
1 

2021 

 
年末年始号 

Itakura-machi shokokai News 

板倉町商工会だより 
行きます 聞きます 提案します 

2021. 12. 17  № 86 

 

 

邑楽郡板倉町大字板倉 1691-1 

板倉町商工会  0276-82-0224 

http://itakura-s.jp 

 

Contents（もくじ）  

1) 賀詞交歓会開催のお知らせ 

2) ストップコロナ認定店のお知らせ 

3) 各種セミナー、相談会開催のお知らせ 

4) コロナ対策支援金情報 

5) 事業継続力強化計画認定制度のお知らせ 

- 1 

- 1 

- 1 

- 2 

- 2 

6) 叙勲受章のお知らせ 

7) 最低賃金、ふるさと納税制度のお知らせ 

8) 税務情報 

9) 新規会員入会、ぐんま共済新商品紹介 

10) 年末年始休館のお知らせ 

- 3 

- 3 

- 3 

- 4 

- 4 

 

賀詞交歓会開催のお知らせ 板倉町商工会 

  輝かしい新年を迎え、会員皆さまと一緒に１年の新しいスタートを踏み出すべく「賀詞交歓会」開催 

 します。コロナ対策で万全に配慮しますが、各自検温及びマスク着用の徹底をお願いします。 

  1) 日  時    ２月 ４日（金）  午後 ６時～ （午後 ５時 30分～受付） 

  2) 場    所    川魚郷土旬菜 「うおとし」 （板倉903 ℡ 82-0054） 

  3) 参 加 費  １人  4，０００円 

  4) 申 込 み    １月２１日（金）までに事務局（Tel 82-0224）へ  

 

ストップコロナ！対策店認定のお知らせ 群馬県 

  新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けている小売・飲食サービス等事業者が業界ごとに作成して 

 いるガイドライン等に基づき感染症対策を適切に行っている店舗に対して県が認定し、消費者が安心し 

 て当店舗を利用してもらえるようご紹介します。 

 〈 前号お知らせ後の追加認定店 7 店舗、町内累計 101 店舗、順不同、敬称略〉 

美容室 Pur、㈲イシカワコーポレーション、まちだ接骨院、タカセ接骨院、 

ひかり接骨院、れい子美容室、たじま音楽教室 

   ※ 詳細・問合せ先  ストップコロナ！対策認定制度事務局 ☎ 027-310-3062  

 

自社（店）経営をより強化するために！                  板倉町商工会 

 次のとおり各種相談会等（すべて無料）を開催します。詳しくは商工会事務局へ 

№ 事 業 名 実 施 時 期 実施場所 

1 
販路開拓セミナー 

（売上増進、販路開拓） 
令和４／２／ 4 （金） 14:00 ～ 16:00 

商工会 

2F 会議室 

2 
税務申告相談会 
（決算、所得税・消費税申告） 

令和４／3／ 8 （火） 

 3／11 （金） 

 3／23 （水） 

10:00 ～ 15:00 

10:00 ～ 15:00 

10:00 ～ 12:00 

商工会 

1F 相談室 

3 
補助金活用個別相談 
（販路開拓、補助金活用） 

随時受付、まずは経営指導員が伺います。補助金申

請は、申請期限の２週間前に書類が整備・完成され

ている必要があります。後記制度内容をご確認のう

え早めにご相談ください。 

商工会 

1F 相談室 

  参加希望者は、事前に予約申込み（先着受付順）願います。当日は事前の検温とマスク着用をお願いします。 
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 【 主な補助制度の概要、現在の公募情報など 】  

№ 制度名／補助上限額、補助率 対象要件等 補助対象経費 申請 

1 小規 

模事 

業者 

持続 

化補 

助金 

通常枠 

 50 万円、2/3 補助 

 締切：直近 2/ 4、次回未定 

商工会等と一体となって販路

開拓等に取組む事業者 

 

機械設備導入、チラシ・Ｈ

Ｐ作成、看板設置、展示会

出展、店舗改装等 

電子 

又は 

書面 

2 

低感染リスク型 

 100 万円、3/4 補助 

 締切：直近 1/12、次回 3/9 

 

