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お申込み・お問合せ
前橋商工会議所　経営支援部
Tel. 027-234-5115　Fax. 027-234-8031

経営課題の解決に、専門家の知識を活かす！
前橋商工会議所　専門家派遣事業
のご案内

新型コロナウイルス感染症対策
公的融資制度のご案内

　ポスト・ウィズコロナを見据えた事業計画、働き方改革・イン
ボイス等新しい制度への対応、資金繰りなど、経営に関する悩み
は尽きません。そんなお悩みの解決策を、専門家とともに考えて
みませんか？まずは前橋商工会議所までご相談ください！
　詳細はホームページをご覧ください。
相談事例 　
・ 生産性をあげるためにIT技術を導入したいけど、どんな機械が

適しているのか、利用できる補助金はあるか。
・新しいお客さんを呼び込みたいが、具体的に何をしたら良いか。
・ 事業を始めたけど、毎日の記帳や確定申告の準備はどうしたら

良いか。
・自社製品の磨き上げがしたい。
・コロナ禍で売り上げが激減…思い切って新しい事業を始めたい。
・インボイス制度に対応するために、どんな準備が必要だろうか。

●群馬県経営サポート資金「新型コロナウイルス感染症対策資金」
　「経営サポート資金」の一部メニューで金利の引き下げ、保証料
補助を行い、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている
中小企業者の皆様を資金面から支援します。
お問合せ 　群馬県 産業経済部 経営支援課 金融係
　　　　　 詳細はWEBサイトをご覧ください。

●新型コロナウイルス感染症特別貸付
　新型コロナウイルス感染症の影響を受け、最近の売上が一定程
度減少している事業者の方にご利用いただける融資制度です。当
初３年間のご融資利率の低減、特別利子補給制度がご利用いただ
けます。
お問合せ 　日本政策金融公庫 国民生活事業
　　　　　 詳細はWEBサイトをご覧ください。

INFORMATION

令和4年度　商工業振興対策等に関する要望書を前橋市長へ提出
　前橋商工会議所は、地域総合経済団体としての役割を果たすべく、地域中小・小規模事業者の声を
踏まえた「令和４年度商工業振興対策等に関する要望書」を８月17日に曽我孝之会頭より山本龍前橋
市長・横山勝彦前橋市議会議長に提出いたしました。今回の重点項目は以下の通りです。

Ⅰ.アフターコロナを見据えた積極的な企業支援について
① 甚大な被害を受けた飲食、観光、交通関係事業者への積極的な支

援について
② 働き方改革や生産性向上のためのＩＴ化推進に係る補助金の拡充

と再構築について
③コロナ禍における産業人材の採用・確保への支援について
④ ＩＴ人材を輩出する教育機関（学部・学科）の設置及びリカレント

教育の充実・支援について

Ⅱ.well-beingなまちづくりへの積極的な支援について 
①中心市街地の賑わい創出事業について
②市内公共交通網の整備について 
③メディアミックスによる情報発信の充実と強化について

Ⅲ. 中小企業の経営力強化への
積極的な支援について

①固定資産税及び都市計画税の軽減措置の延長について
② 前橋市中小企業経営振興資金特別融資(経営安定資金)の融資期間

及び据置期間の延長と利子補給について
③小口資金における信用保証料の全額補助期間延長について 
④経営発達支援計画の遂行に伴う事業費予算の確保・拡充について

要望の詳細は前橋商工会議所のホームページに掲載し
ておりますのでご覧ください。
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INFORMATION

「令和元年度補正予算　小規模事業
者持続化補助金（一般型）」受付中

　「令和元年度補正予算・小規模事業者持続化補助金（一般型）」の
第６回受付締切は10月１日（金）です。
　この補助金は、小規模事業者が商工会議所の支援を受けながら、
経営計画に基づき進める地道な販路開拓等の取り組みに対し、原
則50万円を上限に補助金（補助率２/３）が国から出る制度です。
申請内容は審査を経て採択の可否が決まります。

手続きの期限等
第６回受付締切 第７回受付締切 第８回受付締切

申請書類一式の
送付締切

令和３年
10月１日(金)

令和４年
２月４日（金）

今後改めてご案内
します

補助事業の実施
期間

交付決定通知受領
後から令和４年７
月31日（日）まで

交付決定通知受領
後から令和４年11
月30日（水）まで

今後改めてご案内
します

詳細は下記専用HPをご覧ください。
・小規模事業者持続化補助金（一般型）
　https://r1.jizokukahojokin.info/

　この補助金は、小規模事業者が経営計画及び補助事業計画を
作成して取り組む、感染拡大防止のための対人接触機会の減少
と事業継続を両立させるポストコロナを踏まえた新たなビジネ
スやサービス、生産プロセスの導入等に関する取り組みに対し、
原則100万円を上限に補助金（補助率３/４）が国から出る制度
です。申請内容は審査を経て採択の可否が決まります。
　なお、本補助金の申請は、補助金申請システム（名称：Jグラ
ンツ）でのみの受付となります。Ｊグランツを利用するにはＧ
ビズＩＤプライムアカウントの取得が必要です。アカウントの
取得には３～４週間程度（令和３年３月31日時点）を要します
ので、お早めに利用登録を行ってください。
第３回受付締切：令和３年９月８日（水）
第４回受付締切：令和３年11月10日（水）
詳細は下記専用HPをご覧ください。
・小規模事業者持続化補助金（低感染リスク型ビジネス枠）
　https://www.jizokuka-post-corona.jp

