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１．意見活動
　内外の政治経済情勢を把握し、商工業の振興対策等に関して
議員総会ならびに埼玉県商工会議所議員大会などを通じて意見
を結集し、国県市に対して要望を行う。

２．財政基盤強化に関する事業
（１）�令和4年度会員目標1,600件。（新規加入事業所数　84件　

職員1名あたり　年間7件）
（２）�アクサ生命保険㈱と連携して、春季と秋季の2回共済加入

キャンペーンを展開する。
（３）各種共済の加入促進を図る。

３．商工振興に関する事業
（１）地域商業活動の支援強化及び空き店舗利用対策
　①�飯能市の活性化を図るため、飯能市と連携して創業者支援
並びに空き店舗利用促進を図る。

　②�飯能市、不動産業者(団体)と連携して、事業者や創業者へ
の利用促進を図る。

（２）情報化推進事業
　�商工会議所職員の情報セキュリティ研修、ＩＴツール利用研
修を継続的に実施し、積極的な　ＩＴ化による業務効率及び
生産性の向上を図ると共に、パソコン・スマートフォンをは
じめ、ＩＴツール等の活用や情報セキュリティ対策など、相
談を通じて解決を図る。

（３）地域資源活用事業
　①�地域資源（西川材等）を活用した新商品・新サービスを創出
する。また新会館の利用促進を図り、西川材の推進を図る。

（４）事業継続力強化支援事業
　�大規模災害の発生に対応するため飯能市と共同策定の「事業
継続力強化支援計画」に基づき、個々の事業者へＢＣＰ（事業
継続計画）作成を推進する。同時に被災時の災害復旧のため
に、国や県の支援策を周知する。

（５）商業振興事業
　①�日替わりシェフレストランを創業希望のインキュベーショ
ン施設及び地域コミュニティ施設として運営する。

　②�飯能市中心市街地のより賑わい創出を図るために、飯能市、
各種団体等と連携し、積極的に事業展開を図る。

（６）工業振興事業
　①工業部会活動の活性化を図る。
　②飯能商工会議所・青梅商工会議所地域間交流を推進する。
　③飯能工友会の事業活動に協力する。　
（７）その他商工振興事業
　①�創業希望者を対象に、創業に関する知識を学べるスクール
の開催およびフォローアップを実施する。また、飯能市と協
力して、創業者に対して経費の一部を補助する飯能市創業
支援補助制度を運営する。

　３月28日臨時議員総会にて令和４年度事業計画及　３月28日臨時議員総会にて令和４年度事業計画及
び予算が承認されました。び予算が承認されました。
　アフターコロナにおける新規事業などを盛込み、伴　アフターコロナにおける新規事業などを盛込み、伴
走型支援を引続き実施します。走型支援を引続き実施します。

令和４年度収支予算書総括表
自  令和４年４月１日　　至  令和５年３月31日　  単位：千円

令和４年度飯能商工会議所事業計画
「連携と創造　～地域経済の活性化を図る～」

※二重アンダーラインは重点事業（抜粋）

　②�埼玉県と連携し、地方創生推進交付金の活用による地域課
題解決に向けた起業を後押しする埼玉県起業支援金の申請
機関となる。また、既存事業者と連携を図り、起業家育成
を強化する。

　③�地域の商工業者が貿易の際に使用する非特恵原産地証明書
の申請ならびに発給業務を電子化し、申請者の負担軽減を
図るとともに業務の効率化を推進する。

　④�新型コロナウイルス感染症関連の相談窓口を設置し、給付
金や補助金等の施策を周知し諸相談に応じる。

　⑤各支援機関と協力して、管内事業所のSDGs経営を支援する。

４．経営改善普及事業
（１）�事業者に寄り添った窓口相談対応により、経営の持続化に

資する情報を提供すると共に、経営指導業務の充実強化を
図る。

（２）�経営支援連携事業・埼玉経営応援隊事業などの各種支援施
策を組み合わせて、訪問等により小規模事業者の専門的な
経営相談に応じる。

（３�）税理士、弁護士、弁理士、社会保険労務士、事業承継士を
委嘱し、各個別相談会を開催し企業の経営基盤強化を図る。
また、埼玉県よろず支援拠点と連携し、当所に出張相談所
を設置し、管内事業者の経営改善や経営上のあらゆるお悩
みに対応する。

（４）�中小企業診断士等と連携しながら埼玉県経営革新計画を
積極的に推進し、計画承認事業数年間10件を目標とする。
また、承認事業者に対して経費の一部を補助する経営革新
計画支援制度を運営する。

