
 

 

 

 

 

第 204 号 令和元年 9 月 19 日 

伊 奈 町 商 工 会         
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北足立郡伊奈町小室 9454-1 
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商工フェスティバル実行委員会（実行委員長：藤波明石 商工会

副会長）では、商工業の振興と併せて伊奈町経済の活性化を図るこ

とを目的に「2019 楽しいな～商工フェスティバル～」を開催します。 

町内の商工業者等の出店（展）による自慢の商（製）品等の展示、

販売や町内外Ｂ級グルメ店舗の出店、ステージイベント等各種のイ

ベントを実施します。ステージイベントでは芸人 LIVE＆アイドル

（スリジエ 月組）の LIVE も開催します。  

会員の皆さんご家族お揃いでお出かけ下さい。 

また、当日会場内に商工会員の紹介スペースを設置する予定です。

チラシの設置を希望する事業所様につきましては１０月１１日(金) 

までに商工会事務局までご持参下さい。（規格 A4 サイズ・１事業

所５０枚まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

と き 令和元年１０月２７日（日）（雨天決行） 

    午前１０時～午後３時 

ところ 埼玉県県民活動総合センター（けんかつ） 

 

 

 
経営情報委員会（委員長 川﨑 仁康）では、標記セミナーを開

催致します。会員の皆様是非ご参加下さい。 

【日  時】 令和元年１０月１６日（水） 

       午後４時～午後６時（質疑応答含む） 

【会  場】 伊奈町商工会館２階会議室 

【受 講 料】 無料 

【定  員】 ４０名 

【講  師】 社会保険労務士法人フォレスト 

代表社会保険労務士 渡邉 健吾 氏  

※詳細は同時配布の案内をご覧下さい。 

 

 

労務委員会（中原友春委員長）では、バスハイクを計画し、只今

参加者を募集しています。皆様お誘い合わせの上ご参加下さい。 

詳細については同時配布のチラシをご覧ください。 

・日 程 １０月１９日（土） 

・行き先 日光東照宮 

・負担金 お一人様 3,000 円 

※１事業所４名様まで※詳しくは別紙の案内状をご覧ください 

 

 

 

 

 

 

「年末のお買い物は伊奈町で！！〝ＢＵＹいな〟」をスローガン

に、伊奈町商工会歳末福引大売出しを実施いたします。売出期間は  

１２月６日から１４日まで。抽選会は１２月１５日伊奈町役場前特

設会場で行います。 

景品内容は、伊奈町町制施行 50 周年を記念し、水上温泉ペア宿

泊券 25 組 50 名分をはじめ、ディズニーリゾートペアパスポート

等多くの方に当たるような内容となっています。ただいま参加店を

募集しておりますので、年末の売上増進に是非参加お申込み下さい。 

 ※詳細については、別紙をご覧下さい。 

 

 

この度、伊奈町プレミアム付商品券が９月２７日から購入対

象者に対し販売開始となります。 

商品券の使用期限は令和元年１０月１日から令和２年２月２

９日までの間です。商品券の取扱店としてご登録いただきまし

た事業所におかれましては、１０月１日以降商品券の取扱いに

ついてご対応いただきますようお願い申し上げます。 

 

 

 

近隣の商工団体と連携し、ビジネスマッチング、ビジネスパート

ナーとのネットワークづくりを目的とした商談・交流会を開催しま

す。詳細は別紙をご覧下さい。 

 

 

 

一人親方（建設業）の皆様も国の労災保険の特別加入に、伊奈町

商工会で加入できます。もしもの時のために加入しておきましょう。 

詳しくはお問い合わせください。 

 

 

 

月額一口 3,000 円。「貯蓄共済」・「医療共済」・「ガン共済」商工

会員のための共済制度がございます。会員様のニーズに合わせてお

選び下さい。 

共済制度のご案内 

商工貯蓄共済                        

月額１口 3,000 円で「保障・貯蓄・低利な融資」を目的とした商

工会会員のための共済です。 

商工医療共済                        

災害（事故）・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

た商工会会員のための共済です。 

商工ガン共済                        

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

的とした商工会会員のための商工ガン共済です。 

 

お問い合わせは、伊奈町商工会（担当：鈴木）までお願いいたし

ます。 

 

 

  

裏面もご覧下さい 

スリジエ 月組 

◇伊奈町商工会では、会員増強運動を展開しております。 

ご近所やご商売のお付き合いをされている方などで、商工会に

未加入の事業所様がございましたら、ぜひ、ご紹介をよろしくお

願いいたします。 

 

