
営業時間：10：00～20：00         

〒350-0233   坂戸市南町7-7-103

http://www.sweets-garden-kopin.com/

坂戸市内に本店を構える【スイーツガーデンコパン】が7/18発表の「NIKKEプラス１ 何でもランキング」レモンケーキ特集にて

準優勝を獲得いたしました。

スイーツガーデンコパンの取り扱う【島檸檬】は、フランスの伝統菓子から着想を得た上品な口あたりの焼き菓子です。生地に

は、黄味が濃いことで知られる那須の「御養卵」を使用して鮮やかな黄色を表現し、小麦粉の分量を少なくすることでレモンの

爽やかさと口溶けの軽やかさを両立させています。

審査員に「シャンパンと共に初夏のオープンテラスで楽しみたい」と言わしめた【島檸檬】

今夏の避暑のお供に、ぜひ一度味わってみてはいかがでしょうか。

坂戸市北大塚151-5
http://equoromano.com/

彫金作品・商品の制作販売と、七宝・ジュエリー教室です。

2015年開業。その後、小規模事業者持続化補助金を得て、2017年には教室も開講しました。

屋号のエクオ・ロマーノは、ローマの馬に乗って、という意味です。

講師の中西先生は、彫金技法の中でも特に仏具などに使われる「打ち出し」技法を専門としています。

教室は、個人レッスンで予約制です。東京芸術大学に20年以上務めている美術史講師の経験を活かし、その方にあったデ

ザインを提案し、楽しいものづくりを目指しています。

現在は、新型コロナウイルス感染症予防のため、教室はお休みしています。再開予定など、詳しくはホームページをご覧くだ

さい。

ご自身では手続きが困難な事業者を対象に、行政書士が電子申請の入力補助を行う「申請サポート窓口」を開設し
ております。
期 間 ： ８月４日（火）～１２月（詳しくはお問い合わせください）
開 設 日：毎週火曜日、木曜日
時 間： ９：００～１６：００（最終受付１５：００）
会 場：坂戸市商工会２階会議室
申込方法：当会までお電話にて受付

■テナント事業者の地代・家賃のための給付金が最大６００万円支給されます
●給付額：申請時の直近の支払い家賃（月額）に基づき算出される給付額（月額）の６倍（６か月分）。
●対象者：５月～１２月において以下のいずれかの要件を満たす事業者。
①いずれか１カ月の売上高が前年同月比で５０％以上減少
②連続する３カ月の売上高が前年同期比で３０％以上減少
【窓口】 経済産業省 家賃支援給付金コールセンター 0120-653-930
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坂戸市商工会では、
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている
事業者の皆様へのサポートを行っております

商工会会報は、６・９・１１・２月 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

＜家賃支援給付金とは＞

＜持続化給付金とは＞

■事業全般に広く使える給付金が最大２００万円支給されます。
●給付額（上限）：２００万円（法人）、１００万円（個人）
●対象者：売上が前年同月比で５０％以上減少 等
【窓口】 経済産業省 持続化給付金事業コールセンター 0120-115-570

持続化給付金・家賃支援給付金申請サポート窓口

雇用調整助成金についての制度について、社会保険労務士にご相談いただけます。
※本事業は、実際の申請書類の作成等を行うものではありません
期 間： ５月１８日（月）～９月３０日（水）
日 程 ：お申し込み時に社会保険労務士の方と、個々に調整していただきます
時 間： １社２時間
費 用：坂戸市商工会員は無料 会員でない方は５，５００円（税込）
申込方法：当会窓口にて受付

雇用調整助成金個別相談

＜雇用調整助成金の特例措置＞

■新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業者が従業員を休業させた場合、
休業手当等が最大１００％助成（１５，０００円/１日を支給上限）されます。（緊急対応期間：４月１日～９月３０日）
【窓口】 ハローワーク川越 049-242-0197 その他最寄りのハローワーク

PICK UP!
～このコーナーでは会員事業所を紹介いたします～

PICK UP!

上記事業のほかにも、次ページに掲載している持続化補助金や、埼玉県の家賃支援
金の申請、金融関係の相談等も承っております。事務局まで、お気軽にご相談ください。

単に前年同月比で50％減

でなくても、特例や申告方
法等により対象になる可能

性があります

ホームページはこちら→

ホームページはこちら→



【改正２】ｅ－ｔａｘ（電子申告） 又は 電子帳簿保存 を実施することで

６５万円の青色申告特別控除 が受けられます。

・改正後の65万円控除を受けるためには、事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳の電磁的記録の保存について、
税務署長の承認を受ける必要があります。

・令和２年分の承認を受ける場合は、令和２年９月３０日までに申請書の提出が必要となります。

会員様アンケートの結果のご報告

会員皆様に、コロナウイルス感染症感染拡大の影響についてアンケートをお願いいたしましたところ、１０１事業所の方
からご回答いただきました。集計結果をご報告いたします。

