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①新年互礼会を開催しました
１
１
２
２

１月２２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、石
関貴史衆議院議員、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８１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。
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（七沢会長挨拶）
編集員コーナー

懸賞（問題）

８
８

ハイライト:

確定申告期限
消費税の申告期限は
平成28年3月31日(木）
です。お早目に申告を
済ませましょう。

（石原市長ご祝辞）

（会場の様子）

６
７

懸賞発表
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②青年部クリスマスイベントを開催しました
毎年恒例の青年部クリスマスイベントが、１２月に開催されました。笠懸地区内
の５つの保育園と１つの幼稚園を、青年部員が手分けをして回りました。
訪問先では、子供達からの質問コーナーがあったり、サ
ンタクロースと触れ合う時間があったりで、子供達の笑
顔があふれていました。中でも、サンタクロースからのプ
レゼントを貰った子供達は、大喜びしていました。
青年部員もプレゼントのお礼に、子供達から歌のプレゼ
ントを貰って、青年部員も子供達も充実した時間を作
（サンタもお疲れの様子）
れたと思います。 （担当：霜村）
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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１９日（火）午後６時３０分～庄屋久平、女性部１月２８日（木）午後
６時３０分～百膳、青年部１月２８日（木）午後７時００分～新政、商業部会１月２９日（金）午後６時３０分
～喜楽寿し、建設部会２月３日（水）午後６時３０分～百膳、繊維部会２月１０日（水）午後６時３０分～
志なの屋、飲食部会２月１６日（火）午後６時００分～エリゼサンク、サービス部会２月１８日（木）午後６時
３０分～庄屋久平

④事業計画作成セミナーを開催しました
商工会では、平成２７年度補正予算「小規模事業者持続化補助金」の公募を前に、㈱群馬マーケティ
ングセンター 取締役 沼澤啓吾先生を講師に「増税に備えた経営体力向上のための事業計画作成セ
ミナー」を２月に午後６時００分～２回開催し、１８事業所が参加しました。
≪研修内容（一部抜粋）≫
小規模事業者持続化補助金の目的
人口減少や高齢化などによる地域需要の変化に応じた持続的な経営に向けた取り組みを支援し、地域
の原動力となる小規模事業者の活性化を図る。もう一つは持続的な経営を達成するため経営計画に基
づく、小規模事業者の地道な販路開拓（創意工夫による売り方やデザイン改変等）の取り組みを支援す
るため、それに要する経費の一部を補助するものである。
経営計画作成の意義
経営計画とは、自社が将来あるべき姿にたどり着くための道筋を示したものである。あるべき姿とは、「経
営者の夢（やりたいこと）」「経営者の理想」「実現したいアイディア」などである。「自社を将来どのような企
業にしたいのか？」というあるべき姿を明確にすることが重要である。経営計画の対象期間は、３から５年
後のあるべき姿を想定して計画を作成することが一般的である。
経営計画書の書くべき内容（概要）は、以下の通り。
１.会社の概要を確認
２.会社の強みを客観的に認識
３.将来の事業機会を調べる
４.どのような差別化を図るかを決める
５.売上・利益計画の作成
６.上記を達成すための具体的な施策の立案
以上の講義を基に受講者が、配布されたワーク
ブックを使い経営計画を作成するため、以下の内容を考える実習を行いました。
①ＳＷＯＴ分析 ②企業概要 ③市場の動向、顧客ニーズ ④現状の問題点、課題 ⑤自社の提供す
る商品 ⑥サービスの強み ⑦具体的な対策、解決の方向性 ⑧この企画で目標とする成果、目標達
成のシナリオ と実務に基づいた事業計画作成セミナーとなりました。
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⑤利子補給・中退金補助受付状況
１月８日（金）～１４日（木）までの４日間、平成２７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】１８０事業所・金額２０，１７５千円（昨年は１９７事業所・金額２２，９５９千円でした）
【中退金】２６事業所・金額６２１．５千円（昨年は２５事業所・金額６７３千円でした）
＊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カタクリさくらまつりが開催されます
３月２６日（土）～４月３日（日）の９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（２５
日～２８日頃）となっております。まつり期間中のイベントは、３月２６日
（土）吹奏楽演奏・華道展、３月２７日（日）華道展・甘酒無料サービ
ス・岩宿ムラまつり・カタクリ花の茶会・ア
ンデス音楽演奏・民謡と尺八/津軽三味
線・笠懸太鼓演奏、４月２日（土）堅香子
俳句大会・流木華道/咲き織り展・大正
琴演奏・ちんどんショー・管楽器とバンド
の演奏、４月３日（日）流木華道/咲き織
り展・戸山流居合の演武等、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等があります。ぜひお立ち寄り下さい。

