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①第１０回みどり市笠懸地区産業祭が開催される
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小規模事業者持
続化補助金の公
募が始まりました
平成２８年１１月４日より
平成２８年度第２次補正
予算による小規模事業
者持続化補助金の公募
が開始されております。

１１月１３日（日）午前９時よりＪＡにったみどり笠懸
野菜集出荷所において、第１０回みどり市笠懸地区
産業祭が開催されました。商工会関係では『ミニ焼
きそばプレゼント（商工会）』『甘酒無料配布（女性
部）』『福袋販売（商業部
会）』『包丁・ハサミ研ぎ、
丸太切りコーナー（建設部会）』『バナナのつかみ取
り、自動車展示（サービス部会）』『繊維製品抽選会
（繊維部会）』の他、商業・飲食・サービス・繊維部会
の各事業所が出店いたしました。ＪＡにったみどり関
係では『農作物品評会』
『そば打ち実演試食会』『おもちプレゼント』『農産物等
の販売』などが行われました。小春日和の穏やかな
秋の日差しが降り注ぐ中で、大勢のお客さんが会場
を埋め尽くし、お目当ての品を求めて列に並んだり、
買い物を楽しんだりしておられました。

②湯沢高原バスハイクを実施しました
１０月１日（土）恒例の会員交流バスハイクを実施しました。当日はあいにくの
雨模様となりましたが、午前６時３０分みどり市役所笠懸庁舎駐車場から３１名
の参加者を乗せた大型バスが新潟県南魚沼郡の湯沢高原に向け出発し、北
関東道・関越道を経由して予定の時刻よりも少し早く越後湯沢温泉駐車場に到
着しました。バスを降りた参加者の皆様はロープウェイに乗りトレッキングコースへ
と登り、パノラマステーションからアルプの里を目指しハイキングを楽しみました。
ハイキングの後は湯沢温泉で入浴をして
ハイキングの疲れを癒してから、食事会
を行い交流を深めました。帰りの道中で
も道の駅でお土産を買い求めたり、車中
でカラオケ大会が始まり楽しく過ごしてい
るうちに、バスは笠懸庁舎駐車場へ無事
到着しました。スッキリとしない天候では
ありましたが、参加された皆様には有意
義な一日になったと拝察いたします。
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③会員交流ボウリング大会を開催しました
１１月１０日（木）午後６時５０分から桐生スターレーンにおいて、恒例事業である“会員交流ボウリング
大会“を開催しました。石埜副会長の始球式から始まり５９名の参加者は１８レーンに分かれて、２ゲーム
トータル（女性は１ゲーム２０ピンのハンディ付き）のスコアで優勝を目指して競い合いました。ゲーム終了
後には表彰式が開催され、順位賞やとび賞などの該当者に賞品が授与されました。本事業の企画から
運営に亘り交流企画委員の皆様が中心となって執り行い、参加者の健康の増進ならびに会員間の交流
を図ることができました。

ボウリング大会結果報告
☆団体の部☆
優勝：サービス部会 準優勝：金属部会 第３位：建設部会 第４位：
青年部 第５位：繊維部会 第６位：商業部会 第７位：女性部
☆個人の部☆
優勝：風間昭宏 準優勝：岩崎智一 第３位：須田英樹（敬称略）
※団体戦を制し七沢会長から賞品を授
与されるサービス部会チームの代表者。

