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4日 初級簿記講座（9/13～開催中 11/8迄）
5日 日本政策金融公庫定例相談会
20日 定例税務相談会
22日 入間万燈まつり

2日 日本政策金融公庫定例相談会
4日 インボイス制度説明会
13日 青年部日帰り研修
14日 生活習慣病健診
15日 生活習慣病健診
17日 定例税務相談会
22日 優良従業員表彰

10
月

11
月

商工会事業予定 令和4年9月15日現在
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掲載希望者のみ　令和4年7月1日～令和4年8月31日までの入会者
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アイル 暮らしの保健室 入間 居宅介護支援事業　他
KM EXPRESS 運送業、ハウスクリーニング
フルハシEPO（株） 産業廃棄物（木くず）の処分業
 木質チップ製造
テクサポ 産業廃棄物収集運搬
（株）岩渕管工 給排水工事
（有）キノサン 電子部品の販売
保護猫カフェ　にゃんこ基地 譲渡型保護猫カフェ
（株）オーケーラパン 電機部品の梱包　入出庫管理
（有）経塚興業 水道工事
荻だこ 飲食業、たこ焼
Me Life Care合同会社 介護保険による福祉用具貸与、ネイル

大募集
!!歳末大売り出しの

　　　  参加店を
　毎年恒例の「歳末大売出し」を12月12日（月）～12月25日（日）に開催いたします。
　昨年同様密を避けるため大会場での抽選会を開催せず、ハズレなしのくじで実施いたし
ます。お客様と一緒に大いに盛り上がり、売上の増加、新規顧客獲得につなげていければ
と存じますので、是非ともご参加をお願いいたします。尚、参加料は今年度も例年の半額
といたします。
　詳しくは別紙の参加店募集チラシをご覧ください。

令和5年2
月に開催決

定!!

街バル事業「スマホでEat   」
　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や原材料高騰により、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「スマホでEat（仮）」を開催いたします。今年度は、
DX推進も兼ねてQRコード決済を利用したプレミアム付き食事券の販売を計画しています。開催期間は
令和5年2月を予定しております。参加店募集については、後日お知らせいたします。

生活習慣病健診を実施します
　労働安全衛生法では事業主が労働者に対して年に1回
健康診断を実施するよう義務付けられています。
　この機会の受診をおすすめいたします！

インボイス制度説明会を実施いたします！
　令和5年10月1日からインボイス制度が本格的に開始されます。
　令和3年10月1日から登録事業者の受付を開始しておりますが、制度がよくわからない、登録を
した方がいいのかなど問い合わせが非常に多いのが現状となっています。
　そこで、令和4年11月4日（金）商工会にてインボイス制度説明会を実施いたします。
　詳しくは同封の別紙をご確認ください。

児童の車内放置事件に係る未然防止について埼玉県警察からのお願い

　平素は、警察行政各般にわたり御理解と御協力を賜り感
謝申し上げます。
　この度のご依頼にかかる児童の車内放置事案につきまし
ては、例年気温が高くなるこの時期に発生した場合は重大
な結果を招くことが多い事案であり、すでに本年も各都道
府県において同種同事案が複数発生しております。
　特に本年は、各地で気温35度を超える猛暑日が続いて

おり、このような気象条件下においては、短時間の放置で
あっても児童の命に危険が及ぶ可能性が高く、児童の安全
確保をするためには早期発見による未然防止が必要です。
　命が失われることを未然に防止するため、
駐車場の巡回等を介して同種事案を発見
の際は、速やかに110番通報をしていただ
きます様、御協力をお願い申し上げます。

令和4年度優良従業員表彰
開催のご案内

　入間市商工会全会員様を対象として、優良従業員表彰
を実施します。商工会の会員企業でしたらどの業種の方で
も推薦の応募ができます。多くの方にご参加いただきたいと
思います。対象者の推薦を是非宜しくお願いいたします。