⑦みどり市市制施行１０周年記念事業（食イベント）
みどり市は、平成２８年３月２７日に市制施行１０周年を迎えます。それに伴い、本市のグルメが一堂に
会す食のイベントを、下記のとおり開催します。
１．催事名
２．目 的

３．主 催
４．期 日
５．会 場
６．店舗数

みどり市市制施行１０周年記念事業 「グリーンだよ♥全員集合!!!」
市内の豊富な食資源を通じて、市の魅力をＰＲし、食産業の活性化に寄与することを
目的とします。また、５月４日の「みどりの日」にちなみ、“みどり色”を前面に出したイベ
ントにすることで、みどり市１０周年を祝う記念事業を展開します。
みどり市
平成２８年５月３日（火・祝）～５月４日（水・祝）の２日間
いずれも午前１０時～午後３時
みどり市大間々町 「はねたき広場」
総数５６店舗予定
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⑧平成２７年度補正予算の概要（一部抜粋）
小規模事業者支援パッケージ事業 平成27年度補正予算額 100.0億円
事業目的・概要
●小規模事業者は、事業所数で全企業のうち約９割を占め、地元市町村からの雇用者比率も高く、「１
億総活躍社会」の実現に向けてその持続的発展は極めて重要です。
●一方、小規模事業者は、我が国経済の構造変化に大きく影響を受けており、既存の商圏を超えて、
広い市場を視野に入れた販路開拓や生産性向上を図ることが期待されます。
●そのため、商工会・商工会議所と小規模事業者が一体となって取り組む販路開拓や生産性向上を支
援します。また、アンテナショップの設置などを通じた販路開拓の支援や、商工会・商工会議所が行う伴
走型の小規模事業者支援を推進します。
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者のビジネスプランに基づく経営を推進するため、商工会・商工会議所と一体となって経営
計画を作成し、販路開拓に取り組む費用を支援します。また、小規模事業者の経営を筋肉質にしていく
ことを目指して、業務効率化・生産性向上に向けた取組も支援の対象とします。
＜小規模事業者持続化補助金＞
補助率：2/3 補助上限額：50万円、100万円（海外展開、雇用対策、買物弱者対策）、500万円（複数
の事業者が連携した共同事業）

消費税軽減税率対応窓口相談等事業 平成27年度補正予算額 170.0億円
事業目的・概要
●平成29年4月から消費税軽減税率制度が導入される予定です。導入に当たっては、小売業や卸売
業等の中小・小規模事業者にとって、納税事務や商品管理における事務負担の増大が見込まれます。
●そこで、消費税軽減税率制度を円滑に実施するため、中小企業団体等と連携して、講習会・フォーラ
ムの開催、相談窓口の設置や巡回指導型専門家派遣を通じたきめ細かいサポート、パンフレット等によ
る周知等を行います。
●また、税制抜本改革法（平成24年法律第68号）において、消費税率の引上げが規定されているた
め、転嫁対策窓口相談等も併せて実施します。
講習会の実施
消費税軽減税率制度等に対応するための事務手続きや方策等について周知徹底を図るため、中小企
業団体や認定経営革新等支援機関等と連携して講習会等を開催します。
相談窓口の設置
中小企業からの消費税軽減税率制度等に関する相談に対応するため、中小企業団体等と連携して相
談窓口を設置します。
巡回指導型専門家派遣
事務負担が増大する個別事業者へのきめ細かい対応を実施するため、専門家が出張し、指導・助言を
行います。
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⑨各部会事業報告（商業部会）
商業部会の主な事業を紹介します。８月に「笠懸まつり協賛売出し」を実施しています。期間中１，０００
円お買い上げごとに補助券１枚進呈し、補助券５枚で１回抽選できます。抽選は笠懸まつりの当日に、ま
つり会場で行います。当日は設営したテント内で商業部会の役員が、お客様に抽選機のガラポンを楽し
んで引いてもらえるように、準備と運営をしています。また、まつ
り当日は、商業部・飲食部会員が模擬店を出店してまつりを盛
り上げています。
１２月には昭和５８年から継続して「歳末大売り出し」を実施し
ています。期間中お買い上げ１，０００円ごとにスピードくじを進
呈して、その場で当たりが分かります。今年度の特等は人気急
上昇中の山形県産お米・つや姫１０ｋｇが当たりました。
その他の事業は、総会・情報交換会、産業祭への参加、新年
会、研修旅行などを行っています。商業部会員の皆様、夏と歳
末の売出しや各事業への参加を宜しくお願い申し上げます。

