桐生市新里商工会青年部が発信する地域と商工会の情報紙
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第２５回 新里こどもフェスタ（桜まつり）開催します！
（主催：桐生市新里商工会青年部・女性部

後援：（公社）桐生法人会）

今年は「新里総合グラウンド」を会場に「新里こどもフェスタ（桜まつり）」を開催します。
会場の周辺は、例年ちょうど桜が満開となる時期です。
今回も様々なイベントを企画して、皆様のご来場をお待ちしています。

日時 平成２９年４月２日（日）
午前１０時～午後１時（小雨決行）
場所 新里総合グラウンド
主なイベント内容（内容を変更する場合があります）

◆『こども体験イベント』
①餅つき体験
②竹馬体験
③凧あげ体験
④ペットふれあい体験
⑤消防車乗車体験
放水の実演

過

去

の

開

催

の

参加無料

様

子

会場アクセス図

午前１０時３０分～
午前１０時～
午前１０時～
午前１０時～
午前１０時～
午前１１時３０分～

関

県立ぐんま昆虫の森
●
●
新里中
新里総合グラウンド

◆『飲食コーナー』（なくなり次第終了）
会員出店による飲食販売や、飲み物等を提供します。
また、餅つき体験でついたお餅を無料配布します。

前橋・大胡線

小林

◆『新里太鼓どんどこ』（和太鼓）の演奏

新里

新川

宿

上毛電鉄

地元の「新里太鼓どんどこ」による和太鼓の演奏を行います。
１回目演奏 午前１０時～
２回目演奏 正午～
イベントに関するお問合せはこちら

桐生市新里商工会

☏０２７７－７４－５３５３

フリーマーケット出店者募集について
◆『フリーマーケット』

午前１０時～ 出店料無料

衣料、日用雑貨、子供玩具、家電、木工品など。会場がグラウンドの為、各自ブルーシート等ご用意ください。
原則、開催中の途中退場は不可となります。３月１７日（金）まで、出店者を募集しています。
露天 幅３．６ｍ×奥行き３．６ｍ程度（２区画まで）区画が埋まり次第締め切りとなります。申込みは商工会まで。
商工会ホームページに申込用紙掲載（ http://www.niisato.or.jp ）

外構工事おまかせください!!

塚 本 建 設(株)
☏ 0277-74-0987(代表)

塚本建設 外構

URL:http://www.tsukamoto-kensetsu.com/
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経営者サポート情報
今回は「平成29年度経済産業省関連予算」 「Webサイト改ざんの注意喚起」についてご紹介します

≪基本的な考え≫
１．第４次産業改革の推進など、日本の成長力を強化するため、人工知能、ロボット、IoT、サイバーセキュリティ等の研究開発や実証
に対して重点的な予算措置を行う。
２．中小企業関係では、事業承継支援及び下請け対策に重点的な予算措置を行うとともに、地域中核企業支援及び生産性の向上に向けた
支援に必要な予算を措置する。
※中小企業対策費は、１，１１６億円を確保（２８年度当初比＋５億円）

≪主な予算措置≫
29年度予算

28年度当初予算

ロボット活用型市場化適用技術開発プロジェクト

17.5億円

15.0億円

IoT推進のための新産業モデル創出基盤整備事業

8.4億円

7.0億円

中小企業再生支援・事業引継ぎ支援事業

61.1億円

58.4億円

創業・事業承継支援事業

11.0億円

（新規）

中小企業・小規模事業者ワンストップ創業支援事業

54.8億円

54.7億円

小規模事業者対策推進事業

49.4億円

51.6億円

省エネルギー投資推進に向けた支援補助金

672.6億円

515.0億円

≪中小企業小規模事業者関係予算案≫
①経営力強化・生産性向上に向けた取り組み
②活力ある担い手の拡大
③安定した事業環境の整備
④災害からの復旧・復興
以上４点に力を入れ、企業の持続的な発展を目
指す。２９年度もものづくり補助金や小規模事業
者持続化補助金、省エネ補助金などの公募が期待
できますので、商工会による通知やホームページ
をご確認ください。

コンテンツ管理システム「WordPress」の脆弱性をついたと思われるWebサイトの改ざん事案が全国で相次ぎ発生し、群馬県内に
おいてもその被害が確認されています。
問い合わせ
１．ホームページの編集管理において
群馬県警察本部警務部警務課
「WordPress」を利用している場合は、サイトの改ざんのみならず、不審なファイルを蔵置
されていないか確認を行うとともに、修正バージョンの適用をご検討ください。
サイバーセキュリティ対策係
２．バージョンアップについて
電話：027-243-0110（代）
「WordPress4.7.0」「WordPress4.7.1」は「WordPress4.7.2」へ
※なお、「WordPress4.0から4.6」でもREST APIを有効にしている場合は影響があると思われます。

