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第25期前橋商工会議所の委員会

　第25期前橋商工会議所の委員会体制は、8つの委員会から構成
されております。組織運営委員会をはじめ商工会議所活動を支える
5つの委員会と、商工業の発展やまちづくりについて取り組む3
つの委員会があります。
　産業経済活性化委員会とまちづくり推進委員会、経営力強化委員
会にはそれぞれ、分野に応じた専門委員会を設置いたします。今後、
積極的な委員会活動を展開してまいりますので、ご理解・ご協力の
ほどよろしくお願い申し上げます。

組織運営委員会 委員長 小島 秀薫
組織ビジョンの具現化に向けたアクションプランの策定と進捗管
理。政策提言・意見要望活動の集約に関する事項。事業計画、予算、
決算、人事に関する事項。他の委員会に属さない事項。

基盤強化委員会 委員長 川崎 　弘
会員増強に向けた取り組みに関する事項（会員募集・退会防止対策）。
会員サービスに関する事項。収益事業の企画等財政基盤の確立に関
する事項。

部会連絡調整委員会 委員長 髙浦 孝好
部会間の連携及び調整。部会改善に関する事項。部会長会議の開催。

諮問委員会 委員長 町田錦一郎
会頭の諮問機関として特別な諮問事項に関する事項。

広報・広聴委員会 委員長 新井 孝雄
商工まえばしの企画作成。前橋商工会議所活動のホームページアッ
プやSNS・メールマガジン等 ITを利用した情報発信事業。マスコ
ミ等と交流、リリースに関する事項。まちづくり・産業経済活性化
に関する広聴活動。

産業経済活性化委員会 委員長 吉田 勝彦
地域経済の活性化と産業育成に関する事項。

ものづくり専門委員会 委員長 福嶋 康行
ものづくりに関する事項。企業立地、誘致に関する事項。IoTの
技術革新に関する事項。

ブランド力向上専門委員会 委員長 高橋 秀一
農商工連携、地域資源活用による新製品、新サービス開発の支援
及び地域ブランドの創出に関する事項。

エネルギー・環境専門委員会 委員長 遠藤 祐司
資源・環境・エネルギー政策に関する事項。地球温暖化に関する
事項。

■第25期前橋商工会議所の委員会構成のお知らせ

まちづくり推進委員会 委員長 植木 康夫
まちづくりビジョンの進捗管理。地方創生に向けた持続可能なまち
づくり（コンパクトシティ＋交通ネットワーク）に関する事項。中
心市街地活性化法認定に向けた取り組み事項。

快適なまちづくり専門委員会 委員長 小林 要一
公共交通（バス・JR等）の活性化。総合交通体系及びネットワ
ーク整備等に関する事項。道路等都市開発インフラ整備に関する
事項。

安心・安全なまちづくり専門委員会 委員長 平方　 宏
安心安全なまちづくりに関する事項。CCRC構想に関する事項。
健康医療都市構想に関する事項。

市街地活性化専門委員会 委員長 吉岡 慧治
中心市街地の活性化事業及び拠点整備の推進。まちなかにおける
文化芸術振興事業に関する事項。広瀬川テラス構想の推進に係る
事項。

商業・観光専門委員会 委員長 板垣 　忍
魅力ある観光地づくりに関する事項。コンベンション振興に関す
る事項。4大まつりに関する事項。インバウンドや国際交流事業
に関する事項。商業物流に関する事項。道の駅に関する事項。

経営力強化委員会 委員長 金子 昌彦
地域中小企業への積極的経営支援を実現するための事項。企業の生
産性向上に資する事項。

労務・人材育成専門委員会 委員長 中島 利郎
働き方改革、女性及び高齢者活躍推進策（就業・雇用）に関する
事項。人材確保、人材育成、能力開発等に関する事項。労働環境
整備に関する事項。

経営支援専門委員会 委員長 片倉 正彦
事業継承、創業、第二創業、廃業に関する事項。税制改正、消費
税対策等に関する事項。金融資金繰り支援（マル経融資他制度融
資利用促進）に関する事項。企業会計に関する事項。

