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商工会員向け情報一覧
「緑のトラスト無線山さくら並木」開放

期 間
令和4年3月26日（土）～令和4年4月10日（日）
10時～17時（夜間照明は実施しません）
※天候、開花状況、場内入場者数、新型コロナウイル
ス感染状況等により変更となる場合がございます。
場 所
無線山さくら並木 伊奈町大字小室752-1 他
臨時駐車場
約80台【9時30分～17時（完全閉鎖）】
駐車協力金300円。台数に限りがございますので、な
るべく公共交通機関をご利用ください。
※桜の開花状況により早期閉鎖あり
その他
仮設トイレあり（和１基、洋３基）
注意事項
今年は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、イ
ベント等を中止いたします。敷地内では、伊奈町観光
協会による観光案内および推奨土産品等の販売のみと
なります。また、検温器や消毒液の設置、敷地内の飲
食やブルーシート等を用いた場所の確保の禁止など、
感染症対策を実施させていただきます。詳しくは伊奈
町観光協会ホームページをご覧ください。

お問合せ 一般社団法人伊奈町観光協会
048－724－1055（期間外の土日祝日除く）

創立20周年記念「２０２２バラまつり」

期 間
令和4年5月初旬～5月31日（火）
※開花状況及び新型コロナウイルスの感染状況により
変更の場合あり。
午前10時～午後4時（開園時間:午前9時から午後6時）
場 所
伊奈町制施行記念公園 伊奈町小針内宿732-1
内 容
今年は新型コロナウイルスの感染拡大防止のため規模
を縮小して実施いたします。
イベントは一部開催いたします。
出店は観光協会、JAのみになります。
※露天商やキッチンカー等による出店はありません。
※市町村観光物産展も実施はありません。
また、会場内では感染症対策を実施いたしますので注
意事項をご確認の上ご来場ください。
注意事項
①会場内は飲食禁止です。
②マスクを着用してください。（未着用者入場禁止）
③検温・手指消毒の徹底をお願いします。
④ソーシャルディスタンスを確保してください。
⑤休憩場所は設営いたしません

お問合せ 一般社団法人伊奈町観光協会
048－724－1055（まつり開催期間外の土日祝日除く）

安全運転管理者の

が義務化されます。

令和4年4月1日以降に義務化するもの
◇運転前後の運転者の状態を目視等で確認すること
により、運転者の酒気帯びの有無を確認すること。
◇酒気帯びの有無の確認内容を記録し、その記録を
1年間保存すること。
令和4年10月1日以降に義務化するもの
◇運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検
知器を用いて行うこと。
◇アルコール検知器を、常時有効に保持すること。

○安全運転管理者とは？
一定台数（乗用定員が11人以上の自動車1台以上ま
たは、その他の自動車5台以上）の自動車の使用者
は、自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるた
め、その使用の本拠（事業所等）ごとに、安全運転
管理者等を選任しなければなりません。

詳しくは埼玉県警のHP（上記QR）をご覧ください。

事業活動に伴って生じた廃棄物は、ごみの種類や
業種により「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に区
分され、それぞれの処理施設で処理することが廃
棄物処理法で定められています。なお、伊奈町ク
リーンセンターで処理できる事業系のごみは「事
業系一般廃棄物」のみとなります。

詳しくは、伊奈町環境対策課（電話 721-2111）
内線：2253にお問合せ下さい。

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。

埼玉県の経済情勢報告
≪総括判断≫令和４年２月公表

「県内経済は、新型コロナウイルス感染症の影
響が引き続きみられるものの、緩やかに持ち直
している。



伊奈町商工会事業のご案内

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。

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、
経営者の皆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