　令和4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。

商工会費後期分口座振替のお知らせ 引き落とし日
令和4年

11月24日木

販 売 額 1セット（冊）10,000円
利用可能額 ①電子券…1セット13,500円（プレミアム分3,000円＋エコ協力金500円）
 ②紙　券…1冊13,000円（プレミアム分3,000円）
利 用 期 間 令和4年10月1日（土）から令和5年1月31日（火）まで
加 盟 条 件 入間市内の店舗に限り、電子券・紙券の両方への対応必須
申 込 方 法 申込専用フォームから登録または申込書兼誓約書を下記FAX先へ送付（商工会HPにリンク有）
問 合 せ 先 入間市プレミアム付電子商品券事務局コールセンター　TEL：0570-016-006  FAX：049-241-3492
商品券発行者 入間市

　10月1日（土）から利用可能な「いるまeスマイルチケットプレミアム付電子商品券」の取扱加盟店を
募集しています。登録期間は令和4年12月27日（火）までとなっていますが、まだまだ募集していますので是非ご加盟ください。
※冊子版の取扱店舗一覧への掲載は9月2日加盟登録申込分までとなります。それ以降に申込まれた店舗は、専用HP上で定期的
に更新されます。

西武

藤
沢

東藤沢

12月12日月

～

12月25日日
開催決定

※ご不明な点はコールセンターまでご連絡いただきます様お願いいたします。

発行総額
6億9,275万円

（プレミアム分含）
登録料・換金手数料無料

健 診 日 11月14日（月）・15日（火）
受付時間 各日 午前8時30分・9時・9時30分・10時
 （各時間10名）
対 象 者 会員様ご本人、ご家族、従業員様
定　　員 各日40名（定員になり次第締切）
健診会場 入間市商工会　大研修室
健診費用 13,800円（税込）

詳細は別紙にてご確認ください！ 詳細は別紙にてご確認ください。

表彰の種類
永年勤続表彰　優良従業員表彰

（仮）

大募集
!!いるまeスマイルチケット

　　　　　取扱加盟店 見本

見本

QR
コード
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最低賃金について
　商工貯蓄共済・商工医療共済は、新型コロナウイルス感染症も保障され
ます！！　入院を伴わない宿泊施設療養や自宅療養も保障の対象です。

※請求時に療養証明書が必要になります。

加入のご検討、および共済金等の請求に関する詳細は
入間市商工会までお問い合わせください。TEL：04-2964-1212

入間創業塾を開催しました！

商工貯蓄共済・商工医療共済のご案内
埼玉県の最低賃金は
令和4年10月1日より、

埼玉県内の事業場で働く全ての
労働者に適用されます。

（特定の産業については「特定
最低賃金」が設定されています）

時間額

987円
例えば…

新滑空水上コースターカワセミレッサーパンダ

青年部税務研修を開催しました。
　令和4年9月2日（金）入間市商工会にて青年部税務研
修が行われました。
　昨年度から青年部員内で税務についての知識を深めた
いとの意見があり、開催を予定しておりましたが、新型
コロナウイルス感染症の影響により延期となっていまし
た税務研修がこの度開催されました。
　税理士の渡邊一成先生をお招きし、法人税や消費税、
所得や控除などの基本をわか
りやすく説明いただき、経営
者にとって必要な知識を理解
することができたと思いま
す。今後も部員のためとなる
ような研修を検討し行ってい
きたいと思います。

　入間市商工会では創業を目指す方、創業間もない方のために毎年「入間
創業塾」を開講しており、本年度においても7月2日（土）～7月30日（土）
の全6回で開催されました。中小企業診断士や税理士、金融機関等、そ
れぞれの道のプロの方々をお招きした上で創業計画書作成やマーケ
ティング、創業融資や税務上の基礎知識等、幅広く学ぶことができま
した。また受講生同士の横のつながりができるなど、良い機会となっ
たかと思います。入間市商工会では毎年このような形で創業塾を開
催しており、来年度以降も継続して実施していきたいと思います。
　入間市商工会では引き続き創業をご検討されている方、及び創業
間もない方等の相談にも積極的に対応しております。これから事業を
始めたいけど、どのような手続きをすればよいか分からない、開業資金
調達方法等について知りたいなど創業に関するご不明点等がございました
ら、まずは商工会までお問い合わせください。

