
2020
June
Vol.57766

申請に必要な書類

①2019年（法人は前事業年度）確定申告書類の控え

④（個人事業者のみなさま）身分証明書写し

法人 個人

②売上減少となった月の
　売上台帳の写し

③通帳写し

※このほかの書類が
　必要となる場合も
　あります。

運転免許証

在留カード

マイナンバーカード

特別永住権証明書

住民基本台帳カード

外国人登録証明書

※e-Taxを通じて申告を行っている場合、これらに相当するものを提出して下さい。

新型コロナウイルス感染症
で影響を受ける事業者の皆様へ
新型コロナウイルス感染症
で影響を受ける事業者の皆様へ

6月12日㈮・26日㈮
持続化給付金「その場で申請！」＊注：スマホでの申請限定　　　の講座になります

新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが前年同月比で50%以上減少
している法人や個人事業主に対し、給付金が支給されます。

法人：200万円
個人：100万円

そんなお悩みを解決！
同時に給付金申請まで完了！

［会　場］　鹿沼商工会議所　大会議室
［定　員］　各回とも20名限定
【お問合せ】　鹿沼商工会議所
　　　　　　0120-910-441

緊急
開催
セミナ

ー

とはいうものの…

「自分達は給付の対象？」
「いくら給付してもらえるの？」
「申請が大変そう？」

◆スマートフォン（メールができるもの）
　＊必ずご持参ください
◆申請に必要な書類（こちら）

ご用意いただくもの

各回とも 11:00～12:00／14:00～15:00
午前の部 午後の部

参加ご希望の方は裏面の［参加申込書］にてご予約ください。



Profile

鹿沼市
栃木県

か ぬ ま し

自然と文化に彩られた鹿沼市
は東京からおよそ100キロ
メートルで栃木県の県央西部
にあたり国際観光地の日光と
隣接しております。
平成28年に国の重要無形民俗
文化財に指定されております
「鹿沼今宮神社祭の屋台行事」
が、「山・鉾・屋台行事」としてユ
ネスコ無形文化遺産に登録さ
れました。

現在の景況感（4月）

4月分景況調査50件のデータより

4月分DI値　▲81.6

大雨

快晴 晴れ 薄日 曇り 小雨 雨 大雨
41以上 26～40 11～25 10～▲10 ▲11～▲25 ▲26～▲40 ▲41以下

天気図の説明 （数字は、業況判断 D I 値）

業種別景況感（4月）

業種 DI値 判定

製 造 ▲ 80.1 大雨

建設（建築含） 0 曇り

小売（飲食含） ▲ 100.0 大雨  

サービス・その他 ▲ 84.5 大雨

鹿沼商工会議所　会員事業所数　2,791件（組織率67.3%）

1.21％
（令和2年5月1日現在）

年
利 2,000万円

以内
運転資金
設備資金

お問合せ　鹿沼商工会議所　振興課

　鹿沼商工会議所では新型コロナウイルス
感染症の影響により被害を受けている会員
事業を全力でバックアップいたします！
　当所ＨＰにて「新型コロナウイルス感染
症に関するお知らせ」を掲載しています。

URL：http://www.kanumacci.org/

●お問合せ　鹿沼商工会議所

新型コロナウイルス
感染症の影響により
被害を受けている
会員事業を全力で
バックアップ！！

新型コロナウイルス
感染症の影響により
被害を受けている
会員事業を全力で
バックアップ！！
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地産地消、今こそ消費拡大！
「商品券で地元かぬまを盛り上げようキャンペーン！」

　鹿沼商工会議所は鹿沼市共通商品券を発行し、幅広く鹿沼市民の皆様に購入いただき消費喚起
を促して、鹿沼市を元氣にしていきます！この地元かぬまのピンチをみんなで応援しましょう！