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）

ご利用下さい！！「お買い物券」
町内のお店125店舗で利用できるお買い物券です。
☆お祝いやご贈答に… ☆イベントなどの景品に…

是非ご利用下さい。
伊奈町商工会で常時
販売しています。

※只今「取扱店」を募集しています。
お問合せは、事務局まで。（☎722-3751）

経営革新計画とは、「新たな取り組み」の事業計画
を策定し、県に承認を受けるものです。
・コロナ禍で今後の事業について考えている、見
直したい。

・新たな製品・商品を販売したい。
など、お考えの方は、ぜひ商工会にご相談ください。

当会より無料で専門家の派遣を受けることもできます。

１分間のマネジメント情報

コロナ禍や海外情勢の不確実性が高まっている中、
経済社会の変化に対応するため、どのように、新製品
やサービス、新たな販路等を考えれば良いのか悩むこ
とはあるのではないでしょうか？

まずは、自社の「事業領域＝戦う場所」を以下、
３つの切り口をもとに考えてみると新たなビジネスモ
デル構築のヒントになるはずです。

・自社（ヒト・モノ・カネ・情報）
・顧客（既存顧客・見込顧客・潜在顧客）
・競合（既存の競合・新規参入の可能性・異業

種の競合）

商工会では、新たなビジネスモデル検討のご支援も
行っておりますのでお気軽にご相談ください。

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。サイズはＡ－４（横置き）です。
一ヶ月単位で広告掲載いたします。
（掲載料月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。

伊奈町商工会第４９回通常総代会は、下記の日程に
開催されます。各地区の総代さんはご出席をお願いし
ます。万一欠席される場合は、同地区の会員さんに代
理出席をお願いするか、委任状の提出をお願いします。
案内状は、後日郵送します。
開催日・５月１３日 (金) 午後３時
場 所・伊奈町商工会館２階大会議室

第４９回通常総代会日程決まる！！ 『経営革新計画』承認 に取り組みませんか

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：Chamari（ちゃまり）
住 所：伊奈町栄6-160-3-201
電 話：090-1123-5197
業 種：日本茶・抹茶の茶葉・スイーツ・食品

新 入 会 員 情 報
New Member Information

※順不同・敬称略

世界に約３千人ほどしかいない日本茶イン
ストラクターが厳選する、世にあまり出な
い希少な日本茶・抹茶を販売し、スイーツ
や食品にもしています。手土産などにお使
いください。

事業所名：Mori Craft
電 話：070-8379-4459
業 種：デザイン

「幸せをデザインしよう」を合言葉に、
Webサイト、ロゴマーク、パンフレット、
チラシ、DM、POPを作っています。手に
とる人を想像しながらお客さんのゴールに
向かいデザインします。

事業所名：セブンイレブン伊奈小室店
住 所：伊奈町小室4132-1
電 話：048-722-0750
業 種：コンビニエンスストア

事業所名：有限会社 アイエスアール
住 所：伊奈町内宿台2-202-2
電 話：048-728-0766
業 種：建設系重機 販売・修理

事業所名：株式会社 ﾌｧｲﾌﾞｽﾀｰｵｰﾁｬｰﾄﾞ
住 所：伊奈町大針1236-1
電 話：048-721-1211
業 種：農産物仕入・生産加工販売

事業所名：有限会社 KFPパートナー
住 所：伊奈町本町2-266-103
電 話：048-872-6467
業 種：経理代行業・生命保険

事業所名：ほっともっと伊奈小室店
住 所：伊奈町栄3-161
電 話：048-720-1400
業 種：弁当販売

事業所名：株式会社 関東技研
住 所：上尾市南339
電 話：048-717-3111
業 種：建築工事

事業所名：蓮見総設
住 所：伊奈町小室4255-1
電 話：090-5499-6706
業 種：建設業・配管工事

事業所名：株式会社 JBM Enterprise
住 所：伊奈町小室5668-5
電 話：048-722-8105
業 種：サービス業・飲食他

事業所名：株式会社 久木工業
住 所：伊奈町小室8000-3
電 話：048-424-3753
業 種：防水・リフォーム工事

コロナ禍でイベント等が中止になり寂しい思いをした子供たちのために、町内小中学校の卒業式
に合わせて、フォトブースとなる卒業証書パネルを寄贈致しました。


