
10
月

1日㈯ こうのす花火大会
［会場］糠田運動場及び荒川河川敷

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

7日㈮ 行政との情報懇談会
［会場］��市民活動センター

16日㈰ おおとりまつり
［会場］中山道（池元院前～深井二交差点）

18日㈫ 労務・税務相談会
［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周辺

25日㈫ インボイス制度講習会
［会場］クレアこうのす

26日㈬ 商業２団体合同視察研修会　飯能・所沢

11
月

１日㈫ 金融・許認可相談会
［会場］商工会

11
月

8日㈫ 事業承継相談会
［会場］商工会

9日㈬ 講演会「SDGs！異文化コミュニケーション」
［会場］こうのすシネマ　多目的ホール

13日㈰ かわさとフェスティバル
※中止

15日㈫ 労務・税務相談会
［会場］商工会

17日㈭ 優良従業員表彰式
［会場］クレアこうのす

19日㈯
20日㈰

産業祭※中止

20日㈰ 珠算検定
［会場］商工会

11月中 地区懇談会

11月～１月 健康診断事業

12
月

6日㈫ 金融・許認可相談会
［会場］商工会

12
月

7日㈬ 理事会
［会場］��市民活動センター

13日㈫ 事業承継相談会
［会場］商工会

20日㈫ 労務・税務相談会
［会場］商工会

1
月
10日㈫ 金融・許認可相談会

［会場］商工会

10日㈫ 事業承継相談会
［会場］商工会

12日㈭ 新年賀詞交歓会
［会場］市民活動センター

上旬 年末調整指導会
［会場］商工会

下旬 彩の国ビジネスアリーナ

24日㈫ 労務・税務相談会
［会場］商工会

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による相談に対応しています。（事前予約制）

［対　　象］��鴻巣市商工会員
［開 催 日］��金融、許認可→毎月第１火曜日�

事業承継→毎月第２火曜日（11月より）�
税務、労務→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
［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

お得な【商工貯蓄共済】【商工貯蓄共済】を加入事業者にインタビュー

　㈱日健協サービスは1973年に創業したサプリメントの製造販売会社です。�設立以来、半世紀にわたり「生きてる酵
母で健康づくり」をコンセプトに腸内フローラの改善に役立つ「生きてる酵母シリーズ」を主軸として健康食品を販売。
お取引企業は多種にわたり、�相談薬局、スポーツジム、美容サロン、エステサロンなど。更には大手TV通販では2006
年から取り上げられ16年以上も販売実績があり、今もロングベストセラーになっています。「生きてる酵母シリーズ」は
当社ECサイトで購入できます。是非、HPを覗いてみてください。

Q．貯蓄共済の加入経緯は？
Ａ．�商工会からの提案を受け、少しでも従業員が安心して仕事に従事できるよう加入しました。
Q．従業員の方へどのようにこの共済制度を勧めていますか？
Ａ．�商工会に加入している会社限定の共済制度で、１口3,000円で交通事故や病気入院
等に対しても見舞金が出るからいい制度だよと説明しています。

Ｑ．貯蓄共済の魅力は？
Ａ.���①１口3,000円と手頃な価格から加入でき、最大10口まで加入できること
　　　※被共済者の加入時の年齢により上限加入口数が異なる。
��������②�５年満期で掛け金の2/3と満期記念品が受け取れ、良い意味で当てにしていないご
������������褒美となっています。
　　　※�満期記念品は、埼玉県内の各地域の特産品になっています。
��������③従業員のための安心の保険としても役立っています。
��������④共済契約をしていることで、共済以外の話も商工会の職員と情報交換ができます。

