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●新型コロナウイルス感染症に関連して
事業への影響、先行きについて
新型コロナウイルス感染症による事業への影響につ
いては､ ｢現在影響が出ている｣と回答した企業が53％､
｢１〜３カ月以内に影響が出る｣を合わせると７割を超
える企業に影響が出ることになります。一方､ ｢当面影
響は出ない｣とする企業は８％にとどまっています。
＜図版①参照＞

●影響が出る前の｢売上｣を100％として
影響を受けた後の売上状況について
｢影響が出ている｣と回答した企業のうち、｢売上が
70〜60％になる
（３〜４割減少する）
｣と答えた企業が
25％ともっとも多く、｢売上が50％以下になる｣と答え
た企業は15％でした。
外出自粛等の影響により、飲食業や旅行業での落ち
込みが目立っています。＜図版②参照＞

●影響が出ていると回答した企業の
おもな理由について
｢影響が出ている｣と回答した企業から、その理由に
ついての複数回答を集計したところ、売上減少のおも
な理由について､ ｢来客数の減少｣が107社ともっとも多
く､ ２番目に多かったのが｢御社または取引先が海外か
ら製品や商品(原材料を含む)の輸入もしくは仕入をし
ている｣(85社)でした。
ここでも外出自粛の影響が出ており､ 来客業態(飲食

●配布地域：ポスティングにより、上尾市･桶川市･伊奈町
の全戸､ および､ さいたま市の一部に配布しています。
●ポスティングに関するお問い合わせは、
㈱埼玉ロジスティックス(TEL.048-726-9240)
までご連絡ください。
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新型コロナウイルス感染症による
会員企業への影響等に関する調査報告
上尾商工会議所では、世界的に拡大している新型コ
ロナウイルス感染症の影響を鑑み、会員企業を対象に
アンケート調査を実施しました。
■調査機関：３月25日〜31日 ■調査対象：1694社
■回答企業数：411社 ■回収率：24.2％
■業種内訳
サービス業124社(30％)、建設業89社(22％)、製
造業82社(20％)､ 小売業61社(15％)、卸売業25社
(６％)、飲食業19社(４％)、運輸業11社(３％)

2020年
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＜図版①＞事業への影響、先行きについて
回答なし…1％

店・小売店等)では厳しい現状となっています。また､
海外から仕入している製造業や建設業であっても、海
外の生産工場が停止している関係で、稼働率が低下し
ています。

わからない…14％

●必要な支援策について

３カ月以内に影響が出ると思う…11％

当面影響はないと思う…8％
半年以内に影響が出ると思う…6％

１カ月以内に影響が出ると思う……7％

新型コロナウイルス感染症の影響で、先行きが不透
明な中、｢必要とされる支援策｣についての複数回答で
は、｢税金・保険料等の一時猶予｣がもっとも多く､136
社が回答しています｡ 次いで｢融資(新たな借入)｣が124
社、｢借入金返済の一時猶予｣が102社となっています｡
売上が減少している中で、毎月の納付が必要な社会
保険料や税金等の支払い猶予を求める声が多く聞かれ
ました。

＜図版②＞影響を受けた後の売上状況について
100％
（変わらない）
…２％
回答なし
16％

●その他、会員企業から寄せられた
おもな意見・要望

わからない
19％

上尾市民・伊奈町民の皆様へ

90〜80％
（１〜２割減少）
23％

70〜60％
（３〜４割減少）
25％
50％以下
（５割以上減少）
15％

★従業員(社員)がいるので、いつまで事業が継続でき
るか不安。材料の支払いや外注の支払いなど、新薬
ができるまでは景気も低調となる見込みなので先行
きが不安
★政府からさまざまな政策が出ているようですが、何
から手を付けていいのかわからない
★消毒薬やマスクの確保を市で早急に対応願いたい。
埼玉県から拡散させないように
★法人税・固定資産税や借入金利等の軽減
★中小企業に対する特別な配慮(助成金・補助金等)や
現在の中小企業の現状を、国や県に伝えてほしい
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
新型コロナウイルス感染症が日本全国で拡大し、政
府も緊急事態宣言を発令するまでになりました。学校
の休校から始まり、イベントの中止や外出の自粛等、
日々刻々と変化する情勢下にあって､ 企業は厳しい対
応を迫られています。製造・建設業については、海外(と
くに中国)からの輸出入が滞り、部材や製品等が不足す
る事態が起きており、先行きの不透明感が増す結果と
なっています。また、小売・飲食業では、外出自粛等の

「人形供養祭」中止のお知らせ

現在
影響が出ている
53％

※新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前の｢売上｣を100％として

要請により来店客数の減少に歯止めがかからず、一層
厳しさが浮き彫りとなっています。その他サービス業
では、イベントの中止や利用客数の減少が続いており、
当面は受注見込みが立たない状態となっています。
商工会議所としては事業継続を第一に考え、強力な
支援体制を確立したいと考えています。
※この調査は、
3月末日時点のもので現在はより状況
が悪化しています。＜支援策は4・6ページに掲載＞
新型コロナ経済対策掲示板
新型コロナウイルス感染症に負けない！

『ガンバルあげお！』

みんなで市内の店舗・事業所を応
援しよう！ 〜掲載企業募集中〜
https://www.ageocci.or.jp/ganbaru-ageo/bbs

毎年5月に開催しておりました恒例の「人形供養祭」ですが、
本年は、新型コロナウィルスの影響により、中止いたします。
お待ちいただいた皆様には、誠に申し訳ございませんが、
ご理解のほどお願い申し上げます。

におまかせください！
！

公営斎場でのご葬儀は

最近注目されています、通夜を行わず告別式のみを行う費用を抑えた新しい葬儀のカタチです。
周 辺の 公 営 斎 場 のでの
ご葬儀も承っております。

200
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0,000

（税別）

お棺

骨壷（白）

ドライアイス
(10kg)

（カラー写真4切り）

遺影写真

盛菓子

枕飾り

白木位牌 塔婆類

焼香用具一式

司会進行

セレモニースタッフ

火葬場案内

役所手続き代行

県央みずほ斎場（鴻巣市）

円

●上記プランに含まれていないもの

（1名）

公営斎場（上尾伊奈斎場つつじ苑）でかかる費用（式場費・霊安室料・待合室使用料）・寝台車、会葬者人数に
思い出の里会館（さいたま市）
より変動する費用
（返礼品、通夜・告別式料理、お飲み物）・寺院などにかかる費用（お布施・戒名）など

■ シンプルな火葬式プランや一般葬・友人葬プランもございます。お寺様のご紹介もいたします。もしもの時は、すぐお電話を！
安心な
ご葬儀
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令和２年度 事業計画ならびに収支予算
新型コロナウイルス感染症の影響により､ 第164回通常議
員総会が開催延期となったため、事業計画ならびに収支予
算については暫定となります。予めご了承ください。
■令和２年度 主要課題
①商工会議所の組織および財政基盤強化
②中小企業・小規模事業者への経営支援強化
③地域産業振興の拠点整備(商工会館改修)

＜収入の部＞
会費・負担金 ………… 59,988千円
事業収入……………… 77,796千円
補助金・委託金 ……… 87,358千円

＜支出の部＞
事業費 154,534千円

内訳）一般会計 …………… 41,846千円
中小企業相談所会計 10,768千円
収益事業会計 ………30,360千円
商工業振興 ………… 12,600千円
商工会館耐震･改修工事 58,960千円