④飲食部会が障害者施設を慰問しました
飲食部会では地域貢献活動として、１０月２４日（月）午前１０時
より障害者支援施設はーとふるチハヤを訪れ、入所者らに昼食を
提供する慰問活動を行いました。地元の味に親しんでもらおうと、
毎年この時期に行っており今年で４年目になります。飲食部会７店
から料理人が出張し、入所者と
施設職員ら計７０人分のお弁当
を提供しました。各店舗の得意
分野を活かしたメニューは、ハン
バーグ・エビフライ・すし・うどん・
デザートなどでした。藍原部会長は「毎年とても喜んでいただいており、
今後も継続していきたい」と話しておられました。慰問に参加した飲食
部会員の皆様、大変お疲れ様でした。
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⑤経営計画作成セミナーを開催しました
現代社会に於いて、経営の持続的発展を遂げるためには自社の置か
れている現状を把握し、それに基づく事業計画を策定することが欠かせ
なくなりました。そこで本会では自社の強みを踏まえた今後の経営プラン
を策定する短期集中セミナーを、１１月１４日（月）と２１日（月）の２日間
に亘り開催しました。１１月１４日（月）の講座では、本セミナーの講師を
務めた久保田義幸中小企業診断士から、経営計画とは「自社の現状を
知り、そこから将来あるべき姿にたどりつくまでの道筋を示すものである」
と解説されました。また、経営計画の機能として①経営ビジョンの具現化②経営管理③外部説明の３
つの機能があることを説明した後、具体的な経営計画策定手順について解説がありました。受講者の
中には「銀行に提出する事業計画書を作成する要領が分かり大変参考になった」と声を掛けていた
だいた方もいて、会員さんにとって有意義なセミナーになったと実感しております。１１月２１日（月）の
講座は、既に公募が始まっている平成２８年度補正予算による『小規模事業者持続化補助金』の申
請様式を用いて、久保田先生のアドバイスを受けながら受講者の皆様
に、実際に経営計画書を作成してもらいました。講師の久保田先生は、
商工会議所受付分の『小規模事業者持続化補助金』の審査委員を務
めた経歴があることから、経営計画書・補助事業計画書の加点ポイント
を踏まえた的確なアドバイスをしていただき、平成２８年度補正予算によ
る『小規模事業者持続化補助金』の申請を目指している受講者の方に
とって、採択に向け大きな一歩となったことと思われます。

⑥サービス部会ゴルフコンペを開催しました
サービス部会では１０月２７日（木）に、つつじヶ丘カントリー倶楽部
にて親睦ゴルフコンペを開催しました。当日はゴルフ日和の天候に
恵まれ、１４人の参加者は緑鮮やかな１番ホールでナイスショットを
連発していました。プレー終了後は和風レストランやまもとへ移動し
て、懇親と慰労を兼ねた表彰式が開催され部会員間の交流を深め
ました。なお、ゴルフコンペの上位入賞者は次のとおりとなりました。
優勝：田部田一生 準優勝：根岸久雄 第３位：柳元民雄（敬称略）
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⑦金属部会が研修旅行を実施しました
金属部会では９月３日（土）～４日（日）の２日間に掛けて、部
会員と事務局の計１２名の参加者により研修旅行を実施しまし
た。１日目は福島県のアサヒビール本宮工場の見学と塩屋岬
の被災地を視察した後、いわき湯本温泉に宿泊して懇親を深
めました。２日目は浪江町の海岸地区被災地をバスから降りて
徒歩で視察しましたが、復興が少しずつ進んでいる被災地もあ
れば、浪江町のように手つかずのところもあり、震災の復興には
想像以上に長い時間が掛かるものであると実感しまた。また、こ
の２日間の研修旅行をとおして部会員間のコミュニケーションを
図り、親交を深めることができ有意義な研修旅行になりました。

⑧利子補給・中退金補助のお知らせ
平成２８年分利子補給・中退金補助の受付日程が決まりましたのでお知らせします。

平成２９年１月６日（金）・１０日(火)・１１日（水）・１２日（木）の４日間（土日祝日除く）
受付時間 ： 午前９：００～１１：３０ 午後１：００～４：３０
【申請手数料】 （利子補給）会員：1,080円（1事業所）

会員外：3,240円×（融資口数）

利子補給の概略：①該当事業所：（個人）市内に店舗、工場又は事業所を有する中小企業者。（法人）
事業所が市内にある中小企業者。いずれも市税について未納税額のないこと②対象となる融資：国・県・
市の制度資金及び商工貯蓄共済③利子補給を受けられる期間・補給額：平成２８年１月１日～平成２８
年１２月３１日までの１年間の支払利息の内２０%以内。ただし１事業所４５万円を限度とし、予算の範囲
内で交付する（千円未満は切捨て）
中退金補助の概略：①該当事業所：（個人）市内に店舗、工場又は事業所を有し、市内在住の中小企
業者。（法人）事業所が市内にある中小企業者。いずれも市税について未納税額のないこと②対象とな
る制度：独立行政法人 勤労者退職金共済機構（旧名称：中小企業退職金共済事業団）中小企業退
職金共済事業本部が運営する退職金共済制度（略称：中退共）③受付対象となる共済契約：平成２５
年２月１日～平成２８年１２月３１日までに契約があったもので次のとおり●新規（新規に上記制度に加入
した）事業所●増額（掛金を増額した）事業所●追加加入（共済契約者を追加加入させた）事業所④補
給額：被共済者（従業員)１人につき月額５００円。ただし予算の範囲内で交付する。