芸人ライブ 

ダイノジ 他 



 

 

去る８月９日（金）に深谷市「花園文化会館アドニス 大ホール」

にて「埼玉県商工青年の主張大会」が開催され、当会青年部から(株)

野川造園の野川修太君がブロック代表として出場し主張発表を行い

その結果、優秀賞を受賞しました。 

 

 

 

１０月１日の軽減税率制度に備えるため、軽減税率対応レジの設

置・支払期限が９月３０日となっていましたが、「９月３０日までに

軽減税率対応レジが購入できない」、「期限までに設置できない」等

の声が全国からよせられたことから、中小企業庁では手続きの変更 

（緩和）を決定しました。 

（変更前）９月３０日までにレジの設置（導入・改修）・支払い完了  

（変更後）９月３０日までにレジの導入・改修に関する契約等の手続きが完了 

（ただし、12 月 16 日の補助金申請期限までに設置・支払いを完了

すること） 

※軽減税率対応レジへの入替え 原則３／４補助、レジ１台２０万円まで  

 

 

（順不同・敬称略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

開催日程：令和元年１１月２日（土）・３日（日）※荒天中止 

開催時間：午前９時～午後４時 

会  場：伊奈町制施行記念公園（伊奈町小針内宿７３２－１） 

イベント：地元野菜や特産品の販売ほか、模擬店、町内外キッチン 

     カー出店、伊奈町バラマスターズによるバラ栽培相談会 

     各種イベント。３日には「いなぼっこ」の出店 

主  催：（一社）伊奈町観光協会 

     ℡０４８－７２４－１０５５ 

 
 

－埼玉県最低賃金の改定について－ 

埼玉県最低賃金が令和元年１０月１日から時間額９２６円に改定

されます。埼玉県最低賃金は、年齢に関係なく、パートや学生アル

バイトなども含め、県内すべての労働者とその使用者に適用されま

す。（特定（産業別）最低賃金が定められているものがあります） 

詳しくは、埼玉労働局賃金室（電話０４８－６００－６２０５）

または最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。 

 

 

 