【販売窓口】鹿沼商工会議所
【販売期間】6月15日～30日
【販売単位】販売単位は10,000円で、購入限度額は設定いたしません。
【有効期限】ご購入から、2025年10月31日まで有効
 　　　　　  鹿沼市内、404店舗の加盟店（4月末現在）にてご利用いただけます。
　　　　　    ※加盟店希望の方は、ご連絡ください。
【ご 注 意】　  プレミアムは付きませんので、
　　　　　    ご注意ください。
【お問合せ】鹿沼商工会議所　指導課　TEL   65-1111

　「持続化給付金」に関して、ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために、5月24日㈰より、「申
請サポート会場」が当所アザレアホールに開設されました。なお、新型コロナウイルス感染防止のた
め、「申請サポート会場」の御利用には、事前予約が必要となります。
◆開設期間：2020年5月24日～　　◆申請サポート会場  電話予約窓口

《ご用意いただくもの》↓

法人 個人事業者

■ 確定申告書別表一の控え（1 枚）
※及び法人事業概況説明書の控え（2 枚）
　計 3 枚（対象月の属する事業年度の直前の
　事業年度分）
※ ・ 収受日付印が押されていること（e-Tax
　　の場合は受信通知）
■  売上台帳や帳簿等、対象月の月間事業収

入がわかるもの（2020 年●月と明確な記載
があるもの）

■  法人名義の口座通帳の写し（法人の代理者
名義も可）

 ■ 確定申告書等
《青色申告の場合》 

  2019 年分の確定申告書第一表の控え（1 枚）※と所得
税青色申告決算書の控え（2 枚）計 3 枚

《白色申告の場合》   
  2019 年分の確定申告書第一表の控え（1 枚）※計１枚
※・収受日付印が押されていること（e-Tax の場合は受
　　信通知）
売上台帳や帳簿等、対象月の月間事業収入がわかるも
の（2020 年●月と明確な記載があるもの）
申請者本人名義の口座通帳の写し
本人確認書類（住所・氏名・明瞭な顔写真のある身分
証明書）

「持続化給付金」の申請サポート会場が開設されました

かぬまプレミアム付
商品券発売決定！

8月の発売を予定
しています。

詳細につきましては、会報7月号でご案内します。

Web予約
「申請サポート会場・予約する」

より予約
https://www.jizokuka-kyufu.jp/

電話予約（自動）
申請サポート会場受付専用ダイヤル

0120-835-130（24時間）
音声電話で必要な鹿沼会場コードは

『0906』となります。

電話予約（オペレーター）
申請サポート会場電話予約窓口

（オペレーター対応）
0570-077-866（9:00～18:00/毎日）

音声電話で必要な鹿沼会場コードは
『0906』となります。

第1弾　商品券（一般券） 第2弾　商品券
（プレミアム券）
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ブギー食品店

見目メカニック（メンテナンスまるみ）
　「当社はスペースシャトルに積み込まれる梱包資材（ウレタン）の加工も手掛け
ています」と語る社長の見目則之さん。機械設計から始めた見目メカニックは、現
在、主にNC発泡ウレタン・スポンジ切削加工を行っています。製品はスポーツ用
品や高級スポーツカーのオプション品など多種にわたり、最近は、ウレタンマスク
が注目されています。（店舗販売なし。詳細は左図のQRコード、もしくは県のHP
をご覧ください。）さて、同社は、もう一つ新しい事業に乗り出しています。娘の
美絵さんが３年前から始めた清掃業務のメンテナンスまるみ。活動の場を、一般住
宅やアパート退去時、中古・新築住宅、介護施設、ビルメンテナンス等と広げてい
ます。スタッフは全員が女性。「女性が技術を持って働ける場所を作りたかった」
と話す美絵さん。女性ならではのお客様とのコミュニケーションや気配りが好評で
す。また、清掃には環境と人にやさしい強アルカリ電解水を使用しているので、除
菌効果もあり赤ちゃんがいる家庭や老人施設でも安心安全です。美絵さんは、「こ
の仕事を鹿沼でもっと広めたい」、則之さんは、「このウレタン加工技術を若い人
にも教えたい」と、父娘の夢が広がっていきます。

