
令和3年（2021年）7月15日号

未未
来来

再校

入間市商工会 会報

いるまBiz NewsB N
未未来来いるまBiz NewsB N4

新型コロナ関連最新情報
新 会 員 紹 介

支部 事業所名 主たる業種

4日 日本政策金融公庫一日公庫
19日 定例税務相談会

1日 日本政策金融公庫定例相談会
7日 初級簿記講座（～11月2日）
16日 定例税務相談会

8
月

9
月

商工会事業予定

埼玉県では、県内の飲食店を対象として、適切な感染防止対策を推進するた
め、彩の国「新しい生活様式」安心宣言飲食店＋（プラス）制度をつくりま
した。入間市内の飲食店等も個別に訪問し、業種別ガイドライン等を遵守す
る事業者に対し、認証ステッカー（彩の国「新しい生活様式」安心宣言飲食
店＋（プラス））を交付いたしました。

2021年4月以降の緊急事態措置またはまん延防止等重点措置の影響で、売上が減少した中小企業・個人事
業者に対して支援金が給付されます。
0 給付要件

 要件１　対象月の「緊急事態措置」又は「まん延防止等重点措置」に伴う飲食店の休業・時
短営業又は外出自粛等の影響を受けていること

 要件２　2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50％以上減少していること
0 給 付 額 2019年又は2020年の基準月の売上 － 2021年の対象月の売上
0 上 限 額 中小法人等：上限20万円／月　個人事業者等：上限10万円／月
0 対 象 月 対象措置が実施された月のうち、対象措置の影響を受けて、2019年又は

2020年の同月比で、売上が50％以上減少した2021年の月
0 基 準 月 2019年又は2020年における対象月と同じ月
0 申請受付期間　　4・5月分　2021年6月16日～ 8月15日
　　　　　　　　　　6月分　   2021年7月1日～ 8月31日

※入間市は、緊急事態措置またはまん延防止等重点措置の対象地域ではありませんでしたが、埼玉県が対象措置
を実施する都道府県であったため、入間市内の飲食店との取引の影響、入間市内のお客様の外出自粛の影響に
よる売上の減少等の場合も対象となります。

※一時支援金を申請された事業者の方は、申請手続きを一部省略できます。
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詳しくは入間市商工会までお問い合わせください。

ステッカーイメージ

彩の国「新しい生活様式」
安心宣言飲食店＋（プラス）認証制度について

令和３年6月30日現在
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斉藤商会 飲食店
大分から揚げ　から勝 から揚げテイクアウト専門店
まもる接骨院 怪我の治療
Sasaki 通訳、通訳案内業
かしら家　大松 飲食業（やきとり）
樹游 造園業

willow kitchen キッチンカーによる飲食業、
 ケータリング
㈱リリーフ・イチマルイチ 注文建築、リフォーム全般

㈱Maverick Hideout レッカー車製作、
 カーディティーリング

いるま消毒サービス 消毒除菌作業、抗菌作業、
 除菌消臭器材販売リース
和楽 社会保険労務士
高橋千束スタジオ Tap On Air ダンススタジオ
あめみやスタジオ 歌手、司会
Luce イタリア料理店

ジェーケー（合同） システム構築、
 LED照明開発販売
今福　文強 旅行ガイド

Photographer Tomo 出張撮影、犬のフォトレッスン、
 撮影会イベント企画運営
㈲東伸建設 一般建築業
アリスクリーニング クリーニング全般
城東 外構工事

訪問あんまマッサージ なみき 訪問によるあんまマッサージ
 施術業

㈱三ツ木園 全国各産地の日本茶の
 販売、卸業

ひだまり接骨院 柔道整復、リラクゼーション、
 骨盤調整等
髙橋タイル タイル、石材、建築

JSSマニュファクチャリング㈱ 防爆電気機器製造、販売、
 コンサルティング業務
ヘアーサロン　サトウ 理容
小谷田DEPOT アンティークの販売
Kaz㈱ 医療機器販売業
浅野工務店 リフォーム

ふなつりえピアノ教室 幼児からシニア対象の
 個人ピアノ教室
なごみー マッサージ業
㈱エンドレスプラネット リサイクルショップ
ちゃちゃ丸･サービス 軽貨物運送業
丼丸ひまわり テイクアウト専門の海鮮丼屋
デンキチ入間店 家電量販店
本間　悠一朗 ヨガインストラクター
麺. SUZUKi ラーメン屋
沖縄家庭料理　太陽 飲食店（沖縄家庭料理）

MRSクリニック webデザイン、キッチンカー、
 クリエイター
杏林堂（合同） 整体
Alstroemeria ネイルサロン

Healing room aixing リフレクソロジー、フェイシャル
 エステ、基礎化粧品販売
いしだ整体院 整体業
渡辺保険事務所 損害保険代理店
R.Y.H 建築塗装

