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商 工 情 報

商工会では、新型コロナウイルス感染症の影響を緩和するとともに、
地域における消費を喚起・下支えするため、1冊5,000円で7,000円分の
お買い物ができる『伊奈町事業者応援プレミアム付商品券』を販売します。
購入方法、販売日等詳細は右側に記載のQRコードをご参照ください。

伊奈町事業者応援プレミアム付商品券を販売します！！ 【商工会HPへ】



「年末のお買い物は伊奈町で！！〝ＢＵＹいな〟」
をスローガンに、伊奈町商工会歳末大売出しを実施い
たします。
今回の歳末大売り出しの抽選につきましては新型コ

ロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から抽選方
法の見直しを行い、例年の抽選方法(ガラガラポン)の
方法ではなく、抽選番号の入った富くじ方式※により
実施いたしますのでご注意くださいますようお願い申
し上げます。
■参加費：2,000円（200枚の富くじ付）

※追加の富くじは1枚10円となります。
■申込期限：令和２年１０月２日（金）
売出期間は１２月４日から１３日まで。
ただいま参加店を募集しておりますので、商工会窓

口までお申込み下さい。
※後日商工会ホームページまたは参加店店頭で当選

番号の発表を行います。
※詳細については、事務局までお問い合せ下さい。

「歳末大売出し」開催します

参加店募集中！！！
雇用調整助成金の制度についての内容や疑問点、働

き方改革の取り組み方や業務の見直しなどの相談を無
料で専門相談員（社会保険労務士）がお受けいたしま
す。
○雇用調整助成金の申請方法や制度内容
○時間外労働の上限規制への対応（労働時間の管
理方法や三十六協定の締結方法など）

○同一労働同一賃金
○年５日間の年次有給休暇の取得義務化への対応
○非正規労働者の処遇改善、働き方改革に関する
助成金の紹介

など労務管理や働き方の見直しに関する様々なご相
談に応じます。
なお、相談会は、10月1日（木）、15日（木）、29

日（木）、11月12日（木）、26日（木）、12月10日
（木）、24日（木）２時～４時の間、行っておりま
す。

伊奈町商工会事業のご案内

平成31年1月から、マイナンバーカード方式に加
え、マイナンバーカードやICカードリードライター
をお持ちでない方でも、ＩＤ・パスワード方式によ
り確定申告書を自宅のパソコンからｅ－Ｔａｘ送信
することが可能です。
伊奈町商工会・青色申告会では下記の日程で税務

署職員による、ＩＤ・パスワード発行申請の受付を
行います。
※令和２年分の確定申告より青色申告特別控除の

額が６５万円→５５万円に改正されますが、ｅ－Ｔ
ａｘによる申告（電子申告）又は電子帳簿保存を行
うと引き続き６５万円の青色申告特別控除が受けら
れます。

【日 時】令和２年１０月２９日（木）
①午前１１時～１２時
②午後 １時～ ２時

【場 所】伊奈町商工会館２階
【必要なもの】
１．運転免許証などの本人確認書類（※必ずご本

人がご来所ください）
２．すでにｅ－Ｔａｘで申告された方は、利用者

識別番号の記載のある確定申告書控（※持参
は必須ではありません）

※「マイナンバーカード方式」・「ＩＤ・パス
ワード方式」の詳細については、国税庁ホームペー
ジでご確認下さい。不明な点等ありましたら、ご遠
慮なくご来所下さいますようご案内申し上げます。

ニューシャトル羽貫駅構内に企業のＰＲ用看板を
設置しています。Ａ－４サイズ横置きで、募集枠は
５枠です。一ヶ月単位で広告掲載いたします（掲載
料一ヶ月1,000円）更新もＯＫです。掲載ご希望の
事業所は、月末までに原稿をお持ちになり商工会に
お申し込みください。

１０月２５日（日）に開催を予定しておりました、
「２０２０楽しいな～商工フェスティバル～」及び観
光協会主催の「２０２０秋バラまつり」は、新型コロ
ナウイルスの感染拡大防止の観点から「中止」とさせ
て頂きました。
関係する皆様には大変心苦しく存じますが、何卒ご

理解を賜りたくお願い申し上げます。

「雇用調整助成金」や「働き方改革」に関する
個別相談会の開催

ご相談申込み・問合せは、伊奈町商工会
（電話７２２－３７５１）まで

～個人事業主の皆様へ～
ｅ－Ｔａｘに便利なID、パスワード発行会について

２０２０楽しいな～商工フェスティバル～
及び２０２０秋バラまつり

「中止のお知らせ」



最低賃金
－埼玉県最低賃金の改定について－

埼玉県最低賃金が令和２年１０月１日から時間
額９２８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（℡：０４８－６

００－６２０５）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。

持続化補助金
新たな販路開拓を目指す方はぜひご相談ください

小規模事業者が事業計画を策定して取り組む販
路拡大等に補助額上限50万円（コロナ特別対応
型：100万円）補助率2/3または、3/4の支援があ
ります。
計画の作成や販路開拓の実施の際、商工会の指