「経営革新計画」承認制度のご案内
　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。

青年部・女性部献血事業を開催しました。
　7月21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
威を奮っている中にも関わらず、96名
の方が献血にご協力をいただきました。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いただいた上
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。

東京ディズニーリゾートのパークチケットの購入
パークチケット料金から500円を差し引いた料金で
ご購入いただけます。
※「東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイト」で新規のパー
クチケット購入時のみにご利用いただけます（日付変更、券種変更時に
はご利用いただけません）。

ディズニーホテルでの宿泊
宿泊料金から500円を差し引いた料金でご精算い
ただけます。
●配布枚数：1事業所 年間4枚まで　●有効期限：令和5年3月31日まで
※利用券1枚につき1回のみご利用いただけます。

東京ディズニーリゾート特別利用券　　　　  も引き続き無料配布中！！コーポレート
プログラム利用券（　　　　　　　　 ）

パークチケット料金もしくはホテル代が500円割引できます

※東武スーパープール・特別催事・コイン
マシーンはご利用になれません。

　商工貯蓄共済は貯蓄をしながら保障も受けられる一石二鳥の共済、商工医療共済
は手術や入院など手厚い医療保障が魅力の共済です。この機会にぜひご検討ください！

東武動物公園の法人アトラクションパスセット券!!

アトラクションパスセット：
大人　 5,100円
中人　 4,800円
小人　 3,800円
シニア 3,800円

それぞれ
1枚

2,000円！

入園料
＋

アトラクション乗り放題
のセット券

商工貯蓄共済加入者の場合
新型コロナウイルスに感染し

自宅療養した

5日以上の療養で入院見舞金が
受け取れます

商工医療共済加入者の場合
新型コロナウイルスに感染し

自宅療養した

5日以上の療養で病気入院共済金が
受け取れます

※コロナ以外の病気入院やケガも保障します。

有効期限が令和5年9月30日までのものを新たに販売します！

販売枚数：1事業所1回4枚まで（令和4年度中 2回まで購入できます。）

東京ディズニーリゾートでは、令和4年10月11日（火）～令和5年3月12日（日）の期間、ウォークラリーなどのイベントを実施予定。この機会にご活用ください！

挑戦する企業を応援します！ 無料

承認を受けるメリット

●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（経
営革新デジタル活用支援事業補助金など）

●補助金等の審査において加点対象となる場
合がある（ものづくり補助金など）

商工会会員様の特典

　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！
　詳しくは入間市商工会までお問い
合わせください。

MERIT 1

MERIT 2

MERIT 3

小規模事業者持続化補助金締切迫る！

※公募日程は予定であり、変更となる場合がございます。

　小規模事業者持続化補助金の締切が来年2月まで（予定）となっております。
　持続化補助金とは、事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う、
販路開拓や生産性向上の取組みを支援する制度です。
　例えば、チラシ作成、WEBや看板製作などを行い販路開拓・顧客開拓を行う事や、新しい設備の導入や店舗
の改装、新商品や新サービスの開発などが対象となっております。
　ご検討されている事業者様は、商工会までお問い合わせください。

対 象 者 小規模事業者※であること
※商業・サービス業は常時使用する従業員数が5名以下、工業・建設業は20名以下

対 象 経 費 広報費などの経費で、補助率2/3
補 助 額 50万円～200万円
今後の予定 第10回　2022年12月上旬（予定）
 第11回　2023年 2月上旬（最終受付予定）


