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青年部・女性部献血事業を開催しました
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７月15日
（木）
、入間市役所において青年部・女性部主催の

献血事業が開催されました。新型コロナウイルスの感染が猛威
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入間市商工会 会報

を奮っている中にも関わらず、非常に多くの皆様にご協力を頂

街バル事業

きまして誠にありがとうございました。献血事業は毎年実施し
ており、毎回多くの皆様にご協力を頂いた上で成り立っており
ます。

来年度以降も引き続き実施していきたいと思いますのでよろ

しくお願いいたします。

令和3年
（2021年）
10月号

いるまお得にEatチケット
11月1日より開催!!

がんバルお店応援!!

今年度の街バル事業として、新型コロナウイルス感染拡大の長期化に

新 会 員 紹 介

行政書士無料相談会
日時：10月７日
（木） 10時00分〜 16時00分
場所：入間市役所市民ギャラリー
内

容

①許可・認可等の手続等に関する問い合わせ
例）建設業・宅建業・風俗営業・運送業・産業廃棄物処理業・
農地転用・開発行為・国籍問題 etc
例）会社の設立等・会計記帳・自動車の登録・車庫証明 etc

扇町屋 ピザ屋のチーズカフェ

飲食業
（パスタ・ピザ）

Bar Snack M

スナック

麺酒場 阿吽

ラーメン屋

入間金子訪問鍼灸マッサージ院

訪問マッサージサービスを
中心とした鍼灸マッサージ院

整体 楓

整体、
フェイシャルスキンケア
アドバイス

クリクリエーションズ

ウェブサイトの制作、運営

大野運送

軽貨物運送業

FORTUNA

キックボクシングジム

Yum-yum晩来食

飲食店

西武 Coﬀee-ate Veronica

喫茶店

市外 理容室 きわ

理容業、
雑貨製造販売

東金子

②法人設立・権利義務・事実証明に関する問い合わせ

主たる業種

東京通り 金子

（受付は15時30分まで）

支部 事業所名

③電子申請
藤沢

例）電子証明書の取得・電子入札・各種電子申請 etc

④暮らしの相談
例）相続・遺言・遺産分割協議書・
戸籍問題（離婚・養子縁組等）etc

問い合わせ：埼玉県行政書士会狭山支部
Tel：04-2968-8422

掲載希望者のみ

令和3年6月1日〜令和3年8月31日までの入会者

商工会事業予定
5日

11

月

月

10

初級簿記講座
（９/7〜開催中 11/2迄）
6日 日本政策金融公庫定例相談会
21日 定例税務相談会
27日 インボイス説明会

令和３年9月15日現在

1日〜 令和4年1月31日 いるまお得にEatチケット（開催）
10日 日本政策金融公庫定例相談会
15日
生活習慣病検診
16日
18日 定例税務相談会
26日 優良従業員表彰

より、特に売上減少等影響を受けている飲食事業者を支援することを目

的としたイベント「いるまお得にEatチケット」を開催いたします。今
回は、利用者の方々が分散して使用できるよう開催期間を長く設定いた
しました。
期

間

令和3年11月1日（月）〜令和4年1月31日（月）

内

容

25％プレミアム付きグルメチケット（食事券）の販売
チケットは、500円券が5枚綴りで2,500円分のものを
1セット2,000円で販売いたします。

いるま お得に
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令和3年

商工会費後期分口座振替のお知らせ

令和3年度商工会費後期分の口座振替の日程は次の通りです。ご指定の金融機関口座より
お引き落としさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

入間市商工会 会報

令和3年10月1日号

発行所
発行数

入間市商工会
2,500部

令和3年
11月24日
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外出自粛により足が遠のいていたお店に、
「また行きたいな」
「テイクアウトで応援しようかな」というキッカケとして市民の方々に使っ

