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会費納入のご案内 

新年度に向けて

新入職員紹介 

リフォームをお考えの方・リフォーム関連企業の方 

 昨年度に引き続き、リフォーム関連工事の需要
を喚起し、地域経済の活性化と市民の住環境の
質の向上を図る為、住宅・事業用建物のリフォー 
ム工事の一部を補助する事業を実施いたします。 
 また、会員の関連事業者様 
におかれましては、是非とも 
当制度をＰＲしていただき、 
取引先拡大につなげていた 
だきたいと考えております。 
 詳細につきましては同封の 
チラシをご覧下さい。 

 ６月１３日(月)は商工会費上期分の口座振替日でした。万が一
引落出来なかった場合、２８日(火)に再引落をいたします。口座振
替をご利用されていない方は、６月３０日(木)までにお振込いただ

くか、窓口までご持参くださいますようお願い致します。お振込の
場合、振込手数料は会員様のご負担となりますので、口座振替に
ご協力をお願いいたします。 
 

【口座振替日】       上期 ６/１３   下期 １１/１４ 
【口座振替以外】      上期 ６/３０  下期 １１/３０ 

玉川 大暉（補助員） 

商工会会報は、６・９・１１・１月（カラー版）の年４回発行です。 
掲載されていない事業の詳細は、随時ホームページに掲載致しますのでご確認下さい。
http://www.sakado.or.jp 

６月から 
 住宅・事業用建物リフォーム補助制度 

   申請受付開始しました！ 

～第56回通常総代会開催～ 

                  ５月２７日に通常総    
                                                代会を開催致しました。  
                議案は２７年度の事業 
                報告と決算、２８年度   
                の事業計画案、予算案  
                等の審議が行われ承   
                認されま した。 
                   ２７年度中の主な事 
                業として、総額３億９千 

                万円分のプレミアム付
き商品券を発行いたしました。総勢４８６件の加
盟店にご登録いただき、約１万件の購入枠に対
し、１万７千を超す多数の応募がございました。   
   商品券の換金率も９９．８％に達し、好評のうち

に事業を終了いたしました。また、補助金の活用
セミナーも実施いたしました。こちらは国の補助
金活用を推進するもので、セミナーを通じて２８年
度補助金獲得を目指す会員さんがいらっしゃい
ます。他にも「小規模事業者持続化補助金（最高
で５０万円、雇用が増える計画の場合は１００万
円）」という制度があり、新規事業計画を作成す

ることで補助金が交付されます。２７年度は当会
から、１５社が審査を通過し、総額７４２万円の補
助金を獲得することができました。今年度も２７社
の申請をいただいております。 
     最終議案では商工会役員の補充選任がされ、

上田氏（㈱明治）、鈴木氏（㈱丸広百貨店）の両
名が選任されました。 
  ２８年度は、創業者支援、リフォーム助成金、さ

かど街おこし応援券、街バルなどの事業を計画
しており、益々の地域貢献を目指しております。
会員の皆様には時期に合わせてご通知いたしま
すので、ぜひ積極的なご活用をお願いいたしま
す。 

井上商工会長 
まだまだ未熟者ですが、地域
の発展に寄与できるよう尽力 
いたします！ 

今後共、宜しくお願いいたし
ます。 

 
 
 

 本年も「第１６回坂戸よさこい」が開催されます。詳しい出店募    
 集要項、申込書は商工会にございます。 
 出店希望の会員の方は商工会事務局にてお申し込み下さい。 
 場内の個々の出店場所は抽選で決定します。(説明会時に行   
 います) 

  開催日          １０月８日（土）・９日（日）の２日間(雨天決行) 

               午前１１時～午後８時(日曜日は午後７時まで） 
  会  場     坂戸市文化会館大駐車場（坂戸小学校裏） 
  募集期間   ７月１日（金）～募集数に達するまで 
  募集数     ２７団体程度 
   テントサイズ  間口 ２．７ｍ × 奥行き ３．６ｍ   
   出店参加費  テント  ３５,０００円 テーブル ２,０００円 
              イ ス     ５００円 電   源 １,０００円～ 

石川市長 樋口議長 

（Ｈ２８．６．１１ 現在、会員数 １，５５６名） 

個人情報保護法の施行により、代表者名・電話番号を割愛させていただきます。 

新しい会員さんを紹介します 

事 業 所 住  所 業  種  事 業 所 住  所 業  種  

NSK埼玉坂戸 関間4-3-7-1 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ施工 浦山塗装 東坂戸2-31-302 塗装工事業 