「令和２年度第３次補正予算小規
模事業者持続化補助金（低感染リ
スク型ビジネス枠）」受付中

各種補助金のお知らせ

【ものづくり補助金】
中小企業等が行う革新的なサービス開
発・試作品開発生産プロセスの改善に必
要な設備投資等を支援します。
補助上限   1,000万円または3,000万円
補 助 率  １／２

（低感染リスク型ビジネス枠
は ２／３）

【IT導入補助金】
中小企業等が行うバックオフィス業務の
効率化や新たな顧客獲得等の付加価値向
上に資するITツールの導入を支援します。
補 助 額
 30万～150万円（A類型）
150万～450万円（B類型）等
補 助 率  １／２

（低感染リスク型ビジネス枠は ２／３）

【事業再構築補助金】
ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済
社会の変化に対応するために中小企業等
の事業再構築を支援します。
補 助 額
100万円～6,000万円（通常枠）
6,000万円超～1億円（卒業枠）
等
補 助 率  ２／３

～これからの補助金申請には「必須」です。オンライン申請のための「GビズＩＤ」を取得してください～
「GビズID」とは様々な行政サービスを利用するための共通IDです。このIDを取得すると、各種補助金の申請や社会保険の手
続き等の申請がオンラインで可能となります（オンライン申請のみの補助金もあります）。ID登録には、３～４週間か
かるため、各種補助金申請をご検討の方は、お早めに取得いただきますようお願いいたします。

若宮 北代田

前橋市富士見町時沢809 Tel.027‐288‐9990

葬儀事前相談・見積承ります

未来へとつなぐ、
前橋市北代田町462 Tel.027-237-1234 前橋市北代田町597-4 Tel.027-233-1233

富士見創業107年

「この街と共に100年」

私たちの想い。
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INFORMATION

日　時 　10月７日(木)　10:00～16:00
会　場 　ベイシア文化ホール 5階 「505・506会議室」
講　師 　㈲マスエージェント　代表取締役　林　忠史　氏
対　象 　経理・財務担当者
定　員 　20名 (定員になり次第締め切ります)
受講料 　1,000円（税込）

お申込み 　 同封の申込用紙(チラシ)に必要事項を記入のうえ
FAX（027-234-8031）にてお申し込みください。

お問合せ
前橋商工会議所　経営支援部　Tel. 027-234-5115

【日商簿記検定試験　団体試験方式　概要】
対象級 　２級、３級

施行方法 　 団体試験を実施する企業や教育機関からの申請にもと
づき、当該企業の社員・当該教育機関の学生等を対象
に実施

　　　　　※ 原則20名以上（２・３級合計）の受験者で実施を検討
　　　　　※同一団体における当該年度の施行回数は３回が上限
試験方式 　ペーパー方式
試験日 　随時（試験日時は調整のうえ決定いたします）

試験会場 　企業・教育機関が用意した会場
　　　　　（会場のご用意が難しい場合はご相談ください）
受験料（税込）　２級：4,720円　３級：2,850円
試験時間 　２級：90分　３級：60分
合格証書 　紙媒体での発行

【団体試験のメリット】
①企業・教育機関のスケジュールに合わせて試験を実施できます
② 企業・教育機関での学習の進捗や理解度にあわせて試験を実

施できます
③平日に試験を実施できます
④企業・教育機関にて試験結果を一元把握することができます

　詳細は今月号に同封しております「日商簿記検定　団体試験
のご案内」パンフレットをご参照ください。
　ご興味のある企業・教育機関様におかれましては、お気軽に
下記問合せ先までご連絡ください。

お問合せ 　前橋商工会議所　総務部　Tel. 027-234-5111

経理実務講座《基礎編》を開催

日商簿記検定
企業・教育機関を会場とした団体試験方式の施行を開始しました!!

　経理は、業種を問わず全ての企業にとって必要不可欠な業務で
あり、事業の継続・発展のためには、正確な経理や会計に係る知
識が欠かせません。
　そこで本講座では、経理を学びたい方、新たに経理担当になら
れた方等を対象に、経理実務の基礎について、わかりやすく解説
します。この機会にぜひご参加ください。

　幅広い業種で役立つスキル日商簿記検定試験。今年度より統一試験方式（６月・11月・２月）、ネット試験方式に加え、“団体試験方式”の
施行を開始しました！団体試験方式は自社の社員や自校の学生等を対象に、企業・教育機関が用意した試験会場にて、ペーパー方式で実施
します。統一試験日にかかわらず随時施行する試験方式であるため、企業の研修スケジュールや、学校の授業の進捗に合わせた試験の実施
が可能となります！

