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���2019年度前橋商工会議所は、国が提唱する「Society5.0」や「ＳＤＧｓ」
（持続可能な開発目標）などの刻々と変化する経済社会環境を踏まえつつ、
「経営支援の強化」「地方創生とまちづくりの推進」「組織基盤の強化」を重
点項目に定め、積極的に事業を推進します。
　特に、会員事業所への巡回指導を徹底し、伴走型の経営支援を行うため
に、経営支援部に経営支援課と金融支援課を新設し、元三菱銀行勤務の船
瀬央人氏をスーパーバイザーとして採用するとともに、しののめ信用金庫
より小暮悟史氏を出向者に迎え、万全な体制で相談に対応します。
　さらに、10月から導入が予定されています消費税軽減税率対策として、
対策窓口を新設し、専任職員が市内事業所を訪問させていただき、消費税
軽減税率制度の啓蒙活動やアンケート調査を実施しておりますので、ご協
力をお願い申し上げます。
　2019年度、前橋商工会議所では今まで以上に会員サービスの充実を通
じて会員のメリット向上に努めてまいりますので、是非お気軽に、お声掛
け、ご相談ください。

INFORMATION
2019年度前橋商工会議所事務局組織　新体制でスタート!!

～前橋を元気にする地域とビジネスの応援団～
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「暮らしやすいまち」
～ずっと住みたい。誇り
　高く美しいこのまちに～

前橋商工会議所のビジョン

「この街と共に100年」「この街と共に100年」
葬儀事前相談・見積承ります
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24時間
対　応

年年年」」」
若宮若宮 北代田

創業107年
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御用聞き型企業訪問事業
私たちが直接訪問して一緒に課題を解決します！

お申込み・お問合せ
前橋商工会議所�工業振興課　Tel.�027-234-5100

　前橋市・前橋工科大学・前橋商工会議所の３者がタッグを組む
「チーム御用聞き」が、コーディネーターとともに企業へ直接訪
問し、様々な相談を受け、課題解決へのアドバイス、製品化へ向
けた開発支援、商品化に向けた販路支援等、各支援機関等と連携
しながら企業の稼ぐ力の向上をお手伝いします。お気軽にご利用
ください。

〈御用聞き型企業訪問（コーディネーター）フロー〉

　全国の中小企業の中から経済的・社会的に優れた成果をあげて
いる企業を選んで贈られる歴史と実績のある中小企業のための賞
です。前橋商工会議所は、その推薦機関となっております。応募
締め切りは６月20日まで。詳細は中小企業研究センターもしくは
当所へお問い合わせください。

■候補企業の資格
　資本金または出資総額が３億円以下かつ創業あるいは設立後
３年以上の法人企業または個人企業。ただし、株式公開企業お
よび資本金３億円を超える会社の子会社・関連会社は除きます。
(その他、要件があります)
■表彰の種類
(1)グランプリ�(2)優秀企業賞�(3)特別賞�(4)新技術事業化推進賞

お問合せ
前橋商工会議所�経営支援課　Tel.�027-234-5115
※�公募要領等は、公益社団法人中小企業研究センターのウェブサ
イトをご覧ください。URL:https://www.chukiken.or.jp/

グッドカンパニー大賞 候補企業の募集!!
中小企業研究センターからのお知らせ

ITを活用した
生産性向上・販路開拓等アドバイザー派遣
事業のご案内
　ITを活用し、事務効率を上げたいけど方法がわからない。
　ホームページを作ってみたが活用の仕方がわからない。
　SNSを使った効果的な情報発信の方法は？
　ネットショップやネット広告の使い方や費用は？
　などなどITを活用し経営力の向上やWeb戦略を考える中小・
小規模事業者様を対象に、IT専門家やWebデザイナー等を派遣し
アドバイスを行います。
　まずはお気軽にご相談ください。

■派遣費用　無料（ただし専門家の派遣は１事業所最大３回まで）
■対象事業者　�前橋市内の中小・小規模事業者10社（定数に達し

ましたら締め切らせていただきます）
■専門相談員　�ITコーディネーター、Webデザイナー、中小企業

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

早期経営改善計画策定支援事業のご案内

専門家の力を借りて自己の経営を見直しませんか？
資金繰り管理や採算管理等の早期の経営改善を支援します

　認定経営革新等支援機関（国が認める士業等の専門家）の支援を
受けて資金実績・計画表、ビジネスモデル俯瞰図、経営改善のた
めのアクションプラン、３カ年の損益計画等、早期の経営改善計
画を策定する場合、専門家に対する支払費用の２/３（上限20万円
まで）を負担する事業を行なっております。

例：計画策定費用　　　�総額　225千円
　　　　　　　　　　　　　事業主負担　���75千円
　　　　　　　　　　　　　センター補助�150千円
　　モニタリング費用　�総額　���75千円
　　　　　　　　　　　　　�事業主負担　　25千円
　　　　　　　　　　　　　�センター補助　50千円

お問合せ
公益財団法人　群馬県産業支援機構　経営改善支援センター
Tel.�027-265-5064　Fax.�027-265-5069
前橋商工会議所�経営支援課　Tel.�027-234-5115
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安全第一・お客様第一・信用第一
そして心に残る旅をお約束

群馬中央バス株式会社

貸切バス事業者
安全性評価認定制度
業界初！最高ランクの
３つ星★★★認定

2015年９月認定取得

〒３７９－２１２１　前橋市小屋原町３８４－１

http://gunmachuobus.co.jp/
☎０２７－２８０－８６１０
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さらに役立つ日商簿記へ！　2019年度３級出題範囲の変更のお知らせ

