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第２８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：桐生市新里商工会
桐生市
今年も「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。
（公社）桐生法人会
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 令和２年４月５日（日）
午前１０時～午後２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』

参加無料

①竹馬体験
②ペットふれあい体験
③消防車乗車体験
④パトカー・白バイ乗車体験
⑤パラシュート花火
⑥放水の実演

午前１０時～
午前１０時～
午前１０時～
午前１０時～
午前１１時～
正午１２時～

会場アクセス図

関

県立ぐんま昆虫の森
●
●
新里中

◆『飲食コーナー』（なくなり次第終了）

新里総合グラウンド

会員出店による飲食販売や、飲み物等を提供します。

◆『新里太鼓どんどこ』（和太鼓）の演奏
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３０分～
２回目演奏 午前１１時３０分～

小林

新里

前橋・大胡線

新川

宿

上毛電鉄

◆『苗木の無料配布コーナー』
ブルーベーリー、ウンシュウミカンの苗木の無料配布を
行います。お一人様一つまで。種類は選べません。
午前１１時～ なくなり次第終了となります。
（苗木の種類は変更となる場合があります。）

フリーマーケットについて
◆『フリーマーケット』

午前１０時～

衣料、日用雑貨、子供玩具、家電、木工品などの
フリーマーケットを行います。
※出店希望者は商工会ホームページをご確認ください。

皆様の喜びが、当社の喜びです。

外構工事お任せください！
総合建設業

塚 本 建 設(株)
43

☏ 0277-74-0987

43th 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「インボイス制度」と「個人企業経済調査」について～

消費税のインボイス制度に関するQ&A
Q1．インボイス制度とは？
・消費税の計算の際に、仕入税額控除を受けるために、
「適格請求書」の保存を義務付ける制度です。
適格請求書を発行するためには、税務署で登録を行い、
事業者の登録番号を取得する必要があります。

Q2．インボイス制度が始まるとどうなる？
・適格請求書をもって取引が行われるようになります。
発行者の登録番号が記載された適格請求書でないと、仕入
税額控除ができないため、取引先からは登録が求められる
ことと思われます。

Q3.いつから始まる？
・適格請求書の事業者登録申請は2021年10月1日より、
インボイス制度の導入は2023年10月1日より開始されます。
導入開始と同時に適格請求書の発行事業者になるために
は、2023年3月31日までに登録申請を行う必要があります。

Q4.インボイス制度の影響って？
・適格請求書を発行する事業者になるためには、課税事業
者である必要があります。免税事業者である場合、適格請
求書を発行することができないため、取引から排除されて
しまう可能性もあります。
詳しくは国税庁HPまで https://www.nta.go.jp/

●個人企業経済調査は、国が実施する統計調査のうち、
統計法に基づく報告義務のある統計調査（基幹統計調査）です。
●調査対象となった事業主の方には、国が調査を委託した民間事業者から
調査票などの調査書類を、５月下旬より順次郵送いたします。
●調査票を受け取りましたら、インターネット又は郵送により、ご回答をお願いいたします。
●個人企業経済調査により集められた回答内容は、統計法によって厳重に保護されますの
で
安心してご回答ください。

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。
2020年7月末日まで有効

ご注文の際にご提示下さい。
2020年7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

ご来店の際にご提示下さい。
2020年7月末日まで有効

あらま！クーポン

あらま！クーポン

所得税及び復興特別所得税の
申告･現金納税期限は

３月１６日(月)まで

個人事業者の
消費税・地方消費税の

３月３１日(火)まで
☎0277-74-0319

振替納税日は

４月２３日(木)

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 11:30～15:00
(14:00 LO)

ディナー 17:30～22:30
☎0277-74-8929

令和元年分の申告・納税期限について

申告･現金納税期限は

ご来店の際にご提示下さい。
2020年7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
2020年7月末日まで有効

【確定申告・納税はもうお済みですか？】

４月２１日(火)

ｺｰﾋｰ豆100ｇ以上お買い上げで

（ガソリン等）

会計時１０％割引

お知らせ・ご案内

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

総務省統計局からのお知らせです。

(22:00 LO)
ご注文の際にご提示下さい。2020年7月末日まで有効

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

今話題の情報
～偽ショッピングサイトについて～
日常生活で大変便利なインターネットショッピング。
年々利用者が増えているその一方で、悪質なサイトによる
トラブルなども発生しています。
今回はその事例について下の画像を基にご紹介します。

本物そっくりな偽サイトを見破る「5つの特徴」って?
特徴1：不自然なＵＲＬ・店名
URLがショップ名と違っているなど不自然な場合や、店名
が安直なネーミングであったり、ブランドのフォントをその
まま使用しているようなロゴだと更に詐欺・模倣サイトの可
能性が高くなります。

特徴2：価格が極端に安い
相場より極端に安い商品が販売されている場合、なにも届
かなかったり、偽物を送り付けられるケースもあります。
あまりにも安い価格で販売されているサイトは詐欺の可能
性があるのですぐに買い物をせずに複数のショップを見比
べるなど、相場を確認してください。