No. 企業名 No. 企業名 No. 企業名 No. 企業名

1 さいたま農業協同組合 51 シャンティ洋菓子店 101 （株）サンロード 151 日本グラファイト工業（株）

2 金崎内科医院 52 ほまれ鮨 102 （株）ジェイコム埼玉・東日本 152 日本ブルカン（株）

3 クボタ環境サービス（株） 53 （株）森田染工場 103 （株）島村工業 153 日本薬科大学

4 リンテック（株）伊奈テクノロジーセンター 54 （株）カースポット 104 （株）昭和技研工業 154 (株)二和　伊奈支店

5 コカ・コーラボトラーズジャパン（株） 55 写真屋さん４５ウニクス伊奈店 105 （株）ショーライト 155 のぞみ病院

6 三協工業（株）北関東営業所 56 （株）サンフレッセ 106 （株）新日本エグザ 156 野本会計事務所

7 （医）愛友会伊奈病院 57 （株）商工葬祭 107 （株）鈴木総合設備伊奈支店 157 細田食堂

8 （株）菊池組 58 （株）アクアメンテナンス 108 （株）セキチュー上尾店 158 （有）細田スポーツ

9 オリエンタル火工(株) 59 くりの木　伊奈店 109 （株）早田工務店　伊奈支店 159 松坂電機（株）

10 ウニクス伊奈 60 （株）中原工業 110 （株）武田エンジニヤリング 160 みやうち内科・消化器内科クリニック

11 （株）オートテクニカ 61 ニッソウ管理（株）伊奈支店 111 （株）タスク 161 モナ生花

12 （医）白英会しらさき眼科医院 62 カナモリ産業（株） 112 （株）田野製作所 162 八千代紡織（株）

13 第一測量設計（株）伊奈支店 63 （有）ライフ・サポート 113 （株）電商社 163 山口建築設計事務所

14 ＹＫＫスナップファスナー（株）上尾工場 64 味衛門 114 （株）図書館流通センター 164 ヤマト防災設備（有）

15 （株）桝德 65 （株）田口自動車 115 （株）中野製作所 165 湯浅建材（有）

16 （株）金子花火 66 伊奈町管工事業協同組合 116 （株）日本ウォーターテックス 166 （有）伊奈精工所

17 レントオール上尾 67 伊奈花組合 117 （株）パスコ　さいたま支店 167 （有）インテリア岩崎

18 （株）アサヒ総業 68 伊奈町商工会 118 （株）八廣園伊奈支店 168 モーターランドエムエム

19 （株）コーセツコンサルタント関東支店 69 伊奈町商工会青年部 119 （株）日乃本コーポレーション 169 （有）オオクマ設備

20 （株）トウヨーネジ 70 （公社）伊奈町シルバー人材センター 120 （株）古川製作所 170 （有）オートショップエフ

21 （株）富士住建 71 埼玉県電気工事工業組合上尾支部伊奈ブロック 121 （株）丸の内製作所 171 （有）加藤設備

22 （株）八雲造園 72 アイル・オーエンスグループ 122 （株）美多加堂　関東支店 172 （有）金子土建

23 （公社）上尾法人会伊奈支部 73 青木清掃（株）伊奈支店 123 （株）美浜フーズ 173 （有）北沢設備工業

24 （株）ヤオコー 74 アクティオ(株) 124 （株）モリタ東京製作所 174 （有）小林製作所

25 和興機電(株) 75 亜細亜プロパン瓦斯（株） 125 㐂久寿司 175 （有）斎藤モータース

26 （株）ヤマギシライフコーポレーション 76 アンザワ住建(株) 126 共栄建機リース（株） 176 （有）ジュンカン

27
（株）ピックルスコーポレーション
　　　大宮ファクトリー

77 池原建設(株) 127 乗馬クラブクレイン伊奈 177 （有）シルバーネットワーク

28 ブラックス 78 伊奈園芸センター 128 顕心会　伊奈中央病院 178 （有）進栄美装

29 しえすた 79 伊奈entクリニック 129 （同） 本澤電設 179 （有）出野洋品店

30 （株）エム・ワイサービス伊奈 80 伊奈機工（株） 130 国際学院中学校高等学校 180 （有）東成

31 シンテイ警備（株） 81 伊奈寿郵便局 131 コスモ工機(株) 181 （有）東宝エステート

32 町田ローソク（株） 82 イナダイコー（株） 132 埼京東和薬品（株） 182 （有）鳥海総合保険事務所

33
ネクスト・ゴルフ・マネジメント（株）
ゴルフプラザ伊奈

83 今成医院 133 島村電業（株） 183 （有）野川石油

34 （株）菊池ハウジング 84 岩崎電設工業（有） 134 （福）光彩会　（特養）みちみち伊奈北 184 （有）藤屋

35 （株）東栄 85 内田クリニック 135 （福）光彩会　（特養）みちみち伊奈中央 185 （有）北真興業

36 （株）埼玉りそな銀行伊奈支店 86 （株）アドバンス 136 （福）大樹会 186 （有）ボディショップヤマザキ

37 （株）武蔵野銀行伊奈支店 87 （株）猪狩工務店 137 小規模多機能ホーム　すまいる伊奈 187 （有）矢部設備工業所

38 埼玉縣信用金庫伊奈支店 88 （株）池田工業 138 昭和(株)埼玉支社 188 （有）花吹食品

39 （株）小坂商会 89 （株）イナセ 139 末𠮷工業（株） 189 （株）シー・エス・アイ

40 カンエツ興業（株） 90 （株）イナベーカリー 140 セカンドガーデン 190 日本調理機（株） 埼玉営業所

41 埼玉新都市交通（株） 91 （株）ウエスト工業 141 セブンイレブン大針店 191 伊奈町神輿の会

42 （株）内田屋 92 （株）上田重機工業 142 そば処　砂場（六道） 192 （株）ナザルケバブ

43 （株）いな物産館 93 （株）エーアンドアイ 143 そば処　砂場（小室） 193 （株）スズキ自販埼玉

44 （株）エコー宣伝印刷 94 （株）オオタニ 144 中央建設協同組合 194 （有）かみやせつび

45 （有）紺屋 95 （株）オカマツエンヂニアリング 145 テクノジム ジャパン（株） 195 トミー動物病院

46 （株）内田組 96 （株）河野製作所 146 東和アークス（株）伊奈工場 196 総合企画デーラボ

47 ケータリングサービス（株）ＤＣＦ 伊奈事業所 97 （株）サイドー 147 東和電材（株） 197 伊奈梨出荷組合

48 （株）関東工業 98 （株）栄工業 148 トヨタカローラ埼玉（株）

49 大関企画事務所 99 （株）サンエストライ 149 長島鋳物（株）

50 （有）リスクマネジメント埼玉 100 （株）サンスイ 150 日生エンジニアリング（株）

  

 

 