国際化支援専門委員会 委員長 矢端 和之
海外進出・取引等国際化に対応した企業づくり、国際協調に関す
る事項。

生産性向上専門委員会 委員長 都丸 和俊
中小企業の IT化並びに IoTや AI の活用による生産性向上に資す
る事項。

相続に不安を感じる皆様へ TEL 027-261-1816

●相続発生前のご相談・対策

●相続税の試算、対策の提案

●相続発生後の相続手解き支援

●相続税の申告
http://www.tagokaikei.jp

http://www.maebashi-souzoku.com/
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検定試験

■商工会議所検定試験　平成29年度検定試験日程のお知らせ
　皆様のキャリアアップを応援します。人材教育の一環として、社員のスキルアップ、能力評価等に商工会議所の検定試験をご活用ください！

【日商検定】　日本商工会議所　http://www.kentei.ne.jp　Tel. 03-5777-8600
検定名 試験日 実施級 試験回 受付期間 受験料（税込）

簿　　記

帳簿を正しく記入する、あるいは帳簿の数字を読み取る能力を身につける試験。日々の取引を数字というデータに置き換えて整理・
理解する力をつけることができます。経理担当の方はもちろん、営業の方にも必須の内容です。

平成29 年 6月 11日（日） 1級～3級 第146回 ネット：4月3日（月）～5月9日（火）
窓　口：4月26日（水）～5月12日（金）

1級：7,710円
2級：4,630円
3級：2,800円

平成29年11月 19日（日） 1級～3級 第147回 ネット：9月11日（月）～10月17日（火）
窓　口：10月11日（水）～10月20日（金）

平成30年2月25日（日） 2級～3級 第148回 ネット：12月18日（月）～1月23日（火）
窓　口：1月17日（水）～1月26日（金）

リテールマー
ケティング
（販売士）

流通業界で唯一の公的資格です。販売・接客技術、在庫管理、マーケティング、労務・経営管理などの知識の獲得に役立ちます。

平成29年7月8日（土） 2～3級 第80回 ネット：5月8日（月）～6月13日（火）
窓　口：6月7日（水）～6月16日（金） 1級：7,710円

2級：5,660円
3級：4,120円平成30年2月21日（水） 1～3級 第81回

ネット：12月18日（月 )～ 1月23日（火）
窓　口：1月17日（水）～1月26日（金）
※1級申込は窓口のみで受け付けます

【東商検定】　東京商工会議所 検定センター　http://www.kentei.org　Tel. 03-3989-0777 
※東商検定の団体登録期間は別途ご確認ください。

検定名 試験日 実施級 試験回 受付期間 受験料（税込）

カラーコーデ
ィネーター

色彩の知識を身につければ、色の持つ効果をビジネスシーンに活かすことができます。仕事に役立つ実践的な色彩の知識を学ぶこ
とができます。

平成29年6月18日（日） 2級～3級 第42回 個人登録期間：4月4日（火）～5月2日（火） 1級：9,440 円
2級：7,340 円
3級：5,250 円平成29年 12月 3日（日） 1級～3級 第43回 個人登録期間：9月19日（火）～10月20日（金）

ビジネス
実務法務

法律知識を身につければ、ビジネス上の法務トラブルを未然に回避することができます。ビジネスで実践的に使える法務知識を体
系的に学ぶことができます。※1級は、2級合格が受験条件。

平成29年7月2日（日） 2級～3級 第41回 個人登録期間：4月18日（火）～5月19日（金） 1級：10,800円
2級：   6,480円
3級：   4,320円平成29年12月10日（日） 1級～3級 第42回 個人登録期間：9月26日（火）～10月27日（金）

福祉住環境
コーディネー
ター

高齢者や障害者にとって住みやすい住環境を提案するのが福祉住環境コーディネーターです。医療・福祉・建築の知識を体系的に
幅広く身につけ、住宅改修プランや設備に関して的確なアドバイスができるようになります。※1級は、2級合格が受験条件。

平成29年7月9日（日） 2級～3級 第38回 個人登録期間：4月25日（火）～5月26日（金） 1級：10,800円
2級：   6,480円
3級：   4,320円平成29年11月26日（日） 1級～3級 第39回 個人登録期間：9月12日（火）～10月13日（金）

