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新里地区産業祭が開催されます

今年も「第３１回新里地区産業祭」が開催されます。商工会青年部・女性部も参加協力し、会場で楽しめる様々なイベントを準備して
皆様のご来場をお待ちしています。なお、当日は、大変混雑が予想されますので、乗り合わせ等にてご来場お願い致します。
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平成２９年１１月１９日（日）９時３０分～１３時００分
ＪＡにったみどり新里野菜集出荷所 雨天決行
≪イベント内容≫
【商工業製品等展示・販売】
自動車の展示販売、自動車用品、座布団、座イス、ソファー、
まな板、ＬＥＤ照明、モップ、ロボットクリーナー、スポンジ
コープ商品の試食試飲、
プランター、ミニ椅子作り、包丁研ぎサービス、他
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【飲食店グルメコーナー】
ソースかつ丼、牛丼、パン、菓子パン各種、
ポテトフライ、豆腐、ロケ弁当、カレーライス、コーヒー
焼きそば、焼き鳥、手作りシュウマイ、赤飯 など
お茶・甘酒（無料）
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【農産物共進会】
一般参観…９時４５分～１１時３０分
共進会の出品物を「大抽選会」景品としてプレゼントします。
当選者による２次抽選・引き渡し午前１１時３０分～午後１時
【農畜産物等即売コーナー・農産物加工品即売コーナー】
新鮮な農畜産物や各種農産物加工品を豊富に用意しています。
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【ステージイベント】
巨峰３兄弟による生ライブ
昭和歌謡バンド「ノスタルジクス」
【氷の彫刻アート】
“氷の彫刻アーティスト”
生まれも育ちも新里の
原田大輔さんによる氷の彫刻実演
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産業祭会場レイアウト

氷の彫刻
【サービスコーナー・その他】
米のすくい取りコーナー（無料）…１１時３０分～
その他各種無料サービスやバザー等準備しています。
【豪華景品が当たる大抽選会】
第３１回新里地区産業祭チラシに記載されている抽選券を
持参いただいた方を対象に抽選会を実施いたします。
※お一人様１回限り。景品の数に限りがあります。
景品がなくなり次第終了します。

巨峰３兄弟
皆様の喜びが、当社の喜びです。

ノスタルジクス

外構工事お任せください！
総合建設業

塚 本 建 設(株)
40

☏ 0277-74-0987

40th anniversary
塚本建設 外構

検索

http://www.tsukamoto-kensetsu.com/

従 業 員 募 集 中 ！

経営者サポート情報
今回は「群馬県最低賃金」 「年末特別相談会（１日公庫）』「決算・年末調整説明会」についてご紹介します

群馬県最低賃金は

時間額 ７８３円

（平成２９年１０月７日より改正）

詳しくは、群馬労働局労働基準部賃金室（電話：０２７－８９６－４７３７）
又は群馬県内の労働基準監督署へお問い合わせください。

日本政策金融公庫の融資相談会を次のとおり開催致します。
事業資金（運転資金、設備資金）が必要な方は、この機会にご相談下さい。
実施日
会 場
担 当
申込み
申込先

制 度 名

金 利 (%)
基準金利

4,800万円

平成２９年１１月２４日（金）１０時～１２時
桐生市新里商工会館 相談室
日本政策金融公庫 前橋支店 国民生活事業部
要予約
申込みの際は、まず新里商工会宛にお電話でご相談ください。
桐生市新里商工会 ☏ ０２７７（７４）５３５３

限 度 額

1.16～2.30
(10/20現在)

普通貸付

返 済 期 間
運転 7年以内
（据置1年以内）
設備10年以内
（据置2年以内）

一定の条件のもと保証人を不要とする制度もあります。
担保設定の有無、担保の種類等についてはご相談のうえ
決めさせていただきます。
※普通貸付のほか、特別貸付制度もあります。

※申込みの際は、事前に決算書（２期分）・途中経過の試算表・企業概要書・見積書（設備資金の場合）等をご提出頂くと
審査が短縮できます。また、年末になりますと融資の申込みが混み合い、実行までに時間がかかるケースが多いため、今
回の年末特別相談会をご利用ください。

桐生税務署では、下記の日程で説明会を開催します。参加申込みは不要です。
【年末調整説明会】
【決算説明会・事業所得関係】
・１１月１４日（火）ＰＭ１：３０～
・１２月 ６日（水）ＰＭ１：３０～
場所：笠懸公民館
場所：笠懸公民館
・１１月１６日（木）ＰＭ１：３０～
・１２月１３日（水）ＰＭ１：３０～
場所：桐生市市民文化会館