代表者：見目　則之
住　所：鹿沼市茂呂1045-14　TEL：0289-76-1445
営業時間：8:30～17:00
定休日：日曜日

Vol.191

　「ここのお弁当、おいしいよ。コロッケも夕食のおかずに買っていくの」。声を
かけてくれた主婦の方は、週3回は通うという常連さん。ここは、JR鹿沼駅前にあ
るお弁当とお惣菜のお店。オープンは昨年の6月。オーナーの中津さんが奥様と二
人三脚で営んでいます。お店の外観も個性的ですが、和洋中のジャンルを問わない
日替わりのお弁当もお洒落で個性的。その独自の創作料理の美味しさに惹かれ、こ
の日も午後2時を過ぎたというのに、どんどんお客様がやってきました。「どんな
味？そう言われても表現がむずかしいわね。とにかく、一度食べたらやみつきに
なるのよ」「美味しいし、値段の割にずっしり感があるね」と、お客様の評判も
上々。この日のお弁当は手羽先のこってり煮と中国醤油を使った黒チャーハン。お
惣菜は中華風春雨サラダやフランス家庭料理のキッシュ等、常に6～8種類を用意。
この日のキッシュはゴルゴンゾーラチーズとサツマイモとカボチャ。サツマイモの
甘さとチーズのコラボが絶妙なお味です。人気のコロッケはオーダー後に揚げると
いう気配りが嬉しいですね。「ここが、みんなが気楽に立ち寄って楽しめる場所で
あってほしいです」と話す中津さん。これからも、地元に愛されていくでしょう。

代表者：中津　成光
住　所：鹿沼市上野町113-9日光線通運貸店舗D　TEL：0289-78-4291
営業時間：11:00～14:00　16:00～20:00（通常）

11:00～14:00なくなり次第終了（日曜日）※お電話でもご注文を承ります。
定休日：月曜日 ▲詳しくはこちらへ

▲詳しくはこちらへ 268

上野町

茂呂

さつき大通り

JR 鹿沼駅ブギー食品店

日
光
線

293

121

郵便局

見目メカニック
（メンテナンスまるみ）
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鹿沼商工会議所青年部　第十五代会長決定！

専門家派遣制度のご活用を

　鹿沼商工会議所青年部 第31回定期総会（書面決議）において、令和2年度会長
として森　誠 君が承認されました。

未来の企業応援サイト『ミラサポ』

エキスパートバンク事業

【新任あいさつ】
　第十四代長谷川会長より今年度会長を引継がせていただきました森です。よろしくお願い致します。
　新型コロナウィルスに混乱させられている本年度のスタートは、満足な活動ができるとは考え難いと
思われます。とはいえ、停滞しているわけにはいきません。事態が収束し、地域での活動が可能になっ
た時、素早く動き始めることが出来る様な準備を進めて参ります。
　さて、今年度は青年部のスローガンを『次代への再確認』とさせて頂きました。無事に節目となる
30周年を超えることができたのは、それを契機に会員全体が盛り上がり、繋がりが深まったことが原資となっています。この原資を
元に、この先の40周年、更にその先へと組織を続けるためにはどうしたら良いか、また商工会議所青年部の存在意義とは何なのかを
再度見つめなおし、組織の基礎を強化して参ります。
　組織の基礎の一つは人材でもあります。これからの数年間は会員増強を目標に、本年度から新たに発足したOB会の新たな力や会員
相互の情報力等を駆使し、会員増強に力を注ぎます。
　青年部は様々な業種・業態の企業が入り交じり、様々な活動を通して協力し合うことが最大の特徴であり、この事が青年経済人と
しての資質の向上、引いては各企業の成長へと繋がります。会員一人一人がそれぞれの場において活躍し、鹿沼がより良い街となる
ための礎となる活動を行いたいと思います。

