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（石原市長ご祝辞）
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②青年部クリスマスイベントを開催しました
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ハイライト:

確定申告期限
消費税の申告期限は
平成27年3月31日(火）
です。お早目に申告を
済ませましょう。

１月２３日（金）午後６時００分より、桐生グランドホテルにおいて
新年互礼会を開催しました。ご来賓に石原条みどり市長をはじ
め、井野俊郎衆議院議員、須藤昭男県議会議員など２６名の
ご来賓にご出席いただき、総勢９３名の盛大な新年互礼会を行うことができまし
た。ご出席いただきましたご来賓・本会役員・各部会役員・総代の皆様、ありが
とうございました。

2014年12月に毎年恒例のクリスマスイベン
トがありました。このイベントは笠懸の幼稚園と
保育園に青年部員がサンタクロースになって
訪問します。内容はそれぞれ園のクリスマスイ
ベントでサンタクロースとして子供にプレゼント
をし質問をされたり園児と触れ合うイベントに
なります。それぞれ園によって特色がありとて
も楽しいイベントになりました。（担当：岩﨑）
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③各部会の新年会が開催されました
商工会の各部会では、下記のとおり新年会が開催されました。部会員同士の交流や情報交換のため、
会員の皆さんも部会事業にご参加しては如何でしょうか？
金属部会１月１７日（土）午後６時３０分～新政、女性部１月２１日（水）午後６時３０
分～庄屋久平、商業部会１月２９日（木）午後６時３０分～オステリア・ヒロ、青年部
１月２９日（木）午後７時３０分～新政、繊維部会２月６日（金）午後６時３０分～魚
利、建設部会２月１０日（火）午後６時３０分～百膳、飲食部会２月１７日（火）午後６時００分～百膳、
サービス部会２月１９日（木）午後６時３０分～やまもと

④経営セミナーを開催しました
１２月９日（火）午後６時３０分より、いすみ鉄道㈱代表取締役の
鳥塚 亮先生を講師に「危機を乗り越える夢と戦略～いすみ鉄道
公募社長の無手勝流ビジネス論～」をテーマに講演会を開催しま
した。鳥塚社長は講演会で全国を飛び回るとても人気のある方で
スケジュール調整も大変でした。講演会の内容を簡単に説明する
と・・・
いすみ鉄道は、従来の方法での経営合理化や経費削減では経
営の限界に達していました。そこで公募社長の鳥塚氏が、各地域
で行っている赤字ローカル線を存続させるための取組事例で「地
元住民が乗って残そう○○線」ではなく、首都圏等外部のお客さんに来てもらう観光鉄道としてキャシュ
フローを稼いで、収益改善を図った実例を具体的に説明しました。鉄道業界の従来の考え方や取組事
例を捨て、発想の転換と思えるような鳥塚社
長の様々な取組は、これから仕事に役立つヒ
ントや可能性のある起業、経営資源の発掘
等、今後の事業に役立つような内容ばかりで
した。 鳥塚社長の説明は、とても分かりやす
く、大変参考になる講演会で参加した会員さ
んは、良かったよ～と話していました。
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⑤利子補給・中退金補助受付状況
１月８日（木）～１４日（水）までの４日間、平成２６年分利子補給及び中退金補助の受付を行いました
が、申請状況は下記のとおりです。
【利子補給】１９７事業所・金額２２，９５９千円（昨年は１９９事業所・金額２５，０７３千円でした）
【中退金】２５事業所・金額６７３千円（昨年は２３事業所・金額７８４千円でした）
＊毎年１２月、全事業所へ案内を郵送しています。申請もれのないようにお願いします。

⑥はっぴぃ商品券の回収状況が集計できました
１１月２３日（日）みどり市３商工会において２０％のプレミアム付き商品券 総
額２，０００万円（額面２，４００万円）を販売しましたが、１月３１日（土）の使用
期限を迎え、回収状況の集計が終わりましたので報告します。みどり市内全
体の回収状況を比較すると、例年ではありますが、笠懸町・
東町地区で販売した商品券が大間々町地区へ流れてい
る・・・このような結果となりました。
発行額（割合）及び換金額（割合） ＊未回収商品券７０，５００円（１４１枚）
笠懸町商工会 発行額 １，０８０万円（４５％） ⇒ 換金額
６８７万円（２８．７％）
大間々町商工会 発行額 ９６０万円（４０％） ⇒ 換金額 １，４９９万円（６２．６％）
東町商工会 発行額
３６０万円（１５％） ⇒ 換金額
２０７万円（ ８．７％）