【消費税軽減税率制度説明会】
・１１月１４日（火）ＡＭ１１：００～
場所：笠懸公民館

場所：桐生市市民文化会館

【決算説明会（消費税）】
・１２月１４日（木）ＰＭ１：３０～
場所：桐生市市民文化会館

・１１月１６日（木）ＡＭ１１：００～

お問い合わせは、桐生税務署まで
電話０２７７－２２－３１２１

場所：桐生市市民文化会館

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。
2018年2月末日まで有効

ご注文の際にご提示下さい。
2018年2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

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
（ガソリン等）
ご来店の際にご提示下さい。
2018年2月末日まで有効

ご来店の際にご提示下さい。
2018年2月末日まで有効

あらま！クーポン

あらま！クーポン

３０００円以上のお食事で

会計時１０％割引
お会計の際にご提示下さい。 ご予約も可能です
2018年2月末日まで有効

☎0277-74-8929

☎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。
2018年2月末日まで有効

いってみんべー。直売所に！
「豊年まつり」開催
≪日 時≫
平成２９年１１月４日（土曜日）
午前９時～午後１時
※営業は午後４時まで
≪場 所≫
新里町農産物等直売所
桐生市新里町赤城山５５３-１
≪内 容≫
新里産の朝採り新鮮野菜や加工品、
きのこ、花などをお安く提供します。
≪お問い合わせ先≫
新里町農産物等直売所
０２７７-７４-４１００

【利子補給事業のお知らせ】
今年度も利子補給事業を実施します。
商工会会員事業所で、商工貯蓄共済融資
または日本政策金融公庫融資がある方は、
申請により利息の一部補給を行います。
詳しくは商工会まで ☎７４－５３５３
申請は１１月１７日（金）まで。

今話題の情報
～ 今回は『年金問題』についてご紹介します ～

厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がっています！！
■何が変わったのですか？
平成２８年１０月から、週３０時間以上働く方に加え、従業員５０１人以上の会社で週２０時間以上働く方などにも厚生年金保険
・健康保険（社会保険）の加入対象が広がりました。
平成２９年４月からは、従業員５００人以下の会社で働く方も、労使で合意すれば社会保険に加入できるようになり、より多くの方が、
これまでより厚い保障を受けることができます。
■社会保険に加入するメリット
厚生年金保険・健康保険（社会保険）に加入
すると、将来もらえる年金が増えます。
また、全国民共通の基礎年金に加えて、報酬比
例の年金（厚生年金）が終身でもらえます。

モデルケース（月収88,000円）

保険料

増える年金額（目安）

40年間加入

月額8,000円／年額96,000円

月額19,300円／年額231,500円×終身

20年間加入

月額8,000円／年額96,000円

月額9,700円／年額115,800円×終身

1年間加入

月額8,000円／年額96,000円

月額500円／年額5,800円×終身

※月収が増えると年金も増えます。また、受取開始後も物価や賃金により上下するほか、少子高齢化による調整（減額）があります。

■新たに加入することになる対象者
従業員５００人以下の会社で働く方も労使で合意がなされれば社会保険に加入することができるようになりました。
以下の（１）～（５）の要件を全て満たす短時間労働者の方が対象です。
（１）１週間あたりの決まった労働時間が２０時間以上であること
（２）１ヶ月あたりの決まった賃金が８８，０００円以上であること
（３）雇用期間の見込みが１年以上であること
（４）学生でないこと
（５）以下のいずれかに該当すること
①従業員数が５０１人以上の会社で働いている
②従業員数が５００人以下の会社で働いていて、社会保険に加入することについて労使で合意がなされている

■労使の合意について
労使の合意とは、短時間労働者の方が社会保険に加入することについて、同意対象者（※１）の２分の１以上の同意を得た上で、
事業主が管轄の年金事務所（※２）に申し出することをいいます。
（※１）厚生年金保険の被保険者である方々と上記（１）～（４）の要件を満たす方々等を指します。
（※２）健康保険組合に加入している場合は、健康保険組合に対しても申出を行う必要があります。
詳しくは、厚生労働省ホームページまで
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/

こちらのＱＲコードからも入れます

群馬県桐生市新里町新川596
TEL:0277-74-2870 FAX:0277-74-2460

ＴＥＬ:０２７７-７４-３３１８
ＦＡＸ:０２７７-４６-８２８９

～創業チャレンジ支援事業補助金についてご紹介します～
桐生市では、市内における創業を促進し、産業活性化を図るため、
創業時に必要な改修費、設備・備品費や販売促進に要する経費の一部を補助します。
≪補助事業の概要≫
〇補助対象者
創業前、創業後２年未満の個人事業主