㈱日健協サービス
埼玉県鴻巣市三町免12
  0120-374-964

　  （フリーダイヤル）
　  平日9:00～17：00
　  https://nkks.jpHP

代表取締役　兼杉 範夫

商品ラインナップ

　商工貯蓄共済に 30 年以上、継続してご加入していただいている㈱日健協サービス様にインタビューを行いました。

鴻巣市商工会が埼玉県連より

「令和４年度モデル推進商工会」に

選ばれました。

【
事
業
所
情
報
】

▲商工貯蓄共
済の保障内容
等はこちらを
ご覧ください

地域応援宣言!!
はじめよう！未来への挑戦
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期間　令和４年10月14日（金）～16日（日）
　今年は「疫病退散　おおとり祭り」として新型コロナウイルス終息
を願い、感染症防止対策を主催者はもちろんのこと、出演団体・地域の
方 、々さらにはお祭りに来てくださるお客様にもご協力いただき、埼玉県
感染防止安全計画に従いながら開催いたします。
　
１）フラワープレゼント
　期間　令和４年10月14日（金）～16日（日）
　内容　�各参加店にて期間中に限り、お買物

2,000円以上のお客様に花の小鉢1
鉢プレゼント ＊令和元年度の写真です。

インボイス制度

　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。また、インボ
イス制度が始まる令和５年10月１日から登録を受けるには、原則令和５年3月31日までに申請を
行う必要がありますので、ご注意ください。

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。

●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。

日　時：令和４年10月25日（火）
　　　　14：00 ～
会　場：クレア鴻巣　大会議室
参加費：無料
その他：先着40 名
申込み：申込書を記入し商工会へ
　　　　ＦＡＸ
　　　　※�申込書は 9月商工会配布

物に同封又は、直接商工
会にご連絡ください。

商工会窓口にて
インボイスの

手引き配布中！
　数に限りがご
ざいますので、ご
希望の方はご連
絡ください。

●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。

�適格請求書発行事業者公表サイトに屋号（お店の名前）を
公表することができます！
　屋号を公表することで、あなたがインボイス（請求書やレシート）に記
載した登録番号を、取引先が公表サイトで確認する際に、それがあなた
のお店の登録番号なのかを確認しやすくなります。

　「適格請求書発行事業者の公表事項の公表（変更）申出書」を提
出することで、公表サイトに屋号を公表することができます。是非、
ご検討ください！
　�「適格請求書発行業者の公表事項の公表（変更）申出書」の提出
は e-Taxをご利用ください！

　近くには日本一長い真っ赤なアーチの水管
橋、遠くに秩父連山や富士山を一望する荒川
河川敷に咲き誇る、1,000万本を超える色と
りどりのコスモスをご満喫ください。さわや
かな秋の一日をのんびりと楽しみませんか。

期間：10月22日（土）、23日（日）
　　　両日とも９：00～16：00
場所：コスモスアリーナふきあげ周辺

第２４回コスモスフェスティバル

疫病退散！ おおとり祭り ２）令和４年10月16日（日）のイベント
　①�歩行者天国
　　午後1時～午後7時（人形・深井2丁目交差点～加美・池元院前）
　②オープニングセレモニー　こうのとり伝説パレード
　　歩行者天国（鴻神社～本部「おおとり公園」）
　③�まとい振りとはしごのり
　　鴻神社前・おおとり公園・埼玉縣信用金庫前・武蔵野銀行前
　④�街頭パフォーマンス：おおとり公園・田沼屋米茶店前・本町コミセン前
　⑤屋台お囃子合同演奏：おおとり公園
　⑥ひな市：歩行者天国（人形町）サンマチャリティー・フリーマーケット
　⑦老神温泉大蛇パレード：歩行者天国内
　�臨時駐車場：鴻巣市役所第２庁舎・鴻巣自動車教習所（午後６時まで）・
鴻巣駅東口駐車場（有料）

※新型コロナウイルス感染症の状況によっては中止になる場合があります。

インボイス講習会 開催の
お知らせ

※�新型コロナウイルス感染症の状況により、イベント内容の変更及び中止となる場
合がございます。

※22日、23日のみ吹上駅南口より無料シャトルバスを運行します。



地域への感謝活動報告 女性部活動報告女性部

　“絆”感謝運動として６月26日（日）に商工会館～鴻巣駅
周辺のゴミ拾い、アルコール除菌を行いました。地域の
防人として日々研鑽を積んでいる青年部をアピールし、部
員間の連帯の強化に努めました。今後も事業を通じて「愛」
「夢」「感動」を伝えていきます！
　青年部では、一緒に活動してくれる部員（18歳～45歳）
を随時募集しております。あなたも入部して地域のため、
人のために活動しませんか？

