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新型コロナウイルス感染症に関連する給付金一覧
給 付 額

法人は200万円以内、個人事業者は100万円以内

算出方法

前年の総売上（事業収入）−（前年同月比▲50％月の売上×12カ月）

申請期間

5/1〜Ｒ3／1／15

対

2020年1月〜12月の売上が前年同月比で50％以上減少している事業者

問合せ先

コールセンター

☎0120-115-570

10万円

対

5/12〜5/31までの間に8割（16日以上）休業した県内の中小企業又は

問合せ先

中小企業等支援相談窓口

6/1〜7/17

☎0570-000-678/048-830-8291

＊申請等詳しくは、右記ＱＲコード参照

加須市がんばる事業所応援支援給付金
給 付 額

10万円

対

市内の中小企業・個人事業主で、3月〜8月までの売上高が昨年の同月と比

象

申請期間

6／8〜11／2

較して 30％以上50％未満減少している事業所
＊持続化給付金の支給を受けている事業所は対象外
問合せ先

☎0480-73-1111（代表）

加須市がんばる事業所応援給付金相談窓口

＊申請等詳しくは、右記ＱＲコード参照

家賃支援給付金
給 付 額

法人月額最大100万円

対

5月〜12月の間で、①1か月の売上高が前年同月比で50%以上減少

象

ろ、過半数の同意をいただきました。

たことをご報告いたします。

支 援 額

個人事業主

拡大している状況を鑑み、総代の皆様に書面による決議の行使をお諮りしたとこ

また、青年部総会並びに女性部総会においても書面決議において可決承認され

埼玉県中小企業・個人事業主 追加 支援金
象

第9回総代会を5月20日に予定しておりましたが、新型コロナウイルスの感染が

よって、本年度の総代会は書面決議にて全ての議案が可決承認されました。

＊申請等詳しくは、右記ＱＲコード参照

申請期間

個人月額最大50万円とし6ヶ月分

給付率

2/3

②連続する3か月の売上高が前年同月比で30%以上減少した事業者
＊申請方法等詳しくは、６月下旬以降を予定
新型コロナウイルスの影響を受けている事業所の皆様に向けて借入・助成金・補助金・
給付金など様々な支援策が用意されています。制度の内容等ご不明な点等がありまし
たら、お気軽に商工会までご連絡下さい

一日わずかな時間の記入でＯＫ！ 右記手数料をご覧下さい

【新規会員紹介】
事

経理サポートサービスを行っています。

青色申告書・所得税申告書・消費税計算書 対応

防犯対策の強化をお願いします。
◆県内では、飲食店や商店の出入口ドアを破壊、侵入し現金等が盗まれる被害が
多発しています。
◆深夜から未明にかけて、被害が多発しています。
◆営業時間の短縮等に取り組む店舗を狙った窃盗事案の発生が懸念されますので、
防犯対策をお願いします。
侵入の方法〜 ガラスを割る、ドアを破壊するなど

防犯を
強化するには

○店舗内に現金や貴重品を残しておかない
○窓ガラスには防犯フィルムや補助錠を使用する
○防犯カメラやセンサーライトを取り付ける
防犯対策を多く取り入れて被害を未然に防ぎましょう。

所

名

代表者名

㈱エクシオ
松本建設
からん
平井電業
Fun Factory English School
㈱ナラ防災
㈱ ORIGIN
㈲アルファー
Sweet8
㈲コバルト精密
㈱北関東曲加工センター
㈲光環境
赤帽氏原運送
Blue Rose
彩の国動物愛護推進員
プロセスレーシング

令和2年3月17日〜令和2年5月31日

利根川清隆
国分 鉄也
池澤 宏之
神藤 文彦
飯塚
雅
中里 廣司
堀口雄一朗
大宮 賢一
浅野 真一
緑川たかし
佐藤 正弘
松本
進
増田 憲司
平井 和仁
杉尾 真美
奈ラ原純子
福田 慎次
内山 貴光
山賀 洋子
田口 泰潤
松本 英人
平山 光宏
氏原 裕幸
萩原加寿代
丸山 友章
蘇武 喜和

地区

多門寺
久下
川口
旗井
花崎北
北小浜
志多見
向川岸町
久喜市
花崎
北辻
阿良川
向川岸町
花崎
下高柳
愛宕
志多見
南町
礼羽
内田ケ谷
正能
下種足
鴻茎
騎西
旗井
旗井

記帳関係手数料変更について
記帳関係手数料が以下の通り変わりました。
区 分
記帳代行
※
記帳機械化

簡単 経済的
安心 信用
迅速

正確に経営管理をしていただくため、
記帳から決算まで一貫した継続指導を行います。

業

利根川興業
国分仮設工業
串揚げ 季恵
カントウ電工
Tialash
㈱ B&J
㈱堀口事務所
㈱プロト・デザインハウス
Acompany

商工会では、小規模事業者の記帳事務の省力化、経営指標の把握、
的確な経営支援を目的に商工会ネットワークシステムを活用した

蓮の花

第９回加須市商工会通常総代会の
書面による決議について

持続化給付金

象

令和2年7月1日

決算指導

金

※消費税込み
額

①基本額
②伝票枚数区分割額
イ 月平均
６０件以内
ロ 月平均
６１〜１２０件
ハ 月平均 １２１件以上
③消費税申告区分割額
イ 簡易課税事業者
ロ 本則課税事業者
決算・準確定
農業決算