各委員会 調査研究活動計画
■総務委員会
●国・県・市および関係各機関等への意
見・要望活動
★各部会・委員会と連携した意見・要
望活動および結果の検証
★関係行政機関との意見・情報交換会
の開催
●議員総会､役員･議員研修会の企画･開催
●財政基盤強化に向けた調査・研究
★受託団体事務に関する合理化および
委託料の適正化推進
●その他、他の部会・委員会に属さない
事業等の調整

■工業振興委員会
●工業基盤整備への提言
★上尾市産業振興会議と連携した工業
基盤整備の推進
★ものづくりのまち上尾推進事業への
協力
●企業間交流・連携の促進
★受発注取引支援事業の拡大
◎ビジネス商談会の継続と販路拡大
支援
◎市内企業および製品のＰＲと情報
交換
◎ＩＴを活用した企業ＰＲや受発注
の研究
★工業部会、上尾ものつくり協同組合
や公的機関との連携強化
★先進地視察研修会の企画・開催
●技術向上に向けた支援・研究
★各種規格制度の取得支援
★ものづくり後継者の育成と技術の伝
承支援
◎県立中央高等技術専門校との連携
による技術者育成支援と人材確保
◎生産性向上支援訓練の企画・運営
★雇用確保の研究
★経営革新計画・経営力向上計画承認
支援
★アブセック、ものつくり大学、埼玉
県産業技術総合センター等の活用

■商業振興委員会
●商業・地域振興研究事業
★会員事業所有志による商業者グルー
プ｢アクティブ50｣の活動支援
★中心市街地の賑わい創出事業
◎第３回キッズダンスフェスinイル
ミネーションへの協力
◎新しい賑わい創出事業の調査･研究
★商店と消費者の結びつき強化支援
◎第７回まちゼミ、第８回出張商店
街の実施
★商業講演会の企画・開催
★キャッシュレス決済の周知・普及
●商店街等整備振興研究事業
★商店と消費者の結びつき強化支援
◎地域コミュニティビジネスモデル
推進事業
◎各商店街(会)、商店街連合会等の支
援および活性化

●大型商業施設等の開発計画の情報収集
と要望活動
●視察研修会の実施

■広報渉外委員会
●情報紙｢あぴお｣発行事業
★配布精度を高めるための効果的なポ
スティングの研究
★リニューアルを含めた紙面掲載内容
等の検討と、会員・市民への旬な情
報提供
★市内イベント情報等の周知および情

■中小企業振興委員会
●経営発達支援計画に基づく事業の実施
★地域の経済動向調査
◎巡回相談による施策普及・経営改
善支援・情報収集の計画的実施
★事業計画の策定・実施支援
◎各種補助金の周知・利用促進
★創業・経営革新・事業承継支援
◎人財育成事業開催に向けた調査・
研究
◎中小企業基盤整備機構等と連携し
た個別相談会・フォローアップの
実施
◎経営革新等認定支援機関としての
相談支援体制強化
◎県央地域振興センターと連携した
経営支援事業
◎上尾市創業支援事業計画と連携し
た創業支援事業
★小規模事業者販路開拓支援
◎｢ＩｏＴ｣「キャッシュレス・消費
者還元事業」対応支援
●事業継続力強化支援計画に基づく事業
の実施
★小規模事業者に対する災害リスクの
周知およびＢＣＰ策定支援
●働き方改革への取り組み支援
★部会・支部と連携した制度周知や施
策説明会の開催
★外国人技能実習生等受入事業の実施
●消費税軽減税率・転嫁対策支援
●金融支援事業
★中小企業向け制度融資の利用促進
★小規模事業者経営改善資金審査会の
運営、制度普及に向けた調査研究
●青年部・女性会の活動支援

管理費 130,117千円

内訳）一般会計 …………… 66,155千円
中小企業相談所会計 56,795千円
収益事業会計 ……… 1,600千円
商工業振興 ……………… 30千円
商工会館耐震･改修工事 5,537千円

報提供
★会員企業支援に向けた求人広告の掲載
●ホームページ運営事業
★ホームページの運営管理と定期的更新
★会員事業所へのタイムリーな情報提供
●発信力強化に向けた調査・研究
★Ｌネットを利用した効果的な情報発信
★ＳＮＳの活用研究
●先進地視察研修会の実施

部会 活動計画

■会員支援委員会
●会員拡大事業（喫緊の課題）
★支部を活用した会員増強活動の展開
★退会防止への取り組み・調査研究
●支部活動への提言
★支部組織の活性化と活動支援
★支部長会議の開催
●婚活支援事業の実施
●会員企業優良従業員表彰式の開催
●新入会員交流会の企画・開催
●各種共済制度の普及促進
★アクサ生命保険と連携した「パート
ナーあげお」の加入促進
●会員サービス事業の充実
★福利厚生事業(健康診断・生活習慣
病検診)の実施および健康経営の周
知・普及
★労働環境整備に向けた調査・研究
(子育て支援等)
★商取引支援サービス「ビジネスモー
ル」の周知・普及
★新たな会員サービス事業の調査･研究
2
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令和２年度収支予算
（主要科目別）

■工業部会

■商業部会

●企業間交流・連携の促進
★広域商談会の開催（近隣商工会等と
の連携)
★｢彩の国ビジネスアリーナ｣への出展
支援
★工業フェアの底上げと、出展企業の
意識改革
◎体感コーナー設置による企業製品
(部品)のＰＲ
★ＢＭ(ビジネスモール)ファクトリー
等の取引サイトへの登録促進
★会員企業のデータ整備
★上尾市産業振興会議への協力
◎ものづくりのまち上尾推進事業等
●講習会、視察研修会の開催
★海外および国内先進地・先進企業等
視察研修会の企画・開催
★経営革新計画承認支援と承認取得か
らフォローまでの支援体制の確立
★ものづくり創造セミナーの企画・開催
★各種工業関係のセミナーの開催
●工業関係団体との連携
★工業振興委員会･上尾ものつくり協
同組合との連携強化
★ものづくり後継者の育成と技術の伝
承支援
◎埼玉県立中央高等技術専門校との
連携による若手技術者の育成
★アブセック(企業ＯＢ)､埼玉県産業
振興公社等公的機関の活用

●キャッシュレス決済関連支援策等の周知
●商業グループ｢アクティブ50｣への活動
支援
●新スイーツ開発事業等の実施
★あげおスイーツ研究会の取り組み支援
●埼玉上尾メディックスと連携した商業
活性化事業の実施
●地域コミュニティビジネスモデル推進
事業の実施
●｢街角美術館｣の実施
●安心・安全な食品の提供および地産地
消への取り組み
★各種販売促進事業の実施
●視察研修会の実施
●商業振興委員会ならびに商業関連団体
との連携強化

■建設業部会

■観光・飲食業部会

●地元受発注のための業界意見の把握
と要望および提言活動
●情報紙｢あぴお｣を活用した会員企業Ｐ
Ｒと、市民への優良な情報提供
●展示会、見本市等大型展示会への出展
支援
●視察研修会の実施
●技能取得講習会・セミナーの実施
★高所作業車運転技能講習の開催支援
★県立中央高等技術専門校との連携

●展示会･即売会への出展および出展支援
★｢上尾串ぎょうざ」の展示会・即売会
への出店支援
●部会新入会員店舗巡回ならびに情報誌
「あぴお」、ホームページ等を利用し
た会員紹介
●消費税軽減税率制度対策支援
●キャッシュレス・消費者還元事業対応
支援
●各料飲組合、食品衛生協会等との共同
事業の実施
●上尾市観光協会事業への協力
★推奨料理制度への協力・応募者支援
●地域資源ＰＲ活動の支援・実施
★地域活性化および観光事業への協力･
支援

■サービス業部会
●各種団体・組合との共催事業の実施
★理容・美容組合等との共催によるセ
ミナーの開催
●事業所・市民への情報提供
★経営革新承認、補助金・助成金申請
取得等に向けた経営支援・情報提供
★情報紙｢あぴお｣を活用した有益情報
の提供
★金融機関、士業ネットワークを活用
したサービスの提供
●講習会の開催
★部会の特性を活かした講習会の開催
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埼玉上尾メディックス
GO! FIGHT!

