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切削加工のプロ集団

当社は、昭和47年創業より大型自動車などの部品加工を行っています。
NC旋盤、マシニングセンタ等を使い切削加工がメインになります。
試作、単品から量産品まであらゆる加工に対応しています。
最新の設備と永年培った技術力でお客様のご要望にお応えします。
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令和元年度

商工会通常総代会開催
議案第６号
太田市新田商工会手数料（受託料含む）及び使用料
徴収規約一部改正の件
議案第７号
太田市新田商工会青年部規約一部改正の件
議案第８号
令和元年度事業計画（案）決定の件
議案第９号
令和元年度収入支出予算（案）決定の件
議案第10号
令和元年度財政調整基金特別会計収入支出予算（案）
決定の件
議案第11号
令和元年度新田共済特別会計収入支出予算（案）決
定の件
議案第12号
令和元年度借入限度額決定の件
議案第13号
辞任に伴う役員選任の件
新役員 奈良部建二（青年部長）

去る５月21日、令和元年度通常総代会が商工会本所
において、多数の来賓を迎え開催されました。委任状
を含め総代72名が出席し、提出された次の議案13件が
議長小暮稔氏（小暮司法書士事務所）の議事進行によ
り、全て原案通り承認されました。

議案第１号
平成30年度事業報告承認の件
議案第２号
平成30年度収入支出補正予算及び収入支出決算承認
の件
議案第３号
平成30年度財政調整基金特別会計収入支出決算承認
の件
議案第４号
平成30年度新田共済特別会計収入支出補正予算及び
収入支出決算承認の件
議案第５号
太田市新田商工会運営規約一部改正の件

令和元年度

清水聖義太田市長

商工会事業計画

本年は、「小規模事業者支援推進事業」の３年目であり、「伴走型支援」を重点事業の最優先に掲げ、
時代に対応する小規模事業者のための事業を推進します。

＜重点施策＞
１．伴走型支援による個社支援
『伴走型小規模事業者支援推進
事業計画』（３年目）を策定し、
小規模事業者の持続的発展のため
個社支援と新規創業者支援を展開
します。なお、全職員で巡回訪問
の強化をして経営支援体制の構築
を目指します。

２．消費増税と軽減税率制度対応
に万全を図る
消費税に関するセミナー、講習
会を開催し、消費税、軽減税率に
ついての情報発信を徹底します。
さらに、軽減税率対策補助金やキ
ャッシュレス・ポイント還元など
の個店対応を支援します。

３．商工会改革『ぐんま商工会
2020』に対応した会員増強
商工会改革『ぐんま商工会2020』
に定められた目標達成のための行動
計画を策定し、新規会員獲得のため
役職員で事業を遂行します。

＜収入支出予算の概要＞
【収入の部】[単位：千円]
補助金
会費

17,121

手数料等

8,858

特別賦課金他

4,315

前年度繰越金
計

【支出の部】[単位：千円]

【収入の部】

74,233

3,884
108,411

補助金
会費
手数料等

8%
16%

特別賦課金他
前年度繰越金

4% 4%

経営改善普及事業費
一般事業費

19,320

管理費他

22,901
計

68%

【支出の部】

66,190

108,411

経営改善普及事業費
一般事業費
管理費他

21%
18%

61%
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商業部会総会報告

部会長

鈴木

浩和

去る５月14日（火）午後６時30分より尾島町の割烹明養軒にて部会員25名の参加を得て開催しました。議題は、
平成30年度事業報告及び収入支出決算承認について、令和元年度事業計画（案）及び令和元年度収入支出予算（案）
決定について、以上４つの議案を上程し全議案全員異議なく承認されました。
今年度は、今年10月に消費税が10％に引き上げられることから、増税後の消費の冷え込みを抑えるイベントの実
施や個店が消費税増税分を価格転嫁できるよう電子決済導入や販売促進などを支援していきます。また部会員や異
業種企業と交流が図れるよう情報交流会の開催や会員の資質向上の
ため先進地視察などを行っていきます。
以上の取組みを通して、商業部会では地域の商業活性化とビジネ
スチャンスを創出していきます。
なお、総会終了後には、ご臨席の白石昌一商工会長から来賓祝辞
を頂き終了しました。本年もご支援、ご協力のほどよろしくお願い
申し上げます。