環境社会
（eco検定）

環境に対する幅広い知識をもち、社会の中で率先して環境問題に取り組む“人づくり”、そして環境と経済を両立させた「持続可能
な社会」を目指す検定です。

平成29年7月23日（日）
※級の設定なし

第22回 個人登録期間：5月9日（火）～6月9日（金）
5,400円

平成29年12月17日（日） 第23回 個人登録期間：10月3日（火）～11月2日（木）

ビジネスマネ
ジャー

あらゆる管理職が持つべき総合的な知識を体系的に学び、管理職として知っておくべき基礎知識を網羅的に身につけることができます。

平成29年7月16日（日）
※級の設定なし

第5回 個人登録期間：5月2日（火）～6月2日（金）
6,480円

平成29年11月12日（日） 第6回 個人登録期間：8月29日（火）～9月29日（金）

上記検定の詳細やその他の検定に関する情報は、お問合せいただくかウェブサイトをご覧ください。 
前橋商工会議所　Tel. 027-234-5111　http://www.maebashi-cci.or.jp/examination

地 下 水・温 泉 開 発・地質調査・水中ポンプ

本社　〒371-0014　前橋市朝日町３-32-11
　　　TEL(027)224-1841 FAX(027)221-5338

地 下 水・温 泉 開 発・地質調査・水中ポンプ

田 中 鑿 泉 重 工 ㈱田 中 鑿 泉 重 工 ㈱
さ く  せ ん

本社　〒371-0014　前橋市朝日町３-32-11
　　　TEL(027)224-1841 FAX(027)221-5338
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新会員オリエンテーション／セミナー／ぐんまGターンバンク／技能検定

■【県内中小企業の事業主の方へ】
　人材募集に「ぐんまＧターンバンク」を
　ご活用ください

　群馬県では、群馬県へのU・Iターン就職を支援するため、県内
企業求人情報を集積する「ぐんまＧターンバンク」事業を実施して
います。「ぐんまＧターンバンク」へ登録いただいた企業につきま
しては、東京圏内に居住するミドル人材（主に20～50代の現役
世代）の方から就職相談を受ける際や、東京での就職イベントの際
に、相談者や来場者の方へ企業情報等を提供させていただきます。
　今年度より、東京窓口（「ぐんま暮らし支援センター」、「ぐんま
総合情報センター（ぐんまちゃん家）」、「群馬県東京事務所」）にお
いて、ミドル人材（主に20～50代の現役世代）の就職相談を受
ける体制を整えています。

■登録方法　※随時募集中
群馬県ウェブサイトに掲載されている「様式1」に内
容を記載の上、労働政策課まで電子メール（rouseika@
pref.gunma.lg.jp）等でご提出ください。 
URL  http://www.pref.gunma.jp/06/g2200352.
html

■お問合せ　群馬県産業経済部労働政策課
　　　　　　Tel. 027-226-3407

■新会員オリエンテーション開催 !

　商工会議所に入会したもののどのような利用の方法があるのか !!
商工会議所をもっと有効活用したい！と思っていらっしゃる会員の
皆様、ぜひご参加ください。参加費は無料です。

第1部　商工会議所の概要について
会議所の組織、事業概要、福利厚生サポート、各種融資
制度等についてご説明いたします。

第2部　参加者名刺交換会
参加者が、業種・規模を問わず交流を深めていただく場
として名刺交換会を実施いたします。
＊終了後、無料経営相談コーナーを設置いたします。

■日　　時　平成29年3月14日（火）
　　　　　　第1部  午後6:00～　第2部  午後7:00～
■会　　場　前橋商工会議所会館（前橋市日吉町1-8-1）
■お申込み・お問合せ

前橋商工会議所 会計課　Tel. 027-234-5111
※詳細は、当所ウェブサイトをご覧ください。

■ジョブカード制度 有期実習型訓練の活用を！
　「キャリアアップ助成金セミナー」のお知らせ

　キャリアアップ助成金とは、有期雇用労働者やパートタイマー、
派遣労働者等の非正規労働者の企業内でのキャリアアップを促進す
るため、正社員化、人材育成等に取り組む事業主に対して助成する
制度です。本セミナーは、この助成制度を活用して、社員の意欲や
能力を向上させ、事業の生産性を高めるとともに、優秀な人材確保
につなげていただくためのものです。人材の確保・育成をご検討さ
れている企業の皆様、ぜひふるってご参加ください。