⑨新年互礼会を開催します
新年互礼会の開催日時等が下記のとおり決定しました。出席依頼の方には別途
通知が発送されますので、ご出席をお願い申し上げます。
日 時 平成２９年１月２６日（木） 午後６時３０分開会
場 所 桐生グランドホテル
対象者 ご来賓・本会役員・各部会役員・総代
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⑩桐生税務署より確定申告相談についてお知らせ
平成２８年分の所得税・個人消費税・贈与税の確定申告会場は、平成２９年２月１６日（木）～３月
１５日（水）に開設されます。確定申告会場の開設日までは相談スペースが限られており、長時間お
待ちいただく場合があります。なお、申告相談ではマイナンバーの確認が必要になります。また、申告
書の作成は国税庁ホームページをご利用いただければご自宅でもできます。
【http://www.nta.go.jp】 桐生税務署（☎２２ー３１２１）自動音声に従い「２」を選択

社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の導入に伴い、申告書や申請書等には
マイナンバーの記載＋本人確認書類の提示又は写しの添付が必要になります。
本人確認書類とは、マイナンバーカード（個人番号カード）をお持ちの方は、マイナンバーカードだけ
で本人確認（番号確認と身元確認）が可能です。また、ご自宅からｅ-Ｔａｘで送信する場合は、本人
確認書類の提示又は写しの添付が不要になります。
マイナンバーカードをお持ちでない方は、『番号確認書類』として通知カードもしくは住民票
の写し・住民票記載事項証明書（マイナンバーの記載があるものに限る）などのうちいずれか１つと、
『身元確認書類』として運転免許証・公的医療保険の被保険者証・パスポート・在留カード・身体
障害者手帳などのうちのいずれか１つが必要になります。

⑪確定申告指導会の開催日程についてお知らせ
平成２８年分所得税・消費税の確定申告個別指導会の開催日程について、下記のとおりとなりました
のでお知らせします。
２月１６日（木）・２０日（月）・２２日（水）・２８日（火）・３月２日（木）・６日（月）・８日（水）・１０日（金）・
１３日（月）の計９回、時間はいずれも午前９時３０分から午後４時００分までとなります。
また、商工会では個人事業者を対象とした税務相談を随時受け付けております
が、申告期限間際になりますと会館内が大変混雑しますので、できるだけ指導会に
よる個別相談をご利用くださるようお願いします。
なお、年末調整に係る源泉税の納付期限は平成２９年１月２０日（金）までとなっ
ておりますので、商工会の納税相談をご利用される方は源泉徴収簿・控除証明書
等の必要書類をご持参いただき期限までにご来館くださるようお願いします。

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雇用型訓練制度（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小規模事業者持続化補助金の公募が開始されています
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が商工会の助言等を受けて経営計画書を作成し、
その計画に沿って販路開拓に取り組む費用の２／３を補助します。前回の公募では群馬県で３７５社が
採択され、集客のためのチラシを作成したり店舗の改装をするなどの事業を実施しました。今回の公募
概要は以下のとおりですが、詳しくは群馬県商工会連合会ホームページ（http://www.gcis.or.jp）の公募要領
と申請書類をご覧いただくか、笠懸町商工会（☎７６－２５０７）へお問い合わせください。

平成２８年度補正予算『小規模事業者持続化補助金』の概要
●補助率 ： ２／３
●補助上限額 ： ５０万円（賃上げ、雇用対策、買物弱者対策、海外展開に取組む事業は１００万円）
●補助対象となる取り組み例 ： 新規顧客獲得のための店舗改装、設備・什器の導入、販路開拓の
ためのチラシやＨＰの作成、看板設置、展示会・商談会の出展など
●予算額・採択予定件数 ： 全国で約１２０億円（１５，５００社程度の採択を想定）
※審査の結果、得点の高い順に採択される競争的補助金です。
●公募期間 ： 平成２８年１１月４日（金）～平成２９年１月２７日（金）