ていただきたいと思います。会員事業所応援でぜひ皆様もご利用いただけたら幸いです。
参加店舗・購入方法の詳細については、別紙チラシをご覧ください。

!!
集
募

歳末大売り出し の参加店を 大

毎年恒例の「歳末大売り出し」を12月6日（月）〜12月
19日（日）に開催いたします。
今回は、はずれ無しでみんながスマイル！「歳末スマイ

ル大セール！」と銘打ち、全ての抽選参加者に、賞品が必
ず当たる「はずれ無し」の内容で実施いたします。また、
今年度も、密を避けるため大会場での抽選会は開催せず、

東武動物公園

その場で当選が確認できる方法で実施いたします。お客様
と一緒に大いに盛り上がり、新規顧客獲得につなげていた
だければと存じますので、是非ともご参加をお願いいたし
ます。
詳しくは別紙の参加店募集チラシをご覧ください。

した!!
ま
し
せ
お待た

レッサーパンダ

法人アトラクションパスセット
昨年好評につきすぐに完売となりました「東武動物公園」の法人アトラクション

です。
（プールや一部施設はご利用になれません）予定枚数に達し次第、販売終了
となりますのでご了承ください。詳しくは別紙をご覧ください。
有効期限
金

発行人 会長 関根栄一
発行日 令和3年10月1日

令和4年

〜1

テイクアウトやデリバリーでも
ご使用できます！

パスセットを、再度販売いたします。入場料＋アトラクション乗り放題のセット券

引き落とし日

開催期間

11 1

いら
っしゃ
い

額

令和3年10月1日から令和4年9月30日
1枚 2,000円 1事業所1回4枚までといたします。
（年度内2回まで）

販売
開始

新滑空水上コースターカワセミ
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コロナ関連最新情報

月次支援金
●給付要件

●給 付 額
●上 限 額
●対 象 月
●基 準 月

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
2019年又は2020年の基準月の売上 − 2021年の対象月の売上
中小法人等：上限20万円／月 個人事業者等：上限10万円／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
2019年又は2020年における対象月と同じ月

●申請期間

4月分／ 5月分／ 6月分／ 7月分：申請受付終了
8月分／ 10月31日まで（事前確認は10月26日まで）
9月分／ 11月30日まで（事前確認は11月25日まで）
●申請方法 オンライン申請

13期（7月12日〜8月31日要請分）※14期は10月1日以降申請開始予定

●支給要件 7月12日〜8月1日（緊急事態措置前）
◆原則として全ての期間において、要請に応じ、午後9時から翌日の午前5時までの間の営業を行わない
こと。（休業含む）
※通常時は午後9時以降まで営業をしていたこと。
◆終日、酒類の提供を自粛すること。ただし、次の条件①②を満たす場合は、午前11時〜午後8時まで
提供可。
①
「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店+（プラス）」について県の承認を受けている。
②4人以下又は同居家族（介助者を含む）のみのグループに限る。
8月2日〜8月31日（緊急事態措置期間）
◆酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等は休業すること。（酒類及びカラオケ設備の提供を取り止め
る場合を除く。）
◆上記以外の飲食店等は、営業時間を午前5時〜午後8時までに短縮すること。
●支 給 額 ①売上高方式：1店舗当たり172.5万円〜457.5万円（個人事業主・中小企業が選択可）
（前年又は前々年の1日当たりの売上高によって変動）
②売上高減少額方式：1店舗当たり最大1,020万円（個人事業主・中小企業・大企業が選択可）
●申請期間
●申請方式

2021年10月29日まで
オンライン申請又は郵送

埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金
●主な給付要件
◆埼玉県に本店・住所を有する中小法人等又は個人事業者等であること。
◆国の月次支援金の給付を受けていること。
●対 象 月

●給 付 額
●上 限 額
●給付回数
●申請期間
●申請方法

未来 3
（令和３年９月１５日現在）

埼玉県酒類販売事業者等協力支援金

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

埼玉県感染防止対策協力金

B
Biz N
News

◆埼玉県酒類販売事業者等協力支援金の受給者ではないこと（予定を含む）。
2021年4月、5月、6月のうち、飲食店の休業・時短営業又は
外出自粛等の影響を受けて、2019年又は2020年の同月比で、
売上が50%以上減少した月
対象月の売上減少額から国の月次支援金を控除した額
中小法人等：5万円／月
個人事業者等：2万5千円／月
1事業所につき1回限り（3か月分をまとめて給付）
※店舗単位、事業単位ではなく、事業者単位で給付します。
2021年7月26日〜10月15日まで
（7月・8月・9月分は9月下旬から申請開始予定）
オンライン申請又は郵送

