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『一日公庫』in 稲敷市商工会のご案内

日本政策金融公庫
国民生活事業による

開催日 令和元年 11 月 27 日
（水）
※予約制
（１事業所 30 分程度）
時 間 午前 10 時から午後３時
（２階会議室）
場 所 稲敷市商工会
この度、稲敷市商工会では日本政策金融公庫と連携し、上記の日程で『一
日公庫』を開催いたします。
『一日公庫』では、公庫の融資担当者が、融資の
御相談、お申し込みを頂いたお客様と面談いたします。

こんなご要望はありませんか？

「一日公庫」はこんなにお得！
●日本政策金融公庫まで足を運ばなくても、当商工
会で融資担当者との面談が可能です。
●経営指導員が待機しているので、安心して面談を
お受けいただけます。
●融資の審査結果は、事前に決算書等の資料を提出
していただければ、その日にご連絡するよう努め
ます。

●従業員へ冬のボーナスを出してあげたいので、資金を準備したい。

※面談の内容等により
審査結果のご連絡が
後日となることもあ
ります。

●設備が老朽化したので、新しいものに買い替えたい。など、さまざまなご要

●ご相談や融資制度のお問い

●円高の影響で、売り上げが落ち込んでいたが、冬に向けて忙しくなりそう
なので、仕入資金を手当てしたい。

望に、
「一日公庫」をご活用いただけます。

合わせも可能です。

※お申し込み・ご相談を希望される方は、お電話にてご連絡ください。お待ちしております！※予約制

【伴走型小規模事業者支援推進事業】

令和元年度

経営計画作成個別相談会

開催中
個別支援
期

間

持続化補助金申請に役立つ
講師 遠藤 陽介 氏 （中小企業診断士）

会場 稲敷市商工会館（稲敷市江戸崎甲548-3）
◆対象…商工会員（※小規模事業者）
◆受講料…無料

10 月中旬〜2 月中旬
9：30〜16：30 の間で、個別時間割
を組み実施中

※個別支援の実施日時は、事業所ごとに後日調整いたします。

内

容

・経営計画書、事業計画書等作成支援
・持続化補助金申請書類作成支援

稲敷市商工会

◆担当【石田】

この相談会は、自社の経営分析
を通して、経営における強み・弱
みを把握し、経営計画書・事業計
画書を作成、販路開拓・売上向上
を目指す内容となっております。
さらに持続的発展に向け、「小

規模事業者持続化補助金（限度額
50 万円補助金）」申請書作成を
支援いたします。

小規模事業者とは・・・
常時使用する従業員数が以下の
通りの事業所です。
◎卸売業・小売業・サービス業
･･･5人以下
◎サービス業
うち宿泊・娯楽業･･･20人以下
◎製造業・建設業その他
･･･20人以下

（担当：古川・石田・黒羽）

〒300-0504 稲敷市江戸崎甲548-3 Tel.029-892-2603 Fax.029-892-4964
ホームページ http://www.inashiki.or.jp/ メール mail@inashiki.or.jp
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稲敷市商工会
チャリティーゴルフ大会

月 日︵木︶に江戸崎カント
令和元年 月２日︵土︶︑稲敷
リー倶楽部において 名の参加で 市新利根総合運動公園多目的広場
開催されました︒当日は︑天候に恵 をイベント会場にて第 回稲敷市
まれハイスコアが続出する ホー 文化祭が開催されました︒商工会
ルとなりました︒その激戦の中︑上 では市内事業者及び女性部・青年
位 入 賞 さ れ た 方 は 次 の 通 り で す︒ 部の協力を得て︑模擬店の出店を
おめでとうございます︒
行いました︒
優勝▼貝塚利浩様︑準優勝▼名
商工会コーナーではガラポン抽
嶋亜由子様︑３位▼大塚道広様︑ベ 選会を実施︑豪華景品をそろえ大
スグロ▼塚本光二様︒
変賑わいました︒
尚︑チャリティー金︵７万５００円︶
また︑工業部会では部会ＰＲを
兼ねて︑部会の役員自ら参加され

は︑稲 敷 市 社 会 福 祉 協 議 会に寄 付
されました︒
皆様からの温かいご支援︑誠に
ありがとうございました︒
当コンペは︑次年度も開催予定
です︒是非︑会員事業所の福利厚生
の場としてご活用ください︒

左から〜髙須会長代行・筧市長・名嶋様
貝塚様・阿掛実行委員長・内藤副実行委員長
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青 年 部

稲敷市文化祭（新利根総合運動公園多目的広場）

第15回稲敷市文化祭に出店しました

今年もお天気に恵まれ、11 月
２日（土）の模擬店に出店しまし
た！
毎年恒例大人気 !! のあったかほ
くほくじゃがバター他、団子・赤
飯・饅頭・寿司・弁当・唐辛子・
すりごま・飲み物他、
「30 食限定
カレー」も販売を致しました。い
ずれも好評のため完売です !!
特にじゃがバターは、すぐに列
になり売り切れ後でも買いに来
て下さるお客様が残念がって帰
られるほどの盛況ぶりでした !!