情報掲示板
～いろんな情報お待ちしています～

◆お得なクーポン情報や、地域の情報、イベント案内等が無料掲載できます。
申込みは「桐生市新里商工会」まで（先着順） ☏０２７７－７４－５３５３

お得なクーポン情報 ※切り取ってご使用いただけます。
あらま！クーポン （店内でのご飲食のみ適用）

あらま！クーポン

お食事された方全員に
１００円券プレゼント

平日限定！！
すべてのメニューに

コーヒーサービス

お会計の際にご提示下さい。
2017年5月末日まで有効

ご注文の際にご提示下さい。
2017年5月末日まで有効

あらま！クーポン

あらま！クーポン

現金給油ご利用で

ｺｰﾋｰ豆100ｇ以上お買い上げで

ご来店の際にご提示下さい。
2017年5月末日まで有効

あらま！クーポン

あらま！クーポン

☎0277-74-8929

所得税及び復興特別所得税の
申告･現金納税期限は

３月１５日(水)まで

個人事業者の
消費税・地方消費税の
申告･現金納税期限は

ご来店の際にご提示下さい。
2017年5月末日まで有効

お会計の際にご提示下さい。 ご予約も可能です
2017年5月末日まで有効

平成２８年分の申告・納税期限について

４月２０日(木)

（ガソリン等）

会計時１０％割引

【確定申告・納税はもうお済みですか？】

振替納税日は

燃料油リッター２円引き ﾄﾞﾘｯﾌﾟﾊﾟｯｸ①個ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ

３０００円以上のお食事で

お知らせ・ご案内

３月３１日(金)まで
☎0277-74-0319

お１人様１杯まで（２名様までご利用可能）

ソフトドリンク無料クーポン
ラ ン チ 11:30～14:00
ディナー 17:30～23:00
ご注文の際にご提示下さい。
2017年5月末日まで有効

振替納税日は

４月２５日(火)
商工会では、事業者の方向けに特典の多い
青色申告制度もおすすめしています。
また、個人事業者向けに帳簿記帳の指導や
確定申告の相談など行っております。
ご相談は、桐生市新里商工会
☎７４－５３５３ まで
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今話題の情報
～ 「花粉症対策」と「上毛電気鉄道」についてご紹介します ～

≪花粉症てどんな病気？≫
花粉症の種類や発症の状況は、各地の植物の種類や花粉の数によって異なります。
厚生労働省の協力による全国調査によると国民のおよそ25％と考えられます。花粉症は、アレルギー疾患の総称で
あり、主に、「アレルギー性鼻炎」と「アレルギー性結膜炎」に分かれます。
≪スギ花粉症はどうして多いの？≫
花粉症の約70％はスギ花粉症だと推察されます。日本の国土に占めるスギ林の面積は大きく、全国の森林の18％、
国土の12％を占めているためでもあります。
ちなみに、北海道ではスギ花粉の飛散は極めて少なく、沖縄にはスギが全く生息しません。
また、ヒノキ科花粉による花粉症も多く、いまのところ花粉飛散はスギの方が多いですが、
ヒノキが多く飛ぶ年もあり、４，５月にも注意が必要です
≪鼻の中と目に入る花粉数～マスクと眼鏡の効果≫
１．マスクなし・眼鏡なし⇒鼻1,848個 眼791個
２．通常のマスク・通常の眼鏡⇒鼻537個 眼460個
３．花粉症用マスク・花粉症用眼鏡⇒鼻304個 眼280個
≪花粉症に対する民間療法≫
（１）健康食品
霊芝(抗アレルギー作用)，甜茶（化学伝達物資遊離抑制）シソ（TNFα抑制），羅漢果（活性酵素抑制），
南瓜種（IgE産生抑制），アマランス（抗ヒスタミン作用），紅花，パパイアエキス，クロレラ，花粉食，
ニンジン紅茶，シジュウム茶，天然にがり，アロマテラピー，エゾウコギ，リノレン酸摂取，リノール酸摂取制限，
うずらの卵のホモゲナイズ，天然ミネラルエキス など
（２）一般食品
ヨーグルト・乳酸菌剤・ジャガイモ（ビタミンC）・ネギ・ニンニク・ニラ・ショウガ・ウド・フキ
シナモン(身体を温め冷えに強くなり、花粉症発作に効果)，ピーナッツ・干し柿・ゴマ・
クズ・ゴボウ・ハッカ・キクの花・ミョウガ・スイカ・ナシ柿（急性副鼻腔炎の合併に効果）
山芋・ウコギ・ドジョウ・エビ(花粉症発作のだるさに効果) わかめ，大根おろし，カフェイン など