工業部会総会報告

部会長

木村

浩

去る５月15日（水）に新田反町町「みかわ」にて、令和元
年度工業部会通常総会を開催しました。部会員21名の参加を
頂きご来賓の白石商工会長ご臨席のなか、全ての提出議案が
原案どおり無事に可決承認されました。心から感謝申し上げ
ます。懇親会では、和やかな雰囲気の時が過ぎ、会話も弾み
部会員相互の交流と親睦を図ることができました。
さて、令和元年６月２日（日）に、今年度最初の事業であ
る恒例のグラウンドゴルフ・バーベキュー大会を利根グラウンドゴルフ場及び利根キャンプ場にて開催しました。
白石商工会長、杉山副会長と吉田筆頭理事のご臨席を賜り、心配された雨もなく参加者62名により、無事に実施す
ることができました。表彰式では、商工会長、副会長、筆頭理事賞のほかサッポロビール㈱様、AGF関東㈱様、佐
瀬前部会長等より多数の賞品提供や差入れを頂き、参加者の皆様から好評を頂きました。時間があっと言う間に過
ぎて、懇親を深める事ができ、皆様に喜んで頂けたと考えております。当日参加の皆様と運営にあたってご苦労頂
いた役員の方々に、心から感謝申し上げます。来年も実施したいと考えておりますので、次回も参加下さいます様
お願い申し上げます。文末に上位成績者の方を掲載します。
これからの予定ですが、11月１日（金）に県外視
察研修を計画しています。今年は、豊洲市場見学
と東京モーターショーの視察を実施したいと考え
ています。詳しくは、会員宛DMにてご通知差し上
げますので、工業部会員の皆様お誘いあわせの上
ご参加下さいます様よろしくお願い申し上げます。
以上、工業部会の事業報告とさせて頂きます。
グラウンドゴルフ成績
優 勝 篠塚製作所 星野豊之さん スコア 63（ﾎｰﾙｲﾝ2 回）
準優勝 星野紙工
星野真樹さん スコア 63（ﾎｰﾙｲﾝ1 回）
第 3 位 星野紙工
星野良江さん スコア 64

建設部会総会報告

部会長

村田

剛志

５月８日（水）に令和元年度太田市新田商工会建設部会総会
が「倉寿司」にて開催されました。23名の部会員の参加に加え
て白石会長のご臨席を賜り、総会は全会一致ですべての議案が
原案通り可決承認されました。その後の懇親会では相川会計監
査による乾杯のご発声、大澤前副会長による閉会のご挨拶を頂
戴し、部会員相互の親交をより一層深めることができました。
建設部会では地域建設業者の情報交換や景気の底上げを図る
ために、部会員親睦ゴルフ大会の開催、視察研修の実施、やぶづか産業祭・太田市産業フェスティバルでの網戸張
り事業、新年会及び女性部との合同ストレッチセミナーの開催を計画しております。また、これらの事業に加えて、
重点事業として「ぐんま商工会改革2020」に則った商工会員・建設部会員の増員に取り組んでまいります。
最後になりますが本年もご支援、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
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女性部総会報告

部長

山鹿

律子

平成31年度太田市新田商工会女性部通常総会が、４月25日（木）「やどり今屋」において、開催されました。
落合副部長のことばで総会が開会され、平成30年度事業報告並びに決算報告、平成31年度事業計画並びに予算の
４議案が原案どおりに可決承認されました。
山鹿部長は、女性部活動に対する日頃の協力への感謝を述べ、新たな元号を迎える今年度も部員の皆さまと楽し
く交流の図れる事業を実施していきたいので、積極的にご参加いただきたいと挨拶されました。
御来賓として、白石商工会長、ぐんま共済太田支店飯島課長のご臨席を賜りまして、落合副部長のことばで閉会し、
総会は無事に終了することができました。
また、総会終了後には、御来賓の皆様にも引続きご参加いただきまして、栗原理事のあいさつのあと、井上監事
の乾杯のご発声で懇親会が催されました。時間が経つのも忘れて、和やかな雰囲気で歓談が続き、盛況のうちに終
了することができました。
女性部では、部員を随時募集しておりますので、お気軽にご参加下さいますよう、お待ちしております。
今後とも、各種イベント事業をはじめとする女性部活動へのご理解とご協力を、よろしくお願い申し上げます。

1.山鹿部長

2.白石商工会長

青年部HP http://ons-impulse.com/

3.総会の様子

青年部事業報告

4.懇親会の様子

部長

奈良部

建二

奈良部新部長あいさつ

「繋げる〜次世代に〜」
私たちのふるさとにはたくさんの文化やお祭りがあります。この誇るべき文化を次世代に
繋げていく事が一番大切なことだと私は考えました。
そのためには、「私たちが、地域のため、家族のため、仕事のために何をしなければいけ
ないのか？」「地域の次世代のリーダーとして何を発信していかなければいけないのか？」
このことを青年部員が一丸となり青年部活動を通して地域の方々に示していく事が一番の
方法だと考え、私は今回、「繋げる〜次世代に〜」をスローガンとして掲げました。
今まで先輩方が繋げてくれた想いを胸に、同じ時間を過ごす仲間と団結し、この想いを次
世代に繋げていく事を目標として二年間、邁進してまいります。