令和元年 11 月２日（土）に行われた
『第 15 回稲敷市文化祭』
に
於いて
『稲敷市商工会青年部によるホットドッグ』
を販売しました。
青年部として初めての試みでしたが、おかげさまで予定食数がほ
ぼ完売となりました。
お買い上げいただきました皆様ありがとうございました！
「幻の焼きそば」に
続く青年部の新たな
名物を今後も企画し
ていきたいと思いま
す。お楽しみに！

【今後の事業】
◆11 月 25 日（月）水戸市「ザ・ヒロサワ・シティ会館」
茨城県商工会女性部連合会主催
「茨城レディースいきいき物産展 2019」
◆来年 1 月開催予定

女性部員募集！

稲敷市商工会女性部事業「新春親睦会」
仲間の輪を広げて稲敷市を盛り上げませんか？？
業種が違う方とも交流がもてますよ！！

●資格①商工会の会員もしくはその配偶者または会員の親族で事業に従事し
ている方②年齢制限なし●年会費／3,000円

富士フィルムシニアチャンピオンシップに出店しました
令和元年 11 月７日（木）〜９日 ( 土 )、
江戸崎カントリー倶楽部で開催された「富
士フィルムシニアチャンピオンシップ」に
於いて『稲敷市商工会青年部による幻の焼
きそば』を販売しました。
３日間という長丁場でしたが、青年部持
ち前のチームワークで乗り切ることがで
きました。今年度の青年部出店の全過程が
これにて終了しました。
お買い上げいただきました皆様、今年も
ありがとうございました！またのご来店
をお待ちしております！！

青年部員 稲敷市商工会青年部では経営者、後継者としての資質向上を目的
とした様々な事業や地域貢献事業などを実施しております。また、
募集！ 地域事業者との仲間づくりの場として是非ご活用下さい。

＜主な事業＞○INASHIKIカップリングパーティー事業（地域貢献事
業）○稲敷BASSトーナメント（観光事業）○チューリップ祭りへの
協力 ○いなしき夏まつり花火大会への協力 ○野球大会（親 睦 事 業 ）
○ゴルフ大会（親睦事業）
●資格①商工会の会員で４5歳までの経営者・後継者・従業員②青年部活動
に賛同いただける方●年会費／8,000円（初年度は無料です）
●お問い合わせ／稲敷市商工会／担当：大熊まで
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稲敷市食品衛生協会からのお知らせ

〜年末合同巡回指導を実施します〜

稲敷市食品衛生協会では、冬季に多発する食中毒を未然に防止し、地域住民の健康を保護する観点
から、竜ヶ崎保健所のご指導のもと、食品営業施設の巡回指導を実施致します。

●稲敷市全域

令和元年 11 月 25 日（月）14：00〜16：00

※時間の都合で全営業施設を巡回することは出来ませんのでご了承ください。

《巡回指導重点目標》①検便の実施・井戸水の水質検査の実施（全店舗対象）

②ＨＡＣＣＰ
（ハサップ）の考え方に基づく衛生管理の実施。
（飲食店・製造業対象）
③食肉は十分加熱して提供しよう
（飲食店《焼肉、焼鳥、居酒屋等》
・食肉販売業のうち生肉を扱っているところ対象）

専従者・従業員のいる方へ

年末調整事務個別相談会のご案内

７月から12月までの間に支払った給与等から徴収した源泉所得税の納付期限は翌年１月20日にな
ります。（「納期の特例」の承認を受けている者）つきましては、源泉所得税納付にかかる年末調整
事務の相談会を下記の通り実施いたしますのでご利用ください。
●開催期間／令和２年１月 6 日（月）〜 17 日（金）※但し、土曜日・日曜日・祝日を除く
●時
間／午前 10 時 〜 午後４時
●開催場所／稲敷市商工会 電話／０２９−８９２−２６０３

《ご持参いただくもの》

【１】専従者及び従業員等への給与・賞与の支払額がわかるもの 【４】国民健康保険・介護保険・国民年金等の領収証または証明書
（令和元年分源泉徴収簿・給与支払額の明細 等）
【５】支払者・受給者・扶養親族の個人番号（マイナンバー）
【２】扶養親族の名前・生年月日（令和元年分扶養控除等申告書）【６】税務署より送付された年末調整関係用紙封筒
【３】各種控除証明書（生命保険料・地震保険料 等）
【７】印鑑（認印可）

《注意事項》

【１】税額がなくても報告する義務があります。
【２】平成２８年分以降の給与所得の源泉徴収票には、社会保障・税番号制度の導入に伴い、個人番号（マイナンバー）の記載が必要に
なります。なお、個人番号（マイナンバー）の記載は税務署及び市町村提出用に記載し、受給者交付用には記載しません。

龍ヶ崎労働基準監督署からのお知らせ
労働基準法が改正され、36協定の様式が変わりました。
令和２年４月１日〜令和３年３月31日の36協定は、新様式で届け出てください。
36協定を労働基準監督署に届け出る前に「働き方改革」相談室で点検してもらうことをお勧めします。