　新型コロナウイルス感染症拡大や激甚化する自然災害など、
有事の際に企業としてどう対応し、事業継続に取り組むか？
BCP（事業継続計画)の第一歩である「事業継続力強化計画」
策定のポイントや運用について具体的に学びます。
　また、ご希望に応じて、個別に企業を訪問しての計画策定も
サポートします。

日　時 　令和３年９月21日（火）　14:00～15:00
定　員 　50名
受講料 　無料
講　師 　東京海上日動火災保険株式会社

　　　　　広域法人部　次長　中村　郁雄　氏
開催方法 　オンライン（アクセス方法は申し込み後に連絡）
お申込み・お問合せ 　当所HPまたは
 前橋商工会議所　経営支援部
 Tel. 027-234-5115まで

BCPの第一歩
事業継続力強化計画策定のポイント

枠グリーン C80% Y100%　

B

電気工事はリョウモウにおまかせ！電気工事はリョウモウにおまかせ！
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　群馬県生産性本部では、「県内大学（群馬県立女子大・共愛学
園前橋国際大）に御社を紹介するブース出展をして成果を出す
ためのグループコーチング」を開催します。
　３回のグループコーチング《10/18：新卒採用の基本を知ろ
う》《11/8：自社の魅力をターゲットに届ける》《12/6：ブース
出展に向けた中間発表》で御社のプレゼンをブラッシュアップ
し、来年２月の大学ブース出展で新卒採用の成果につなげてい
ただきます。

会　場 　群馬県勤労福祉センター会議室
受講料 　30,000円（ブース出展料含む）

※ 群馬県生産性本部会員以外の方は、年会費（月額1口1,500円
～）にて同時入会申し受けます。

お問合せ 　群馬県生産性本部Tel 027-261-0603
詳細はウエブサイトをご覧ください。
http://www.sunfield.ne.jp/~gpc/

群馬県生産性本部《会員限定企画》
令和５年新卒を採用しよう！
「県内大学へのブース出展」

INFORMATION
経済産業大臣賞受賞！
群大附属小　富澤慧大さん
「世界青少年発明工夫展2021」に
出品される！

　群馬大学共同教育学部附属小学
校５年（出品当時）富澤慧

けい

大
た

さんの
作品（前橋発明協会推薦）が、第43
回未来の科学の夢絵画展（（一社）発
明協会主催）において「経済産業大
臣賞」を受賞され、「世界青少年発
明工夫展2021」に日本代表の一
作品として出品されることになりました。大変おめでとうござい
ます。今後のご活躍を期待します。
　この世界展には、日本代表として富澤さんの他22名の作品が選
出され出品します。

画題：地震ゼロ！オーロラ発生
　　　　　　　　ミラクルフューチャーピン
絵の説明： 地震発生前の地中のエネルギーを地中の巨大杭で集め、

人工オーロラに変えます。自然エネルギーを自然に写
し出す為、地球に害なく揺れをなくします。

[同封サービス]
　チラシ等を本誌に同封する会員限定のサービスです。
　単独のDMよりも低コストで効率よいPR効果が期待できます。

要　件 　サイズは原則Ａ４サイズ１枚です
　　　　　それ以外をご希望の場合はご相談ください
　　　　　（サイズ・折り方等により金額が変わります）

料　金 　Ａ４サイズ　１回　110,000円(税込)
　　　　　 （６回以上なら１回88,000円２割引!
　　　　　12回なら１回66,000円４割引!）

申　請 　 申込書を希望月の前々月の20日頃までに内容が分か
るもの（サンプル等）を添えてお申し込みください。

同封サービス・誌面広告ともに関係法規に違反するまたはその恐
れがあるものや公序良俗に反するもの等はお受けできません。
詳細につきましては下記までお問い合わせください。
お問合せ 　前橋商工会議所　総務部　Tel. 027-234-5111

[誌面広告]
　本誌内の広告スペースへの掲載サービスです。５種類のサイズ
をご用意。

要　件
・会員事業所以外でも掲載可能（但し非会員金額となります）
・全広告フルカラー

料　金 　

広告種類 サイズ
月額広告料(税込、単位:円)

会員 非会員

裏表紙 横198×縦297mm
110,000

半年 104,500
年間  99,000

143,000
半年 135,850
年間 128,700

中全面 横180×縦267mm
88,000

半年  83,600
年間  79,200

114,400
半年 108,680
年間 102,960

中半面 横180×縦129mm 44,000 57,200
中４段 横180×縦 60mm 22,000 28,600
中ページ下 横180×縦 50mm 22,000 28,600

会報「糸都」を企業PRにご活用ください！　～「同封サービス」と「誌面広告」～
　毎月１日に発行しております当所機関誌「糸都」は、約4,000件の会員事業所をはじめ全国の商工会議所や市内医師・歯科医等合計
5,800件に配布し、企業のみならず市民にもご覧いただき大変好評をいただいております。
　本誌を活用して、皆様の企業・商品・サービスなどをPRいただける企画をご用意しております。ぜひご利用ください。

生命医療共済です。 前橋商工会議所へ
☎ 234ー 5111（代）

◆お申込み・お問合せは

（前橋支店）☎ 254ー 2755

６０歳以上の方の


