/
s0003/030/20161025101827.html

現在の公募中の補助金現在の公募中の補助金

「見本」

「見本」



第56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25日（月）、第56回通常総会を開催し全
議案原案の通り、無事可決承認されました。
　新部長に、秋山泰人氏（㈱秋山自動車整備工場）が選
任されました。青年部員としての誇りを持ち、全力で取
り組み、共に創り上げることで笑顔があふれる活動を行っ
ていき、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。また、本年度はコロナ対策を行い花
火大会を開催の予定である旨も述べました。

　５月16日(月)市民活動センターにて、第39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155名です。

青年部

◇新規加入会員（令和４年３月～５月）� �（敬称略・順不同）

〈今後の予定〉

７月19日（火）／『献血運動』
免許センター内鴻巣献血ルーム

事　業　所　名 住　　所 代表者名 事業内容

藤野　珪子 鴻巣市人形2-2-37 藤野　珪子 不動産
後藤行政書士事務所 鴻巣市中央15-8 後藤　正明 行政書士
株式会社ORIGINAL 鴻巣市宮前205-6 扇谷　典成 管工事業
Spica　body therapy 鴻巣市宮前478-2 金井　　紫 整体
てんし堂 鴻巣市原馬室2105-3 長谷川典史 1/43ミニチュア製作
吉田　直揮 鴻巣市下忍3657-1 吉田　直揮 WEB制作・ＳＮＳコンサルティング
みつぎ農園 鴻巣市前砂325 三ツ木佑介　 農園
TUKURU合同会社 鴻巣市広田2331-1 小山　将志 設計
堀口履物店 鴻巣市本町4-8-11 堀口　久子 クリーニング取次
すなっくひまわり 鴻巣市本町4-1-26 前川　英一 スナック　　
わとなデンタルラボ 鴻巣市鴻巣1163-5 小野　真理 入れ歯差し歯の製作
ｊｓｋ株式会社 鴻巣市松原1-3-10 徐　志　財 内装　大工
村田工業 鴻巣市小松1-1-37 村田　和之　 建設業
矢部　知春 鴻巣市下谷1141 矢部　知春 印刷物のデザイン制作
加村農園 鴻巣市寺谷12 加村　純男　 米生産販売
藤田　竜矢 鴻巣市北新宿719 藤田　竜矢 競輪選手
ガバレ農場 鴻巣市前砂359 江原　浩昭 有機JAS認証野菜・有機米・合鴨農法米・自然卵
㈱桐宗工業 鴻巣市境79番地15 平塚　隆行 建設業
すりーずはうす 鴻巣市屈巣3447 小菅　尚子　 美容品販売　
BOCCHI Dance Academy 鴻巣市本町4-2-1　糀屋ビル2F 田沼　里菜 ダンス・ヨガ・健康体操
普天間工業 鴻巣市堤町23-11 普天間デニス 建設・リフォーム業　　
髙橋工商 鴻巣市小松3-10-30 髙橋　　豊 自動車修理業
成塚内装 鴻巣市笠原1726-1 成塚　行芳 壁紙・クロス張替え
境野一級建築士事務所 鴻巣市赤見台3-22-5 境野　啓一 建築士
㈱Next　Innovation 鴻巣市箕田3401-1 原嶋　優矢 産廃事業
㈲サトウ自動車販売 鴻巣市鎌塚253 佐藤　由平 自動車修理業



地域密着の自転車店です！
　笠原地区にある杉田輪店は先代の時から地元の自転車店とし
て営業しています。商工会サービスの一つである記帳代行を利
用することで、経営状況が透明化し最新の支援金の申請にも迅
速に対応できています。また、e-Tax で確定申告を行うことで青
色申告特別控除は最大の 65 万円を適用することができ、大き
な節税対策になっています。事業所も昨年建て替えて新しくなり、
時代の流れに対応・変化しつつありますが、地元密着という経
営理念は昔から変わりません。これからも「笠原の自転車屋さん」
として邁進していきます。

商 工 会 会 員 事 業 所 紹 介 杉田輪店
鴻巣市郷地428-4　Tel.048-541-0688

新井　日出志
令和 4 年７月１日付け
ふかや市商工会より転籍

商工貯蓄共済で備えあれば憂いなし！
　商工会では万全な経営の備えを図るために、月額一口
3,000 円で充実した商工会員のための貯蓄共済をお取扱い
しています。一口掛金 3,000 円のうち、2,000 円を積み立
てて５年後に満期金をお支払いします。途中解約も可能で
元本割れはございません。また事故の際の共済金、入通院
時の見舞金、結婚等のお祝い記念品、低利な融資もござい
ますので、ぜひご加入ください。

　令和４年度より、より高い商工会サービスを提供できるよう、
【経営支援員制度】を導入しております。経営指導員、補助員、
記帳職員といった従来の職種は関係なく、会員事業所様を多
面的に支援できる体制を整えてまいりますので、よろしくお願
いいたします。

髙野　由美
令和 4 年７月１日付け
埼玉県商工会連合会より出向

商工貯蓄共済

井上　和紀
令和４年 6 月 30 日付け
ふかや市商工会へ出向終了

合田　真悟
令和 4 年７月１日付け
埼玉県商工会連合会へ出向

　例年よりも早く梅雨に入り湿気、気温が高くなりマスクの着用により熱中症の危険が増します。他人との接触
が少ない所では、なるべくマスクの着用を控えて熱中症を予防しましょう。

　尚、鴻巣市商工会においては、今年度（おおとり祭り）（コスモスフェスティバル）（花火大会）と実施の予定です、是非予定通り行える
ことを願います。 野口　雅則

満点カードでのお買物のお客様に、 
抽選で豪華賞品をプレゼント！！ 

（詳しくは、配布チラシをご覧ください）
※加盟店マップを新調し、各店で差し上げています。
　現在、新規加盟店を募集しています。
　事務局（商工会内　TEL.541-1008）宛

夏のビッグチャンス！ 開催夏のビッグチャンス！ 開催
期間�７月8日㊎～７月31日㊐

鴻巣ひなちゃんカード鴻巣ひなちゃんカード

お気軽に

ご相談

ください。

◆◆�商工会費口座振替のお知らせ�◆◆
　令和４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 22 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５日にお振り替えさせていただきます〕

人 事 報 告事業名 日　時 会　場 参加人数

埼玉県制度融資説明
会と商工業支援会議 ４月18日（月） 市民活動センター 17人

通常総代会 ５月19日（木） 市民活動センター 32人

ゴルフ大会 ６月13日（月） 鴻巣カントリークラブ 32人

珠算検定試験 ６月19日（日） 商工会館 22人