＜基本方針＞
・広報、PR活動の事業 ・地域活性化の事業 ・他団体との連携、交流事業
・部員増強運動の推進 ・部員の資質向上のための事業

4/26 通常総会・新年度祝賀会（担当：総務広報・研修委員会）
平成31年度通常総会をティアラ グリーンパレスにて開催しました。白石昌一商工会
長にご臨席いただき、全ての議案が原案通り承認されました。
総会終了後は新年度祝賀会を開催し、（公社）弘前青年会議所を始め大変多くの方
に来賓としてご臨席いただきました。31年度の役員の紹介、３つの委員会の新委員長
より今年度の抱負が述べられました。その後、青年部の活動記録が上映され、ベスト事業賞の発表が行われました。
奈良部新部長のスローガン「繋げる〜次世代に〜」の下に青年部一丸となり邁進して参ります。
5/18 第２回太鼓会との勉強懇親会（担当：文化継承委員会）
太鼓会との交流の場を増やすことで、ねぷたまつりの運行における一体感を生みお
互いの知識を共有するために尾島の東楊軒にて勉強会・懇親会
を行いました。
勉強会では、委員会と太鼓会が協力してチーム戦によるクイ
ズ形式の問題を作成し、長年ねぷたまつりに携わっていた方も
思わず、悩み、考え、そして相談の末に間違えてしまうという
素晴らしい問題が出題され、チームごとに真剣に答えを導いていました。
お互いに交流が深まったことでより一体感のあるねぷたの運行が期待できます。８月14日
と８月15日は、天気に恵まれるよう祈っております。
5/24 部員間交流わいわいBBQ（担当：交流委員会）
ぶどう園なかざとにて、青年部員のバーベキュー交流会を行いました。部員同士がかしこまらず、楽しんでもら
える交流の場を作り、多くの青年部員と知り合い、所属以外の委員会メンバーとの親睦が図れました。
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にったハッピースタンプ会
夏のはっぴーセール開催！
にったハッピースタンプ会では、
令和初となる「夏のはっぴーセー
ル」の 売 り 出 し を ７ 月19日（金）
〜８月15日（木）の期間実施します。
セール期間中は、取扱店でお買上
げいただくと
ちわ

オリジナル竹製う

がもらえ、さらに、うちわ

裏面の抽選番号でお食事券や飲物
がたくさん当たります。もちろん
ス タ ン プ 押 印 ２ 倍 のＷポ イ ン ト
サービスも例年通り実施します。
暑い夏こそ取扱店でジャンジャン
買って、ジャンジャン当てよう！
取 扱 店 は、尾 島 地 区（藤 森 屋、
権田金物店、江波酒店、金谷呉服店、
サカモト、割烹明養軒、仁科わた店、
小 堀 商 店、ち ち ぶ や、京 屋 薬 局、
おかの、すずまん、寿屋酒店、ト
ラベルトピア）、新田地区（伊勢屋
種苗、オフ、小倉百貨店、梶塚商店、
地蔵屋、石塚園、ムラオカ、よし
だや、グンスポ、スーパーこやま、
正直屋、山﨑商店、山鹿商店）、藪
塚地区（忠治庵、ふじう）

今後のイベント
①世良田祇園まつり
■屋台運行・隠居様神輿 ７月27日（土）
16：00 〜 22：00 世良田公園
■当住様神輿渡御 ７月28日（日）
13：00 〜 17：00 八坂神社〜世良田町内
◎問合せ：TEL.0276-52-1002 世良田行政センター
②新田まつり

８月10日（土）16：30 〜（荒天時翌日順延）

[花火20：00 〜 ] 新田陸上競技場ほか
◎問合せ：TEL.0276-57-1041 綿打行政センター

③尾島ねぷたまつり

８月14日（水）
・15日（木）

尾島商店街大通り（旧国道354号）
◎問合せ：TEL.0276-47-1833 太田市役所 商業観光課

④藪塚まつり

８月31日（土）16：00 〜（荒天時翌日順延）

藪塚本町中央運動公園
◎問合せ：TEL.0277-78-2111 藪塚本町行政センター

⑤やぶ塚かかし祭り

10月５日（土）〜 10月14日（月）

三島神社公園及び周辺
◎問合せ：TEL.0276-47-1833 太田市役所 商業観光課

⑥やぶづか産業祭

11月３日（日）

太田市藪塚本町中央公民館駐車場周辺

⑦太田市産業環境フェスティバル
11月10日（日）9：00 〜 14：30
エアリス駐車場
◎問合せ：TEL.0276-47-1834 太田市役所 工業振興課
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令和元年春の褒章受章
おめでとうございます
【黄綬褒章】