導・助言を受けられます。町内でも50を超える事
業者が採択を受けております。
詳しくは、伊奈町商工会ホームページ、埼玉県

商工会連合会ホームページをご確認ください。

GoToEatキャンペーン
食事券取扱加盟店について

近日、実施される同キャンペーンの食事券取扱
加盟店についての募集要項等の書類（募集チラシ、
募集要項、約款、申込書等が１冊にセット）をご
希望の会員事業所様は、お早めに伊奈町商工会ま
でご連絡をお願い致します。
※取扱加盟店の登録申請はWebまたは、FAXでの
申込みになる予定です。

未加入事業所をご紹介下さい！

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。

商工会会員向け情報一覧Ⅰ
家賃支援給付金

固定費の中で大きな負担となっている地代・家賃
の負担を軽減することを目的として、テナント事業
者に対して「家賃支援給付金」が創設されました。
【給付対象者】
個人事業主、中小小規模事業者等であって、5月

～12月において次のいずれかに該当する者
①いずれか1か月の売上高が前年同月比で50％以上
減少

②連続する3か月の売上高が前年同月比で30％以上
減少

【給付額】
算定方法に従って、月額給付額（上限：個人50

万円、法人100万円）の6倍、最大個人300万円、法
人600万円を受給できます。
【申請の期間及び手続き】
2020年7月14日～2021年1月15日までの間で開設

される「家賃支援給付金」HPへアクセスして申請
手続きを行います。
※詳細は、経済産業省HPをご確認ください。

商工会員のための共済制度のご案内
少額の掛け金からはじめられます

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を揃え
ました。会員のニーズに合わせてお選び下さい。
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。

持続化給付金
持続化給付金は、中小企業、小規模事業者、フ

リーランスを含む個人事業者を対象に、新型コロナ
ウイルス感染症の影響を受けて事業収入（売上）が
前年（前期）よりも50%以上減少している（比較は
1か月分）事業者に対して支払われる給付金です。
【給付額】
中小法人等 ：最大200万円
個人事業者等：最大100万円

【申請方法】
（パソコンやスマートフォンなどの電子申請、また
は申請サポート会場にて申請）
【申請期限】
令和３年１月１５日まで

※詳細は、持続化給付金の申請用HPをご確認くだ
さい。（https://www.jizokuka-kyufu.jp/）

http://www.syokoukai.or.jp/kyosai/tyotiku/index.htm
http://www.syokoukai.or.jp/kyosai/iryou/index.htm
http://www.syokoukai.or.jp/kyosai/gan/index.htm


有料広告掲載企業募集中！！
商工会では、隔月にて発行しております商工情報の
紙面に掲載する広告の会員企業を募集しています。

― 募 集 要 件 －
■掲 載 料・・・1枠1,000円
■掲 載 枠・・・毎号2枠まで
■掲 載箇 所・・・広報誌裏面
■掲載サイズ・・・縦約4.5ｃｍ、横約9.0ｃｍ
■そ の 他・・・掲載する広告デザインは

自社にてご用意下さい。

お申込み及び、詳細については商工会まで
お問い合わせください。

事業所名：大西労務管理事務所
代 表 者：大西 圭介
業 種：社会保険労務士事務所
住 所：新座市野火止6-3-10

事業所名：イサム工業
代 表 者：勇金 悦子
業 種：建設業（ﾀｲﾙ全般）
住 所：栄１－１６５－１

事業所名：アサヒ美容室
代 表 者：秋山 一枝
業 種：美容室
住 所：小室９４８３－３

事業所名：あろはあいーな
住 所：小室８１９１
電 話：０９０－６０１０－５９９９
業 種：スクール、カルチャー

地元地域の皆さんに、様々な講座、イベントを通
して健康と楽しい時間を提供しています。
静かな住宅地にある天然無垢床に吹き抜け天井の
明るくナチュラルなサロンです。

事業所名：メガワークス（株）伊奈事業所
住 所：小室７０４９－１
電 話：０４８－７２１－１８６３
業 種：金属部品切削加工

マシニング加工、旋盤加工をメインに機械加工全般
を取扱いしています。小ロット物、１個物等、機械
部品、部品の追加工等よろこんでお引受け致します。

新 入 会 員 情 報
New Member Information

自社PRチラシ折込企業を募集しています
商工会では、隔月にて皆様へお届けしている会報

誌等の配布物の中に、自社PRチラシの折込を希望す
る会員企業を募集しております。

ー募 集 要 件ー
■募集枠・・・各回１０企業まで（先着順）
■折込料・・・５，０００円
■サイズ・・・サイズA４
■部 数・・・８００部
■その他・・・チラシは自社で用意し商工会に持込

※イメージ

町制施行50周年のお祝い事業を実施して
SNSに載せませんか！

令和２年１１月１日（日）は、伊奈町町制施行50年
目の日となります。この大きな節目の日の前後に独自
の50年お祝い事業を行い写真におさめ投稿すると伊奈
町ホームページに掲載されます。
各事業所様の取組みはSNS（町公式HP、LINE、い

なナビなど）でご紹介されますので、PR効果も期待で
きます（例：「50周年和菓子詰合せセット」販売等）
【問】伊奈町元気まちづくり課（代表電話721-2111）
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商工会会員向け情報一覧Ⅱ