当地域の公共交通、それは上電！！誰もが学生時代に利用した上電を今回は特集いたします。
≪上電概要≫
名称：上毛電気鉄道（通称＝上電）
開業：昭和3年11月10日に中央前橋－西桐生間開業（全長25.4㎞）
目的：明治時代から生糸・織物産地として発展する中で、赤城山南麓の農村地域は絹糸産業を支える養蚕地帯であった
が、交通が不便であったため、前橋と桐生を結ぶ主要なルートとして開通した。
≪上電豆知識≫
１．かつては、浅草かた中央前橋まで直通列車が存在した。
２．大胡より伊勢崎-本庄へと路線が抜ける計画があった。
３．日本では上電だけ！80年以上現役の“デハ101”がある。（大胡駅で見学可能）
≪まとめ≫
上電は自転車の持ち込みも可能であり周辺観光にも便利です。また、中央前橋・大胡・赤城・西桐生駅には電車を
利用した方に限り無料で自転車の貸し出しも行っています。今後の休みに親子でローカル電車とサイクリングはいか
がでしょうか？

群馬県桐生市新里町新川596
TEL:0277-74-2870 FAX:0277-74-2460
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桐生市内のおすすめ情報
～ 『税に関する絵はがきコンクール作品展示』のご紹介 ～
税に関する絵はがきコンクール作品の展示について
新里地区の小学生４年生～６年生の作品を展示します。
税金は毎日の生活の中でどのように役立っているのか
ということを小学生の皆さんに知っていただき、理解と
関心を深めていただくために実施し、その作品を多くの
地域の方に見ていただくことで納税の大切さへ理解を深
めるために開催いたします
日

桐生市新里町武井６９７
TEL 0277-74-5467

昨年度優秀作品

営業時間（火曜定休日）
ランチ 11:30～14:00
ディナー 17:30～23:00

時：平成２９年３月８日（水）～１５日（水）
８：３０～１７：１５まで

展示場所：桐生市新里総合センター（新里支所）１階
お問合せ：桐生法人会新里支部事務局
（桐生市新里商工会内）
☏０２７７－７４－５３５３
主
後

楽膳ランチ 1,280円（税別）
落ち着いた雰囲気で
和洋のお食事や
居酒屋メニューが楽しめます

催：（公社）桐生法人会新里支部
援：（公社）桐生法人会・桐生市新里商工会

まだまだ元気、ガンバルみなさまのために

生命医療共済（シニア選択緩和型）
【お問合せ・お申込みは･･･】
『
』まで

６ ０ 歳 か ら し か 入 れ な い 保 険！
●85歳の誕生月の月末まで継続保障！
（新規加入は60歳から75歳）
●年齢性別を問わず一律掛金！（月額
円）
●入院保障に加え、
がんによる入院保障とがん先進医療を保障！
●緩和型健康告知の採用！
（持病があっても4つの告知で加入可能）

生み出すのは「夢」と「感動」
製品企画設計から金型製作・樹脂成型・製品組立まで一貫生産可能！

ISO9001・ISO14001認証取得

家屋解体・土木工事全般、一般貨物運送

株式会社 三景
桐生市新里町新川１８０７－３ ＴＥＬ：０２７７－７４－４１７７
桐生市新里町新川1172番地16
TEL
URL

求人・求職のお手伝い!!

0277-74-1418 FAX 0277-74-3751
http://niisato-unyu.jimdo.com/

有限会社 スリーケー
〔館

所〕事業内容⇒一般労働者派遣業務、各種業務請負業
ＴＥＬ：０２７６－４７－３１１８
〔有料職業紹介事業部〕事業内容⇒有料職業紹介
ＴＥＬ：０２７７－７４－３０１１
エコアクション２１
認証･登録 0002360

林

営

業

樹脂めっき加工
「金めっき、3価・6価クロムめっき、サテンめっき」

産業廃棄物・一般廃棄物処分・収集運搬

桐生市新里町鶴ヶ谷300番地1
TEL
TEL
URL

0277-74-3763 FAX 0277-74-3763
0277-37-0197（太田営業所）
http://niisato-echo.jimdo.com/

株式会社
桐生市新里町新川１９１５－２

スリーエム

ＴＥＬ：０２７７－７０－２１７７
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伴走型小規模事業者支援推進事業について
アンケート調査分析報告！！

昨年の９月に実施した経営状況・地域経済動向調査集計結果
～当地域の小規模事業者の持続的な発展に役立てることを目的に行っております～

≪経営状況に関するアンケート集計結果≫
１．概要
調査時期：平成２８年９月～１０月
対象：商工会員
送付件数：３１７件 回答件数：１３１件 回答率：４１％
２．結果
①貴社の販路について
拡大している
「販路拡大している」と回答した事業者の約76％が 販路を拡大予定
76.2％
「今後の拡大予定がある」と回答しており、地域全
現状維持
23.8％
体の活性化につながると考えられる。
販路の縮小

