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をつくりませんか！

商工会が計画づくりをサポート（無料）します。

「事業継続力強化計画」とは、頻発している自然災
害や新型コロナウイルスなどの感染症によるリスク
に備えるための計画をつくっておくものです。万一
災害が発生した時、速やかに事業を継続するための
大切な計画です。事前に事業継続力強化計画を作成
しておくことで、災害発生時に最低限実施すべきこ
とや、現状で不足していることが把握できます。

「事業継続力強化計画」策定のメリットとして、策
定した計画は中小企業強靭化法に基づく国（経済産
業省）の認定を受けることにより、認定ロゴマーク
の使用、税制措置や金融支援、補助金の加点などの
支援が受けられます。

詳しくは商工会までお問合せください。

「マル経融資」のご案内

無担保・無保証人・低金利

○返済期間
運転資金 ７年以内（１年以内据置可）
設備資金 １０年以内（２年以内据置可）

○金利 特別利率1.21％
○対象者・条件等
・伊奈町商工会管内で事業を営む小規模事業者
・融資限度額 2,000万円

※ご利用にあたっては、商工会の推薦が必要です。
※新型コロナウイルスによる影響を受けている方は、
特別枠もございますのでご相談下さい。

商工会会員向け情報一覧
「埼玉県感染防止対策協力金」について

県による営業時間短縮の要請にご協力いただいた飲食
店（カラオケ店、バー等を含む）を運営する事業者の
皆さまに対し、埼玉県では、感染防止対策協力金を支
給します。

埼玉県感染防止対策協力金
（第12期・まん延防止等重点措置区域外）

要請期間（令和3年6月21日から7月11日）

申請期間 令和3年7月12日（月）
～9月6日（月）

※第12期については、休業している場合を除き、彩
の国「新しい生活様式」安心宣言飲食店＋（プラス）
による認証を受けることが新たな要件となります。
※次回第13期の申請についてもご案内中ですので、
併せてご確認ください。

詳しくは埼玉県ＨＰをご確認ください。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/kyoryokukin.html

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。

「いなささえあいサービス」を
ご利用ください

商工会では、埼玉県の「地域支え合いの仕組み推進
事業」として「いなささえあいサービス」を行ってい
ます。
商工会に登録しているボランティアが、困りごと等

に簡単な手助けを行い地域の暮らしを応援します。

利用会員、サポーター会員を随時募集しています。
ちょっとしたお手伝いが共助社会をささえます！
ご協力お願いいたします。

●利用時間 平日９時～１６時
●利用料 １時間６００円
●利用会員 （手助けが必要な方）
・町内在住の高齢者、子育て中の方等

●サポーター会員（サービスを提供する方）
・社会福祉に理解があり、協力できる方
※ 謝礼として、サービス提供１時間につき
「伊奈町内共通お買い物券」（額面５００円）を
１枚受け取ることができます

●受けられるサービスの内容
部屋の掃除、買い物、庭の草取り、話し相手等

スポット利用、継続利用どちらでもご相談ください。
ゴミ出し等時間の短いお手伝いについては
「３～４回で１時間換算」など柔軟に対応いたします。

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。

埼玉県感染防止対策協力金



「伊奈町キャッシュレス決済キャンペーン」
は予算上限に達したため7月14日23時59分を
もって終了いたしました。

たくさんのご参加ありがとうございました。
また、キャンペーン期間中にご利用いただいたポ

イントの付与時期については、決済月の翌月末頃
を予定しています。

キャンペーンお問い合わせ先
伊奈町商工会 048-722-3751

労働保険の事務委託承ります

労働保険（労災保険と雇用保険）は、従業員（労働
者）の福祉と経営の安定に欠かせない国の制度です。
従業員（労働者）を１人でも雇用していたら加入しな
ければならないことになっています。

一人親方労災保険に加入しましょう

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。
詳しくは商工会までお問い合わせください。

伊奈町商工会事業のご案内

２０２１楽しいな～商工フェスティバル～

「 中 止 の お 知 ら せ 」

１０月２４日（日）に開催を予定しておりました、
「２０２１楽しいな～商工フェスティバル～」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。

業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾
病・死亡に対して、災害補償を行う制度です。
事業主（家族従事者）も特別加入ができます。