小暮

稔 氏（司法書士）

小暮司法書士事務所 代表

永年に渡り司法書士として業務に精励されました。

軽減税率対策補助金 （消費税の軽減税率対応のためのレジ・システム補助金）
軽減税率対策補助金とは
消費税軽減税率制度の実施に伴い対応が必要となる中小企業・小規模事業者等に対して、複数税率対応レジや券
売機の導入や改修、受発注システム、請求書管理システムの改修等に要する経費の一部を補助することにより、
導入等の準備が円滑に進むよう支援する制度です。
軽減税率制度対応として、３つの申請類型があります。

A型

複数税率対応レジ
の導入等支援

軽減税率対象商品を将来にわたり
継続的に販売するために複数税率
対応レジ又は区分記載請求書等保
存方式に対応した請求書等を発行
する券売機を導入又は改修する必
要のある事業者が使える補助金で
す。

Ｂ型

受発注システム
の改修等支援

軽減税率対象商品を将来にわたり
継続的に取扱うために、電子的受
発注システムの改修・入替を行う
必要がある事業者が使える補助金
です。

Ｃ型

請求書管理システム
の改修等支援

軽減税率に対応するために必要と
なる区分記載請求書等保存方式に
対応した請求書管理システムの改
修・導入を行う必要がある事業者
が使える補助金です。
（2019年２月６日拡充）

※いずれの類型においても、レジ・券売機、受発注システム、請求書管理システムを使用して日頃から軽減税率
対象商品を販売・取引しており、将来にわたり継続的に販売や請求書の発行を行うためにこれらを導入又は改修
する事業者を支援します。

「所得税法等の一部を改正する法律」の成立日（2016年3月29日）から2019年9月30日までに導入
又は改修し、支払いが完了しているものが支援対象となります。なお、A−5型、A−6型、C型
においては、2019年1月1日から2019年9月30日までに導入又は改修し、支払いが完了したものが
支援対象となります。
●申請受付期限
A型、B−2型、C型：2019年12月16日までに申請（事後申請）してください。
B−1型は交付申請終了しました。
本補助金の詳細については、ホームページをご確認ください。随時更新されます。

http://kzt-hojo.jp/

「テレワーク・デイズ」参加企業等の募集について
経済産業省では、関係府省（総務省・厚生労働省・内閣府・内閣官房）や、東京都、経済団体と連携し、2020年
までの毎年、東京オリンピックの開会式が予定されている７月24日を「テレワークデイ」と位置づけ、2020年東京
大会期間中の交通混雑緩和や全国的なテレワークの定着を目的として、企業等による全国一斉のテレワークの実施
を呼びかけています。
第３回目となる本年は、１年後に迫った2020年東京大会を見据え、日数を大幅に拡大し、「テレワーク・デイズ
2019」として実施いたします。2020年に向けて、テレワークの強みを活かして、多様で柔軟な働き方が浸透するこ
とを目指しています。４月19日より専用のホームページで参加企業等を募集しております。（詳細・参加登録はこ
ちらをご覧ください）。
テレワーク・デイズ2019HP：https://teleworkdays.jp/
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手数料規約改正のお知らせ
記帳機械化
内

金

容

会 員
３，０００円
３６，０００円
３，０００円
３，０００円
５，０００円

月単価
年額

処理額
決算・確定申告

簡易課税
本則課税

消費税申告

額
非会員
６，０００円
７２，０００円
６，０００円
１０，０００円
１０，０００円

＊10 月分までの原始帳簿を 12 月の業務終了日まで、または、12 月分までの原始帳簿を翌年 1 月末まで
に提出が無かった場合は、5,000 円の追加徴収を行う。