⑬群馬県の最低賃金が改正されました
必ずチェック！最低賃金 使用者も、労働者も。
群馬県最低賃金（地域別最低賃金）

特

【製鋼・鉄素形材製造業最低賃金】
群馬県製鋼・製鋼圧延業、鉄素形材製造業
最低賃金

１時間７５９円

発効日 平成２８年１０月６日

１時間８５７円

【一般機械器具製造業最低賃金】
群馬県ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・
定
装置、その他のはん用機械・同部分品、金属
１時間８４６円
最 加工機械、その他の生産用機械・同部分品、
事務用機械器具、サービス用・娯楽用機械器
発効日 平成２８年１２月２４日
具製造業最低賃金
低
【電気機械器具製造業最低賃金】
賃 群馬県電子部品・デバイス・電子回路、電気
１時間８４５円
機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃
金 金
【輸送用機械器具製造業最低賃金】
群馬県輸送用機械器具製造業最低賃金

１時間８４６円

１ 群馬県最低賃金（地域別最低賃金）は、平成２８年１０月６日から改正発効しています。特定（産業別）最低
賃金は、平成２８年１２月２４日から改正発効します。
２ １８歳未満又は６５歳以上の方や、定められた軽易な業務に従事する方については、特定（産業別）最低賃
金の適用から除外されます。
３ 派遣労働者には、派遣先の最低賃金が適用されます。
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⑭編集員コーナー
みなさんこんにちは。広報委員の関口です。紅葉シーズンも終わり、いよいよ本格的な冬の到来で
すが、この時期になんとなく恋しくなるのが温泉です。みなさんは温泉の泉質ってご存知ですか？
聞いたことはあるけど・・・という方が殆どではないでしょうか。実は、この泉質がわかると温泉が何倍
も楽しくなるんです。今回はこの泉質についてちょっとお話ししてみたいと思います。
まず、温泉法という法律がありまして、それによると「湧出口の泉温が２５℃以上、または規定量以
上の科学成分を含むもの」と定義されています。そして温泉の泉質は温泉に含まれている科学成分
の種類と、その含有量によって決められており、いくつかの種類に分けられています。みなさんも温
泉に行ったとき、このお湯は肌がしっとりするとかピリピリするとか、温泉によって様々な感想を持たれ
ると思いますが、それは主に泉質の違いによるものだったんです。また、どの温泉にも脱衣所などに
温泉の成分表が掲示されていますが、成分表を見てからお湯を感じてみると温泉の楽しみが増して
くると思います。群馬県は温泉の宝庫ですが、ひとくくりに温泉地といっても源泉や宿によって泉質が
違うところも多いですし、同じ宿内の浴場でも浴槽によって泉質が異なるところもあり、手軽に湯めぐり
が楽しめる温泉もあります。しかし、温泉に宿泊するためには旅行の予定を組んだり、前もって宿を
予約したりと結構大変ですよね。でもご安心ください。実は殆どの温泉宿では日帰り湯を日中営業し
ています。食事をとったり部屋を貸切る必要がなければ、予約なしで数百円から千円程度で入浴で
きます。これなら家族でドライブをしながら、気軽に温泉に浸かってくることもできますが、温泉宿は
夕刻になると宿泊客を優先したり、繁忙期は日帰り湯を休止するところもありますので、お出かけ前
に宿に確認することをお勧めします。また、古くからの温泉地などには地元の人しか行かないような
共同浴場もあり、一般の方でも入浴できるところもあります。温泉宿とはひと味違った風情があった
り、地元の人と交流できたりと、その温泉地をより深く楽しめますが、本来は地域の人達のためにある
ものなので、マナーには十分注意しましょう。そして、温泉地までわざわざ行くのは時間も掛かり面倒
だ・・・といった方には、日帰り温泉施設をおススメします。日帰り温泉施設は大抵どこの街にもあり、
最近では気軽に天然温泉を楽しめたり、家族で一日中過ごせたりできるような施設も併設されてい
ます。笠懸では『かたくりの湯』があり泉質は硫酸塩泉（ナトリウム）で、いちど入ると身体が温まり湯冷
めしないと評判です。ただし、常備されているのは固形石鹸のみで、シャンプー・リンス・ボディソープ
などはありませんのでご注意ください。我が家では、いつでも立ち寄り湯に行けるように、車にシャン
プーやタオル、着替えまで乗せています（笑）。また、以前は妊娠中の入浴は禁忌症とされ、妊婦さ
んの入浴は推奨されていませんでしたが、最近になって医学的には根拠のないことがわかり、妊娠
中の入浴が禁忌項目から除外されました。泉質を選べば赤ちゃん連れでも楽しめる温泉もあります
し、この冬は泉質や効能にこだわりながら、「手軽に、ふらっと」温泉天国群馬を楽しんでみてはいか
がでしょうか。（担当：関口）
泉質名