一般型 コロナ特別対応型

①補助対象者 商工会管轄事業内で事業を営む小規模事業者

補助対象経費の６分の１以上を以下の取組
に投資する事業者
Ａ：サプライチェーンの毀損への対応
Ｂ：非対面型ビジネスモデルへの転換
Ｃ：テレワーク環境の整備

②補助対象事業 「経営計画」に基づいて実施する、地道な販
路開拓等（生産性向上）のための取組

「経営計画」に基づいて実施する、地道な販
路開拓等（生産性向上）のための取組（計画
の内容は原則5枚以内）

③補助対象経費 補助事業実施期間中に実際に使用し、補助
事業計画に記載した取組を行った経費

原則一般型と同様
特例として、令和2年2月18日以降に発生し
た経費は補助対象

④補助金上限 原則５０万円
＊特例１００万円

「特定創業支援等事業の支援」を受けた小規
模事業者および2020年1月以降に設立、開業
した小規模事業者

１００万円

⑤補助率 補助対象経費の３分の２以内（コロナＢ・Ｃは４分の３以内）

⑥補助金の交付 実績報告書提出後 売上が前年同月比２０％以上減少している
事業者に対し、交付決定額の50％を即時支
給

業種 常時使用する従業員数

商業・サービス業 ５人以下

サービス業のうち宿泊業・娯楽業 ２０人以下

製造業その他 ２０人以下

事業再開枠
・一般型、コロナ特別対応型との併用申請となります。
・業種別ガイドライン等に基づく以下の感染防止対策が対象になります。
消毒、マスク購入、清掃、飛沫防止対策、換気設備、その他衛生管理

・上限は、５０万円です。（一般型・コロナ特別対応型補助金額以内）

①影響なし 5

②現在業績が悪化 76

③今後業績悪化が予測される 19

④無回答 1

２.平成31年４月と比べて、令和2年４月の売上、利益、資金繰りにどのような影響がありましたか

１.新型コロナウィルス感染拡大による業績への影響はありますか

・売上 ・利益①増加 2

②25%以下の減少 14

③26%から50%以下の減少 24

④50%以上の減少 41

⑤変化なし 15

⑥無回答 5

①黒字 16

②赤字 54

③赤字拡大 19

④無回答 12

①資金繰りに問題なし 11

②この先、半年は問題ない 28

③現状で厳しい 50

④無回答 12

３.業績が悪化している場合、どのような対策をされていますか（複数回答可）

・資金繰り

①金融機関からの融資 34 ⑤設備投資計画の見直し 8

②事業の縮小 11 ⑥諸経費（役員報酬含む）の見直し 28

③従業員の人員整理 6 ⑦現在検討中 29

④従業員の自宅待機 17 ⑧その他 8

これは申請対象になるの？
申請の流れは？ 等

申請希望の方、ご相談ください！
担当：高橋

持続化補助金申請 新しい会員さんをご紹介します！
個人情報保護法の施工により、代表者名・電話番号
を割愛させていただきます。

令和2年8月18日 現在、会員数1,567名

事業所 住所 業種 事業所 住所 業種

社会保険労務士田口
裕貴事務所

春日部市南3-14-4ワコー
レ春日部Ⅱ-305

社会保険労務士 さくらリフォーム㈱
坂戸市末広町8-20あけぼの
ビル坂戸101

一般建築リフォーム

ブランドリバリュー
アクロスプラザ坂戸店

坂戸市日の出町5-30 ブランド品の買い取り カラーМステーション 坂戸市三光町48-8 色彩講師業

㈱リータルインタープラ
イズ（ダールバール）

坂戸市泉町2-6-23 インドレストラン ㈱キャメルン 坂戸市北大塚624-1 クレープ・カフェ等

㈱ＣＫセブン 坂戸市紺屋866-1 自動車部品輸入販売他 シーライフサービス 坂戸市泉町14-7
ハウスクリーニング、エアコンク
リーニング

翔美
鶴ヶ島市羽折町18-3ハイツ
センチュリー101

塗装業 ㈱HTC 坂戸市中小坂431-12 ドリル製造

ココノマ 坂戸市泉町1-8 喫茶店、干物 坂戸整体院 零和
坂戸市鎌倉町1-7ラークヒ
ルズ102

整体

和み処 あおき 坂戸市八幡2-9-34 和食 家庭料理 おでん家
坂戸市千代田3-21若葉駅前
ハイツ3-103

おでん

佐藤 仁 坂戸市片柳1837-17 溶接
メディカルサポート
まごころ㈱

坂戸市中小坂783-5 医療・介護

関口電設 坂戸市関間1-15-27-2 建設業 ＰＡＳ救急サービス 坂戸市元町20-4 介護タクシー

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街に！！～（緑色・桃色の２色があります）

坂戸市内商品券「さかど街おこし応援券」の取扱加盟店を随時募集中です！！
リフォーム補助金や子育て支援等で配布される商品券で、加盟料・換金手数料等は一切いただいておりません。
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 券面裏に事業所名を明記（ゴム印可）のうえ、換金請求依頼書と共に商工会まで
お持ちください（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

令和２年分の確定申告から青色申告特別控除額が変わります！
【改正１】青色申告特別控除額が減額されます。（６５万円 ⇒ ５５万円）

基礎控除額が増額されます。（３８万円 ⇒ ４８万円）
※控除額の合計は従来と変わりません。

第１７回 さかど産業まつり中止のお知らせ

11月7日（土）・8日（日）の2日間に予定しておりました、「第17回さかど産業まつり」の中止をお知らせいたします。

さかど産業まつりは、まつりの規模、性質上、密集・密接を避けることが困難であり、感染拡大のリスクが非常に
高くなります。来場者及び関係者の安全を最優先し、コロナ禍において第17回さかど産業まつりを中止することと
いたしました。

皆様には誠に申し訳ございませんが、なにとぞご理解をいただきますようお願い致します。ご協力ありがとうございました
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