変わらない

縮小している

30.6％

15.6％

68.1％

46.9％

1.4％

37.5％

0.0％

②貴社の販路について
資金繰りの相談先として、「金融機関」が最も多く「商工会」と回答した事業者も全体の１/４と多い。
【金融機関56.6％ 商工会27.2％ 親族9.6％ 知人0.0％ その他6.6％】
③従業員について
景況感の悪化から新規雇用は見込めないとともに、人材確保に苦労する事業者も多い。
【１年以内の雇用28.7％ ２～３年以内の雇用13.2％ 雇用する予定なし58.1％】
④貴社の後継者について
「後継者・後継者候補も決まっていない」が50％を超えており、事業承継が課題である。
【決まっている24.4％ 正式には決まっていない22.0％ 後継者候補も決まっていない53.5％】
⑤今後の事業について
事業者の約半分が「現状維持」と回答。後継者がいる事業者は事業拡大傾向にあるが、後継者がいない
事業者の約30％が「廃業を視野に入れている」と答えており、廃業支援も現実的に必要になってくる。
【事業拡大方向28.9％ 現状維持49.2％ 事業縮小6.3％ 廃業を視野15.6％】
⑥経営状況について
事業拡大を考えている事業者の約
80％が「半期ごと」より短い期間で
経営状況の把握をしている。
【毎月41.5％
２～３月ごと7.7％
半期ごと10.0％ 決算期ごと20.0％
必要なときに行う10.0％
特に行っていない10.8％】

事業拡大する

現状維持

事業縮小する

廃業を視野

毎月

64.9％

31.7％

12.5％

42.1％

２～３月ごと

0.0％

11.1％

0.0％

15.8％

半期ごと

16.2％

9.5％

12.5％

0.0％

決算期ごと

16.2％

25.4％

37.5％

0.0％

必要な時に行う

2.7％

14.3％

0.0％

10.5％

特に行っていない

0.0％

7.9％

37.5％

31.6％

≪地域経済動向に関するアンケート集計結果≫
１．概要
調査時期：平成２８年９月～１０月
対象：商工会員
送付件数：３１７件 回答件数：１３６件 回答率：４３％
２．結果（経済動向調査分析）
全業種
桐生信用金庫の「地域産業景気動向調査」によると、全業種の業況ＤＩが
4.8であり、アンケート結果では、全業種のＤＩは－23.7と大幅なマイナ
スとなっており、新里管内の業況回復が遅れていることがわかる。

桐生市

新里町内

全業種

4.8

-23.7

製造業

6.4

-12.1

卸売業

-13.3

0

小売業

2.4

-60.0

サービス業

3.7

-17.2

建設業

14.9

-28.1

不動産業

-3.2

-50.0

(6) あらま！ No.00028

次回の発行予定日は６月１日です。

新里町の事業所紹介 第２８回

～ 今回は「中村屋」さんをご紹介します ～
次回は「株式会社ラストイズム」さんを紹介します

中村屋

～今回は「中村屋」さんをご紹介します～
当社は“野菜にストーリー性を持たせる”をコンセプ
トに生産者・消毒・栽培方法・収穫まで徹底管理のもと
開業した直売所です。
イチゴをメインとし、枝豆・とうもろこし・ほうれん
草・ブロッコリーなどをメインに販売しています。
生産者のこだわりでお客様を待たせてしまう事もあり
ますが、野菜本来の趣旨を堪能していただければ幸いで
す。近年では、野菜の高騰が目立ってきていますが、当
直売所では、良い商品をより安く提供していきますので、
お気軽にお問い合わせ・ご相談下さい。。
また、一緒に農家をやりたい方も随時募集しています。

生産品

直売所外観

野 菜 名
企業ＤＡＴＡ
企 業 名：中村屋
業
種：野菜直売
代 表 者：中村 耕一郎
住
所：〒３７６－０１２２
桐生市新里町野２８
Ｔ Ｅ Ｌ：０９０－４９６４－１５１５
（直売所携帯）

◎安い！早い！安心！立会い車検

時 期

イチゴ

12月～5月

なす

4月～11月

とうもろこし

6月～8月

枝豆

6月～8月

ほうれん草

12月～2月
ハウスの様子

主な野菜の出荷時期

分から

◎車のキズ・ヘコミで
お悩みの方

安心の国土交通省指定
民間車検工場

アートスマイル車検センター桐生

みねぎし自動車
http://www.minegisi.jp/

詳しくは
ホームページを
ご覧下さい。

修理方法は
何通りもあります

プロの腕によるプロの技

あなたの街の整備屋さんにお任せ下さい！
車検証を見ながらお電話下さい。

桐生市新里町武井５１４ｰ１

ご予算に応じた
葬儀や事前相談、
ご要望に対応致します