●主な給付要件
◆埼玉県内に本店・住所を有する中小法人等又は個人事業者であること。
◆酒類販売事業者又は酒類製造事業者であること。
◆酒類の提供停止等を伴う時短営業要請等に応じた飲食店等との取引があることによる影響を受けていること。
◆埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金の受給者でないこと（予定を含む）
。
◆2021年4月、5月又は6月の月間売上が2019年又は2020年の同月と比較して30%以上減少している
こと。また、売上が50%以上減少している月に関しては、国の月次支援金を受給していること。
●対 象 月 2021年4月、5月、6月のうち、酒類の提供停止等を伴う時短営業要請等に応じた飲食店等との直接・間
接の取引による影響を受けて、2019年又は2020年の同月比で売上が30%以上減少した月
●給 付 額 対象月の売上減少額から国の月次支援金を控除した額
●上 限 額 売上減少率によって、中小法人等：10万円／月〜40万円／月（特別枠30万円含む）、個人事業者：5万円
／月〜20万円／月（特別枠15万円含む） ※特別枠：売上減率70%以上の場合の増額分
●給付回数 1事業者につき1回限り（4、5、6月分まとめて給付） ※店舗単位、事業単位ではなく、事業者単位で給付します。
●申請期間 2021年8月19日〜2021年11月15日
●申請方法 オンライン申請又は郵送

小規模事業者持続化補助金
●概

要

●補 助 率
●上 限 額
●対 象 者
●対象事業
●対象経費
●公募期間
●申請方法

<低感染リスク型ビジネス枠>

コロナ対策として顧客や従業員との接触機会を今よりも減らすため、
新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入を行う小規模事業者を支援する。
3／4
100万円
商業・サービス業：常時使用する従業員の数 5人以下
宿泊業・娯楽業・製造業その他：常時使用する従業員の数 20人以下
新たなサービス・生産プロセスの導入等に取り組み、感染拡大防止と事業継続を
両立させるための投資を行う事業
機械装置等費、広報費、委託費、外注費等
第4回：2021年11月10日、第5回：2022年1月12日、第6回2022年3月9日
オンライン申請
詳細・ご不明点等は当会までお問い合わせください。

こんなお悩みはございませんか？

事業承継個別相談会のご案内

無料

「子供や従業員に後を継いでもらいたいが、どんな方法で、どんなタイミン
グで事業を引き継いだら良いかわからない」「親族にも従業員にも後を継い
でもらえる候補者がいない」
「会社やお店を他の企業に譲渡したいが、相手
探しや契約などの方法がわからない」など、多くの中小零細企業にとって、
このような事業承継問題が大きな課題となっております。
当会ではこのようなお悩みに対し、公的機関である「埼玉県事業承継・
引継ぎ支援センター」と連携した「事業承継個別相談会」を開催し、ご相
談に応じてまいります。
日

方
会
料
申

時 初回 令和3年11月10日（水）
13：00〜14：30、14：30〜16：00（1日2事業所まで）
以降 毎月第2水曜日
※予約が無かった場合、その回の開催はありません。
法 1事業所ごとの個別面談になります。
場 商工会会議室
金 無料
込 3営業日前までにお電話にてお申込みください。
（完全予約制）

「まだまだ元気だから!」などと先送りせず、ぜひ一度ご相談してみてはいか
がでしょうか。詳しくは入間市商工会事務局までお問い合わせください。

最低賃金について
埼玉県の最低賃金は
令和3年10月1日より、

時間額

956円
埼玉県内の事業場で働く全ての
労働者に適用されます。