５，
５００円/月
４，
４００円/月
５，
５００円/年
１１，
０００円/年
１５，
４００円/年
１３，
２００円/年
１８，
７００円/年
５，
５００円/年

※記帳機械化手数料について
①基本額×１２ヶ月＋②伝票枚数区分割額＋③消費税申告区分割額（消費税課税事業者）

業種

足場
仮設工事
和食
電気工事業
まつ毛エクステンション
衣類小売
不動産鑑定業
不動産管理業
車両クリーニング
歌手
店舗運営
大工
飲食業
電気工事
英会話教室
消防設備・電気工事
訪問看護
経営コンサルタント
ネットショップ
金属加工・販売
サッシ・ドア製造
浄化槽保守
軽貨物運送業
フラワーデザイナー
動物愛護推進
レーシングスクール

商工会費上期分
口座振替のお知らせ
振替日 7月28日㈫
商工会費上期分を上記
の通り、引き落としさせ
て頂きます。前日までに
口座残高のご確認をお願
い致します。
また、振込等を希望さ
れた方は、7月31日(金)
までに指定口座へお振り
込み、又は、加須市商工
会本所・支所迄ご持参下
さいますよう、よろしく
お願い致します。
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「ＰＲに関する誤解と戦略ＰＲ３つのポイント」

令和2年7月1日

加須市の飲食店を応援しよう！
かぞエール飯事業実施中

「いい商品ができたのに売れない」という悩みってありませんか？
これは、PRの相談で最も多い悩みベスト３のトップです。この相談を受けた時、
質問するのは次の３点。
「誰にとっていい商品？」「何と比べていい商品？」「どのようにいい商品？」
ということ。この質問に迷いなく返答できる場合は、それほど心配ありません。
しかし、質問されて困る場合、商品そのものに課題があることが多いのです。
何故こんなことが起きてしまうのかを考えると、解決の道が見えてきます。そ
の原因はPRに関する誤解があるからです。PR＝情報発信と考える人は多いでし
ょう。しかし、それではPRの半分の意味しか表しません。PRとはパブリックリ
レーションズの略で、公との関係を如何に構築するかに本質があります。そして
関係構築には、相手の声に耳を傾けることが最大の鍵。相手の期待に応え、期待

市内の絆サポート券取扱いの飲食店で、500円以上の飲食、または、購入して、
10店舗分（重複可）のスタンプを集めて応募しよう！

先着2,000名様に、
「絆サポート券 5,000円分」プレゼント！
実施期間：6月10日㈬〜9月30日㈬
◆参加方法◆
①対象店舗にて、500円以上の飲食または商品を購入し（テイクアウト・デリ
バリー含む）、応募申込票にスタンプを押印してもらう
②スタンプを10個集める（同店重複可）
③応募申込票に必要事項を記入し、加須市役所観光振興課へ郵送する
※応募申込票は、イベント参加店に設置してあります。

を上回る商品を作る。それが熱烈なファンを生み、クチコミとなって広がってい
くのです。

◆対象店舗◆
絆サポート券を取扱う飲食店舗
（但し、コンビニエンスストア、スーパーを除く）

小さな会社では広告予算も人手も足りません。限りある資源
で最大のPR効果を発揮するには、戦略PRという発想がもう一つ
の鍵になります。戦略PRとは【マスコミ】×【クチコミ】×

事業中止のお知らせ

【お墨付き】。お墨付きとはデータの裏づけや影響力ある芸能
人など第三者による評価です。この３つが重なった時に初めて、
短期間で効果的なPRが実現できるのです。まずは是非、よろず
支援拠点にご相談ください。

埼玉県よろず支援拠点
コーディネーター

齊藤 哲也

小規模事業者持続化補助金採択事業所
事業所名：かめや酒店(騎西)
業種：酒小売店【地酒・他地域の日本酒】
TEL 0480-73-0073
補助事業名：日本酒愛あふれる「かめや」ここにあり！
酒小売店の売上復活事業
以前より、看板のデザイン・大きさ等
についてお客様からの声も頂戴してお
り、作り直したいと考えていた折、商工会
から持続化補助金のお話が。初めて挑戦
する補助金申請でしたが、経営指導員の
方にご協力いただきながら、看板新調に
よる効果を考え、計画を立てて、採択に
至りました。
当店の隣に、妻が新たに経営する深層リンパマッサージ
サ ロ ン『 n i t e（ ニ テ ）l y m p h a t i c s a l o n
<https://nite-salon.com/>』もオープン予定だったため、
『新たな気持ちで頑張ってい
こう』という弾みになりました。
今後も、夫婦で力を合わせて
商売に励んでまいります。
今後ともよろしくお願いいた
します。

