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平成２７年度の事業計画・収支予算並びに任期満了に伴う役員選

任など５議案を審議する第４２回通常総代会が５月１３日、商工会

館において午後３時から開催されました。 

総代会には、長島 くらし産業統括監をはじめとする来賓多数ご

臨席のもとで総代総数１００人の中、６２人の総代が出席。議長に

新宿・内宿地区総代の照井敦夫氏が選出され、同氏の議事進行のも

と上程した全ての議案が原案どおり可決承認されました。 

平成２７年度事業計画では、（１）経営支援事業の推進（２）景

気対策特別事業並びに小規模事業者基盤強化事業の実施（３）会員

増強の実施の３つを重点事業として活動していくことなどが承認

されました。 

任期満了に伴う役員改選では、会長に町田伸吉 氏（新任）が選

任されました。 

選任された役員につきましては、次のとおりです。 

会 長   町田伸吉 

 副会長   内田一衛  川田金造 

 理  事    湯浅和彦  川崎仁康  廣瀬敏史  鮫田 真 

      斉藤孝芳  島村 功  府川芳信  武藤倫雄 

      今井貴弘  藤波明石  石井孝司  武田大輔 

      深見英利  中山 進  河野 敏  森田光一 

      伊藤晴一  本 博文  斉藤照夫  野川英和 

      松尾愼一  齋藤良徳  塚本一則 

      中原友春(青年部長)    加藤タマキ(女性部長) 

 監 事   小坂兵七郎    野本真二 

 今年度も心を新たに、町商工業の振興発展のために承認された

事業計画を役職員一同遂行して参りますので、会員の皆様のご協力

をお願いいたします。  

総代会において承認されました詳細につきましては総代会資料を

お届けしましたのでご覧下さい。 

 

▲挨拶をする町田新会長 

 

 

伊奈町商工会労務委員会では、町のご協力をいただき従業員

健康診断を実施します。 

要項を同封しましたのでお早めにお申し込み下さい。 

 

 

 

商工会の上半期会費の自動振替は 

6 月１０日（水）です 

毎年２回に分けて（６/１０と１２/１０）請求してお

ります商工会費ですが、金融機関の自動振替をご利用さ

れている会員様は、残高の確認をお願いします。 

又自動振替で請求書及び領収書が必要な時やこれか

ら自動振替に変更したい場合も事務局までご連絡下さ

い。（722-3751  担当：久保埜） 

 

 

 

 

 

 

 

 

当会では、10,000 円で 13,000 円分のお買い物ができるプレミア

ム付商品券を下記のとおり販売いたします。 

 

記 

販売数限定 15,000 セット 

（発行総額 195,000 千円） 

 

販売日時  6 月 7 日㈰10 時～16 時 

※販売数に達した時点で終了 

 

販売場所  伊奈町商工会館、県民活動総合センター役場出張所、

ふれあい活動センター「ゆめくる」 

※6 月 8 日㈪以降は商工会館で販売 

（土曜日、休日を除く１０時～１６時） 

 

販売価格  1 セット（冊）10,000 円 

（500 円券 26 枚綴り 13,000 円分） 

〈内訳〉共通券：20 枚 専用券：6 枚 

※1 人につき 10 セット（冊）までです。 

 

使用期間    6 月 7 日㈰～12 月 6 日㈰ 

 

※参加店舗やその他の詳細は、同時配布のチラシをご覧ください。 

 

 

 

伊奈町商工会労務委員会では、従業員レクリエーション事業の一環

として「潮干狩り」を実施いたします。皆様の参加をお待ちしております。  

    １．と き  平成２７年６月６日（土） 

２．行き先  木更津市 久津間海岸 

３．参加費  一人につき 3,000円 

４．申込期限  平成２７年５月２５日（月） 

（定員になり次第締切） 

 

※詳しくは別紙の案内状をご覧下さい。 



 

 

 

【開催日】 平成２７年８月２２日(土)※雨天の場合８月２３日(日) 

【場 所】 伊奈町制施行記念公園 

【時 間】 午後３時～午後９時１５分 

【内 容】 市町村観光物産展、各種模擬店、太鼓など郷土芸能、

子どもイベント、打ち上げ花火、アニバーサリー花

火等 

◎「２０１５伊奈まつり」協賛のお願い 

伊奈まつりは、住民、各企業の皆さまの支援により運営され

ております。今年も協賛広告のぼりのご支援ご協力をお願い申

し上げます。 

【新規協賛のぼり】 １本 ２０,０００円（継続は１０,０００円） 

◎アニバーサリー花火募集 

記念日・お祝いなど、あなたの熱いメッセージとともに夏の

夜空に花火を上げてみませんか？個人はもちろん会社、家族、グ

ループでの申込みもＯＫです。 

【募 集 数】 ３０発 

【単  価】 １発 １０，０００円 

【申込開始】７月６日(月)～定数になり次第終了 

◎模擬店募集 

【募集区画数】１２区画(１区画：１テントの半分２．７ｍ×３．６ｍ) 