※このコーナーに掲載中の『言葉の力』は
著作権の関係でWebでは掲載できません。
ご了承ください。

ハイライト動画で振り返る激闘の軌跡
すでに周知のとおり、新型コロナウイル
ス感染症の拡大防止を鑑み、第69回黒鷲
旗全日本男女選抜バレーボール大会が開催
中止となりました。４月７日に埼玉、千
葉、 東京、神奈川、大阪、兵庫、福岡の7
都府県を対象に緊急事態宣言が発令された
ことを受け、埼玉上尾メディックスも４月
８日から活動休止しています。再びコート
に立つその日を楽しみに、選手たちのさら
なる成長と活躍にご期待ください！
埼玉上尾メディックス公式サイトでは、
2019-20 V.LEAGUE DIVISION1の各試合の
ハイライト動画を配信中！最終順位３位に
輝いた激闘の軌跡をぜひご視聴ください！

ール大会
Ｄ組｣に参
戦へ進出
月･振)

奇跡の快進撃がここから始まる。プレミ
アカンファレンス１位のデンソーエアリ
ービーズとスターカンファレンス４位の埼
玉上尾メディックスが対戦。サイデン化学
アリーナが大歓声に沸きました。
すべてのセットで序盤をリードされる展
開となりましたが、高さのある攻撃と粘り
のレシーブでポイントを重ね、第１、第２
セットを連取。白熱戦となった第３セット
で、マッチポイントを決めた堀江美志選手
のスパイク判定に両チームがチャレンジ。
メディックスが成功して完全勝利した、最
後まで手に汗握る感動の名勝負でした。

時〜

決勝トーナ
ください！

■SAITAMA AGEO MEDICS OFFICIAL WEBSITE http://www.achs.jp/medics
■SAITAMA AGEO MEDICS OFFICIAL FAN CLUB https://fc.medics.blue

四半世紀に及ぶ
教え子たちとの絆
ピアニスト
埼玉新演奏家連盟理事
県立大宮光陵高校講師

赤間 亜紀子さん

こだわりのグルメ＆
ショップをご紹介し
ます。各 店 提 供 の
「読者プレゼント」
も
お見逃しなく！

市場さながらのボリュームと鮮度感

がってん食堂大島屋上尾店

市場場外にある食堂をイメージした店内。市場の旨いも
のが揃った魚市場さながらのお店です。
おすすめ商品は
【南まぐろ中とろ丼】脂ののった中とろが
味わえます。
【おまかせ海鮮丼】
【市場天丼】こちらの二品
は丼の上にネタが、
所狭しと乗っています。
ご満足頂ける事、
間違いなしの鮮度抜群で
ボリューム満点の当店自慢の商品を是非、
ご賞味ください。
●住所／上尾市春日2-11-2
●TEL／778-2188
（24台）
●定休日／無休 ●駐車場／有り
●営業時間／日曜日〜木曜日11:30〜21:30(LO21:00)
金土祝祭日前日11:30〜22:00(LO21:30) 5月6日までは営業
自粛で20:30閉店 状況により予告なく変更する場合があります。
がってん食堂大島屋上尾店

がってん食堂
大島屋 上尾店

コジマ×
ビックカメラ

七輪房

上尾駅

◀地元開催ならではの
大声援が選手たちを奮
い 立 た せ ま し た︵ ハ イ
ライト動画の一場面︶

時〜
山県)
時〜

1/11ファイナル８・Ａグループ初戦
さいたま大会〜地元の大声援に応え
[３-０]でデンソーに完全勝利！

春日二丁目

■読者プレゼント❶／「RDC商品券1000円分(500円×2枚)を10名様
※(他のサービス券との併用可能。)

昨年10月オープン！地場野菜・合鴨
大宮光陵高等学校音楽科(ピアノ専攻 )の非常勤講
上尾で和食つむぐ
師に着任したのは1995年､今から25年前のことです｡
木の温もり溢れる和モダンの隠れ家な和食店を2019年
音大進学を目指して３年間ずっと一緒に、マンツー
10月オープンしました。
おすすめ料理は噛むほどに旨み
と風味が感じられる｢合鴨もも肉のコンフィ｣杉戸・越谷
マンのピアノレッスンが行なわれるので、絆という
から取り寄せる合鴨は脂身が多く肉質がしっかりしてい
か、担当した生徒たちとのつながりは自然と濃密に
るのが特徴で、
低温の油でじっくり火を入れ皮目をカリ
ッと焼き上げ、
旨み・コクが凝縮された人気の一品です。
なります。毎年、教え子たちから年賀状が届き、近
テイクアウト受付中！
況報告などを読みつつ、在学当時を懐かしく思い起
●親子丼 720円 ●豚の角煮丼 820円
（税抜）
注文を受けてからお作りします
（15〜20分）
こしながら返信の年賀状に宛名と添え書きを綴るの
引き渡し時間 11:30〜14:00 16:30〜19:30
が、正月の恒例行事になっています。いただいた年
●住所／上尾市春日１-1-5 クレーベルハイツ101
つむぐ
上尾駅西口徒歩約7分
賀状は、ちゃんとポストカードファイルに収めて保
●TEL／715-0923 ●駐車場／５台
●定休日／月曜日、第2・4火曜日
管しています。どうしても､捨てられないんですよ｡
第1・3火曜日はランチのみ営業
私自身、結婚して母親になっても、恩師や周囲の
●ホームページ：https://tumugu-ageo.owst.jp/
みなさんから ｢場｣ を与えていただき、演奏活動を
■読者プレゼント❷／テイクアウト親子丼
（720円）
または豚の角煮丼
（820円）
引換券を10名様
中断することなく今日までピアノを続けることがで
きました。先達として、私なりにがんばっている姿
■読者プレゼントの応募方法／①ハガキに、希望するプレゼントの番号と名称
＜例・①お食事券＞１点と、本紙へのご意見・ご感想、住所、氏名、年齢、連絡
が教え子たちの励みになると言ってもらえるのが本
先電話番号を明記のうえ、＜〒362-8703 上尾市二ツ宮750 上尾商工会議所
当にうれしくて、増え続ける年賀状ファイルを眺め 「あぴおトレンドあらかると」プレゼント係＞宛にご郵送ください。
ながら「年を取るのも悪くないな」と思っています。 ②上尾商工会議所HP（http://www.ageocci.or.jp/）の応募フォームよりご応
募ください。
恩師から教え子へ、そのまた教え子たちへ、歳月の
★申込締切／5月15日㈮必着 ★締切後、各賞品ごとに厳正なる抽選を行ない
ます。当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。
積み重ねはネットワークというかけがえのない財産
※ご記入いただいた個人情報は、抽選および発送にのみ使用いたします。
となり、互いに仕事を紹介し合ったりしています。
フジタ
動物病院