　令和4年7月19日（火）鴻巣献血ルーム（免許センター敷
地内）にて「献血運動」を行いました。小雨の中、献血を呼
びかけることで初めてという方も快く献血してくださいまし
た。また、商工会理事も献血のために来てくださり、ご協
力いただいた皆様、大変ありがとうございました。
　令和4年11月9日（水）こうのすシネマにて、「SDGs!異文
化コミュニケーション」の講演会を行います。参加費500円
です！申込期限は10月20日です。まずは商工会へご連絡を！

青年部

◇新規加入会員（令和４年６月～７月）� �（敬称略・順不同）
事　業　所　名 住　　所 代表者名 事業内容

池上　浩子 鴻巣市下忍3823-8 池上　浩子 不動産業
佐野　滋一 鴻巣市東1-3-18コスモ鴻巣ロイヤルフォルム808 佐野　滋一 ソフトウェア開発、販売
ウエルシア鴻巣本町6丁目店 鴻巣市本町6-5-15 松本　忠久 医薬品等販売
㈱チャレジョブ生活介護事業所
陽（HARU） 鴻巣市本町7-7-12 武藤　五郎 生活介護

㈱チャレジョブ就労移行支援事業所
チャレジョブセンター 鴻巣市本町4-3-3東口第一ビル2F 武藤　五郎 就労支援

㈱チャレジョブ　Bista 鴻巣市本町3-4-7 武藤　五郎 café
㈱チャレジョブ 鴻巣市本町1-2-1エルミこうのすアネックス2F 武藤　五郎 障害福祉サービス・職業紹介
宮沢工務店 鴻巣市本宮町4-22 宮沢　晴彦 住宅リフォーム
宮内建築 鴻巣市愛の町55オークビレッジ306 宮内　照夫 一般住宅
サンヨウ 鴻巣市箕田1007-17 山田　洋介 内装業
㈱TGIパートナーズ 鴻巣市堤町24-31 富岡　俊一 撮影事業・商品企画、ライセンス事業
人輝家（リキヤ）建築 鴻巣市糠田1647-6 岡野　茂秋 工務店
㈱エバラスト 鴻巣市糠田1622 長島　信雄 フィルター沪過器
㈱Yellow Wood 鴻巣市滝馬室1266-9 横坂　靖雄 インターネット番組制作
伊藤瓦店 鴻巣市笠原1727 伊藤　　孝 屋根工事
野本ファーム 鴻巣市下忍3407-1 野本　雅一 米野菜生産小売り
㈱楓測量 鴻巣市鎌塚5-1-27 坂口健太郎 測量
三金 東松山市箭弓町1-6-19 吉野　貴香 やきとり、うどん、定食他
戸ヶ崎工務店 鴻巣市天神5-11-37天神ハイツA202 戸ヶ崎　進 大工
はちみつ屋さんBee　Bee 鴻巣市本町5-10-34 濱口　友美 はちみつ・養蜂
ＢＲＯＩＮＫＳ（ブロインクス） 鴻巣市原馬室4134-1 金子　浩士 衣類のプリント
ゑふ 鴻巣市吹上本町2-2-22 舟山　　仁 焼き芋・シフォンケーキ等
風香窯（フウカガマ） 鴻巣市筑波2-2-11 小岩井　潔 盆栽鉢製造・販売・陶芸教室

鴻巣市
プレミアム付商品券

　　令和4年10月1日（土）～令和5年1月31日（火）まで
使用できる、鴻巣市プレミアム付商品券が使用開始にな
りました。
　市内482店に取扱店になっていただいております。取
扱店登録は随時行っておりますので、未登録の事業所は
ぜひ商工会へご連絡ください。※令和４年９月８日時点
※登録料・換金手数料一切かかりません。