⑦ウォーキング講座を開催しました
金属部会では去る２月２４日（火）午後６時、桐生大学グリーンアリーナ
に於いて講師にデューク更家公認ウォーキングスタイリストの築カレン先
生をお迎えして、「美しく健康になるウォーキング講座」を開催しました。
この事業は金属部会員だけではなく商
工会員全員と、みどり市在住・在勤の一
般の方も対象にして、下は５歳から上は
７０歳代の幅広い年齢の合計８０名の方
が当日参加いただきました。築先生は、
「女性はより美しく、男性はダンディーに
なって帰って欲しい」と呼びかけ、歩く時
の歩幅や筋肉の使い方、腕の振り方な
どを楽しく指導、全員が笑顔で体を動かしていました。参加した皆さん
は、このウォーキングは楽しく続けられ、正しい歩き方を身につけて、体も
心もますます健康になることでしょう。
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⑧平成２６年度補正予算・平成２７年度予算案のご案内
平成２６年度補正予算・平成２７年度予算案等について「中小企業・小規模
事業者対策のポイント」の一部分を説明します。詳しい情報は、中小企業庁
ホームページや中小企業庁が委託して運営する支援ポータルサイト「ミラサ
ポ」の施策マップでご覧いただけます。“ミラサポ”と入力して検索して下さい。

小規模事業者を応援します
お問い合わせ先：中小企業庁小規模企業振興課 03-3501-2036
小規模事業者の持続化支援 ①小規模事業者が商工会・商工会議所と一体となって販路開拓に取
り組む費用（チラシ作成費用や商談会参加のための運賃など）の２／３を補助します（持続化補助金）。
また、①複数の事業者が共同で行う取組や、②雇用対策・買い物弱者対策への取組を行う事業者に対
しては重点的に支援（補助上限のアップ）します。補助上限額：50万円（①500万円、②100万円） ②
既存の商圏を超えた広域に販路を拡大しようとする小規模事業者を対象に、物産展や商談会の開催、
国内外のアンテナショップやインターネットによる販売支援などを行います。

ものづくり・商業・サービス革新を支援します
お問い合わせ先：中小企業庁技術・経営革新課 03-3501-1816
ものづくり・商業・サービス革新補助金 ○新しい商品・サービスの開発や業
務プロセスの改善、新しい販売方法の導入など、中小企業・小規模事業者が
事業革新に取り組む費用の２／３を補助します。今回は、共同体で行う設備投
資なども支援対象に追加します。補助対象:①新しいサービス、新商品・試作
品の開発 ②複数者が共同で取り組む設備投資等 ※②については、創業間も
ない企業や小規模事業者は申請書類が簡素化されます。補助上限額：①1,000万円 ②共同体で
5,000万円（500万円/社） ※設備投資をせずにサービス開発をすることもできます（上限700万円）
革新的ものづくり産業創出連携促進事業（サポイン事業） ○中小企業・小規模事業者が、大学・公
的研究機関等と連携して行うものづくり技術を活用した研究開発などの費用の２／３を補助します。補助
上限額：4,500万円 ※特定ものづくり基盤技術に、「デザイン開発技術」を追加します。
商業・サービス競争力強化連携支援事業 ○中小企業・小規模事業者が、他の事業者及び大学・
公的研究機関等と連携して行う革新的なサービス開発の費用の２／３を補助します。補助上限額：
3,000万円

省エネ設備の導入を支援します
お問い合わせ先：資源エネルギー庁省エネルギー対策課 03-3501-9726
地域工場・中小企業等の省エネルギー設備導入補助金 ①最新モデルの省エネ機器・設備を対象
に、費用の１／２を補助します。その際、導入前後のエネルギー使用量の
提出を省くなど申請手続きを簡素化します。②このほか、工場・オフィス・店
舗等の省エネに資する設備の更新・改修についても費用の１／２を補助し
ます。（エネルギー管理支援サービスを活用した場合は２／３）
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創業をめざす方を応援します
お問い合わせ先：①③④中小企業庁創業・新事業促進課 03-3501-1767
②中小企業庁財務課 03-3501-5803
創業・第二創業促進補助金 ①創業費用の２／３を補助します。補助上限額：200万
円 ②事業承継を契機として既存事業を廃業し、業態転換する際にかかる費用（廃業コス
トを含む）の２／３を補助します。補助上限額：1,000万円 ③産業競争力強化法に基づ
き、市区町村と連携する創業支援事業者※による、経営相談や交流会の開催などの取
組を支援します。補助上限額：1,000万円、補助率：２／３ ※商工会・商工会議所や地
域金融機関（地銀・信金等）、一般社団・財団法人、ＮＰＯ法人など