トヨタ
レンタリース

◀

1995年から今年の分まで、机いっぱいに並べら
れた年賀状のファイル

■赤間亜紀子さん出演のイベント開催情報
※詳細については、各ＨＰをご参照ください
★9/22(火･祝)
「混声合唱団ラ･フォンターナ 第７
回定期演奏会」 会場:熊谷文化創造館さくらめ
いと 太陽のホール http://la-fontana.info
★10/18(日)
「矢部太郎バリトンリサイタル」
会場：響の森 桶川市民ホール
http://yabetaro.blogspot.com

ファミリー
マート

上尾駅

ジョナサン

上尾中央
総合病院

大雨・強風の後は要注意‼

雨漏りの施工実績2700 件超！

ポスティング
スタッフ募集‼

総合広告代理店／お気軽にお問い合せください

株

一般貨物輸送・軽貨物輸送
倉庫保管業・梱包、ピッキング業務

アースロジスティックス株式会社
〒362- 0013 埼玉県上尾市上尾村 592
TEL.048-775-6658 FAX.048-775-4411
URL http://earth-logistics.co.jp

社員・アルバイト・協力業者募集中です
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『2020年 看護の日』
「中止」のお知らせ

この度の COVID -19 の感染拡大している状況を
鑑み、感染拡大の防止・お客様のご健康とご安全
を第一に、5月12日ショーサンプラザ１階で開催予
定の『2020 年看護の日』をやむなく中止させてい
ただくことになりました。
お客様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、
何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

上尾中央総合病院
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お役立てください！

※融資制度は6ページ掲載

新型コロナウィルス感染症支援情報
（補助金等）
持続化給付金

※令和2年度補正予算成立が前提です

①持続化給付金とは、コロナウイルス感染症拡大により大きな影響を受け
ている事業者に対して、事業の継続を下支えし再起の糧とするため事業
全般に広く使える給付金
②給付額: 法人 200 万円、個人事業者 100 万円 ( ※昨年 1 年間の売上からの
減額分が上限 ) ◇売上減少分の計算方法…前年の総売上( 事業収
入 )-( 前年同月比▲ 50% の売上×12 ケ月)
③支給対象 : A 新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比
50% 以上減少している
B 資本金 10 億円以上の大企業を除き、中堅企業・中小企業・
小規模事業者・フリーランスを含む個人事業者または医療法人・
農業法人・NPO 法人・社会福祉法人等会社以外の各種法人
※現段階では、詳細が未定となりますが、4 月最終週を目途に確定・公表す
る予定です

埼玉県中小企業支援金

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける
中小企業者、
小規模事業者等を対象とした
「事業者向けワンストップ窓口」
を開設します
「ワンストップ窓口」
では、セーフティネット保証の申請後、即日認定し、埼玉県制
度融資の申請までをスピーディーに対応する特別窓口です。
このほか、持続化給付金に関する相談や申請補助、社会保険労務士による雇用
調整助成金の相談、作成支援などを行う専門窓口
（事前予約制）を同時開設し、事業者向けの支援を
総合的にサポートします。
日 時：令和2年5月11日㈪から開設予定
問合せ：上尾市商工課
電話：048-777-4441
※詳細については、決まり次第、上尾市Web
サイトを通じてお知らせいたします

※令和2年度補正予算成立が前提です

対象企業：県内中小企業者で、埼玉県民の感染拡大抑制のため 4 月8日から
5 月 6 日までの間で 7 割以上休業する企業 ( 中小企業及び中小の
個人事業主対象 )
支 給 額：20 万円または 30 万円 ( 複数の事業所を有する場合 )
※電子申請を活用し、対面による感染拡大を防止するとともに
迅速な支給を実施する予定
※申請期間、支給方法などの詳細については、補正予算成立後
に公表いたします。

小規模事業者持続化補助金 一般型
1. 対 象 者：小規模事業者 ( 常時使用する従業員が 20 名以下、商業・サー
ビス業で 5 名以下 )
2. 補 助 率：2/3（補助上限 50 万円）
3. 対象経費：
（１) 補助対象の経費は次の①〜③の条件を全て満たすものと
なります。
①使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定でき
る経費②交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了
した経費③証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
(２）
補助対象となる経費は次に揚げる経費で、これ以外は本
事業の補助対象外となります。
①機械装置等費 ②広報費 ③展示会等出展費 ④旅費 ⑤開
発 費 ⑥資 料 購 入 費 ⑦ 雑 役 務 費 ⑧ 借 料 ⑨ 専門家謝 金
⑩専門家旅費 ⑪設備処分費 ⑫委託費 ⑬外注費
4. 公募等スケジュール：第 2回受付締切り… 6月5日( 金 )→ 8月採択発表予定
■詳細･様式…https://r1.jizokukahojokin.info/《公募は第 4 回まであります》

会 会員募集！
あげおアッピーガイドの
んか?
ところを一緒に紹介してみませ

通して上尾の良い
上尾市内の社寺、史跡、文化財を
3時30分から15時まで
において、毎月第2火曜日の1
内 容：上尾市プラザ22会議室
1,200円
例会を開催します。年会費は、
対 象：上尾市にお住まいの方
は電話にて上尾市観光協会
を記入の上、ハガキかFAXまた
申込み：住所・氏名・電話番号
16時
話の場合は、月〜金 9時から
(TEL.775-5917)まで。※電

あげお良いとこ探し
フォトコンテストの入選作品決定

2月14日㈮に行われた審査会にて応募総数239作品の中から各部門の
会長賞、佳作が決定しました(以下、会長賞)。
▼上尾の元気･笑顔部門
6/1㈪から14㈰、自然学習館1階にて展示開催しています。

▼上尾の四季・風景部門門
｢錦秋｣ 上尾市「wakuwaku」
さんの作品

｢菜の花｣ 上尾市
「カブトムシ」
さんの作品

〜令和2年度補正予算の成立が前提となります〜
★小規模事業者等が感染症の影響を乗り越えるために、経営計画を作成して取組む
販路開拓等の取組を支援(補助上限を50万円から100万円へ引き上げ)
【申請要件】
（補助対象経費の１／６以上が、下記の要件に合致する投資であること）
A：サプライチェーンの毀損への対応
〔顧客への製品供給を継続するために必要な設
備投資や製品開発を行うこと(例：部品調達困難による部品内製化、出荷先営業
停止に伴う新規顧客開拓)
B：非対面型ビジネスモデルへの転換 非対面･遠隔でサービス提供するためのビジネ
スモデルへの転換のための設備･システム投資(例：店舗販売からEC販売へのシ
フト、
VR･オンラインによるサービス提供)
C：テレワーク環境の整備 従業員がテレワークを実践できるような環境を整備する
こと(例：WEB会議システム、
PC等を含むシンクライアントシステムの導入)
▶上尾のイベント・お祭り部門
上尾のイベント・お祭り部門
｢宵を跳ねる｣ さいたま市
「そねっち」
さんの作品

【新型コロナウイルスの集団発生防止のご協力】

3つの密を避けましょう !!