（５）�各種補助金の周知と採択支援を実施する。小規模事業者持
続化補助金については、受付及び形式審査を実施する。

（６）�経営革新等支援機関として、中小企業庁がおこなう経営力
向上計画や先端設備導入計画等の確認をおこなう。

（７）�会員企業の経営状況を重点的に把握し、管内商工業者の販
路拡大を目的とした企業情報サイト「ザ・ビジネスモール」
の積極活用を図る。

５．経営発達支援に関する事業
　小規模事業者の経営を取り巻く環境や事業者自らの強み等を
分析し、新たな需要獲得のための事業再構築、ならびに技術の
向上、新たな事業分野の開拓、その他持続的な事業発展に資す
る支援を飯能市と共同で実施する。
（１）�小規模事業者が経営環境の変化を捉えるために、ＲＥＳＡ

Ｓや統計はんのう、観光入込数のデータを分析し、地域の
経済動向を調査する。

（２）�小規模事業者が観光客の増加に対応したビジネスモデル転
換をしていく中において、商品・サービスの開発に必要な
消費者の需要の動向を調査する。

（３）�小規模製造業の持つ強みを顕在化させ技術力向上、販路拡
大するために、保有技術等の調査を実施する。

（４）�小規模事業者に対し財務分析・非財務の両方の経営状況を
分析し、多面的な視点から強みを顕在化させるとともに、
経営支援システムを活用しノウハウを蓄積する。

（５）�小規模事業者の業績向上のために、経済動向調査や需要動向
調査による分析内容や経営分析の結果を活用し、事業計画の
策定を支援する。

（６）�小規模事業者が前項で策定した事業計画の取組を成功さ
せ、実際に売上・利益の向上にむけ伴走型のフォローアッ
プ支援を実施する。

（７）�小規模事業者が単独で行うことが難しい展示会への出展や
商談会への参加といったメニューにより新たな需要開拓を
側面支援し、販路拡大および取引機会の拡大を支援する。

（８）�経営資源が限られている小規模事業者にとって必要な業務
効率化や生産性向上のためにデジタル化やデジタル・トラ
ンスフォーメーションを勧め、販売促進面でもＩＴ利活用
のきっかけづくりを行う。

６．商工観光事業に関する事業
（１）�飯能市、（一社）奥むさし飯能観光協会と連携して、各種観

光事業に積極的に参画し、地域創生を図る。
（２）飯能市・日高市賑わい創出連携事業協議会の事業に協力する。
（３）「第10回震災復興元気市」を開催する。
（４）「はんのう路地グルメ2022」を開催する。
（５）「はんのうパンフェスタ2022」を開催する。

（６）浅草寺との連携を図る。
（７）�飯能アニメツーリズム実行委員会「ヤマノススメ」事業に協

力する。�（ヤマノススメNEXT�SUMMIT�4期放送予定）

７．青年部・女性会の活動に関する事業支援
（１）青年部事業
　①新たな地域活性化(案)の企画並びに実施協力する。
　②�会員企業の経営力向上に資する勉強会の開催並びに親睦交
流に協力する。

（２）女性会事業
　①埼玉県、関東、全国の各連合会の事業活動に協力する。
　②�会員企業の経営力向上に資する勉強会の開催並びに親睦交
流に協力する。

８．商工技術の向上に関する事業
（１）各種検定試験を施行し、商工技術の総合的な向上を図る。
（２）飯能地区珠算教育振興会の事業活動に協力する。

９．広報に関する事業
（１）�商工会議所ホームページ及びＳＮＳを積極的に活用し、飯

能市・埼玉県・国の補助金情報やその他支援策並びに観光
情報の発信を推進する。

（２）�会員事業所の既存の商品やサービス、今後の取り組みなど
を当所ホームページや毎月発行している広報誌等に掲載紹
介をする事業を行う。

10．金融に関する事業
（１）�国、県、市の融資制度利用の普及・斡旋のために窓口個別

相談の充実を図る。
（２）�小規模事業者経営改善資金制度（マル経資金制度）の効果的

運用と斡旋事務に務め、審査会を開催する。
（３）�㈱日本政策金融公庫と連携を図り、管内事業所の金融の円

滑化を図るため個別融資相談を実施する。

11．税務・労務対策に関する事業
（１）�関東信越税理士会所沢支部との連携により各種会員サービ

スを図る。
（２）管内商工業者に対して、消費税の適切な転嫁支援等を行う。
（３）�インボイス制度や電子帳簿保存法の改正に関して周知に努

める。
（４）ＩＴ化による労働保険事務組合業務の高効率化を図る。
（５）生活習慣病集団健診を実施する。
（６）�経済産業省が所管する健康経営優良法人認定制度を取り組

