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通常総会開催のお知らせ 板倉町商工会 

  事業年度の報告・決算・計画・予算を審議決定すべく「通常総会」を開催します。商工会の根幹を 

 決める重要な会議にご出席をお願いします。会場は、コロナ対策で万全に配慮しますが、各自事前の 

 び検温及マスク着用の徹底をお願いします。 

 1) 日 時    5月 20日（金）  午後 ３時～ 

 2) 場 所    板倉町商工会館 ２階会議室 （℡ 82-0224） 

 3) その他    同封の通知をご覧のうえ、5月１６日までに事務局へ出欠回答をお願いします。 

 

 

コロナ対策支援：事業復活支援金 該当していませんか？ 経済産業省 

  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。 

 【 制度の概要 】 

要件 
地域や業種を問わず、コロナの影響により（2021/11～2022/ 3 のうちいずれかの月と

2018/11～2021/ 3 の同じ月と比較して）売上が減少 

月売上減少率 個 人 
法人（年間売上規模） 

 １億円以下  1億円超～ 5億円  5億円超 

50％以上 

30％以上50％未満 

最大  50万円 

最大  30万円 

最大 100万円 

最大  60万円 

最大 150万円 

最大  90万円 

最大 250万円 

最大 150万円 

 【 申請のフロー 】 

 1)  初めて申請される事業者 

対象要件の確認、

必要書類の用意 
⇨ 

電子申請の端

末準備 ※１ 
⇨ 

登録申請 ID

の取得 ※２ 
⇨ 

登録処理（商工会

等へ）～5/26 
⇨ 

本申請 

～5/31 

 2)  過去に一時支援金又は月次支援金申請で登録処理を行った事業者 

対象要件の確認、

必要書類の用意 
⇨   ⇨   ⇨   ⇨   ⇨   ⇨ 

本申請 

～5/31 

  ※１  パソコン又は携帯でメールアドレスのあるかた ⇒ https://jigyou-fukkatsu.go.jp/ へアクセス 

       自分で電子申請するのが不安なかた ⇒ 0120-789-140 又は商工会へお問い合わせください。 

  ※２  仮登録申請ＩＤ（Ｃから始まる 10 桁）、登録電話番号（携帯又は固定電話の番号）、ログインＩＤ、パス 

    ワードの４つの情報を入手しておきます。 

  注  電子申請により 24 時間受付可能ですが、処理に時間がかかりますので、期限前にゆとりを持って早めに進 

    めましょう。 

申請期限まであと残りわずかです！ 

 

電子申請なんてよく分からないけど、今後はこれができ

ないと乗り遅れちゃうので、商工会に聞いてみよう！ 

同日２時から税務（インボイス制度）

セミナーもあります。こちらからご

参加ください！（P2 参照） 

https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
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コロナ対策支援：自社（店）経営をより強化するために！ 板倉町商工会 

 【 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～、賃金引上げ枠、 

 インボイス枠等 200 万円、  

 2/3 補助 

 締切：直近 5/27、次回 9 月中旬 

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 

ものづくり等補助金 

 一般型 1,000 万円、 2/3 補助 

  締切：直近 5/11、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 

3 

事業再構築補助金 

 通常枠、20 人以下 

 100～ ４,000 万円、2/3 補助 

  締切：直近 6/30、次回未定 

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。状況により制度内容が一部変更される場合があります。 

 