各部会事業報告（建設部会）
建設部会は、松原部会長他１５５名を擁する建築・土木・電気・水道・設計・造園などを営む会員諸氏
で構成しており、ハード面を中心とした業種です。
昨年の役員人事改選では、役員の常態化と高齢化により部会運営もマンネリ感も見られることから、副
部会長を中心に若干の若返りを図り、新しい考えや意見を取り入れることとしました。まだ新規事業実施
までには至っていませんが建設的な意見も出つつありますので少しずつ改善改革されていくものと考えて
います。
部会事業では役員会・管外視察を兼ねた研修旅行・地域貢献・地域振興事業をはじめ新年会・忘年
会・ゴルフコンペなどの部会員レクリエーション等に多くの会員諸氏の参加をいただき活発な事業活動や
意見交換・親睦事業を実施しています。
また、関係する業種業態も多く会員間の連携も強いことから、事業実施による意思統一は良好で迅速に
展開していく点は見受けられますので、商工会の中心的な役割をもつ部会として期待されます。

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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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編集員コーナー
普通のタイヤとスタッドレスは何が違うの？
一昨年の大雪ほどではありません
が、今年も積雪に見舞われ、通勤な
どで大変な思いをしたという方は多い
のではないでしょうか？そんな、雪が
残る道路や凍結した道路を自動車で
走るのに必須なのがスタッドレスタイ
ヤです。
以前は雪道を走るときにはスパイク
タイヤを使いましたが、その名の通り
金属製のスパイク（スタッド）が道路も削ってしまう
ため、現在はスパイクなしでも雪道を走る性能を
持たせたスタッドレスタイヤが、冬用のタイヤの代
名詞となっています。
ところで、ガソリンスタンドの仕事をしていますと、
「スタッドレスを冬でも夏でも一年中履いていれ
ば、毎回タイヤ交換しなくていいんじゃない？」
と、聞 か れる こ と が あ り ま す。た し か に、普 通 に
乗っている限りは普通のタイヤ（以後夏タイヤと呼
びます）もスタッドレスも変わりはないように思えま
す。
そこで、今回は夏タイヤとスタッドレスの違いにつ
いて簡単にご説明します。
まず、知ってもらいたいのが自動車走行におけ
る、タイヤの役割です。あたりまえすぎて、あまり
気にしていないと思いますが、自動車と地面とで
唯一接触している部分がタイヤであり、接地面と