①換気の悪い 密閉空間
②多数が集まる 密集場所
③間近で会話や発声をする 密接場面

※新型コロナウイルスへの対策として、クラスター(集団)の発生を防止すること
が重要です。日頃の生活の中で、
3つの
「密」
が重ならないよう工夫しましょう

9月には｢第9回あげお良いとこ探しフォトコンテスト｣の募集を開始します。
問合せ：上尾市観光協会 TEL.775-5917

食べて応援しよう！

市民と事業者を美味しさでつなげる あげおグルメサイト

外出自粛要請も続き、毎日の食事の支度も大変ですね。
こんな時こそ、美味しいグルメで食卓を囲み、家族団らんを楽しみましょう。
あげおグルメサイト では、新型コロナウイルス感染防止
対策やテイクアウト・デリバリーをしているお店をご紹介
しています。是非ご利用ください。
URL：https://ageo-kankou-gourmet.com/
問合せ：上尾市観光協会 TEL.775-5917
※お店の登録はデータベースのQRから
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あげおグルメサイト

お店の登録はこちら
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フレッシュあげお

訪問レポート

物流の効率化､ 顧客満足の向上､ 地域との共生
一般貨物運送業・倉庫保管

※新型コロナウイルス感染防止に配慮
して、最少人数にて取材しました。
一部構成を変更してお届けします。

アースロジスティックス
◀同社の拠点、
1000坪の広さを誇る
上尾物流センター。倉庫内の壁には
断熱処理が施されており、ピッキン
グ作業に適した環境となっています

アースロジスティックス(株)は2007年２月に設立。
同年３月から上尾市で営業開始しました。
2009年７月
から一般貨物自動車運送事業をスタート。
2012年４月
に系列会社の関東物流システム(株)を設立し、翌年３
月に上尾物流センターを開設。
2015年12月､ ｢安全性優
良事業所(Ｇマーク)｣を認証取得しています｡ 上尾市を
拠点に、総合物流の担い手として、関東から日本全国
へと活躍の場を広げている同社を訪ね、代表取締役・
萩原重雄さんにお話をうかがいました。

自らがドライバー経験者
営業本部長を経て独立起業

▲代表取締役・萩原 重雄さん

̶̶萩原社長は行田市出身だそうですが、上尾市と
はどんな所縁(ゆかり)があるのですか？
萩原 大手物流会社に勤務していたのですが、ドライ
バーを10年務めた後、上尾の営業所に配属されたんで
す。やがて課長、支店長と昇進し、営業本部長を務め
るまでになりました。その頃、一番に心がけていたの
は「人を守る」
ということ。課長になったときは19名
の部下がいたのですが、社員教育に取り組み、定着率
100％を達成しました。営業本部長になったとき、｢大
阪から仙台までの各部署を守れる｣と奮起しましたが､
社長になったとしても雇われの身では決定権がありま
せん。たとえ小さな会社でも、自分で責任を持ち、意
思決定して経営したいと思い、
49歳のときに退社し独
立起業しました。｢社員を守る｣という信条は、昔も今
も変わりません。社員の後ろには家族があり、その先
の地域貢献につながっていくのですから……。
̶̶経営理念を教えてください。
萩原 ｢お客様の立場に立って､ 価値の高いサービス提
供を志す｣ ｢社員と共に成長し、地域社会の発展に寄与
する｣です。開設当初から、社員たちにとって 夢と
希望の持てる会社 を目指し、ゲームを楽しむような
感覚の中で、汗と知恵、創意と工夫をもって楽しく働
ける職場にしようと環境整備に尽力してきました。
ちなみに、社名の由来は私の子どもたち(大地さん、
明日香さん：愛称・アース)の名前なんですよ。

東日本大震災では救援物資を輸送
厳しい事業環境の中でも前向きに
̶̶御社の社歴を振り返ると、
2008年９月のリーマ
ン・ショック、
2011年３月の東日本大震災という大き
な荒波を乗り越えてこられたのですね。
萩原 東日本大震災のときは、被災地へ送る救援物資
の輸送に貢献しました。発生した翌日、トラック３、
４台を無償で送り出したのですが、現地の様子や道路

■アースロジスティックス株式会社
本社・上尾物流センター
上尾市上尾村592

TEL.048-775-6658 FAX.048-775-4411

http://earth-logistics.co.jp
★北本営業所
北本市荒井4-259-1 アースビル１階

TEL.048-501-8913 FAX.048-598-7708

★加須支店
加須市中ノ目840-2
TEL.0480-70-1515 FAX.0480-70-1516

▲事務所にて。新型コロナウイルスの感染防止対策にも万全を
期して、お客様の要望にスピーディーに対応。全社一丸となっ
てサービスクオリティの向上に尽力しています(萩原社長の右
隣は、息子の取締役・管理本部・本部長・萩原大地さん)

状況も覚束ない中、ドライバーたちには、｢とにかく､
安全第一で､ 気をつけて行って来い！｣としか言葉がな
かったですね……。上尾市でも最大震度５弱を記録し
ましたが、物流センター倉庫内のサポートラックやパ
レットも崩れることなく、事なきを得ました。
̶̶私たちの生活を支えていることはもちろんです
が、災害時の復旧・復興を担う物流の役割、使命の重
さを改めて感じました。現在も緊張が続く新型コロナ
ウイルスによる影響はありませんか？
萩原 緊急事態宣言の発令により、外出自粛、休業要
請等で業種・業態を問わず、どの事業者も困窮してい
ることと思います。経済活動が低迷し、モノが動かな
くなると物流の仕事は成り立ちません。ＧＷ明けをめ
どに、油断することなく、前向きに それぞれの立場
で、できることをやる しかない。物不足も徐々に解
消されるのではと期待しています。厳しい事業環境に
おいても、社員のがんばりを原動力に、物流の効率化
を図り、顧客満足の向上ならびに地域社会との共生に
応えるべく、不断の研究・努力を重ねてまいります。

▲入荷・出荷、仕分け作業等で活躍するフォークリフト。トラックド
ライバーをはじめ、熟練の技術と創意工夫で総合物流を担っています
▼ハイルーフ・ウイング
ボディの大型トラック。
東京2020オリンピックナ
ンバープレートが印象的

新型コロナウイルス感染症 経済対策掲示板

『ガンバルあげお！』を開設しました！
新型コロナウィルスの感染拡大をうけ、市内事業所では多大な影響が出ています。
上尾商工会議所では、市内事業者が抱える販売促進の支援を目的に、売上減少・利益確保にお困りな企業・店舗の情報（サービス）
や商品を公開し、
購入希望の一般消費者や業者へ広く周知を行うための“特設掲示板”を開設いたしました。掲載料は無料となっております。
ぜひお申し込みください。

「新型コロナウイルス感染症に負けない !! ガンバルあげお！」
https://www.ageocci.or.jp/ganbaru-ageo/bbs/

上 尾 商 工 会 議 所 TEL: 048-773-3111 MAIL: ageoit@ageocci.or.jp

お問合せ 掲載お申込みフォーム https://www.ageocci.or.jp/ganbaru-ageo/moushikomi/

『ガンバルあげお！』掲載店舗（2020 年 4月20 日15 時現在・掲載申し込み順） ◇飲食
◇飲食
寿司長
まいこカフェ
ペコペコ酒場フィジー
ブレゼアイダ
台湾料理 パンダ
味衛門
アルティジャーニ
恵比寿亭

726-4441
729-5639
778-8931
657-8803
776-0376
723-1910
771-0821
771-0138

酒と魚 基
京料理 善
ビバーチェ
Cfarm 上尾駅前店
ラッキーバード
北の国バル
中国料理 悠斎
ケータリングサービス フロンティア

773-6880
776-6002
777-6100
729-7400
773-4876
788 -3161
657-8540
090-8510-1787

大穀 上尾店
うなぎのまるます家
◇小売業
BACKFLOWER
石川煎餅店
手作りの店くるくる
須田商店
青星
あきやま電氣
5
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773-8865
725-1324
729-6243
771- 0518
725-7879
775-5210
872-6700
781-4657