コロナを踏まえた新たなビジ

ネスや生産プロセス（システ

ム構築等）を導入する事業者 

 

オンラインシステムツー

ル、ＥＣサイト構築、移動

販売による設備導入、商品

開発等の経費 

電子 

3 

ものづくり等補助金 

 一般型 1,000 万円、 2/3 補助 

  締切：直近 2/8、次回未定 

新製品・サービスの開発、生

産プロセス改善等により設備

投資を行う事業者 

機械装置・システム構築、

技術導入、外注、クラウド

サービス利用経費 

電子 

4 

事業再構築補助金 

 通常枠、20 人以下 

 100～ ４,000 万円、2/3 補助 

  令和 4 年 1 月ごろ公募予定 

コロナ禍で売上減少により商

工会等と一体となって新分野

展開、業態・事業・業種転換、

事業再編等を目指す事業者 

建物費（新・改築・修繕）、

機械装置・システム構築、

外注、広告宣伝・販売促進、

研修費等経費 

電子 

  本紙発行日現在の公募情報です。次年度以降は、制度内容が一部異なる場合があります。 

 

コロナ対策支援金情報 経済産業省、群馬県 

  新型コロナの影響を受けて、売上が減少した中堅・中小・小規模事業者、個人事業者（フリーラン 

 スを含む）に対して、その影響を緩和するために「事業復活支援金」が支給されます。 

名称          月次支援金（国、県）           ⇒            事業復活支援金（新設） 

期間 ～ 2021/10（各１カ月単位で支給） 2021/11～2022/ 3（５カ月分一括支給） 

要件 

緊急事態宣言やまん延防止等重点措置地域

の飲食店と直接又は間接的な取引により売

上が減少 

地域や業種を問わず、コロナの影響により売上が減

少 

 

条件 月売上50％以上減 月売上30％以上減 年間売上 月売上50％以上減 月売上30％以上減 

 

中小 

企業 

等 

最大  20 万円 最大  20 万円 

5億円超え 

1～ 5億円 

1億円未満 

最大  250万円 

最大  150万円 

最大  100万円 

最大 150万円 

最大  90万円 

最大  60万円 

個人 最大  10 万円 最大  10 万円  最大   50万円 最大  30万円 

申請 

国：初回のみ登録機関 

確認要、10 月分は

12/28、申請は1/7 

県：書面又は Web、 

10 月分は 12/21 

 

登録機関の確認要、詳細・手続き要件等は近日公表予定 

 

 
 

 

事業継続力強化計画（ＢＣＰ）で町の防災対策につなげよう！ 関東経済産業局（048-600-0394） 

 中小企業が策定した防災・減災の事前対策

に関する計画を経済産業大臣が「事業継続力

強化計画」として認定する制度です。認定を

受けた事業者は、税制措置や金融支援、補助

金の加点などの支援策が受けられます。 

令和２年度認定 ㈱小池鉄工、㈱山幸 

令和３年度認定 ㈱あぶらや 

             （順不同、敬称略）  



3 

 

秋の叙勲（専門工事業振興功労：旭日双光章）受章のお知らせ 内閣府、板倉町商工会 

  小池敏郎商工会長（平成 30 年～現在、下五箇）は、群馬県鐵構業協同組合（副理事 

 長）として長年の功績により、11 月 3 日、旭日双光章（専門工事業振興功労）の栄に 

 浴されました。商工会長としても町内事業の振興活性化と小規模事業者支援に尽力して 

 まいります。  

 

確かめよう！ 最低賃金 （カッコ内日付は発効日、単位：／時間）            群馬労働局 

地域別（10/2～） 産業別（2020/12/31～） 

 

群馬県 製鋼・鉄素形材製造 一般機械器具製造 電気機械器具製造 輸送用機械器具製造 

 865 円  921 円  910 円  910 円  910 円 

 