■日　　時　平成29年3月15日（水）　午後1:30～3:00
■会　　場　前橋テルサ 4階 第三研修室
■講　　師　高橋  裕 氏（群馬労働局 事業主支援アドバイザー）
■定　　員　30名（先着順・無料）
■お申込み・お問合せ

群馬県地域ジョブ・カードセンター 
Tel. 027-233-7123　Fax. 027-233-7133
※詳細な内容やお申し込みは、同封のチラシをご利用
ください。

■平成29年度 前期技能検定について
　群馬県からのお知らせ

　技能検定は、働く人の技能の習得段階を
評価する国家検定制度です。

■出願期間等
平成29年4月3日（月）から14日（金）まで
の期間に職業能力開発協会にて受付

■試験会場・受検資格・受検手数料
　受検する級や職種によって異なります。
■技能検定合格のメリット
○「技能士」と名乗ることができます。
○検定職種及び等級に応じて、他の資格の受験資格が得られたり、
一部試験が免除されます。

○企業では、技能士がいることにより製品の生産性の向上や品質
維持が期待されます。

○技能士であることが高い技術力を持つ証明となり、顧客から信
頼を得られることが期待されます。

■出願用紙配布・お問合せ
群馬県職業能力開発協会　伊勢崎市宮子町1211-1
Tel. 0270-23-7761
群馬県産業経済部産業人材育成課　Tel. 027-226-3414

深むし茶でまろやかな味
銘茶・のり・贈答品

URL  http://www.mizumotoen.com

前橋中央通り名店街　TEL (027) 231‐2006（代）
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ポスター・標語コンクール／会員企業「叙勲」、群馬県「表彰」受賞者ご紹介

■平成28年度群馬県総合表彰
【税　　務】 ◎佐藤 昌義 関東信越税理士会県支部連合会　 
    専務理事
      佐藤 昌義税理士事務所 代表者
【文　　化】 ◎茂木 紘一  群馬県美術会副会長　前橋美術会会長
【林　　業】 ◎石橋 照夫 樹木医
    昭和造園土木㈱ 代表取締役会長
 ◎阿部 純治 群馬県飼料卸商業協同組合理事長
    阿部産業㈱ 代表取締役社長
【商　　工】 ◎西巻 忠彦 元日本公認会計士協会東京会群馬県 
    会幹事
    西巻公認会計士事務所 代表者
 ◎植木 康夫 前橋商工会議所 副会頭
    ㈱フレッセイ 相談役
【労　　働】 ◎阿久津 眞一 群馬県技能検定委員
    アクツ圧送㈱ 代表取締役
【県土整備】 ◎立見 丈夫 群馬県建設業協会理事
    立見建設㈱ 代表取締役会長
 ◎紺 正行  群馬県収用委員会会長代理
    阿久澤・紺法律事務所 副所長

■平成28年度群馬県功労者表彰
【県土整備】 ◎新井 孝雄 群馬県機械設備工業会理事長代理
    ㈱ヤマト 代表取締役会長

《前橋地区》  
◎標語の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　【最優秀賞】 前橋市立元総社中学校　3年 山本 怜亜
　【優秀賞】 前橋市立第三中学校　　1年 飯塚 春弥
 ㈱群馬銀行 木暮 寛治
◎ポスターの部
　【最優秀賞】 群馬綜合ガードシステム㈱ 小澤 菜々
　【優秀賞】 前橋市立南橘中学校　　2年 齋藤 直人
 前橋市立南橘中学校　　3年 板橋かおり

《前橋東地区》
◎標語の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　【最優秀賞】 前橋市立駒形小学校　　　　2年 石井 萌加
　【優秀賞】 前橋市立駒形小学校　　　　4年 田中 将海
 群馬県立前橋青陵高等学校　1年 塚越 茉由
◎ポスターの部
　【最優秀賞】 前橋市立粕川中学校　　　　3年 東 　桔也
　【優秀賞】 前橋市立宮城中学校　　　　2年 引田 充咲
 前橋市立粕川中学校　　　　3年 新海 里菜