〇補助率
補助対象経費の２／３以内（上限額２０万円）

〇補助対象事業
飲食業、サービス業又は製造業で、独自性
新サービスなど新たな需要や雇用の創出及
内経済の活性化

〇応募方法
申請書類を桐生市役所 産業政策課産業政策係
（新館３階）まで持参してください。
※申請には、条件がありますので事前に
市ホームページをご確認ください。

〇応募期間
随時募集中

≪問い合わせ先≫
桐生市産業政策課産業政策係
TEL：０２７７－４６－１１１１（内線５８４）

おすすめ情報
～ 今回は「商工会青年部グルメグランプリ」をご紹介 ～

桐生市新里町武井６９７
TEL 0277-74-5467

開催日：

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

１２月３日（日曜日）
１０時００分～１５時００分

場

所：高崎市もてなし広場
高崎市高松町１番地

昨年の様子

県内の地域振興とにぎわいを創出するため、県産食材を使用した県下
４２商工会青年部や県内高校生によるグルメグランプリを開催します。
当会青年部も「新里産ちぢみほうれん草カレー」を出展致しますので、
お気軽にお立ち寄りください。
問い合わせ先：群馬県商工会連合会 経営支援課
ＴＥＬ：０２７-２３１-９７７９

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

楽膳ランチ 1280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

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

経営者サポート情報
～ 今回は『屋外広告物』についてご紹介します ～

看板やポスターなど、広告物を表示するときには手続きが必要です
本年４月より、取扱い窓口は桐生土木事務所から桐生市役所に変更なりました！
屋外広告物とは
「常時又は一定期間継続して、屋外で公衆に表示される広
（ア）省エネルギー対策事業

告板（看板）などのこと」です。
・営利目的に関係なく、右の図にある広告物は全て屋外広告物です。
・絵、写真、商標、シンボルマークなども屋外広告物に該当します。

屋外広告物にはルールがあります

こんなときには手続きが必要です

・表示してはいけない「禁止広告物」

・イベントなどの看板やはり紙（ポスター）を表示するとき

・屋外広告物等を表示できない「禁止物件」

・店舗や事務所などの看板を表示するとき

・原則、屋外広告物等を表示できない「禁止地域」

・自分の土地や建物、塀などに看板やポスターを表示するとき

・原則、屋外広告物を表示するには許可が必要な「許可地域」

・自分の土地や建物、塀などに看板やポスターの表示用に貸し

・屋外広告物の高さや大きさなど種類ごとの規制

出すとき

など

Ⅱ．設備単位での省エネルギー設備導入事業
桐生市屋外広告物の手引き
桐生市屋外広告物条例について、わかりやすくまとめた「桐生市屋外広告物の手引き」を
ホームページにて公開しています。
桐生市ホームページ⇒市政⇒まちづくり

または

「桐生市

屋外広告物」で検索

⇒景観⇒屋外広告物について

◆ 屋外広告物についての問合せ先・事前相談・申請窓口
桐生市役所

都市計画課

◆

景観係 0277-46-1111（内線788、789）
大切な家族のためにお手伝い

桐生市斎場・伊勢崎聖苑・前橋市斎場

桐生市新里町新川1254

TEL:0277-74-3713
FAX:0277-74-3715

あらま！ No.00031

次回の発行予定日は３月１日です。

新里町の事業所紹介 第３１回

～ 今回は「有限会社岩崎工業」さんをご紹介します ～
次回は「鏑木精機㈲」さんを紹介します

有限会社岩崎工業

≪ 事務所外観 ≫

今回は「有限会社岩崎工業」さんをご紹介します。
弊社は、新里町武井にある住宅基礎工事をメインとする会社です。先代が個人事業主と
して開業し、平成元年に法人化、県内を中心に事業を行なっております。しかし、一般の
方からはなじみのない会社だと思います。実際に住宅基礎は工務店やハウスメーカーなど
からの依頼で事業を行なっており、直接一般の方から依頼されることは少ないからです。
しかし、住宅基礎は家を建てる際に始めに行う、最も大切な工事と言えます。基礎工事
のやり方によっては後に不同沈下などで建物への大きな影響を与えてしまいます。
そこで弊社では、豊富な経験から得た確かな技術と安全性の高い施工を行い、お客様の
ニーズに沿った施工を行なっています。
また近年では、住宅基礎工事で得た技術を活かし、一般住宅の外構工事・エクステリア
にも対応できるようになりました。外構工事をお考えのお客様がおりましたらご要望に柔
軟に対応いたしますので、なんでもお気軽にお問い合わせください。
従業員一同心よりお待ちしております。
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≪ 施工事例② ≫

≪ 施工事例① ≫

◎安い！早い！安心！立会い車検

分から

≪ 施工事例③ ≫

◎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

修理方法は
何通りもあります

プロの腕によるプロの技

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。

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