まれる事業者をアクサ生命保険㈱と連携し支援する。

12．商工会館の活用・運営に関する事項
（１）新会館の利用や活用方法を検討し、収益の一助とする。

13．�日本商工会議所・関東商工会議所連合会・埼玉県商工会議
所連合会に関する事業

（１）�日本商工会議所の各種委員会、専門委員会（中小企業輸出
投資専門委員会、観光・インバウンド専門委員会）に所属し、
情報聴取のため会議に参加する。

（２）�関東商工会議所連合会、埼玉県商工会議所連合会開催の各
種会議、研修会および埼玉県商工会議所連合会主催の埼玉
県商工会議所議員大会に参加協力する。

14．その他の事業
（１）�関係諸官庁、関係団体、役員、議員、大口会員による新年

賀詞交歓会を開催する。
（２）�飯能市・駿河台大学・飯能信用金庫と連携して、「子ども大

学はんのう」を開催する。
（３）飯能市の各種委員会や団体の委員として事業活動に協力する。
※�新型コロナウィルス感染症等の影響により、本事業計画に変
更が生じる場合があります。

会計別 繰越金 収入 支出 収支残高 繰入金
（支出△）

差引
収支残高

一 般 会 計 15,578 175,495 188,163 2,910 △2,910 0

小規模事業
会 計 0 43,967 48,876 △4,909 4,909 0

収 益 事 業
特 別 会 計 3,115 20,019 18,736 4,398 △4,398 0

労働保険事業
特 別 会 計 0 5,596 7,994 △2,398 2,398 0

令和４年度商工会議所事業計画・予算

臨時議員総会に先立ち、3月14日に常議員会が開かれ原案通り
総会に提出することが全会一致で承認された。
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（株）日立製作所グループ会社

6,300円

デイサービスセンター

山手なの花館

短時間運動特化型デイサービス

元気アップ倶楽部飯能
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山手せせらぎ館
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紙おむつ支給事業所
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山手介護株式会社 973-0303
 代表取締役会長兼社長　加 藤   清

73

「健康経営優良法人」認定

飯能商工会議所ホームページ
http://www.hanno-cci.or.jp/　　e-mail：info@hanno-cci.or.jp

飯能商工会議所 検索

「みんなでピクニック」　� 真心（神奈川県在住）

　飯能商工会議所では、この度経済産業省より「健康経営優良法
人」の認定を受けました。
　今後は、会員企業への健康経営推進を実施してまいります。
※健康経営とは、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦
略的に実践することです。
　企業理念に基づき、従業員等への健康投資を行うことは、従業
員の活力向上や生産性の向上等の組織の活性化をもたらし結果的
に業績向上や株価向上につながると期待されます。

真心を漢字でしんごと読みます。
小さい頃から絵を描くことが好きで将来は画家を目指して頑張っています。

飯能商工会議所では、障がい者アート協会の主旨に賛同し毎月、創作作品を紹介していきます。
紹介することで、著作物利用料・創作活動応援費として経済的支援につながります。
作品のご活用は、SDGs17の目標のうち、8・9・10の３点達成に向けた取り組みとなります。
会員の皆様で趣旨に賛同される方は、是非ご活用ください。

一般社団法人障がい者アート協会　ホームページ https://www.borderlessart.or.jp/

4月1日㈮ 10時～ 飯能地区珠算教育振興会通常総会

6日㈬・7日㈭
9時40分～16時30分 令和４年度新入社員研修

7日㈭ 9時30分～ 税務相談※

8日㈮ 10時～ 働き方・労務相談※

10日㈰ 9時30分～ 第139回暗算検定試験

11日㈪ 10時～ 特許・商標・著作権相談※

13日㈬ 13時～ 事業承継・譲渡・廃業相談※

15日㈮ 13時～ 日本政策金融公庫定例相談※

19日㈫ 11時～ 飯能地区警察官友の会　監査会

20日㈬ 13時30分～ 経営法律相談※

22日㈮ 19時～ 飯能商工会議所青年部通常総会

25日㈪ 17時～ 労働保険年度更新手続書類提出期限

25日㈪ 9時～ 第160回日商簿記検定（統一試験）2級・3級

12日㈫、28日㈭ 埼玉県よろず支援拠点無料経営相談★

5月13日㈮ 17時 第161回簿記検定試験申込受付

※相談会は事前予約が必要になります。
★ の出張相談所は、直接「よろず支援拠点窓口」TEL：0120-973-248へお申込下さい。

　今月の予定� 令和4年（2022年）4月
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