■平成28年度春の叙勲
【旭日小綬章　弁護士功労】
　◎石田 弘義 元（一社）日本弁護士連合会理事
 石田弘義法律事務所 代表
【旭日双光章　専門工事業振興功労】
　◎荻原 武一 元（一社）群馬県造園建設業協会会長
 赤城グリーン㈱ 会長
【旭日双光章　金融業功労】
　◎瀬下 信  しののめ信用金庫 会長

■平成28年度春の褒章
【黄綬褒章　業務精励（塗装工事業）】
　◎藤澤 茂 ㈱フジサワ 代表取締役社長

■平成28年度秋の叙勲
【旭日双光章　薬事功労】
　◎鈴木 實 元（一社）群馬県薬剤師会会長
 ㈲ファマシー鈴木 代表取締役

■平成28年度秋の叙勲
【黄綬褒章　業務精励（表具師・卓越技能）】
　◎倉島 敏雄 仙州堂倉島表具内装店 店主
【黄綬褒章　業務精励（建設業）】
　◎小林 要一 小林工業㈱ 代表取締役社長

■平成28年度　前橋地区・前橋東地区職場警察連絡協議会　ポスター・標語コンクール入選者決定！
　前橋地区・前橋東地区職場警察連絡協議会主催で公募した平成28年度“一般防犯並びに交通安全・非行防止ポスター及び標語”の上
位入選者が決定しましたのでご紹介します。（敬称略）

■おめでとうございます　～会員企業「叙勲」、「褒章」、群馬県「表彰」受賞者ご紹介～
　各業種・業界、地域の発展のためにご尽力され、平成28年度に受賞されました会員企業の皆様をご紹介させていただきます。（敬称略）

株式会社太陽運輸
〒371-0132　前橋市五代町677-2
TEL:027-269-7722   FAX:027-269-7766
http://www.taiyo-corp.co.jp

までの一貫サービス提供企業として顧客と社会の役に立つ
「つくる・運ぶ・保管する・施工する・販売する・そしてリサイクル」
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■ 「Qのまちポスターフェスティバル」人気投票結果
　Qのまちポスターフェスティバル（主催：前橋中心商店街協同組
合）で行われた人気投票の結果をお知らせします。※ポスターデザイ
ン下は、順位と店名、カッコ内の氏名は制作したクリエーター

■平成28年度 群馬県機械金属工業「技術者表彰」、「若手技術者奨励賞」
表彰式が行われました

■県立前橋産業技術専門校
　スキルアップセミナーのご案内

　群馬県立前橋産業技術専門校では、企業にお勤めの皆様のスキル
アップをはかるための講習を実施しています。今回は5月に開催
予定の ｢新入社員・業務初心者向き ｣の技術系セミナーをご紹介し
ます。

＊定員は各コース10名で、受講料は各コース1人¥9,600です。
＊応募締切は実施の3週間前です。また、応募状況により募集を
延長したり、開催を中止したりする場合があります。

＊応募方法、コース内容、持参物等の詳細は前橋産業技術専門校の
ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。

＊6月には、2D-CAD、マシニングセンタ、パソコンスキル、溶
接の講習会を予定しております。

■お問合せ　群馬県立前橋産業技術専門校
Tel. 027-230-2211（スキルアップセミナー担当）  
URL  http://www.maetech.ac.jp/

第 1位 鈴木ストア
（石原保幸）

　県内の機械金属工業の技術推進の向上意欲を高め、機械金属工業の更なる振興を目的に、その
技術者や若手技術者を表彰する「機械金属工業技術者表彰」および「若手技術者奨励賞」の表彰
式が行われました。前橋地区での被表彰者は技術者表彰が7名、若手技術者奨励賞が11名とな
っており、下の通りご紹介させていただきます（敬称略）。

◎本多 清顕 前橋橋本合金㈱
◎米田 圭吾 ㈱吉田鉄工所
◎内田 学伸 ㈱藤生製作所
◎星野 　努 ㈱関東高圧容器製作所

群馬県機械金属工業若手技術者奨励賞（前橋地区分11名）群馬県機械金属工業技術者表彰（前橋地区分7名）

◎関口 秀樹　㈱吉田鉄工所
◎片岡 芳行　日新電機㈱ 前橋製作所
◎中嶋 邦英　三和化工㈱
◎飯嶋 一朗　㈱石井工業
◎青木 幹夫　アサヒライズ㈱
◎大前 博之　システムセイコー㈱前橋工場
◎今井 幸一　㈱トムコ