美ら美容室 鶴ヶ島市富士見2-12-15 美容業 BU-BU CAFÉ maison 石井1987-1 クレープ・コーヒー 

埼玉クレーン（株） 西坂戸5-18-23 ｵﾍﾟ付ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ車ﾘｰｽ業 ラーメンショップ太郎 花影町27-8-106 ラーメン・チャーハン・ギョーザ 

ヘアーサロンＲ 石井2817-1 美容院 placa 芦山町4-2-102 美容室 

個別指導フロンティア にっさい花みず木3-2-15 学習塾 愛急 泉町3-23 軽自動車運送業 

Ｃａｓｕａｌ ＢＡＲ Ｎｓ ＴＡＶＥＲＮ 三光町22-18 ｱﾙｺｰﾙ類・おつまみ・食事 ユーアイ精工 中小坂956-10 半導体製造装置・ハーネス部品等 

（株）レアル 日の出町10-2 不動産に関する売買･賃貸 第二桜山接骨ハリ灸院 芦山町3-1 接骨院 

根っこの花工房 花つむり 新堀114-1 寄せ植え・花苗販売 ワークマン坂戸店 泉町2-7-4 作業着・作業洋品 

榎本 聖也 日高市高萩257-1 大工 灰田 達也 比企郡吉見町谷口161-7 外構・エクステリア 

番匠 齋藤建築 北大塚206-1 建設 （株）三雄 千代田5-3-17 レストラン向ハンバーグステーキ製造 

（有）キヨミ 西坂戸1-11-16 アロエ加工品 （株）小見山商事 狭山市広瀬台2-7-3 産業廃棄物収集運搬処理業 

（株）ゼロトップ 薬師町4-15 給食業 （株）圏央電設 石井2444-1 電気・空調・防災・弱電工事 

第１６回坂戸よさこい出店者募集のお知らせ 

 
６月２８日（火）第２ブロック青年部主張大会・研修会 
           時間：１３：００～ 
                              場所：坂戸市文化施設「オルモ」 
７月１日（金） 女性部役員会 
                              時間：１３：３０～ 
                              場所：商工会会議室 
７月４日（月）・５日（火）・７日（木） 
                          源泉所得税個別指導会 
                              時間：９：００～１６：００ 
                              場所：商工会会議室 
７月１６日（土）・１７日（日） 
                          第２回創業塾 
                              時間：１０：００～１７：００ 
                              場所：商工会会議室 
８月２１日（日）第２ブロック青年部野球大会 
                              時間：７：００～１７：００ 
                              場所：吉見町総合運動公園 
８月２２日（月）平成２８年度珠算競技大会 
                              場所：ＪＡ共済埼玉ビル 
                                   （さいたま市大宮区） 
 
 
 
 

  さかど街おこし応援券参加店募集 

  ～ 応援券で坂戸を元気な町に！！ ～ 

 昨年度より発行しています市内商品券「さかど街おこし
応援券」の取扱加盟店を随時募集中です！！ 
 リフォーム補助や子育て支援等で配布される商品券で平
成28年度は約1,000万円を予定しております。加盟料・換
金手数料等は一切かかりませんので、是非ご登録をお願い
いたします。 
 

 参加資格     坂戸市内に事業所を有するもの 

 発行額面     １枚  ５００円 
 つ り 銭      支払わない（消費需要等の喚起を図るため） 

 換金請求期間   不定期     事業所様のご都合で結構ですが、大量 

                                                           に換金請求される場合は事前にご連絡 
                                                           ください 

   換金方法     請求手続き完了後１週間以内に指定 
                            預金口座へ振込 
                            （振込手数料は商工会が負担いたします） 
    

      登録申込書は商工会にございます。 



 
 
 
 
 
 

源泉徴収所得税個別指導会のお知らせ ◇ビジネスマナー研修会を開催しました◇ 

各 種 助 成 金 の ご 案 内 

◆第３2回通常総会開催◆ 

    商工会会員の方を対象に、源泉所得税個別指導会を開催いたします。 

従業員（青色専従者、パート、アルバイトを含む）に給与を支払っている方で、納期の特例の承認申請をされ
ている方は、源泉所得税を7月11日（月）までに納付する義務があります。納付額が無い方も、期日までに納
付書を税務署に提出しなければなりません。 
 計算方法や納付書の書き方について、下記の日程で指導会を開催いたしますので、電話（049-282-1331） 
もしくは商工会窓口にてご予約下さい。 
※ご予約のない方につきましては、予約者の相談後の対応となりますのであらかじめご承知おきください。 
 

日 程 ： 平成２８年７月４日（月）、５日（火）、７日（木） 
        午前の部： ９：００ ～ １２：００ 
                    午後の部：１３：００ ～ １６：００ 
場 所   ：   坂戸市商工会２階会議室 
持ち物  ：   給与支給額の分かるもの 
                    所得税源泉徴収簿 
                    未使用の納付書（税務署から郵送されたもの） 
        ２８年１月に納付分の納付書控え 