◇小売業
㈱矢島園
725-2055
あとりえ atom
090-8083-7868
Raw food Style Joyeux
741-2513
㈱奥隅商店 上尾倉庫 773-9151
771-8060
㈲メリーランド
◇サービス業
コンフォートジュディ ( 美容院 ) 0120-39-2817
放課後デイ Granny 上尾 ( 障害児デイサービス ) 779-3123
ウチダ美装 ( ハウスクリーニング ) 774 -174 4
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商工会議所からのお知らせ

●拡げよう会員の輪 高めよう地域への貢献●

商工会議所の5月無料相談日

新型コロナウイルス対策
マル経のご案内

= 一般市民の方も相談できます =

新型コロナウイルス感染症により
影響を受けた皆様へ

【弁護士：藤木 孝男】
●13日㈬ 午後1時30分〜4時30分
※当日 9 時から 11 時 30 分まで電話予約受付。1 人 20 分、
先着 9 人で連続相談不可 ★契約、金銭貸借、相続、遺言、
離婚、調停 ･ 訴訟手続きなど

法 律

対

象：新型コロナウイルス感染症の影響により、
最近1カ月の売上高が前年または前々年の
同期と比較して5%以上減少している方
融 資 額：1,000万円（本枠2,000万円と別枠）
利
率：当初３年間…特別利率(1.21%)-0.9%
４年目以降…特別利率(1.21%)

【社会保険労務士：高橋 工】
労務・年金 ●19日㈫ 午後1時30分〜3時30分
★労働・社会保険法に関するご相談、人事労務管理等に
関するご相談など、人に関するすべてを引き受けます
※電話予約優先、
1人30分

●口座振替の会員様…5月15日㈮に所定の口座より振
替させていただきます。領収証が必要な方は、総務
課までお手数ですがご連絡ください。
●振込納入の会員様…所定の振込用紙を送付致しま
すので、
5月29日㈮までにご納入をお願い致します。

特定商工業者の皆様へ

≪特定商工業者とは？≫ 昭和28年に｢商工会議所法｣
が施行され、この法律の定めに従い一定基準以上の商工
業者を特定商工業者と呼んでいます。
現在の基準は、毎年4月1日現在で従業員数が20人(商業
またはサービス業で5人)以上若しくは資本金300万円以
上のいずれかに該当する方です。
≪法定台帳とは？≫ 特定商工業者については、一定の
事業内容を登録した｢特定商工業者法定台帳｣を商工会
議所に備え付けなければなりません。
商工会議所は、会員制の公的な特殊団体ですが、商工会
議所の使命は｢地域経済を基盤とし、商工業の総合的な
改善発達を図り、兼ねて社会一般の福祉増進を図る｣と
され、このため法定台帳は商工業者の世論的背後力を示
す大切な資料になります。
更に商工会議所には各地の商工会議所から会員事業
所を中心に、様々な問合せや照会があります。当所で
は、これらについて、個人情報保護に配慮しつつ、当該
法定台帳により、照会･斡旋･証明などを行っています。

※利率はＲ2.4.1現在

返済期間： 運転資金 7 年以内(３年以内据置可)
設備資金 10年以内(４年以内据置可)

【税理士：水野 浩】
税 務
●15日㈮ 午後1時〜4時
★消費税、事業承継、相続、贈与、決算、申告など
※電話予約優先、
1人30分

金 融

令和2年度商工会議所会費納入のご案内

【日本政策金融公庫】
ご相談に関しては
TEL.048-643-3711にご連絡願います。

【特別利子補給制度】※令和2年度補正予算成立後

適用対象：新型コロナウイルス感染症特別貸付、新型
コロナウイルス対策マル経等により借入を行
った中小企業のうち、以下の要件を満たす方
①個人事業主(小規模に限る):要件無し
②小規模事業者(法人事業者):売上高 15%減少
③中小企業者(①②を除く):売上高 20%減少

経営よろず相談【企業ＯＢ専門家が対応】
●15日㈮ 午後1時〜4時

★販路拡大、現場改善、社員教育、パソコン全般など

※小規模要件…卸売業、小売業、サービス業は従業員5
名以下

当社では、新型コロナウイルスの影響で
事業の規模を縮小せざるを得なくなりま
したが、何か助成金等があると聞いたのですが
教えてください。
お問合せの助成金は、以前からありまし
た雇用調整助成金の一部を緩和し、「新
型コロナウイルス対策雇用調整助成金の特例」
として発表されたもので、経済上の理由により
事業活動の縮小を余儀なくされた事業主(全業
種)が、雇用の維持を図るための休業手当に要
した費用を助成する制度となっています。
また、4月1日から6月30日を緊急対応機関とし
て全国で実施しておりますが、対象となるケー
スや休業等計画届の事後提出が可能となってい
ること、生産指標の確認対象期間が3ケ月から1
ケ月に短縮、あるいは事業所設置後1年未満の
事業主についても対象になっていることなど、
従来の雇用調整助成金と比べて大幅な特例措置
がなされています。
また、助成率や金額についても引上げが行われ
ており、詳細に関しては埼玉労働局か最寄りの
ハローワークで対応しておりますので、お問合
せください。

●今月の回答者
高橋社労士事務所
社会保険労務士

高橋 工

負担金額1,000円也
（年間）

利子補給：期間…借入後当初３年間
補給対象上限…3,000万円

特定商工業者の負担金については、法律により該当
事業所の同意を得る必要があります。本制度につい
て異議のある方は、令和2年5月末日までに文書を
もって本所までお申し出ください。お申し出のない場
合は、｢同意したもの｣とみなし、この旨、上尾市長あ
てに報告いたします。
令和2年5月1日
上尾商工会議所 会頭 神田 博一

※利子補給上限額は、新規融資と公庫の既往債務借換
との合計金額

問合せ：上尾商工会議所 TEL.773-3111

経営安定資金(コロナ対応)
及び経営あんしん資金のご案内
経営安定資金

経営あんしん資金

災害復旧関連

特定業種関連

融資限度額

1億6,000万円

運転1億円

運転1億円

融資利率

年0.5%以内

年0.6%以内

年0.8%以内

返済期間

10年(据置3年)

運転10年(据置3年) 運転10年(据置3年)

※融資の際に信用保証を付けるための保証料が別途必要
※災害復旧関連…セーフティネット保証4号または危機関
連保証の認定を受けた中小企業者が利用できる資金
※特定業種関連…セーフティネット保証5号の認定を受
けた中小企業者が利用できる資金

緊急借換資金のご案内
新規の運転資金を追加しつつ、既存の信用保証付き融
資を借り換えることができます。借り換えることで、返済
期間を延長し毎月の返済負担を軽減できます。
対象資金：埼玉県制度融資を含めた信用保証付き融
資全般(一部対象外の融資あり）
対 象 者：新型コロナウイルス感染症の影響を受け、最
近3ケ月の売上高または利益率が過去3年間の
同期のいずれかと比較して減少している方
融資限度額：1億5,000万円 返済期間：10年(据置1年)
融資利率：金融機関所定金利

相談所トピックス
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける
事業主の皆様へ

【納税の猶予の特例】

新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの事業者の
収入が急減しているという状況を踏まえ、
2月以降の売上
が減少(前年同月比20%減)したすべての事業者について、
無担保かつ延滞税なしで納税を猶予します。法人税や消
費税、固定資産税など基本的にすべての税が対象です。
●標準的な税の納付期限
法人税…事業年度終了から2ケ月以内(3月末決算
→5月末)
消費税…事業年度終了から2ケ月以内(同上)
※個人事業者は3月末(2020年は4月16日)
所得税…3月15日(2020年 は4月16日 以 降 も 柔 軟 に
申告を受付※個人事業者の消費税も同様
固定資産税…基本的には、
4〜6月で自治体が定め
る日(第1期分)
※詳しくは、上尾税務署(TEL.770-1800)まで