◎藤川 敦志 ㈱関東高圧容器製作所
◎上原 　敦 蔵前産業㈱
◎近藤 明裕 サンデン・リテールシステム㈱
◎三原 慶子 アサヒライズ㈱
◎宮本 　剛 日新電機㈱ 前橋製作所
◎飯塚 貢司 システムセイコー㈱前橋工場
◎阿佐美 晶久 ㈱吉田鉄工所

第2位 鳥山海苔店
（岩村歩夢）

第3位 黒田人形店
（山田勝博）

第4位 はんこの欅堂
（飯塚裕子）

第5位 パーラーレストランモモヤ
（鎌田えみ子）

第6位 ツルヤ履物店
（大野美文）

セミナー名 日時

基礎からの
機械図面の見方

平成29年5月17日（水）、18日（木）
午前9:00～午後4:30

基礎からの
電気制御技術

平成29年5月22日（月）、23日（火）
午前9:00～午後4:30

基礎からの
機械加工

平成29年5月24日（水）、25日（木）
午前9:00～午後4:30

売上げUP！をお手伝いします
上毎の で、お客様の販促をサポート！販促

企画制作から印刷・製本まで、そ
の他印刷に関連した製品に実績
があります。ちらし、ポスター、カ
タログ、パンフレット、のぼり等
様々な販促物作成を承ります。

Web
更新が簡単、検索エンジンに
強いCMS（コンテンツマネジメント
システム）を採用し、サイト構築・
コンテンツ編集を一元的に管
理。新しい情報をタイムリーに
発信できます。

AR タブレット 電子書籍

自費出版

AR（拡張現実）は、スマートフォンをかざ
すだけで情報を伝えるサービスです。動画
や電子ブックや写真、URL等多くの情報
をかざした人に伝えることが出来ます。

動画 パネル
壁紙印刷 のぼり旗

〒379‐2154  前橋市天川大島町305‐1
TEL 027-224-6245㈹　FAX 027-224-6290
URL http://jomai.jp　E-mail info@jomai.jp

〒379‐2154  前橋市天川大島町305‐1
TEL 027-224-6245㈹　FAX 027-224-6290
URL http://jomai.jp　E-mail info@jomai.jp
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ぐんラボ！制作室　前橋市元総社町67　TEL.027-280-5722　FAX.027-280-5744

http://www.gunlabo.net/
みんなの「群馬が好き」を伝えたい！

33 平日毎日更新！

おすすめ
の

お店・観光
スポット

など

4,280
掲載中！

件

おかげさまで

ごほうびランチ

TeleOffi  ceは、映像や音声はもちろん、資料やホワイト
ボードも共有できる、ペーパーレス会議システムです。

弊社のショールームはお客様にごゆっくりとご覧いただくために「完全予約制」と致しております。ご利用の際は
恐れ入りますがお電話もしくは営業担当へご連絡頂きますようお願い申し上げます。また、弊社ホームページから
もお申込みができるよう準備しておりますので追ってご案内申し上げます。

〒371-0023　前橋市本町2-11-2 富士オートビル6F　TEL:027-220-5022　　担当：安田

不動産に関するご相談は
当社にお任せください。 群馬土地株式会社

高崎支店

太田支店

大宮支店

高崎市問屋町3丁目10番3
(問屋町センター第２ビル308号)

太田市飯田町699番地

さいたま市大宮区宮町3丁目1番地2
(明治安田生命大宮ビル4F)

TEL 027-363-6095
FAX 027-361-1067
TEL 0276-46-1934
FAX  0276-45-9926
TEL 048-647-5531
FAX  048-647-3503

http://www.gunmatochi.co.jp  E-mail mail@gunmatochi.co.jp 

創立昭和２年

相続した土地に関するご相談。

土地の購入・売却に関するご相談。

所有土地の鑑定評価についてのご相談。

本社 前橋市本町2丁目13番地11号
(前橋センタービル14F)

TEL 027-231-5411
FAX 027-231-5322