呼ばれます。大きさでいうと、一般的にハガキ1枚
分ぐらいが1本のタイヤの接地面の面積です。そ
の わ ず か な 面 積 で、「支 え る・和 ら げ
る・伝える・曲がる」の役割を担ってい
ます。
第一に「支える」では、自動車本体とそ
れに乗る人、その荷物の重量を支えま
す。それには、１本のタイヤで何百Kg
もの圧力に耐えうる強さが求められま
す。第二に「和らげる」では、平らで滑
らかな路面ばかりではない地面からの
衝撃を吸収します。それには、タイヤのしなやか
な強さと柔らかさが求められます。第三に「伝え
る」では、自動車が進む力、または止まる力を確
実に素早く路面に伝えます。それには、路面で滑
らない摩擦力が求められます。第四に「曲がる」
では、ハンドルを切ることによりねじれたタイヤが
路面をつかみ進む力の方向を変え自動車を曲
がらせます。それには、タイヤの変形が元の形に
戻ろうとする反発力が求められます。
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編集員コーナー（続き）
以上が、タイヤの４大役割と呼ばれるもので、そ
れに求められる性能です。他には、水たまりの上
を走行しても滑らない工夫や、ゴムがすり減りづら
くする工夫、乗り心地を静かにする工夫なども要
求されます。そして、すべての役割が、自動車の
基 本 で あ る「走 る・曲 が る・止 ま る」に 密 接 に 関
わっています。また、現在のようなゴムとその空
気圧を使ったタイヤは発明されてから100年以
上にもなりますが、唯一の接地面ならではの改
良・研究がつづけられ、まだまだその技術は進歩
し続けています。
次に、スタッドレスタイヤの役割です。一言に冬
の道と言っても、雪が積もっている・溶けかけてい
る路面や、アイスバーンもあります
が、実際は平時どおりの路面がほ
とんどになります。そのため、タイヤ
の基本である4大役割を担いつ
つ、雪と氷に強い性能を持たせた
ものがスタッドレスと呼ばれます。
雪が積もっている状態の路面で
は、雪は走行するタイヤに貼りつき
摩擦力を奪うので、スタッドレスは
夏タイヤよりも溝を多く配置します。その溝は大き
く深く縦横にめぐらされ、溝にはまった雪を速やか
に排出できる構造をとるとともに、溝に入る雪を踏
み固めてそれを引っ掛かりとして、前に進む力を
生み出します。雪道をスタッドレスで走ったわだち
を見ると綺麗にタイヤの溝の跡が残っているはず
です。
氷の上を走る際は、夏タイヤでは低い温度のた
めにゴムが固くなってしなやかさを失ってしまい、
その結果、路面をつかむ力が減ってしまいます。
そのため、スタッドレスでは、低温時でも柔らかさ
を失わない特殊なゴムを使用します。タイヤメー
カー各社によって違いはありますが、大まかに
いって氷に接地面を密着させて路面をつかむ力
を保持できるように工夫を施されています。
しかし、雪に強くするための深い溝は、夏タイヤ
に比べ接地面の面積を減らしてしまいます。よっ

て、通常の路面では摩擦力が少なくなったり、パ
ターンノイズと呼ばれるタイヤが転がる音が大きく
なります。また、氷に強くするための柔軟性も、夏
タイヤに比べゴムの反発力を減らしたり、摩耗に
弱くなってしまいます。それに、特殊なゴムを使
用するために、価格もスタッドレスのほうが高くな
るのが一般的で、深い溝を必要とするために使
用に適さなくなるまでが短いという欠点も持ってい
ます。
以上のように、雪や氷の上を走る能力を持つス
タッドレスですが、夏タイヤに求められる性能と相
反してしまう特性も持っています。近年では技術
の向上により氷雪路だけでなく通
常の路面での走行性能も進化し
ていますし、オールシーズンタイヤ
と呼ばれる夏と冬の中間のタイヤ
もあります。ですが、夏タイヤとス
タッドレスで比べた場合、夏タイヤ
の方が基本性能で優れるのが現
状です。
見た目はどれも似たようなタイヤですが、自動
車が走ったり、止まったりするのに直接に関わる
重要な部品です。極端にいえば、自分の命や、
人の命を左右しかねません。少しでも興味を持っ
てもらって、自動車に乗るときに時々はタイヤの
事も気にしていただけると幸いです。
（担当：大澤）

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

⑫懸賞（商品券）当選結果
前回の懸賞クイズの答えは『①２，０００セット』でした。応募総数４名の内、全員が正解です。今回は全員
の方に国産落花生をプレゼントします。藤生幸夫さん（志なの屋）、清水浩彦さん（清水鋼業）、赤石麗恵
さん（㈱上州）、堀越一司さん（麺房ほりこし）です。おめでとうございます。

⑬懸賞

♪問題♪
下記の文を読んで、あるお酒の『酒類』と『名称』、『アルコール度数』の
三つをお答え下さい。

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：岩崎）

英国で新たな『酒類』が開発され話題を呼んでいます。若き経営者２人が
営む醸造所が作り出したという『酒類』は、その名も『名称』。アルコール度数
は『アルコール度数』％、現時点で恐らく世界一強い『酒類』です。生産して
いるのはスコットランド地方アバティーンシャー州の醸造所です。製造方法は
一般的な『酒類』と違って、発酵の段階で麦汁を冷凍させることで凍らない
アルコールを残し、凍った水分を取り除くことでアルコール度数の高い『酒
類』を作り出しています。気になる味は「驚くほどなめらか」で辛さがないそう
です。しかし、『アルコール度数』％というのは変わらないのでジョッキで飲む
のはお勧めしません！

携帯からの
応募はこちら

＊ただし現在では違うものが世界一位です
酒類『

』 名称『

』 アルコール度数『

』

【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２８年５月１０日（火）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

①答 え

酒類『

【春号】
』

名称『

』

アルコール度数『

』

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