事業承継の円滑化に取り組みます
お問い合わせ先：中小企業庁財務課 03-3501-5803
中小企業庁小規模企業振興課 03-3501-2036
中小企業新陳代謝円滑化普及等事業 ○平成２７年１月の相続税引上げ、事
業承継税制拡充の施行、小規模企業共済制度の見直しなどにあわせて、事業承
継・廃業などに関する施策・制度の講習会・説明会の開催や、個別相談員の派遣
などを行います。
事業引継ぎ支援事業 ○後継者不在等の問題を抱える中小企業・小規模事業者の課題解決に向け
た適切な助言、情報提供及びマッチング支援等をワンストップで行う「事業引継ぎ支援センター」の全国
展開を図り、事業引継ぎや事業承継の促進・円滑化を支援します。

取引の適正化に取り組みます
お問い合わせ先：①②中小企業庁取引課 03-3501-1669
③中小企業庁財務課 03-3501-5803
④中小企業庁消費税転嫁対策室 03-3501-1502又は1503
原材料・エネルギーコスト増を踏まえた取引の適正化 ①平成26年12月16日の政労使会議で確認さ
れた「経済の好循環の継続に向けた政労使の取組について」に基づき、政労使が一致協力して、仕入れ
価格の上昇などを踏まえた取引の適正化に総合的に取り組みます。原材料・エネルギーコストの適正な
価格への上乗せなど、取引の適正化について、様々な機会を活用して、要請しています。 ②下請代金
法に基づき、大企業約500社に対する立入検査を集中的に行います。また、消費
税転嫁Ｇメンも、消費税の転嫁状況とともに、原材料・エネルギーコスト増加分が価
格に適正に上乗せできているか、厳正に確認を行っています。さらに、全国の「下
請かけこみ寺」や商工会・商工会議所等において、原材料・エネルギーコスト増に
関する相談を受け付けています。
消費税転嫁対策 ③消費税の円滑な転嫁に向け、中小企業団体などと連携して、相談窓口の設置
や専門家派遣などを通じた、きめ細かなサポートを行います。 ④消費税分の価格への上乗せを拒否す
るなどの違反行為を取り締まるため、全事業者への書面調査を実施するとともに、消費税転嫁Ｇメンが積
極的に情報収集や検査などを行います。
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⑨カタクリさくらまつりが開催されます
３月２６日（木）～４月５日（日）の１１日間、岩宿の里においてカタクリさくらまつ
りが開催されます。今年のカタクリ見ごろ予想は、３月下旬（２７日～２９日頃？
たぶん(・。・;）となっております。まつり期間中のイベントは、３月２８日（土）大
正琴演奏・華道展、３月２９日（日）甘酒無料サービ
ス・華道展・カタクリ花の茶会・岩宿ムラまつり・尺八と津軽三味線、３月３１日
（火）堅香子俳句大会・流木華道展、４月４日（土）バンド演奏・吹奏楽演奏、４
月５日（日）戸山流居合の演武・ちんどんショー・笠懸太鼓演奏等、様々なイベ
ントがあります。商工会関係では、女性部による甘酒無料サービスや商業・飲食
部会の個別出店があります。立ち寄ってみては如何でしょうか！？

⑩労働保険年度更新のお知らせ
商工会では、労働保険事務組合の業務を行っています。毎年４月中旬は年度更
新の時期ですので、該当事業所の方は、賃金報告及び一括有期事業報告（建設
業のみ）の準備をお願いします。なお労働保険とは“労災保険と雇用保険とを総称
した言葉で政府が管掌する強制保険制度です。労働者を一人でも雇用していれば、加入手続きを行わ
なければなりません。”まだ加入手続きを行っていない事業主の方は、４月より加入手続きが出来ますの
で、お早めに商工会へご相談下さい。

⑪東京漫歩（連載コラム）
今回は浜松町駅です。この駅はモノレールの発着でも有名で
あると同時に、東京タワーに最も近い駅でも有る。駅を出て
西へ真直ぐ進み、日比谷通りを抜けると増上寺の三門、脇を
通れば３３３ｍの東京タワー。最近はスカイツリーに話題集中
ですが、あの赤色の形態は未だに人気の有るところです。近
所には東京プリンスホテルを中心にホテルが数多く有る。今
の季節は、芝公園の散策も素敵ですよ。（筆者：怪鳥）

太田商工会議所／群馬県地域ジョブ・カードサポートセンターより－お知らせ－

ジョブ・カード制度

をご活用ください！

人材確保・育成を目指す経営者の皆様へ、
更に使いやすくなった職業訓練制度（厚生労働省／キャリアアップ助成金）の活用を
ご提案いたします！
笠懸町商工会 又は 太田商工会議所／群馬県地域ジョブ・カードサポートセンター ＴＥＬ０２７６－４５－２１２１