ホス活研究所 ホスピタリティを活用した
 会社経営指導
中央観光 旅行業
宮毘羅工業 左官、外構、エクステリア

アトリエJ メニューデザイン、制作、
 チラシ、ポスターデザイン制作
ワイルドケンネル ペット美容

NIKUKYU CLUB ペットサービス
 （ペットホテル、しつけ教室）

あいちゃん ペットシッター、ホテル、
 トリミング、ドッグトレーニング

Ovis Lamp 照明器具製造販売、体験事業、
 講師事業他

ショコラッティーフィットネス キックボクシングフィットネス、
 パーソナルトレーニング

Beyond Languages 語学教育、海外での開業
 コンサル、通訳、翻訳サービス

人事異動のお知らせ
経営指導員　武井　淳至
【朝霞市商工会へ人事交流（出向）】
この度、朝霞市商工会へ２年間出向する
こととなりました。慣れ親しんだ入間を
しばらく離れ、新天地で研鑽を積んで参
りたいと思います。

経営指導員　風間　利文
【朝霞市商工会から人事交流（出向）】
人事交流という形で、朝霞市商工会から
異動してまいりました。2年間という限
られた期間ではありますが、精一杯皆様
のお役に立てる様努力いたします。よろ
しくお願いいたします。
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夏祭り
情報

行政書士
相談会

新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、入間万燈まつりを始め、各
地域の夏祭りもほぼ中止となりました。　　　（令和３年6月30日現在）

再校

簿記講座を開講します!!

商工共済のご紹介

日　　時 令和3年9月7日（火）～令和3年11月2日（火）　（予定）
 週2回　＜それぞれ18時30分～20時30分＞
会　　場 入間市産業文化センター内　入間市商工会大研修室
講　　師 眞野　喜広先生＜商工会員税理士＞
受 講 料 商工会員11,000円　会員外（一般市民の方）17,600円
定　　員 先着20名（予定）
申し込み 新型コロナウイルス感染症予防の観点からお電話のみでの申し込みとさせていただきます。
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各地区夏祭りの予定

▶保障：死亡・災害（事故）による障害状態、災
害（事故）入院、病気入院見舞金、災害（事故）
通院見舞金。また成人・結婚・出産の祝い金あり。
▶貯蓄：積立金（1口3,000円の内2,000円）
▶融資：1口当たり30万円（限度額500万円）

▶災害（事故）や病気による死亡・
障害の保障に加え、入院・手術
の医療保障を目的とした共済。
▶月額掛金1口3,000円は全額掛
け捨てとなります。

▶ガンと診断されたら「100万円」
保障。
▶日帰り入院からの保障。支払い
日数無制限
▶手術は入院日数の「一律20倍」
▶高額な「先進医療保障」

この制度は、経営の向上を目指して「新たな取り組み」を行うための
計画「経営革新計画」を作成し、埼玉県の承認を受けるというものです。

支援金の相談、申請のお手伝いをします。
行政書士相談会をご利用下さい

商工貯蓄共済
（共済期間5年）

商工医療共済
（共済期間5年）

商工ガン共済
（共済期間1年）

月額1口3,000円で「保障・貯蓄・低利な融資」を
目的とした共済です。

日　　程　毎週月曜・木曜（要予約）祝日を除く・当面の間
（予約状況により予告なしで終了になる場合があります。）

場　　所　入間市商工会
時　　間　午後１時～４時終了

各種相談会情報
予約制

税理士による
税務相談

弁護士に
よる法律相談

日本政策金融公庫
定例相談

六法 電話による
相談

毎月原則第三木曜日
午後1時30分～
午後3時30分

毎月第一水曜日
午後1時～
午後3時

【電話】　2964-1212
【ＦＡＸ】　2964-1214

【Mail】　irm@irumashi-sci.org相談
内容

予約
方法

国・県・市の新型コロナウイルスの影響による、各種
支援制度の相談、申請のサポート及び各種支援金・補助金1

その他、建設業許可や役所の手続き、相続や遺言、
契約書など、行政書士の業務内容の相談3
小規模事業者持続化補助金2 いずれかにより、お名前、電話番号、

希望の日時と相談内容を明記の上
ご予約ください。

入間万燈まつり 中止
扇町屋支部　どんちゃかまつり 中止
金子支部　ふれあい納涼金子商工まつり 中止
アポポ商店街振興組合　サマーフェスティバル 中止
宮寺二本木支部　ふるさとの夏祭り 中止
藤沢支部　藤沢地区夏祭り 中止
西武支部　とうろう流し 中止
東金子支部　東金子商工まつり 中止

◆頭の中にある思いを「計画」に見える化し、
　目標達成への道筋を明らかにできる
◆さまざまな支援策を受けることができる
◆補助金等の審査において加点対象となる場合がある

承認を受ける
メリット

相談から承認まで、商工会と専門家
（中小企業診断士等）が無料で
バックアップします！

商工会会員様の
特典

詳しくは入間市商工会までお問い合わせください。

挑戦す
る企業

を

応援し
ます!!

「経営革新計画」承認制度のご案内


