
６月１９日（日）に第４１回埼玉県スポーツ少年団夏季小学生軟式野球交流大会（埼玉新聞社杯）で優勝した小
針ヤンキーズが７月１７日（日）・１８日（月）に神奈川県厚木市で開催された第４１回関東ブロック・スポーツ
少年団競技別交流大会（軟式野球の部）に進出し、Bブロック決勝戦において山梨県代表・明見JBCに最終回逆転に
て３－２で勝利をおさめました。
これにより、関東ブロック代表として、８月４日（木）～７日（日）に奈良県橿原市にて開催される第４４回全

国スポーツ少年団軟式野球交流大会に出場することが決定いたしました！
小針ヤンキーズは毎年青年部主催の野球教室に積極的に参加し、熱心に練習していたチームです。

監督コメント
チーム創設以来、初めてつかんだ全国大会出場、皆様の応援を受けて子供たちと共に良い思い出づくりが出来る

よう、選手たちが掲げた“勇気・自信・全力プレー”で頑張りたいと思います。 “目指せ全国制覇”
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▶適格請求書（インボイス）登録申請について ▶「2022伊奈まつり」開催 ▶配布物郵送化について

▶経営革新計画助成金について ▶2022商工フェスティバル開催 ▶創立５０周年記念式典を挙行します



商工会員向け情報一覧

日時 令和4年8月20日（土）16時～20時30分

※雨天の場合21日（日）
場所 町制施行記念公園
内容 16時～まつりスタート！

・縁日ゲーム（金魚すくい、射的、輪投げなど）

・物販（農産物や飲み物、お面やおもちゃなど）

・神輿の展示
19時30分～ 第１部 アニバーサリー花火

第２部 打上花火
20時20分頃 まつり終了

※会場内は飲食禁止（アルコールを除く水分補給は
可）となります。

※新型コロナウイルス感染状況等により内容が変更ま
たは中止になる場合があります。詳しくは観光協会
ホームページをご覧ください！

注意事項
・会場周辺は大変混雑が予想されます。ご来場の際は公
共交通機関または伊奈まつり臨時バスの利用等にご協
力ください。

お問い合わせ （一社）伊奈町観光協会 724-1055

2023年10月にインボイス制度導入予定

売手が買手に対して、適用税率や消費税額等を伝えるもので、現行の請求書に「登録番号」「適用税率」「税率ご
とに区分した消費税額等」を追記したもの。

現在、消費税の申告をしていますか？
（免税事業者ですか？課税事業者ですか？）

販売先は事業者ですか？
それとも一般消費者ですか？

基本的に登録不要と考えられます。ただし、
少しでも事業者への販売（例：飲食店におけ
る法人利用等）がある場合は、登録申請をご
検討いただいた方がよいかもしれません。

登録が必要になる可能性が高いです。2023年
10月1日からインボイスを発行したい場合、原
則として2023年3月31日までに登録申請をする
必要があります。

免税事業者はインボイスの発行がで
きないので、希望する場合は
①消費税の課税事業者への転換
②インボイス発行事業者の登録申請
が必要となります。

インボイスが無いと『仕入税額控除』（消費税申告で、課税売上に係る消費税額から、課税仕入れ等に係る消費税
を控除して計算する）ができなくなるため、①取引先との関係、②売上高（減少）、③消費税の納税額に影響が出
る可能性があります。すべての事業者が一度はインボイス制度導入について考えなければなりません。

免税事業者

課税事業者

検討する

一般消費者事業者希望しなければ登録の必要なし

登録に必要な書類や手続方法など詳しくは国税庁HP『インボイス制度特設サイト』をご覧ください。→
インボイス制度をテーマとしたセミナーを１０月１９日（水）１６時～開催します。９月号でお知らせ。

町内会員事業者様への商工会からの配布物は、基本
的に商工会理事・総代を通じて手渡しでお届けしてお
りましたが、今般のコロナ禍の影響によりここ２年ほ
ど郵送にて対応させていただいておりました。
こうした状況の中、この度の商工会理事会において、

配布方法について協議した結果、今後の配布物につい
ても引き続き原則、商工会からの直送にて対応させて
頂くこととなりました。
つきましては、これまでの理事並びに総代の皆様の

ご協力に対し厚く御礼申し上げますとともに、今後の
商工会運営にご理解、ご協力のほどよろしくお願いい
たします。

このたび、本商工会の鈴木伸介経営支
援員と白岡市商工会の吉田茂（よしだ
しげる）経営支援員が相互に人事交流
をすることになりました。
「会員の皆様、２年間よろしくお願い
します。頑張ります。」



伊奈町商工会事業のご案内

前号でお知らせの通り、商工会において商工フェス
ティバル実行委員会（実行委員長：川田金造商工会副会
長）を設置し、本町経済の活性化を図るため、伊奈町や
各団体・会員様のご支援をいただき、伊奈町商工会創立
５０周年記念「２０２２楽しいな～商工フェスティバル
～」と題し、３年ぶりにイベントを開催いたします。

町内外の商工業者の出店（展）や体験コーナー、ダン
スや音楽ライブ等、老若男女が楽しめる内容となってお
ります。また、けんかつ主催の彩の国いきいきフェス
ティバルも同時開催されます。どうぞお楽しみに！

※新型コロナウイルスの影響により、開催内容等が今後
変更になる場合がございますので、予めご了承ください。

１．名 称 ２０２２楽しいな～商工フェスティバル～
２．会 場 県民活動総合センター（けんかつ）
３．開催日 令和４年１０月２３日（日）
４．時 間 午前１０時～午後３時 雨天決行