※ 坂戸市商工会主催の事業については、対象となりません。 
※ 限度額に至るまでは年度内複数回利用が可能です。 

 展示会等に参加する場合、また、事業運営に必要なノウハウ習得する事を目的とした研修会等を
受講する場合、費用の一部を負担させて頂く制度がございます。是非ご利用下さい。 

              第３２回通常総会を５     
              月１７日（火）､商工会会     
              議室において開催いた   
              しました。近藤部長が議      
             長に選出され議案運営     
             のもと平成２７年度事業 

             報告・収支決算、平成２
８年度事業計画・収支予算は原案どおり承認
されました。平成２８年度も、さかどよさこい、
さかど産業まつりでのバザー出店や視察研修
会、講習会、地域清掃活動など多くの事業を
計画しております。 
  

 ４月６日（水）に第５回目となるビジネスマナー研修会を開催致しました。９社２０名の方々にお申込み頂き、
４月に入社したばかりの新入社員からもう一度ビジネスマナーを学び直したいという中堅社員までと幅広い年
齢構成となりました。 

 研修は第１回目より講師を務めて頂いている西田奈保子氏による実践を多く取り入れた内容で、参加者た
ちは四苦八苦しながらも電話応対や名刺交換などに取り組んでいました。企業のイメージはそこで働いている
社員の印象で決まるといっても過言ではありません。毎年４月に開催しておりますので、ご興味のある方は是
非ご参加下さい。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 第４４回通常総会を「中国料理 龍馬」にて開

催致しました。平成２７年度事業報告・収支決
算、平成２８年度事業計画（案）・収支予算
（案）の２議案が上程され、２議案とも可決承
認されました。今年度は１７年ぶりに比企・入
間地域の１７商工会青年部で構成される第２
ブロックの幹事商工会の年度になります。単
会事業のほか、ブロックでの事業も主管として
運営することとなり、各地域の青年部員が坂
戸市に来る機会が増えます。 

坂戸市の事業所を代表して青年部員一同、
一生懸命坂戸市をＰＲしていきたいと考えて
おります。 

近藤部長 

【展示会参加費用助成金】 
１事業所あたり １０，０００円限度 

 （非会員の場合     ３，０００円限度） 
＜申請期間＞ 

第１期：８月３１日まで 
第２期：１月３１日まで 

【研修会参加費用助成金】 
１事業所あたり ５，０００円限度 

 （非会員の場合  ２，０００円限度） 
＜申請期間＞ 

第１期：８月３１日まで   
第２期：１月３１日まで 

 
 
 

 日本政策金融公庫との共催で金融相談会｢一日公庫｣を開催いたします。事業に必要な運転資金、設備資
金等、各種制度を取り扱っています。 

公庫まで足を運ばなくても、当商工会で融資担当者と直接の面談ができますので相談を希望される方は、お
気軽にお申し込みください。 
詳しくは同封のチラシをご覧ください。                       

◆日  時  平成２８年７月２６日（火） 午前１０時～午後４時   

◆場  所  坂戸市商工会 会議室 

◆申  込  商工会窓口またはＦＡＸにてお申し込み下さい。※予約制で相談時間は１事業所、約３０分です。 

日本政策金融公庫 ｢金融相談会｣のご案内 

   
 
 
 
 

  平成２５年から技術士事務所として坂戸市で開業している企業です。 
技術士は、技術士法（昭和５８年４月２７日法律第25号）に基づく日本の国家資格です。有資格者

は技術士の称号を使用して、登録した技術部門の技術業務を行える資格で、科学技術に関する高
等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価またはこ
れらに関する指導の業務を行う者（他の法律においてその業務を行うことが制限されている業務を
除く。）をいいます。 

 工場で一定額以上の設備をする場合や、建設業でそれら設備を施工しようとする場合、技術士が
いないと施工できないという資格です。 

 技術士資格取得希望者は、約３万人が受験し約１１％程度の合格率と非常に厳しい試験です。
匠習作技術士事務所では、技術士資格取得支援をITを活用して支援するなどの独自の取り組みで

受験者支援をしていますが、そうした取組みは今までになく大変好評との事ですが、支援できる人
数に限界がありそれが今の悩みであるとの事です。 

 現在本取組みをさらに進めて経営革新取得目指しているところです。受験者のニーズや社会的
にも非常に意義有る活動で是非経営革新承認を得てさらに充実して頂きたい取り組みです。  
 
          HP→http://www.gijutsushi-goukaku.jp/  問合せ→info@gijutsushi-goukaku.jp 

～このコーナーでは会員事業所を紹介いたします～ 
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