※融資の際に信用保証を付けるための保証料が別途必要

TEL.048-676-2244

問合せ：上尾商工会議所

TEL773-3111

アクサ生命保険㈱

埼玉支店埼玉中央営業所上尾分室
事務所開設のご案内
新所在地：上尾市向山4丁目1-1 ヴィラ雛
問合せ先： TEL.048-725-3807(平日9時〜17時)
FAX.048-725-3808

〒362-0073 上尾市浅間台 3-32-26

〒362-0034 上尾市愛宕 2-20-17

〒362-0075 上尾市柏座 2-4-28 エリア赤熊 301

T E L .048- 871- 9582
FAX.048- 871- 9583

武藤社労士・行政書士事務所
行政書士事務所
武藤 成子

〒362-0063 上尾市小泉 2-15-4

悟/磯

早苗

〒362-0072 上尾市中妻1-15-12ノガジャパンビル3階
ノガジャパンビル3階

T E L .048- 773- 7244
FAX.048- 773- 7246

〒362-0059 上尾市平方 2065

金子社会保険労務士事務所
金子

聡

〒362-0014 上尾市本町 6-3-37

齋藤社労士事務所
斎藤 幸恵

〒362-0014 上尾市本町 6-13-6-403

T E L .050- 1232- 5124
FAX.048- 774- 6020
6
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石倉 正仁

T E L .048- 782- 5092
FAX.048- 782- 5093

社会保険労務士法人OAKマネジメント
大久保

石倉労務管理事務所
T E L .048- 725- 1263
FAX.048- 725- 9789

本町

細沼 朱美

中妻

柏座

細沼社会保険労務士事務所

〒362-0063 上尾市小泉 6-6-4

T E L .048- 781- 7640
FAX.048- 781- 8904

T E L .048- 725- 3715
FAX.048- 725- 3715

〒362-0067 上尾市中分 1-22-10

齋藤社会保険労務士事務所
齋藤 壽實穂

〒363-0023 桶川市朝日 3-8-13

T E L .048- 776- 2276
FAX.048- 776- 2276

山岸社労士事務所
山岸 玲子

〒363-0023 桶川市朝日 3-26-16

T E L .048- 772- 8398
FAX.048- 772- 8398

大木経営労務事務所

さいたま 市

〒362-0047 上尾市今泉 152-61

手島 俊明

さいたま 市

隆

大杉 知也

本町

生方

小泉

今泉

PM サポート事務所

大杉社会保険労務士事務所
T E L .048- 781- 2088
FAX.048- 781- 2088

T E L .048- 775- 1315
FAX.048- 774- 8704

手島社会保険労務士事務所
T E L .048- 781- 0453
FAX.048- 781- 0484

平方

村岡 武仁

〒362-0074 上尾市春日 1-28-9

T E L .048- 773- 5807
FAX.048- 771- 5655

小泉

愛宕

村岡社労士事務所

水出 祐子

桶 川市

T E L .048- 774- 6170
FAX.048- 774- 9054

水出社労士事務所

桶 川市

吉澤 茂雄

中分

吉澤社労士事務所

春日

浅間台

社会保険・労働保険の諸手続きは、
会員社労士におまかせください。

髙橋社労士事務所

大木 冨士夫

〒331-0812 さいたま市北区宮原町3-55-106
北区宮原町3-55-106

T E L .048- 767- 5277
FAX.048- 767- 5278

髙橋

工

〒331-0823 さいたま市北区日進町 2-986-3

T E L .048- 676- 2244
FAX.048- 676- 2245
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●あなたのげんきのおてつだい・上尾商工会議所●

Topics

…………………………………………… 上尾商工会議所が実施した主な事業をご紹介します

上尾市へ緊急経済対策実施に関する要望書を提出

上尾西ロータリークラブ

上尾丸山公園内
「ロータリーの森」
フェンス工事整備

4月10日㈮、新型コロナウィルス感染症拡大による緊急経済対策実施に関
する要望書を神田博一会頭より畠山稔市長へ提出しました。
新型コロナウィルス感染拡大により、小規模事業者を取り巻く経済環境
は過去に例を見ない極めて厳しい局面にあり、早急に小規模事業者を対象
とした緊急経済対策を推進するべく、小規模事業者に対する「事業用建物
賃貸借賃料助成制度」の創設と小規模事業者経営改善資金「利子補給制
度」の再創設を要望しました。

モール

新型コロナウイルス感染症に
関連した緊急販路開拓支援サイト

新型コロナウイルス感染症の影響により経済的に打
ビジネスモール
検索
とは
撃を受けている中小企業の販路開拓を支援するため 日本全国の商工会議所・商工会が運営する商取引支援サイト
に「BM SOSモール」を期間限定で開設します。
拓を支援するために「
モール」を期間限定で開設します。
商工会議所等の会員企業同士が

無料で自社

新型コロナ
ウイルス感染症
の影響で・・

利用無料

モール」を期間限定で開設します。

イベント中止
来店客数減少
在庫大量発生

会員限定

資材が入ってこない

}

]

おススメ!!

会員飲食店をご紹介します−

上尾商工会議所青年部会員が提供する

★☆おいしい☆★テイクアウトメニュー

新型コロナウイルスの影響で多くの皆様が、今までと違
った生活を迫られていると思います。たまには外でおいし
いもの食べたいなーというときに、気軽に出かけられない
のはストレスですよね。
そこで、今回は上尾商工会議所青年部会員が運営する飲
食店の中で、おいしいランチ・ディナーをテイクアウトで
きるお店をご紹介いたします！（以下、50 音順）
※税抜会計からのお値引きになります。
※2020年5月1日〜31日までの限定キャンペーンになります
※テイクアウトで1,000円以上注文時に適用となります

中華料理 悠斎

よだれ鶏

¥1,100

お店の味をそのままに、ご家庭
の食卓にお持ち帰りください。
ソースを別添えにしてあるオス
スメのよだれ鶏はご飯にも、お
酒にもピッタリ！
上尾市宮本町 10-24
048-657-8540
11:30 〜 14:30 ／ 17:30 〜 22:00 ( ラストオーダー 21:30) 水曜定休
テイクアウトのラストオーダー→ 19:30 まで
コロナに負けるなキャンペーン特典： 注文時に「あぴお
を見た」と伝えて、税抜合計金額から５％オフ！
※5月31日までの限定特典となります

北の国バル 上尾店
¥600

毎週替わるお楽しみパスタ。
定番のパスタから珍しい麺を
使ったパスタまで！今週のパ
スタは店舗までお問い合わせ
ください。大変お得なテイク
アウト用のファミリーセット
もございます。詳細は北の国
バル公式 Instagram アカウントでご確認ください。
上尾市宮本町 3-2 A-GEO TOWN 1F
048-788-3161
11:30 〜 14:00/17:00 〜 22:00( ラストオーダー 21:00)
テイクアウトも 21:00 までＯＫ
※新型コロナウイルスの影響により変動あり
コロナに負けるなキャンペーン特典：注文時に「あぴおを
見た」と伝えて、自家製ポテトチップス１品サービス！
※5月31日までの限定特典となります