バスハイク参加者募集！

労務委員会（湊洋久委員長）において、バスハイク
を計画しましたので、参加者を募集します。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１５日（土）７：００会館前出発
・行き先 秩父・三峯神社と小松沢レジャー農園
・負担金 お一人様 3,000円（１事業所４名まで）

新型コロナウイルス感染症等の影響により、内容の
変更や延期、中止等がある場合もございます。ご了承
の上お申し込みをお願い申し上げます。

創立５０周年記念式典を挙行します！！

伊奈町商工会では、昭和48年8月に発足以来、今年
で創立50周年を迎えます。来る11月16日には記念式典
並びに記念アトラクションを開催し祝うことにしてい
ます。

・と き 令和4年11月16日(水曜日)
・ところ 伊奈町総合センター大ホール

なお、新型コロナウイルス感染症等の影響により、
中止、縮小、内容の変更等がある場合もございます。
開催内容が決定し次第改めてご連絡させて頂きますの
でご了承のほどお願い申し上げます。
詳細につきましては、9月中に案内状にてご案内す

る予定です。

１分間のマネジメント情報

中小企業の強みとは、中小企業にしか選択すること
ができない競争上の優位性を磨き上げて差別化を図
ることです。
磨き上げたい中小企業の強みは以下のとおりです。

①伊奈町にしかない事業所（地域密着）

中小企業：地域の個性を把握して密着した経営を目
指すことができる

大企業 ：規模が大きいため各々の地域に密着した
経営が難しい

②独自性の発揮

企業の規模が大きくなると多くの顧客が好む平均的
な製品・サービスを提供していく傾向が強くなりま
す。中小企業は、独自性を発揮して魅力的で小さな
市場（＝ある一定の顧客だけに満足してもらう）を
狙うことができます。

③品質（価値）の追求

昨今の物価高により顧客の財布の紐が堅くなってき
ていると感じていないでしょうか。一方で、趣味や
こだわりたいモノ・コトには費用も時間も費やした
いというニーズは今でもあります。品質や価値を追
求して価格競争からの脱却を図りましょう。

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。

経営革新計画に基づいた新たな取組にチャレンジする事業
者に対し、新規事業に必要な経費を補助いたします。

●申請できる事業者の要件
経営革新計画の承認を受けていること等

●補助金額
補助対象経費×3/4（上限30万円）

●申請及び請求の期限
令和5年2月28日

ただし、申請額が予算額に達した時点で締め切ります。

※その他の詳細は商工会HPをご覧いただき、申請を検
討される場合は必ず商工会事務局にお問合せください。

これから先の事業計画を一緒に考えませんか

『経営革新計画』承認制度のご案内



事業所名：KITソリューションズ(株)
住 所：上尾市谷津2-1-50-24 B1

（上尾駅西口徒歩2分）
電 話：080-3393-1058
業 種：飲食業・焼肉店・弁当販売

新 入 会 員 情 報
New Member Information

※順不同・敬称略

「山形牛」焼肉店を上尾駅西口にオープン。
山形牛の特徴である甘い薫り、とろける触
感、濃厚でまろやかな味わいをリーズナブ
ルにご利用できます。是非ご堪能ください。

事業所名：Mole
住 所：伊奈町小室4789-3
電 話：048-708-6291
業 種：自転車修理・中古自転車販売

Mole（モール）は自転車修理に特化してい
る自転車店です。
伊奈町で出張修理も行っております。
修理した中古自転車の販売もしております。

事業所名：しんあいセキュリティー
住 所：伊奈町小針新宿767-3
電 話：048-671-3767
業 種：防犯カメラ・セキュリティー機器

事業所名：Aroma salon TSUKI 月
住 所：伊奈町大針338-19
電 話：090-6126-9318
業 種：アロマセラピー

月の満ち欠けに合わせ数十種の100％ピュア
な精油の中から、ご自身にあった精油を選
んでいただき心と体の様子を読み取りなが
らバランスを整えていくサロンです。

事業所名：あげおエフエム(株)
住 所：上尾市上1481-53
電 話：090-9940-9368
業 種：FM放送

伊奈町と上尾市を放送エリアとする、地域
ラジオ局の開局を目指しています。
街のにぎわい応援番組や、きめ細かな防災
情報などをお届けする予定です。
https://www.ageofm.jp/
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防犯推進事業を行っております。防犯の相
談・取り付け・メンテナンスを承ってます。
よろしくお願いいたします。

事業所名：(株)志田空調
住 所：伊奈町栄6-98-21
電 話：048-627-3636
業 種：空調設備（エアコン）

事業所名：エース自動車
住 所：伊奈町学園4-2
電 話：048-676-1190
業 種：自動車板金塗装

事業所名：(株)ワタナベ工業
住 所：伊奈町西小針2-70-2
電 話：048-720-8445
業 種：建設業 防水・塗装

事業所名：coffret（こふれっと）
住 所：伊奈町西小針3-112
電 話：048-717-0950
業 種：小売業 ハンドメイド雑貨

事業所名：建築工房 倉一
住 所：さいたま市岩槻区加倉4-5-12
電 話：048-758-3028
業 種：建設業 大工仕事

事業所名：伊藤工務店
住 所：伊奈町小室5296-21
電 話：048-723-2595
業 種：建設業