参考 http://www.jc-center.jp/ ジョブ・カード事業HP
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⑫編集員コーナー
こんにちは。今回編集委員コー
ナーを務めさせてもらう霜村です。
今回は、おススメのスキー場を紹
介したいスキー場と言ってもたくさ
んあるしどこがいいかわからないと
言う人も居ると思うので自分が行っ
てみて穴場でおススメ出来る所を
紹介していきます。

も気持ちがいいです。特にオススメ
なのがテレビなどでも取り上げられ
たことがある日本一高い所にある
パン屋さんです。そこで食べるパン
は絶品で遠くても行く価値はありま
す。ただ、閉まるのが早いので注
意して下さい。

１・赤沢スキー場
赤沢スキー場は、月夜野ICを降りて三国街道
を走り猿ヶ京を超え、ウネウネした峠道の途中の
視界に入るスキー場です。コースは５つあり、急
斜面からなだらかなコースもあります。赤沢ス
キー場の一番のお勧めポイントはリフト券が半日１
５００円と格安の所です！

５・月山
月山は毎年スキー場開きが３月下旬から４月
上旬と遅いのですが、その分７月の下旬まで滑
れるというお得感です。リフト、コースともに１本し
かないのですが広大なコースなので初心者から
上級者まで楽しめる感じになっています。それ
に、泊まりがけで行けば１日目に雪山で遊び２日
目に海で遊ぶなどのリッチな遊びもできるでしょ
う。

２・一本杉スキー場
一本杉スキー場は、越後湯沢駅の目の前にあ
り車で雪道を走るのが怖い人でも電車で行ける
所です。ただ、リフト、コースともに１本のファミリー
ゲレンデしかないのでたくさん滑り
たい人には物足りないと思います
が子供や初心者の人にはオスス
メできます。それに、リフト代も回数
券なので損はしないと思います。

今回は、この５つのスキー場を紹介しましたが、ま
だまだオススメのスキー場はたくさんあります。今
シーズンもまだまだあるので色々なところに足を
運んでみたいと思います。皆さんも色々なスキー
場に足を運んでみてください。それでは、機会が
あればまた皆さんに伝えていければと思います。
（担当：霜村）

３・草津国際スキー場
草津国際スキー場は、コースにとても長いロン
グコースが楽しめたり、センターハウス前の非圧
雪の急斜面があったりと、魅力的要素が多数あり
ます。それに、草津の温泉街でお風呂に浸かり
疲れを癒したり湯もみ体験したりとスキー以外に
も遊べるので楽しめます。
４・志賀高原・横手山スキー場
横手山スキー場は、日本一高いスキー場で晴
れている日は北アルプスが見える大パノラマの絶
景が見どころです。それに、パウダースノーがとて

笠懸町商工会広報委員会
ホームページもご覧下さい。
http://www.kasakake.or.jp

みどり市笠懸町
鹿３００３－１
電話 ０２７７（７６）２５０７
ＦＡＸ ０２７７（７６）７８１４

⑬懸賞（消防）当選結果
前回の懸賞クイズの答えは『①２０件』でした。応募総数７名の内、正解者は７名でした。なっ!?なんと応
募された全員が正解です。３月１１日（水）開催の広報委員会において抽選の結果、赤石麗恵さん（㈱上
州）、清水浩彦さん（清水鋼業）が『アピタ商品券３，０００円分』当選されました。おめでとうございます。

⑭懸賞

♪問題♪
２月に笠懸町商工会青年部で、福岡を訪れました。そこで、こんな可愛い
オブジェに遭遇しました。さて問題です。このオブジェの作家は誰でしょう？
（ヒント：何かに似ていませんか？ゆるキャラで）

今回は、選択クイズで
す。正解者の中から
抽選でプレゼントが当
たります。何が当たる
かはお楽しみに～
（担当：今泉）

携帯からの
応募はこちら

【応募方法及び期日】
ＦＡＸ／ＴＥＬ／E-MAIL／郵送 いずれかの方法で商工会事務局へ応募して下さい。平成２７年５月１１日（月）必着
ＦＡＸ ０２７７（７６）７８１４ ＴＥＬ ０２７７（７６）２５０７ E-MAIL kouhou@kasakake.or.jp 郵送〒379-2313みどり市笠懸町鹿3003-1
★下記①～④が全て記入されていないものは無効となる場合があります★

応

募

用

紙

【春号】

①答 え
②事業所名
③氏 名

（１事業所１名限り 複数での応募は無効）

④住所連絡先

（

⑤アンケート（任意）

（

）

）広報の中で良かった記事や参考になった記事の番号を記入して下さい。複数選択可