記帳継続及び専従者及び家族（記帳機械化含む）
金
内

決算・
確定申告

消費税申告

容

相談会
１月〜２月１５日
２月１６日〜２月
末日
３月１日〜
３月９日
３月１０日〜申告
期限日
相談会
収受のみ※

収受のみ
検算・作成指導
収受のみ
検算・作成指導
収受のみ
検算・作成指導

検算・作成指導※

簡易課税
本則課税

額

会 員
非会員
（専従者含む）
（専従者以外の家族等含む）
無料
無料 全日程
無料
１，０００円 提出
４，０００円
無料
３，０００円
無料 検算・作成指導
１０，０００円
１０，０００円
無料
※を適用
無料
４，０００円
３，０００円
１０，０００円
５，０００円
１０，０００円

＊令和２年分申告より e-Tax 指導は、データ入力として 1000 円の追加徴収を行う。

新しい事務局体制

本所

尾島支所
藪塚支所

役 職
局長
課長・経営指導員
経営指導員
経営指導員
経営指導員
経営指導員
経営支援員
経営支援員
一般職員
臨時職員
臨時職員
臨時職員
経営支援員
臨時職員
臨時職員

氏
星 野
齋 藤
上 田
神 谷
國 定
山 岸
小 島
竹 澤
為 谷
新 井
大 島
登 坂
鎌 塚
阿久津
武 井

転入職員紹介
名
晃
広 幸
哲
幸 子
諭
遥 菜
洋 子
茉 希
美帆子
恵 美
由美子
順 子
久 子
久美子
紗 希

転出職員のお知らせ
他の商工会へ異動した職員と、その転出先をお知らせします。
経営指導員 野村 隆志 大泉町商工会（４月１日付）
経営指導員
膳 由美 商工会連合会（４月１日付）

今年４月１日に着任しました上田哲と申します。主
に尾島地区を担当し地域の皆様には、はじめに名前と
顔を知って頂くよう努めてまいります。尾島地区は、
歴史と伝統そして革新を持った
地域と聞いております。尾島ね
ぷたやハッピースタンプ売り出
しなどを通して皆様と一緒に盛
り上げて参りたいと思いますの
で、これからどうぞよろしくお
願いいたします。
４月１日付で、明和町商工会より異動してまいりま
した神谷と申します。今回が初めての異動となり、前
商工会では約18年間在籍し、その殆どを記帳担当とし
て勤務してまいりました。
女性部、新田支部、事業委員
会を担当させていただきます。
会員の皆さまのお役に立てる
よう頑張ります。ご指導の程よ
ろしくお願いいたします。

（8）

太田市新田商工会報 第37 号

会 員 事 業所紹介
事業所名

代表者名

住

所

TEL

業種／部会

荒木空調設備

荒木 和広

太田市新田大根町153

0276-57-0109

冷暖房設備工事業/建設

藤村事務所

藤村 芳夫

太田市新田市野井町1496-4

0276-57-4978

経営コンサルタント業/工業

オフ

明戸 洋之

太田市新田赤堀町505-1

0276-55-6494

各種食料品小売業/商業

㈱ネクスコ東日本リテイル
太田強戸店

店長
中村 悟

太田市成塚町499-7

0276-61-3512

生活関連サービス/商業

トーリク群馬㈱

武田 幸子

太田市岩松町593-1

0276-52-5234

運送業/建設

システムクラフト

渡邉

太田市山之神町382-11

0277-47-7069

受託開発ソフトウェア業/工業

㈱多摩特装サービス

川上 博史

太田市安養寺町287-1

0276-40-7117

一般機械修理業/工業

JS CACHETTE

赤坂 誠一

太田市新田中江田町752-3

0276-57-8587

理容業/商業

真

編集後記
今年は、節目の年、5月１日より新元号【令和】がスタートいたしました。また、太田市新田商工会においても通
常総代会、各部会の総会、青年部新年度祝賀会等が盛大に開催され新たに新年度がスタートとなりました。また、新
入会員も11名入会し、事務局におかれましても新任局員が仲間に入りそして、当会会員の小暮稔さん（小暮司法書
士事務所）におかれましては、春の褒章を受章され誠におめでとうございました。
しかし、令和がスタートし喜ばしい事ばかりではないようです。世界に目を向けると、米中の貿易問題が激化、日
韓国交については、今までにない悪い状況下に、そして、日米においても貿易交渉が続き、いつ負のスパイラルに巻
き込まれるか深刻な状況で、非常に不安定な経済状況と思われます。また国内においては、人手不足をはじめ、10
月に消費税増税並びに軽減税率導入も控えており、今後の経済が不透明に感じられます。
昨今、世の中の移り変わりが激化する中ではございますが、太田市新田商工会会員同士が協力し、より良い太田市、
群馬県ひいては令和日本を築いていければいいですね。

太田市新田商工会

広報副委員長

荻原

滋