雇用調整助成金

【おススメ！テイクアウトメニュー】

【おススメ！テイクアウトメニュー】

週替わりパスタ

地域を超えた
マッチング多数

ザ・ビジネスモールにユーザ
ー登録をして頂くと、
「SOS
＜売りたい＞」、
「SOS＜買い
たい＞
（募集／応募）
」
いずれ
も無料でご利用頂けます。

「BM SOSモール」 https://www.b-mall.ne.jp/sos/
開設期間：令和2年3月11日㈬〜5月31日㈰（予定）

上尾商工会議所青年部

・マッチング

日本全国
万社掲載

洋食酒場ペネロペ

【おススメ！テイクアウトメニュー】

おまかせパスタ ¥1,500

テイクアウト始めました。事前にお
電話頂けるとスムーズにご対応でき
ます。
上尾市柏座 1-1-30
048-871-9400
18:00 〜 24:30 (ラストオーダー 23:30) 日曜定休
テイクアウトのラストオーダー→ 21:00 まで
コロナに負けるなキャンペーン特典： 注文時に「あぴお
を見た」と伝えて、税抜合計金額から５％オフ！
※5月31日までの限定特典となります

ご注文は事前にお問合せいただけると、受け渡しがスムーズになります！
おいしいものをたくさん食べて、
この大変な時期を一緒に乗り切りましょう！
大 切 な 人 だ か ら

そ の 人 ら し い 北本・桶川・上尾
お葬式

完全個室

全室冷暖房完備

納得の

安心
価格

必ず見積を取って他社と比べてください

事前相談は必ず行いましょう
事前相談は必ず行いましょ
う！

雇用調整助成金
女性らしく美しい旅立ち

レディースプラン

28

一式

湯灌スペース有り

万円

ご葬儀に必要な経費です

※税別

●棺

● 会葬礼状

● 仏衣

● 会葬帳

充実のサービス内容

女性らしい美しい姿で
見積を取って他社
最後の旅立ちを華麗に飾ります。と比べてください。

● 布団

● 香典帳

●会館・祭壇使用料は無料です

●駅まで無料送迎車があります

最期を飾る粋な出で立ち

● 納棺具一式

● 位牌

●返礼品は2割引きです

●会館には宿泊施設完備です

● カラー写真

● 塔婆類

● 式場看板

● 受付用品

●病院まで寝台車でお迎えに参ります ●当社での霊安室は無料です

● 案内看板

●果

物

● 忌中看板

●供

物

● ロウソク

● 枕飾り

●線

香

● 清めセット

● 骨つぼセット

● 火葬場案内

● ドライアイス

● 後飾り

●大型駐車場完備

●「県央みずほ斎場」「つつじ苑」
での式場葬も承ります

●手続きは代行いたします
（死亡診断書・役所への届出・火葬許可証など）

etc

おすすめの

生前見積

プラザオオノ
プラザオオノ上尾店

365 日
24 時間
受 付

上尾市緑丘 2-5-2

フリーダイヤル

男の旅立ち 29

一式

万円

※税別

● 羽織ちりめん
● 旅支度一式

生前見積が一番です

● オリジナル棺

「ドリーム」

● 骨壷

「鳳凰 金襴覆」

オリジナル棺 ● 諸道具一式
『ドリーム』

「県央みずほ斎場」「つつじ苑」での式場葬も承ります。

0120 -33-7475

プラザオオノ桶川店
7

心に残るお別れ

骨壷／鳳凰

おもてなしの心を大切にしたサービスをご提供します http://www.plaza-oono.com/

あぴお2020_05_205号_07.indd 2

雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動
の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図る
ための休業手当に要した費用を助成する制度です。
●新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ特例措
置で助成内容や対象が拡充されています
新型コロナウィルス感染症により影響を受ける事業
主を支援するべく感染拡大防止のため、4月1日〜6
月30日の緊急対応期間中は、全国で全ての業種の事
業主を対象に、特例措置がとられています。
助成率：休業又は教育訓練を実施した場合の助成率
【中小企業：2/3→4/5】【大企業：1/2→2/3】
（一人も解雇しない場合、中小企業9/10 大企業3/4）
対 象：正社員だけでなく、パート・アルバイトな
ども対象に拡大
●申請書類が簡素化されています
・記載事項を約5割削減 73事項→38事項に削減
・計画届は事後提出可能（〜6月30日まで）など
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
koyou̲roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

地域最大級

桶川市社会福祉協議会指定店

3つの地域密着型メモリアルホール

上 尾 西ロ
ータリーク
ラブでは、
クラブの特
別 奉 仕プ
ロジェクト
事業として
13 年間行
って い る
「ロータリーの森」の整備を、2月26日㈬小雨の降る中、
水野会長を先頭に、ロータリー会員12名と留学生の参
加の下、今年はロータリーの補助金を活用して、子供た
ちが、安心して遊べるように周囲のフェンス設置作業を
行いました。近い将来、この公園に、蛍が飛び、昆虫採
集すること
ができるよ
うな憩いの
場となるよ
うに、今 後
も環 境の
整 備を進
めて行きた
いと考えて
います。

桶川市若宮 1-1-19

プラザオオノ北本店

北本市山中 1-115
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上尾商工会議所は、
あなたの企業を全力で応援します！

新型コロナウイルス
感染症対策
相談窓口開設中！！
新型コロナウイルス感染症に関する
中小企業・小規模企業者様のご相談窓口を開設しています
新型コロナウイルスの流行により、影響を受けているまたは、

その恐れがある中小企業・小規模企業者からの経営上の相談を受け付けています。
細かな経営の方向性や対応策など、疑問や不安の解消に向けてご相談ください。

☆助成金・補助金支援

☆資金繰り支援

対象企業 ： 4/8〜5/6までの間に7割以上休業する企業
支 給 額 ： 20万円または30万円（複数の事業所を有する場合）

融 資 額 ： 2,000万円+別枠1,000万円
返済期間 ： 運転資金7年以内(据置3年)
設備資金10年以内(据置4年)
利子補給 ： 期間は借入後当初3年間（令和2年度補正予算成立後）

◎埼玉県中小企業支援金 ※令和2年度補正予算成立後
◎小規模事業者持続化補助金
対象者：小規模事業者
補助額：50万円
補助率：2/3以内

◎新型コロナウイルス対策マル経

◎セ−フティネット保証

4号…売上高が前年同月比20%以上減少している企業対象
5号…売上高が前年同月比5%以上減少している企業対象
※令和2年度補正予算成立後、貸付料・利子減免措置あり

◎持続化給付金 ※令和2年度補正予算成立後

対象者：中小企業、小規模事業者等で、
新型コロナウイルス感染症の影響により、
売上で前年同月比で50%以上減少している方
給付額：法人は200万円以内、個人事業者等は100万円以内

●現事務所↓

◎ものづくり補助金

国
道
1
7
号

補助上限額 ： 1,000万円(一般型)
3,000万円(グローバル型)

上
尾
市
役
所

根
貝
戸
団
地

ここいち上尾
前田内科
梅林堂

←上尾駅

上尾商工会議所

上尾市
上下水道部

上尾市
保育所

芝
川

伊奈町→

BUS

BUS

上尾市文化センター前
（下車徒歩約5分）

上尾市文化
センター

上尾商工会館の耐震化および老朽化による改修工事の実施に伴い、
一時的に事務所を移転しています。

〒362-8703 埼玉県上尾市二ツ宮750
TEL.048-773-3111 FAX.048-775-9090

◆移転先／上尾市上下水道部庁舎３階

http://www.ageocci.or.jp
8
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