「見本」 「見本」

大型店・小規模店共通券 小規模小売店専用

◇ 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。

現在の公募中の補助金現在の公募中の補助金

●�公募締切日 第10回：令和４年12月上旬
第11回：令和５年2月下旬

●�対　象　者 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



令和４年10月1日より埼玉県の最低賃金が 956円から987円（31円アップ）に改定されました。

　コロナ禍となりもう少しで３年になります。まだまだ感染者数が減

少せず、引き続きコロナ対策が必須である中、今年になり各地でイベン

ト開催のニュースが目に留まるようになりました。鴻巣市でも10月にイ

ベントが3つ開催されます！とても明るいニュースです！このような明るい話題が増え

るとともに、徐々にイベントが復活、また少しずつでも元の生活に戻れることで、市内

に活気が戻ってほしいと切に願います。� 中島　安啓

事業名 日　時 会　場 参加人数

源泉税納付指導会 7月7日（木）～
7月8日（金）　 商工会館 54人

想いをカタチに創業
セミナー 8月6日（土） クレアこうのす 13人

私にもできる！起業・
副業入門セミナー 8月9日（火） 市民活動センター 20人

スマホで簡単！ビジネ
ス動画作成セミナー 8月27日（土） 市民活動センター 12人

令和４年10月より雇用保険料率が変わります

鴻巣市がんばる起業家支援補助金のご案内鴻巣市がんばる起業家支援補助金のご案内
　鴻巣市では、市内で起業する方に対し、起業に要する経費の
一部を補助しています♪
　身近な方で事業を始める予定の方がいらっしゃいましたら、
ぜひご紹介ください！
対象者：�令和 4年 4月 1日以降に起業した個人又は同日以降

に設立された会社
補助額：最大 15万円（補助対象経費の1/2）
補助対象経費：備品購入費・広告宣伝費
　条件として、個人事業主・法人の場合は代表権
を有する者が鴻巣市内に居住し、住民登録をして
いることなどがあります。詳しくは、鴻巣市HPを
ご確認ください !!

◆◆ 商工会費口座振替のお知らせ ◆◆

　令和 4年度下期会費は11月22日（火）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。〔＊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5日（月）に振
替させていただきます〕

　労働者負担・事業主負担の保険料率が変わりますのでご注意ください

負担者

事業の種類

①
労働者負担
（失業等給付・育
児休業給付の保
険料率のみ）

②
事業主負担

①＋②
雇用保険料率失業等給付・

育児休業給付
の保険料率

雇用保険
二事業

の保険料率

一般の事業 ５/1,000   8.5/1,000 ５/1,000 3.5/1,000 13.5/1,000

農林水産・※
清酒製造の事業 6/1,000   9.5/1,000 6/1,000 3.5/1,000 15.5/1,000

建設の事業 6/1,000 10.5/1,000 6/1,000 4.5/1,000 16.5/1,000

●令和４年10月１日 ～ 令和５年３月31日

「健康診断事業」のご案内「健康診断事業」のご案内
　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、右記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４年 11月１日（火）
　　～令和５年１月31日（火）
2. 申込先
　鴻巣市商工会へ申込書をご提出ください。
　（℡541-1008、Fax541-1071）

★�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・嗅覚の低下、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）

※�一般検診コースの場合、１事業所 13名まで商工会より助成金が出ます。
1名につき1,000 円助成。（先着 200 名）

病院名 料金（税込）
埼玉脳神経外科病院 一般 7,700 円

こうのす共生病院 一般 8,000 円

たけうちクリニック
一般 7,700 円
簡易5,000 円
乳がん（マンモor乳房エコー）5,000円～

ＭＳＡエクセス
村越外科

一般 7,700 円
簡易3,300 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）

＊オプション
乳がん3,300 円～
子宮がん3,740 円～
超音波検査（子宮・卵巣）3,300 円～

当会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50名様に豪華賞品（3,000円相当）
が当たります！
詳細は加盟店のポスター・チラシをご覧ください。

開催期間：10月７日（金）〜11月20日（日）

♥事業予告
歳末大売出し（12/3㈯〜12/25㈰）
その場で当たるスクラッチくじ！

スタンプラリー開催中！スタンプラリー開催中！
鴻巣ひなちゃんカード10 周年記念鴻巣ひなちゃんカード10 周年記念

PR

◆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！

※�園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特
定の船員を雇用する事業については一般の事業の率が適用されます。