夏に開催を予定しておりました加須どんとこい祭り、騎西夏まつり、商工会
サマーフェスタ2020、おおとね商工夏まつり2020、第14回まちなか賑わ
いフェスイティバルはコロナウイルスの影響で中止となりました。

おじゃましました
事業所名：㈲黒田自動車商会
くるまのくろだ（大越）
TEL 0480-68-4554
大越の㈲黒田自動車商会さんは、先々代が事業を興して
67年、時代の流れとともに自転車からバイク、自動車と移
行し、現在は自動車の販売、整備、保険が中心です。SUZUKI
の代理店として地域に根ざし、グーネットでの中古車販売
にも力を入れ、幅広く事業展開しています。
整備工場とは別に展示場を構え、パソコンの大きなモニ
ターで見る商品は、車種やカラー、機能など実際に見ている
ようにとても分かりやすく、自分好みの車を選ぶのをアシ
ストしてくれます。
また最近は高齢化社会に伴い、ドライバーの安全面も注
目されているので、65歳以上の方を対象に安全運転サポー
ト車の購入を支援するサポカー補助金対象車をお勧めして
います。

事業所名：からあげ番長(騎西)
TEL 0480-31-6766
「友人達から美味しいと評判だった
唐揚げを皆様に味わってもらいたい」
と、東日本大震災直後の2011年5月に
持ち帰りの唐揚げ専門店をオープン。
当店自慢のとり唐は、スジや脂を取
り除くなど丁寧な下処理が美味しさ
の秘訣。
しょうゆ、塩、ガーリック、カレー、
甘だれ醤油 の５つの味があるから、少しずつ買って、食べ
比べてみるのも楽しいですね。
また、肉の旨味とご飯の相性抜群の肉いなりも人気です。
味付けご飯を豚肉で巻いて揚げてあり、手軽に食べられる
ひと品となっています。
注文を受けてから揚げるの
で、予約がおススメ。予約時間
に揚げ上がるように作ってく
れるので柔らかくてジューシ
ーな唐揚げを家まで冷めずに
持って帰れます。
ぜひ、ご賞味ください。

おじゃましました

市内飲食店応援する
２つのサイトのご案内

事業所名：サンキューミルク宅配センター（柳生）
TEL 0280-33-6177

人事のお知らせ

金井 宏 事務局長︵退職︶
皆様の温かいご支援により︑加須市商工
会での勤務を全うすることができました︒
これまでのご厚 情に深く感 謝 申し上 げま
す︒十年間本当にありがとうございました︒

齋藤仁一 事務局長︵就任︶
この度︑
７月１日付で事務局長を拝命い
たしました︒微力ではございますが誠心誠
意職務に精励する所存でございますので︑
ご指 導ご鞭 撻の程よろしくお願い申し上
げます︒

本所勤務
高橋完次︵経営指導員兼経営支援課長︶
金井 渉︵経営指導員︶
本所・大利根支所兼務
大澤秀行︵経営指導員兼課長︶
北川辺支所勤務
清水直宏︵経営指導員︶

よろしくお願いいたします︒

昨年4月にオープンしたのが牛乳宅配の「サンキューミル
ク宅配センター」です。取り扱っている商品はスーパーやコ
ンビニなどでは売っていない宅配専用のビン牛乳。ビンで
飲む牛乳のおいしさは格別ですよね。他にもさまざまな乳
飲料・ヨーグルト・健康サポート飲料など、明治の特約店だ
からできる品ぞろえ。商品は明治の工場から直接お客様の
ご自宅にお届けしています。新鮮でしかもチルド配達だか
ら冷たいまま商品が手元に。無理なく続けられる宅配牛乳
は、商品だけでなく健康になるための「習慣」もお届けして
います。
外出しにくい今、家にいるだけで届く宅配サービスを利
用してみてはいかがでしょうか。この記事を見たと言って
申込をしていただくと初回1週間が無料になります（※契約
6ヶ月以上の方）。

事業所名：エミネンスプラクティック整体やぐち
（弥兵衛）
TEL 0480-72-8844
今、話題の最新機器『メタトロン』を導入している整体や
ぐちさんにお邪魔しました。
皆さんは、メタトロンをご存じですか？人間の身体の臓
器や細胞には、それぞれ固有の周波数があり、メタトロンで
測定することにより、身体の乱れている部分を可視化でき
る画期的な測定機器です。可視化により、患者さんに対して
より納得度の高い施術ができるようになりました。さらに、
「体と相性の良い食事」
「ヒーリング効果のある飲物」などの、
付加価値の高い提案もされています。メタトロンを県内で
導入している整体院は、まだごく僅かですので、是非一度、
メタトロン測定を受けてみてはいかがでしょうか。
総檜張りの落ち着いた雰囲気の院内で
お話しをしてくれた院長の谷口さんは、
とても気さくな人柄なので、今までどこ
に行っても改善しない痛みや症状で悩ん
でいる方は、気軽に谷口院長に相談して
みてください。確かな技術で痛みの症状
の根本原因から解消し、あなたを最高の
笑顔にしてくれることと思います。