特徴3：支払方法が前払いのみになっている
クレジットカード支払いや代金引換などの後払い決済方法を
用意していなかったり、振込先の口座が、販売業者名と名義
人が異なる場合なども要注意です。
また、注文時に後払い決済を選択したにもかかわらず、後日
口座振り込みへの変更を促してくるメールが届くケースもあ
ります。この場合も詐欺の可能性が高いです。

特徴4：日本語の内容が不自然な部分がある
Webサイト内に誤字・脱字が多く「365天受付」などの不自然
な日本語があれば取引しない方がいいかもしれません。
パソコンに比べてスマートフォンから買い物する際は文字が
読みづらいため、特に慎重に確認しましょう。

特徴5：表示義務を果たしていない
特定商取引法に基づいて販売業者名や住所・電話番号など
の基本情報、法律で表示義務のある情報がわかりにくかっ
たり、表記されていないサイトも注意です。住所や電話番号
を調べる事により、注文する前に架空の店舗ではないか確
認する事が可能です。
もちろん、これらが当てはまっていたとしても必ず
しも詐欺サイトであるとは限りません。
ですが、今回紹介させていただいた部分を見て、
「怪しい」と感じたならば、今一度確認をしてみて
ください。
参考記事

『詐欺サイトの被害に遭わないために、知っておきたい対策2つ』
https://flets-w.com/chienetta/list/2019/01/nrt_ser-security_net-shopping.html

空いている田畑をお持ちの方
農地の貸出を考えている方
ぜひご連絡ください！
桐生市新里町新川385

TEL:090-90１1-7117

一般建築設計・施工

㈱桑子建設
ＴＥＬ:０２７７-７４-３３１８
ＦＡＸ:０２７７-４６-８２８９

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

おすすめ情報
～「税に関する絵はがきコンクール」のご紹介～

桐生市新里町武井６９７
TEL 0277-74-5467

時：3月１７日（火）～3月２３日（月）
８時３０分～１７時１５分

日

営業時間
（火曜、第１・３木曜 定休）
ランチ 11:30～15:00

≪前年度優秀賞≫

(14:00 LO)

ディナー 17:30～22:30

※変更となる場合があります

場

(22:00 LO)

所：桐生市新里総合センター
新里支所１階

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。

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

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
催：（公社）桐生法人会新里支部
後
援：（公社）桐生法人会・桐生市新里商工会

６ ０ 歳 か ら し か 入 れ な い 保 険！

まだまだ元気、ガンバルみなさまのために

シ ル ク シ ニ ア
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

●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
https://niisato-unyu.co.jp/

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）
https://niisato-echo.co.jp/

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「小規模事業者持続化補助金」についてご紹介します～

新規顧客の獲得や経営の見直しによる売上UP策をお考えの方へ
現在公募期間ではありませんが、今後募集が予定されております。（２月１２日現在）
小規模事業者持続化補助金の概要
■補助対象者
小規模事業者
■補助対象事業
経営計画に基づく販路開拓により早期の売上UPに
つながる取り組み等
■補助率（補助上限）

２/３（５０万円上限）

申請から採択、実施、完了までの流れ
相談

１．商工会へ補助事業内容の相談

↓
入手

２．公募要領・作成書類のダウンロード

↓
作成

３．経営計画書・補助事業計画書の作成

↓

■補助対象経費
事業の遂行に関するもので募集要領にあるもの

提出
↓
採択

応募にあたって

４．期限までに商工会へ提出
５．国の委託機関による審査・採択・決定

↓

応募を検討の方は、まず商工会にご相談ください。
今後の経営プランなどをまとめた「経営計画書」や補
助申請する取組内容をまとめた「補助事業計画書」を作
成し、商工会で「事業支援計画書」の交付を受けてくだ
さい。
その上で、他の申請様式と併せて商工会へ提出する流
れとなります。そして、申請した事業計画は審査を経て
採択の可否が決まります。

実施

６．販路開拓の取り組み実施

↓

報告

７．実績報告書の提出

↓
確定

８．国の委託機関による報告書の確認

↓
精算

９．補助金の請求・精算

持続化補助金の活用例
・新規顧客獲得の為の新設備・什器の導入
・ＰＲの強化を目的としたチラシ・パンフレットの作成
・販路開拓のための展示会出展
・店舗の認知度向上を狙った看板の設置
・外国人旅行客の集客を狙った外国語ＨＰの作成

◆

持続化補助金・個別指導についてのお問い合わせ先

◆

桐生市新里商工会 0277-74-5353
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.00038

次回の発行予定日は８月１日です。

新里町の事業所紹介 第３８回

～ 今回は「にいさと接骨院」さんをご紹介します ～
次回は「㈲大和建工」さんを紹介します

屋

にいさと接骨院

煙火
店

＜施術の様子＞

1853-1

◎安い！早い！安心！立会い車検

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

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