知らなかったでは済まされないインボイス制度（適格請求書等保存方式）！ 国税庁、商工会 

  令和５年１０月１日から消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格 

 請求書（インボイス）を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発 

 行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。 

 【 インボイス制度の概要 】 

＜売手側＞ 

 売手である登録事業者は、買手である取

引相手（課税事業者）から求められたとき

は、インボイスを交付し、併せてその写し

を保存する必要があります。 

＜買手側＞ 

 買手は仕入税額控除の適用を受けるた

めに、原則として取引相手（売手）である

登録事業者から交付を受けたインボイス

※の保存等が必要となります。  

 ※ 買手は、自らが作成した仕入明細書等

のうち、一定の事項（インボイスに必要な

記載事項）が記載され、取引相手の確認を

受けたものを保存することで仕入税額控

除の適用を受けることもできます。 
 

 【 説明会のお知らせ 】 

 日時：５／２０（金）14:00 ～14:50 
    当日、この後午後３時から商工会通常総会 

  が開催されます（Ｐ１参照）。 

 場所：板倉町商工会館会議室 

 定員：６０名（事前申込み要） 

 参加費：無料 

 概要：制度の概要、売手・買手側 

 のインボイス発行（受領）の注 

 意点、登録申請の方法、帳簿保 

 存法等  

  ※  新型コロナウイルス感染の拡大状況により開催を中止又は変更する場合があ 

   ります。 問合せ・申込みは、商工会事務局（82-0224）へ 
今後元請けさんから仕事が来

なくなっちゃうかも？、よく

理解しておかないと…！ 

相談、事前の準備はお早めに！ 
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新しい納品代行（運ぶ・並べる・広げる）サービスで販路開拓増進！ 群馬商工連、西濃運輸㈱ 

 こんな事業者さんに最適です！ 

 

事業主みずか

ら配達してお

り、本来業務

に時間を費や

せない。体力

がもたない。  

配送スタッ

フを雇用す

る余裕もな

く、雇用して

も十分な荷

物量がない。  

遠隔地で販売

したいけど、配

達時間がかか

るので諦めて

いる（例：板倉

→片品）。 

 単なる「配達」「陳列」ではなく、「在庫確認」「引き取り」などもＯＫ！ 

集  荷  配  達  陳  列 
 

ラベル貼り 

販売先の専用機器

を操作し、ラベルを

出力・貼り付け 

 

在庫報告 

商品が少なくなっ

ていた場合、補充を

提案（連絡） 

 

引き取り 

陳列時に確認し、賞

味期限等が近い商

品を引き上げ 

 

女性スタッフ 

細やかな気遣い、美

しい陳列ができる

よう、女性スタッフ

が対応 

販売提案 

出入りしている販

売先担当者に、商品

販売の提案も可能 

 

 「リソースの抑制」＋「商機逸失の回避」＋ 「容易な販路拡大」が可能 

 配送先１件当たりの料金表       （単位：円、消費税別） 

陳列 １Box ２Box ３Box ４Box ５Box 

なし 450 800 1,050 1,200 １,500 

あり 700 1,200 1,200 1,600 2,000 

 1) 集荷（前日） 配達陳列 700円から対応、１Box ＝ 概ね 160 サイズ 

 2) 当該事業者が用意したプラケース等でも対応可（上図サイズで換算） 

3) １件の Box 数が多くなるほど「従量 

 ディスカウント」が可能 

４) 冷蔵・冷凍もOK（1Box 陳列あり： 

 900 円～） 

5)  車輌（軽貨物～3t 車輌）チャーター 

 可（半日・終日、10,000 円～） 

6) 支払いは、月末締め・翌月末払い 

 （口座引落）。請求書はメールで送付 

 実際の相談、申込みから開始に至るまでの流れ 

問合せ 訪問、ヒアリング 見積、合意 初回同行 代行開始 

  ※ 相談・問合せは、商工会事務局（82-0224）を経由し、関東西濃運輸㈱営業担当に取次ぎます。 

 

自分のお店、商品を紹介しませんか？  まずは地元から.... 板倉町商工会 

  本商工会だより等を発行する配布物と会員事業者が作成した案内・紹介チラシを一緒に送付し、会員同 

 士の紹介の場（BtoB、BtoC）として、販路開拓につながるようご案内します。 

１ 趣旨、目的 企業、自社（店）商品の紹介、ＰＲ 

 

 