【出店条件】 

① 観光協会会員及び商工会会員の企業・団体（観光協会の会員

を優先とさせていただきます） 

② 申込者が必ず出店すること 

③ 後片付けに参加すること 

【出 店 料】 １３，０００円 

【募集期間】 平成２７年７月６日（月）午前９時～ 

（※先着順・定数になり次第終了） 

【受付時間】 ９時～１６時(時間厳守) 

※電源最大５００ｗまで。机・イスなど出店に必要な備品は自己搬入。  

※出店料を添えて伊奈町観光協会へお申し込み下さい。 

 

 

 

 新商品開発・新サービスの提供・生産設

備のレイアウト変更・関連業種への進出を

考えている方はご相談ください。 

 

「経営革新計画」とは、中小企業、小規模

事業者がこれまでの事業を軸とした「新た

な取り組み」について具体的な数値目標を設定した計画を作成し、

埼玉県に提出し県知事の承認を受ける制度です。「新たな取り組み」

とは自社が初めて行うものであります。 

経営革新のメリット  

■専門家（中小企業診断士等）の支援を受けて自社の事業計画書（３ 

～５年）を作成するが出来ます。 

■自社が抱える悩みや上手くいかないことを整理し、問題の解決方 

法を考えます。 

■頭に浮かんだアイデアを書面に落とすことで、やるべきことの整 

理がつきます。  

■自社の「理念」「目標」を考えることで、自社の存在意義を確認で 

きます。  

詳しくは、伊奈町商工会事務局まで  

（℡722-3751 担当：毒島・増田） 

   

 

 

 

 

 

商工会では、町内経済の活性化を図るため、町内に本店がある 

①建設業者にリフォーム等の工事を発注する。②自動車整備業者を

通じて車両整備を含む継続検査（車検）を行う。町民に対し費用の

一部を助成します。 

 

・対  象 町内に住所を有し、平成 27年 6月 1日以降に町内に本

店がある事業者に工事及び車検等を発注する個人の方 

 

・補助内容 次の基準による奨励金を伊奈町内共通「お買い物券」で支給  

 

①建設工事代金が 10万円以上の場合 

      ②自家用乗用車・自家用軽自動車の継続検査（車検）に

伴う整備費用（軽自動車 4万円以上・乗用自動車 6万円

以上）5,000円 

      ※①②とも代金、費用は消費税含む、②法定費用（自動

車重量税・自賠責保険料・印紙代等）は除く 

・受  付 平成 27年 6月 1日(月)から平成 27 年 12 月 25 日(金)まで 

※ 予算の範囲を超えた場合は、締め切る予定です。 

・受付場所 伊奈町商工会事務局 

・その他   申請書類等詳しくはホームページまたは、事務局へ 

お問い合せ下さい。 

《お問い合わせ》 伊奈町商工会事務局 ℡722-3751 

 

 

 

 

 

給与等の源泉徴収は毎月滞りなく処理させていることと存じ

ます。１～６月に支払った専従者及び従業員の給与、退職所得、

税理士や弁護士等の報酬から源泉徴収した所得税の納付期限は、

７月１０日（金）です。お忘れなく期限内に納付されますよう御

連絡申し上げます。 

日時 ７月８日（水）・７月９日（木） 

   両日とも ９：３０～１２：００ １３：３０～１５：３０ 

場所 伊奈町商工会館２階会議室 

持参する物 源泉徴収簿（又は、１～６月分の給与明細） 

      前年の源泉徴収簿、納付書等 

 

 

 

 

 

 

 

今年の４月９日に東松山市にて大型貨物車が信号機のある交差点

を左折する際、左後方から走ってきた７歳の小学生が乗った自転車

を巻き込むという死亡事故が大きく報道されたところです。 

仕事、通勤のために車をご使用になる場合はもとより、特に大型

車については交差点を曲がるとき、駐車場等への出入りの際には歩

行者等に十分注意し、事故を起こさないよう気を付けましょう。ま

た横断歩道を渡っている歩行者がいる場合には、車は必ず一時停止

をしましょう。 

３０キロの速度制限が設けられているにもかかわらず、速度超過

による交通事故が多発しております。自動車を運転する場合には速

度制限を守り、車間距離を十分取った運転をお願いします。特に新

幹線の側道においては、新幹線高架下から出てくる車両等との事故

に気を付けてください。 

 