労働者が離職した時などに、一定の要件で失業
等給付を行い、生活の安定を図ります。
また、失業の予防を図るなど事業主への各種助
成金制度があります。

伊奈町商工会は労働保険事務組合として、
経営者の実様にかわって責任をもって事務
処理を行います。

≪委託のご相談・お問合せ≫
労働保険事務組合伊奈町商工会 ℡722-3751

「伊奈町キャッシュレス決済
キャンペーン」の終了について

去る７月２日、商工会員である伊奈町管工事業（協）
代表理事 川田金造氏が、
伊奈町町制施行５０周年
を記念し、町に５０万円を
寄付されました。

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。

問合わせ 伊奈町商工会（担当：鈴木）

伊奈町商工会経営情報委員会では、コロナ禍におけ
る「新しい生活様式」の実践例であるキャッシュレ
ス決済についてのセミナーを開催致します。
キャッシュレス決済のメリット・活用法など、専門
家の先生をお招きして詳しく学べる内容です。

【日時】 令和３年９月１５日（水）
午後４時～５時３０分 講義・質疑応答

【場所】 伊奈町商工会館２階会議室
【定員】 ３０名（定員になり次第締切）
【講師】 株式会社ナーツ

代表取締役 野中 栄一氏

申込は同封のチラシをご利用ください。
コロナ対策には万全を期しております。
是非ご参加ください。

野中 栄一氏
町長と川田金造氏（中央） ☞

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


事業所名：Ｃａｎｄｙ ｔｏｗｎ
住 所：伊奈町本町３－２６
電 話：０９０－６５２０－８４６９
業 種：居酒屋

新 入 会 員 情 報
New Member Information

事業所名：ﾀﾞﾝｽｽｸｰﾙ Field kou 上尾・伊奈
住 所：伊奈町大字小室６８７５－３
電 話：０９０－６１５６－４１６３
業 種：ダンススクール イベント企画

事業所名：合同会社スリーペンズ
住 所：上尾市原市４３－９
電 話：０４８－７１６－６００２
業 種：デザイン業（マンガ・イラスト制作）

※順不同・敬称略

伊奈町に開業しました。旬の食材とお酒
で楽しい時間をお過ごしください。

挽き立て珈琲と自家製野菜の日替りラン
チは如何でしょうか。居心地の良さと
ホットできる空間。子育て中のママさん
には和室でごゆっくり。ご来店をお待ち
しております。

近年、ダンスが中学校では必修科目にな
るなど注目を集めています。楽しく真剣
に成長を目指し、お祭りや発表会での披
露も目標にしています。頑張れる環境で
仲間と一緒に！！

事業所名：エーピーハウス工業
代 表 者：堀部 英徳
業 種：塗装工事
住 所：伊奈町中央2-46

事業所名：BLISS cafē
代 表 者：石田 千尋
業 種：カフェ
住 所：伊奈町学園2-85-1

事業所名：PANDORA‘s BOX
代 表 者：熊本 孝二
業 種：美容室
住 所：内宿台5-206

事業所名：青木清掃(株)伊奈支店
代 表 者：大久保 義男
業 種：清掃 土木工事
住 所：伊奈町小室1017-1 ｱｲﾃﾞｨｽｸｴｱ伊奈丸山208

事業所名：丸建つばさ交通(株)
代 表 者：齋藤 清和
業 種：路線バス他
住 所：伊奈町小室6144-1

事業所名：ﾛｰｿﾝ伊奈寿三丁目店
代 表 者：岩﨑 那由多
業 種：ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ
住 所：伊奈町寿3-173-1

事業所名：(株)フューチャーリンクネットワーク
代 表 者：石井 丈晴
業 種：ポータルサイトの運営他
住 所：千葉県船橋市西船4-19-3 西船成島ﾋﾞﾙ

事業所名：Ｃａｆｅ えのん
住 所：桶川市倉田４１０
電 話：０４８－７８２－４４６１
業 種：飲食店（軽食・コーヒー・他）

弊社では、他社様のサービス・商品を紹
介するコンテンツとして、マンガ・イラ
ストを制作しています。パンフレットや
ホームページに使用できますのでぜひご
検討ください。