『ミラサポ』は、中小企業や小規模事業者の未来をサポートする目的で開設された支援
ポータルサイトです。経営に関する基礎的な知識、国や公的機関が実施している支援情
報や支援施策等についての情報を詳しく知ることができます。

｢エキスパートバンク事業｣制度は、技術･経営面での対策にお困りの小規模事業者の皆様へ、直接エ
キスパート（専門家）を派遣し、問題を解決するために、具体的･実践的な指導助言をいたします。

1.専門家を年度3回まで無料派遣
  （ITを活用した経営力強化に関する派遣は5回まで）
専門家は、キーワードや経営課題・エリアなどから検索する
ことができます。

2.各種補助金・助成金・融資
企業経営や創業に役立つ補助金・助成金などの情報が探せ
ます。

3.セミナー・イベント
スキルアップや情報収集・販路開拓につながる情報が探せ
ます。

4.公募情報
人材・表彰・ビジネスプラン・施設入居者募集などの公募募
集が探せます。

第15代会長　森　誠
（㈲大長  代表取締役）

（ワンストップ総合支援事業）

（経営技術強化支援事業）

『ミラサポ』ポータルサイト
無料の会員登録をして会員になると、右記
のようなサービスを受けることができます。
持続化給付金や新型コロナウイルス関する
補助金などの最新情報も随時発信‼

☆費用は無料（年度内1テーマ1回）
☆会議所管内の小規模事業者が対象

☆秘密厳守で直接企業を訪問
☆一流のエキスパート集団

会員の皆様 鹿沼商工会議所へ
相談、申込

エキスパート指導、
依頼 派  遣➡ ➡ ➡
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InformationInformation鹿沼市共通商品券加盟店の皆様へ

○６月商品券換金締切と入金予定日
　平日、商工会議所窓口にて受付しています。やむを得ない事情により予告なく期日を
変更することがあります。

支給対象者⑴ 支給金額
県の協力金の支給決定者で、市内
に有する施設を休業した事業者

一事業者につき、一律10万円
（県の協力金＋市の10万円）

支給対象者⑵ 支給金額
県の協力金支給対象施設で、令和
2年5月2日から5月6日まで市内に
有する施設を休業した事業者

（　⑴の支給を受けた者を除く。）

一事業者につき、一律5万円

新型コロナウイルス感染拡大防止協力金の支給

または、鹿沼商工会議所までお問合せください。　※何れも㈪～㈮の9：00～17：00
　 　　　　  ※申請書を当所窓口にて配布しております。

詳しくは 新型コロナウイルス感染拡大防止協力金受付センター
●申請受付期間  7月15日㈬まで　
●お 問 合 せ 鹿沼市経済部 産業振興課  0289-63-6522

　昨年度、建設業部会発ステップアップ事
業として、災害用の簡易住宅研究に関する会
議や視察などを開催し調査研究をしてきま
した。今年度、「森林空間プロジェクト」とし
て、新たなスタート、事業連携化を図るため
メンバーを募集いたします。
他の業界の方々の参加をお待ちしておりま
す。

●プロジェクト参加費（年会費）  
     30,000円（税込）

●お問合せ　
　鹿沼商工会議所　
　振興課〈担当：佐藤〉

鹿沼森林空間
プロジェクトメンバー募集

　複数事業者（製造業と異業者）が連携して新製品開発など、
新たな事業化実現を目指す連携グループへ試作品等の製造経
費を支援します。
①  補助金等　　　　　　　　　　　　　
　  外部の審査員が、採択審査を行い、事業内容等を勘案し補 
　  助金額を決定します。(上限100万円)
②  応募書類・締切　　　　　　　　　　　　　　　　
　（１）応募書類　申請用紙に必要事項を記入提出
　　      http://www.kanumacci.orgよりダウンロード
　（２）応募締切日　6月19日㈮午後5時まで
   　       ※詳細については、お問合わせください。
●お問合せ　鹿沼商工会議所　振興課〈担当：佐藤〉