ふるさと納税「ふるさとチョイス」等への事業者登録で販路拡大！ 板倉町企画財政課 

 「ふるさと」のために貢献したい、応援したいという納税者の思いを生かすことができるよう「ふるさと

納税制度」を推進しています。 

 この「ふるさと納税」制度を活用し、会員事業者の販路拡大につながるよう返礼品の協

力事業者として登録しませんか？ 登録事務から段取り等のフォローは、板倉町が委託す

る事業者が支援し、登録・運営等にかかる事業者（店舗）側の負担はありません。ふるさ

と納税サイト「ふるさとチョイス」等に返礼品等の画像、商品名、事業者名などを掲載、 

また、板倉町が作成するふるさと納税パンフレット等に商品及び事業者名が掲載されます。 

              詳しくは、板倉町企画財政課財政係（82-6126）まで  

 

税務情報 国税庁、板倉町税務課、板倉町商工会 

  （特に個人）消費税課税事業者は、本則・簡易課税制度のいずれかを適用していますが、次に該当され 

 る事業者は制度切換えを見直し、（１２月末日までに）届出をすることにより節税できる場合があります 

 ので、ご注意ください。 

現在が本則課税 

適用事業者 
⇒ 

将来的（特に２年後）に売上、利益が多く見込まれ、 

また、設備投資の計画がない場合など  
⇒ 

簡易課税有利 

の場合あり 

現在が簡易課税 

適用事業者 
⇒ 

将来的（特に２年後）に売上、利益が減少し、また、 

設備投資の計画がある場合など   
⇒ 

本則課税有利 

の場合あり 

  ※  制度切換え後２年間は、原則として元に戻れないなど制約がありますので、将来の経営計画等十分 

    配慮することが必要です。 

詳しくは、お早めに館林税務署（個人課税第一部門 72-9507）又は事務局まで 

  納期特例による源泉税の納付は、1 月 20 日（木）が提出期限です。納税がかからない「０円の納付」 

 であっても提出義務はあります。また、給与所得の源泉徴収票等の法定調書における税務署・各市町村 

 へ提出は 1 月 31 日（月）までが期限となっていますので、お忘れのないよう手続きをお願いします。 

詳しくは、館林税務署（源泉所得税担当 72-9528）又は板倉町税務課まで 

  所得税確定申告の際、コロナ対策関連給付（支援）金や融資申込み等公的手続きでは、「税務署の受付 

 （収受）印」（電子申告の場合は「メール詳細」）が必要（法人税同様）となり、これがない場合は、税 

 務署発行の「納税証明書（その２）」が必要となります。郵送される場合は、申告書控及び返信用封筒を 

 同封し、必ず「税務署の受付（収受）印」をもらっておくことをお奨めします。 
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  注１ 還付申告の場合も翌年３／15 までに提出が必要です。 注２ 損益計算書の提出は必要です。 

 

新規会員入会のお知らせ 板倉町商工会 

 次のとおり新たに会員事業者となりましたので、お知らせします。 

株式会社のっと（電気工事、除川）、ＮＵＵＫ（美容、朝日野）、 

葭葉農園（農業、大荷場） 

     （令和 3.10.21 ～ 12.10） 3 事業所、総会員数 312事業所  

 

ぐんま共済の新商品紹介 ぐんま共済協同組合（46-9596）、板倉町商工会 

 

 

年末年始休館のお知らせ 板倉町商工会 

 本商工会事務所は、12 月 29 日（水）から翌 1 月３日（月）まで休館し、1 月 4 日（火）

から開始します。今年は、県内でもコロナによる緊急事態宣言、まん延防止措置区域とし

て長く苦しめられ、この先まだまだ予断を許さない状況が続きそうです。来年は少しでも

会員事業者にとりまして明るい兆しが見えますよう心からお祈り申しあげます。  

 

Ⅰ型 

Ⅱ型 

簡易な記帳から

複式簿記へ、電

子申告等に切り

換える場合は、

準備や書類整備

に時間がかかり

ます。ゆとりを

もって早めにご

相談ください。 