稲敷市商工会で「働き方改革」相談室が開設されます。
開催日時

チェック

●令和元年11月28日（木）10時〜12時 13時〜16時
●令和元年12月12日（木）10時〜12時 13時〜16時
●令和２年 1月23日（木）10時〜12時 13時〜16時

「働き方改革」相談室にご相談ください。

就業規則

◆36協定や就業規則のことを相談したい。

***********
******
**
******
** *

◆パートに通勤手当を支給しなくてはならないのでしょうか？
◆助成金を利用してセルフレジや食器洗浄機を導入して、仕事を効率化したい。

最低賃金制度のマスコット
チェックマん

◆「働き方改革」相談室は、茨城働き方改革推進支援センター（茨城労働局委託）と全国社会保険労務士会連合会（厚生労
働省委託）が設置運営します。
◆「働き方改革推進支援センター」は、全国 47 都道府県に設置されています。
◆「働き方改革推進支援センター」の所在地及び電話番号は、インターネットでご確認ください。

お申し込み・お問い合わせ

ひと、くらし、
みらいのために
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厚生労働省

龍ケ崎労働基準監督署

TEL 0297ｰ62ｰ3331
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いつも身近な商工会

新会員サービスのご案内

今、ご加入の保険最適な保障になっていますか？

契約内容確認のお手伝いを致します！会社やご自宅への訪問対応も可能です。

−−−−−− 保険の診断しませんか？最適な保険をご提案します。−−−−−−
加入している保険内容を詳しく知りたい、保険証券を見ても内容が分からない。
無駄な保険料をなくして節約したい、節税に保険（共済）を役立てたい。
もうすぐ更新で保険料が大きく増加してしまう、このまま更新して良いのかな？
法人で加入している役員保険の保険内容を確認したい。
死亡保障も大切だけど、介護に対する保障が心配。
家族構成が変わった。保険加入時とライフスタイルが変わった。

必要な保障だけを見極めた「ベストプラン」をご提案します！！

●現在、ご加入の保険証券をご準備ください。
（コピー可）商工会提携のジブラルタ生命担当者が説明致します。
●保険の診断や見直しを通じて、皆様に喜んでいただくことを目的としていますので、保険の加入を強制するものでは
ありません。

いなしきのなかまたち 会員紹介

稲敷市生産物直売施設

「稲敷市生産物直売施設いなのすけ市場」が 10 月６日
（日）
リニューアルオープンしました。
農産物販売を通じた都市と農村の交流ができる地域活性
拠点施設、地域参加型の農業と潤いのある農村づくりを目的
に、
「みんなで進めるむらづくり事業（新田園空間創造整備事
業）」
により、茨城県の補助を受けて稲敷市が進めてきた事業
です。
消費者の健康志向、安全・安心志向が高まっているなか、
「新鮮で安全、生産者の顔が見え安心できる」
ということをコン
セプトとして、より良いものをより安く、
しかも楽しんで買えるよ
うな直売所を目指すとともに、既存の流通販売ルート以外の
新たな販売方法により消費者ニーズを的確に把握し、農業生
産額の向上をも期待するものです。

いなのすけ市場
↑江戸崎市街

国道

常磐道↑

稲敷市生産直売施設

４０８号

江戸崎
CC

いなのすけ市場
小野川

圏央道

←龍ケ崎

新利根中
ファミリーマート

ゆに
ろーず

稲敷東IC
新利根川

↓成田

成田↓

事業所名：稲敷市生産物直売施設 いなのすけ市場
住
所：〒300-1412 稲敷市柴崎9188番地
営業時間：9：30〜17：00
定 休 日：毎週木曜日、1月1日〜1月5日までの5日間
Ｔ Ｅ Ｌ：0297‑87‑7777
●主な販売品／【通年】野菜、果物、米、加工品

新会員紹介

（順不同敬称略）
（令和元年11月1日現在）

●サービス業部会

●商業部会
特定非営利活動法人稲四季の会 稲敷市角崎 1649-4
稲敷市角崎 1613
株式会社ヒーロー稲敷店

株式会社龍翔
株式会社ポニー
パーソナルボディケアサロンLea
株式会社江戸崎衛生

稲敷市犬塚 1617-158
稲敷市柴崎 248
稲敷市沼田 2650-111
稲敷市月出里 177-55

会員を募集しています。
市内事業者の皆様へ・・・ 商工会では、

経営に関する身近なサポーター ！稲敷市商工会に入会しませんか！
新規に創業予定の方や創業まもない方経営でお困り
のことはありませんか？

稲敷市商工会は、稲敷市内の商工業者を支援するために法律に基づいて設置さ
れた経済団体です。お気軽にお問い合わせください。【随時受付】

稲敷市商工会

あなたの企業のちからになります。

〒300-0504 稲敷市江戸崎甲548-3 Tel.029-892-2603 Fax.029-892-4964
ホームページ http://www.inashiki.or.jp/ メール mail@inashiki.or.jp
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