ものづくり新連携支援事業
補助金のご案内

鹿沼商工会議所　お祝い電報サービスのご案内

　鹿沼商工会議所では、会員事業所の皆様の新店舗開店・工場新築や創立○周年行事・従業員の結婚等の記念日
に、会頭名でお祝い電報をお送りするサービスを開始いたします。会社の慶事に是非ご利用ください。

●お申込み方法　ＴＥＬでお申込みいただき、申請書をお送りいたしますので、ＦＡＸにてお申込みください。
●申 込 締 切　 慶事の10日前までにお申込みください。　※お申込み後、確認のご連絡をいたします。

無料

《栃木県》
 　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の要請・協力依頼に応
じて休業に御協力いただいた事業者に対し協力金を支給します。
●支給対象　4月21日㈫から5月6日㈬まで休業した、県内で営業する 
　　　　　　事業者。（ホテル又は旅館については、4月28日㈫から5月
　　　　　　6日㈬までの休業）（別紙参照）
●支 給 額 　1事業者 最大30万円 （1事業者当たり10万円。事業所を  
       賃借している場合は10万円を加算、複数事業所を賃借し 
 　  ている場合はさらに10万円を加算）
●申請方法　インターネット又は郵送　
●受付期間　5月7日㈭～6月30日㈫（消印有効）
　なお、「新型コロナウイルス感染拡大防止協力金受付センター」を
5月1日㈮13時に開設し、電話相談等を行います。
詳しくは　      新型コロナウイルス感染拡大防止協力金受付センター
                      028-680-7145
●開設時間　5月2日㈯ 以降は、9：00～17：00まで（土日・祝日を含む）

《鹿沼市》
 　鹿沼市では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、栃木県
からの要請・協力依頼に応じて休業の協力をいただいた市内の
事業者に協力金を支給します。

換金締切日 入金予定日（振込予定日）
令和２年 ５月27日㈬ 令和２年 ６月 4日㈭
令和２年 ６月  3日㈬ 令和２年 ６月11日㈭
令和２年 ６月10日㈬ 令和２年 ６月18日㈭
令和２年 ６月17日㈬ 令和２年 ６月25日㈭
令和２年 ６月24日㈬ 令和２年 ７月 2日㈭

お問合せ　鹿沼商工会議所　0120-910-441
7

InformationInformation6月の振替日は6月22日㈪
となっておりますので、ご予定くださるようお願いいたします。

生命共済
口座振替日

鹿沼商工会議所（0120）910―441
商工会議所各課へのお問合せはこちらへ

お問合せ

お知らせ募集 募集・お知らせ

　鹿沼商工会議所では、「キラリ技術伝承・人材確保支援事業」
を今年も継続いたします。

●募集対象
　鹿沼市内に事業所を有し、令和3年３月卒業予定の就職希望の
　中学生を受入可能な事業所または、今後受入可能な事業所。
　匠の技、手に職を持つ人を育成いただける会員事業所。
●募集期間　令和2年6月～8月
●対象業種　技術継承を必要とする会員事業所
●お問合せ　鹿沼商工会議所　
　　　　　　総務課〈担当：武内〉

貴社の技術を若い次世代へ！
中学卒業予定者、人材受入企業募集！

7月開催の源泉計算指導会
について

　コロナ感染症拡大防止のため、今回の源泉計算指
導会は以下の要領で実施いたしますのでご了承くだ
さい。

開催日：7月7日㈫～10日㈮
  　　　9：00～16：00
会　場：4階中会議室
持参いただくもの：6月まで記載済み源泉徴収簿・　
　　　　　　　　 手数料
●お問合せ　鹿沼商工会議所　指導課