一言でいうと

特徴

群馬県内の温泉

誰でも安心「家族の湯」

含有成分が基準に満たない温泉です。肌触りが柔らかく、肌への刺激が少ないので幅広く利用されています。

宝川、谷川、

「温まりの湯」

海水の成分に似た食塩を含んでおり、入浴後肌についた塩分が発刊を抑えるため保温効果が抜群で「熱の湯」とも
呼ばれます。

四万、花敷、猿ケ京、

炭酸水素塩泉 「美肌の湯」

アルカリ性の泉質で肌を柔らかくして汚れを取るので「美肌の湯」と呼ばれます。入浴後は皮膚から水分の発散がさ
かんになるので、保湿ケアが必要にもなります。

薮塚、嬬恋、水上、

硫酸塩泉

飲むと苦みのある温泉で古くから切り傷などに効くといわれています。

伊香保、法師、沢渡、

二酸化炭素泉 「心臓の湯」

炭酸ガスが溶けていて全身に炭酸の泡が付着し、爽快感があるのが特徴です。血管の拡張が強まるので血圧が下
がります。

三波石、新鹿沢、

含鉄泉

「婦人の湯」

空気に触れると茶褐色に変色し、効能も弱まります。保温効果が高く、飲用すると鉄分の補給にもなります。

伊香保、磯部、五色、

硫黄泉

「生活習慣病の湯」

卵が腐ったようなにおいがあり、血管を拡張させる作用があります。沈殿物は「湯の花」と呼ばれます。ニキビや吹き
出物にも有効。

草津、片品、万座、

酸性泉

「皮膚病の湯」

殺菌力が強く、肌にしみる強い刺激があります。皮膚病の治療などに利用されますが、肌の弱い人には向きません。

草津、万座、

放射能泉

「万病の湯」

ラジウム泉とも呼ばれます。ごく微量の放射能は人体に良い影響を与えることが実証されています。

奈女沢、

単純温泉
塩化物泉

「傷の湯」

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

⑮商工祭の開催日程等が決定しました

商工祭の開催については、本年６月より事業企画委員会に於いて方向性の検討を重ね、その間紆余
曲折がありましたが、この度開催日程とイベント会場が次のとおり決定しましたので、会員の皆様にお知ら
せすると共に、ご理解とご協力の程よろしくお願い申し上げます。
開催日程：平成２９年１０月２９日（日）／会場：笠懸野文化ホール・パル及び笠懸公民館

⑯懸賞（笠懸町内の山の標高）当選結果
前回の懸賞クイズの答えは『②鹿田山（２３２ｍ） ④荒神山（２１８ｍ） ①琴平山（１９６ｍ） ③天神山
（１７４ｍ）』の順でした。応募総数４名の内、正解者は３名でした。１２月１日（木）開催の広報委員企画会
議において抽選の結果、高草木敏博さん（㈲高草木建設）、堀越一司さん（麺房ほりこし）が当選されまし
た。賞品は『ＱＵＯカード３，０００円分』です。おめでとうございます。

⑰懸賞
今回の問題は、謎々
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）

今回の懸賞は、いつもと趣向を変えて謎々にしました。
♪さて問題です♪
あなたは分かれ道にさしかかりました。一方の道は正直村に、もう一方は
嘘つき村に通じていますが、あなたは、どちらの道が正直村へ通じているか
知りません。分かれ道には一人の村人が立っていました。正直村の人は常
に本当のことを話し、嘘つき村の人は常に嘘をつくことは分かっていますが、
この村人がどちらの住人かは分かりません。さて、あなたが正直村へ行くた
めには、この村人に何と言えば良いでしょうか？

携帯からの
応募はこちら

【応募方法及び期日】
ＦＡＸ／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２９年２月１０日（金）必着
ＦＡＸ ０２７７（７６）７８１４ 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

【冬号】

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