2 対象者 商工会員   今回の配布対象者：たじま音楽教室（飯野） 

3 掲載要件 

各会員の事業宣伝になるもの（例：テイクアウト販売チラシ、

自社商（製）品、企業リーフレットなど。ただし、期限を設け

たチラシや内容を確認してお受けできない場合あり） 

4 仕様、規格 A４以下、原稿１枚 

5 提供枚数 3３0 枚：会員数増減により変更あり 

6 手数料 無料 

7 配布時期等 
随時不定期発行のため、配布物を預り、内容確認後、直近の書類送付時に配布 

送付時期：毎年７、１１、４月ごろを予定 

  ※ 申込みは、商工会事務局（82-0224）へ一報後、配付してほしいチラシを用意、持参願います。 
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補助金採択結果のお知らせ 経済産業省、中小企業庁、群馬県商工会連合会 

 経済産業省より採択者発表（前回報告以降を掲示、枠内日付は認定日） 

  商工会では、事業計画による販路拡大、売上増進に繋がる支援を行っています。 

 【 小規模事業者持続化補助金 】 

令和元年度補正一般型第５回受付分   8/31 GREETEE GRAPHICS（朝日野） 

令和元年度補正一般型第５回受付分   8/31 Hair Make Feel（朝日野） 

令和元年度補正一般型第６回受付分 12/22 ㈱ヤリ田工務店（飯野） 

令和元年度補正一般型第７回受付分   4/27 イフトータルデザイン㈲（西岡） 

 【 ものづくり等補助金 】 

令和元年度補正８次受付分   1/12 原宿自動車㈱（岩田） 

   ※ 採択率は実施時期や応募者数等により異なりますが、概ね全国的に３～4 割程度です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青年部員、女性部員募集！ 活動に参加し、経営力アップと人とのつながりを.... 板倉町商工会 

 商工会には、青年経営者・後継者が加入する青年部、事業に携わる女性が加入する女性部があります。 

経営力を高める研修やセミナーを開催、イベントの主催及び参加、その他事業経営につながる人脈づくりな

ど積極的にビジネス向上とまちづくりに努めています。みなさんの声が新しい地域活性化につながります。. 

【青年部活動の内容】 

  部員相互の親睦、組織強化、 

 事業承継等の研修会開催、 

 県・東部地区青年部との親睦 

 交流地域振興活動・参加  

【女性部活動の内容】 

  部員相互の親睦、組織強化、 

 研修会、講習会等の開催、県・ 

 東部地区女性部との親睦交流、 

 地域振興、社会貢献活動等  

【青年部員加入要件】 

    本商工会の会員事業者又はその親族若しくはそ 

 の後継者で、その営む事業に従事する年齢満４５ 

 歳以下のかた 

【女性部員加入要件】 

    本商工会の会員事業者又はその配偶者若しく 

 はその親族で、その営む事業に従事する女性の 

 かた 

【部員数】 13 名 

【代表】 部長 小林昌史（飯野） 
 

【部員数】 25 名 

【代表】 部長 渡邊ユウ子（海老瀬） 
 

 

貸付金利情報 （新型コロナウイルス感染影響による融資は別途相談要、表記は年利、金利は本紙発行日現在） 

① ㈱日本政策金融公庫 ② 板倉町融資制度 ③ 商工貯蓄共済貸付 

普通貸付：担保不要  2.01～2.80％ 

経営改善貸付        1.21％ 

小口資金        1.8％ 

設備近代化資金  2.5％：利子補給有 

加入後 10 カ月未満  2.05％ 

加入後 10 カ月経過  1.75％ 

 

職員人事異動のお知らせ 板倉町商工会 

 事務局職員の人事異動がありましたので、お知らせします。            ※ （）内は前職名 

3/31 付転出 町産業振興課長（事務局長） 橋本 貴弘 お世話になりました。 

4/1 付転入 事務局長（町教育委員会生涯学習係長） 星野 一男 よろしくお願いします。 

4/1 付再雇用 経営支援員：週 4 日勤務（同） 齋藤みち子 引き続きよろしくお願いします。 
 

  商工会ホームページ（特に会員紹介）をリニューアルし、随時更新しています。掲載内容につき追加又は変 

 更ご希望のかたは随時受け付けております。お気軽にお問い合わせください。 商工会事務局（☎82-0224） 

商工会がサポー

トしてくれるの

で、最後までが

んばれるよ！ 

 