鹿沼市共通商品券
参加店舗大募集中！

　今年度、鹿沼商工会議所では総額約１億円分の
共通商品券を発行いたします。
　また、8月（予定）にはプレミアム付商品券の発行
を予定しております。この機会に、ぜひ商品券加盟
店舗になりませんか？
● 参 加 資 格  ：鹿沼商工会議所の会員であること
● 参 加 料 金  ：無料　● 換金手数料  ：３％
● 申 込 方 法   ：参加申込書、取り扱い約款を商工
　　　　　　　   会議所にて配布いたします。　
●お問合せ　鹿沼商工会議所　指導課　

鹿沼まちゼミ中止
のお知らせ

「おとりよせ」できる
鹿沼産品募集！

　８月７日～９月３０日に開催を予定して
おりました第１４回鹿沼まちゼミですが、
新型コロナウイルスの感染が拡大してい
る状況を鑑み開催を中止させていただく
こととなりました。

　鹿沼市のホームページで情報発信します。
●お問合せ　鹿沼市経済部観光交流課　
　　　　　   0289-63-2188

　何卒ご理解とご協力の程よろしくお願い
申し上げます。

Webセミナーをご利用いただくには、会員専用のIDとパスワードが必要です。
詳細は鹿沼商工会議所へお問合せください。（TEL  0289-65-1111）

「会員親睦チャリティーゴルフ大会」
の中止について

　令和2年10月に開催を予定していた
「会員親睦チャリティーゴルフ大会」に
ついて、新型コロナウイルス感染症の影
響に伴い、中止とさせていただくこととな
りました。
　開催を楽しみにされていた皆様には、
大変申し訳ございませんが、何卒ご理解
いただきますようお願い申し上げます。
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ご参加お待ちしております。

6月
号
　

Vol.577

□持続化給付金「その場で申請！」セミナー
□経営よろず・創業相談会　□弁護士相談会

□弁護士相談（FAX相談は随時）
□司法書士相談　　□行政書士相談　
□社会保険労務士相談

【場所】　鹿沼商工会議所３階　小会議室　　【お問合せ】　商工会議所　振興課

個別相談会のご案内

下記の相談を随時受付しております。
（相談者と日程調整：13：30～16：00）

FAXでの相談は随時受付ております。

◆司法書士相談
　不動産登記や相続、遺言状の作成など
◆行政書士相談
　官公署等への手続きや権利義務など

◆弁護士相談
　経営上や取引先とのトラブルなど

◆社会保険労務士相談
　人事労務、労働保険、社会保険、年金など

随時相談

参加ご希望の方は下記の［参加申込書］にてご予約ください。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い中止となる場合がありますので予めご了承ください。

◆弁護士相談会
　経営上や取引先とのトラブルなど
  　6月18日㈭ 
 　 13:30～16:00

◆事業引継相談会
　後継者問題・Ｍ＆Ａ会社譲渡など
  
 　 10:00～15:00

次回は7月14日㈫

◆経営よろず・創業相談会
　販路開拓、創業、補助金相談など
  　6月10日㈬ 
 　 10:00～17:00

◆弁理士（知財）相談会
　発明や商品名・特許など
  
 　 13:00～16:00

相続・法人手続き・借金問題など悩みは複雑で、なかなかわかりづらいもの。
そんな悩みを解決する専門家に無料で相談できます。

次回は7月16日㈭

無料

共同広告掲載募集　掲載料無料
6/20㈯に鹿沼市内全域を対象とした折込チラシを発行します。コロナウイルス流行
により困っている会員事業所の皆さまの、商品・製品・サービス等の情報を幅広く募
集します。地元の皆さんに「売りたいもの」「買って欲しいもの」をPRしませんか。
＊申込方法　QRコードからFacebookで投稿してください。
　　　　　　※それ以外は鹿沼商工会議所経営支援課までお問合せください。
＊掲載内容　①写真＋文字　②文字情報のみ
＊先着50件程度
＊5/23発行の鹿沼Stay Home応援！チラシ掲載店舗様は対象外とさせていただきます。

売ります！ 買います！
鹿沼応援プロジェクト

Facebook 参加受付中→