・株式会社会計への移行
　出題の前提を個人商店から小規模の株式会社へ改め、純資産
や諸税金の内容を変更

・各種預金
　当座借越や複数の銀行に口座を開設している場合の勘定科目
の取り扱いを変更

・債権債務・有価証券
　クレジット売掛金・電子記録債権債務・差入保証金の追加、
手形の裏書譲渡・割引の除外、自店が発効した商品券の除外

・商品売買
　商品の値引（仕入・売上取引後の商品の不良等による値引）が除外
・固定資産
　減価償却の直接法による記帳が外れ、固定資産台帳が追加

・諸費用・決算
　法定福利費（社会保険料等の事業主負担）の追加、消耗品（費）や
貯蔵品の内容の変更、月次決算（減価償却に限る）の追加、繰越試
算表の除外と決算整理後残高試算表の追加等

・証ひょうからの仕訳
　文章から仕訳を起こす問題だけでなく、証ひょうからの仕訳を
起こす問題も出題

　今回の改定では、出題の前提が個人商店から小規模の株式会社に改められます。また、従来は２級以上で出題していた論点のうち、企
業実務において重要度が高い論点について、難易度を調整のうえ３級に移行されました。一方で、ビジネススタイルや情報技術の進展に
ともない、現在の実務とかけ離れている項目は初学者にとって学習上の支障となりやすく、かつ実用性に乏しいため整理・削除が行われ
ました。これにより、簿記に関する理解を段階的に深めながら知識・スキルの修得ができるよう連続性・整合性を考慮した内容となりま
した。

改定のポイント！

自動車税の納税は、５月31日(金)までに!!

　自動車税は、道路の整備だけでなく、医療、福祉、教育の充実など、
安心・安全な暮らしを確保するための財源として、大切に使われて
います。

◆�　自動車税は、コンビニエンスストア、県内金融機関、郵便局、
行政県税事務所、自動車税事務所、インターネットバンキング、
「Pay-easy（ペイジー）」対応のＡＴＭで納税できます。
　�　また、Webサイト「Yahoo!公金支払い」からクレジットカー
ドで納税できます。�

お問合せ
群馬県前橋行政県税事務所　Tel.�027-234-1800
又は群馬県自動車税事務所　Tel.�027-263-4343

※継続検査用、構造等変更検査用の納税証明書に
ついて
　�自動車を譲渡する場合には納税証明書も一緒に渡し、自動車を
譲り受ける場合には納税証明書も一緒に受け取りましょう。
※個人の事業税、不動産取得税もクレジット納税ができます。

試験日

2019年６月９日（日）
受付期間

・ネット申込
　４月８日（月）～５月15日（水）
・窓口申込
　５月８日（水）～５月17日（金）
　※５月14日（火）～16日（木）の３日間のみ19:30まで受付

合格発表日

・１級：2019年７月30日（火）
・２～３級：2019年６月25日（火）

受験料（税込）

１級：7,710円　２級：4,630円
３級：2,800円　初級：2,160円
原価計算初級：2,160円

◆ネット申込
当所ホームページからお申込みください。
http://www.maebashi-cci.or.jp/

携帯サイトよりお申込みのＱＲコード　☞

第152回 日商簿記検定試験

人事・労務の専門家　信頼できるビジネスパートナー

〒371-0801　前橋市文京町２-９-19 TEL 027-260-8111   FAX 027-260-8122
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○�2019年工業統計調査は、従業者４人以上
の全ての製造事業所を対象に、2019年６
月１日時点で実施します。
○�工業統計調査は、我が国における工業の実
態を明らかにすることを目的とする政府の
重要な調査で、統計法に基づく報告義務の
ある基幹統計調査です。
○�調査の結果は中小企業施策や地域振興など、
国及び地域行政施策のための基礎資料とし
て利活用されます。
○�調査票に御記入いただいた内容は、統計作
成の目的以外（税の資料など）に使用するこ
とは絶対にありません。
○�調査の趣旨・必要性を御理解いただき、御
回答をよろしくお願いいたします。

総務省・経済産業省・都道府県・市区町村

2019年工業統計調査を実施します

第10回 T-1 グランプリ表彰式
グランプリ店は『中南米料理 幸せの扉 ボルデ「エスペートス（豚の串焼き）」』に決定！

　前橋市内の飲食店を対象にし
た群馬県産豚肉料理コンテスト
『T-１グランプリ』は今回で第
10回目。エントリーのあった
64店舗の中から選ばれた入賞
店６店舗の表彰式が、４月14
日（日）に開催された前橋中心市

街地ツナガリズム祭りの会場で行われました。同時にグランプリ
店の発表も行われ、中南米料理�幸せの扉�ボルデ「エスぺートス（豚
の串焼き）」がグランプリに輝きました。「２連覇できたのはお店
に来てくれた人、関係者のみなさんのおかげ。ひとりでも多くの
人に中南米の豚肉料理を楽しんでもらいたい。」と受賞の喜びを語
りました。
　当日の会場には、一部入賞店による販売ブースも設けられ、訪
れた人々はころとんのお出迎えのもと、グランプリ店と入賞店の
料理に舌鼓を打ちました。投票期間中はたくさんの方にご協力、
ご投票いただき本当にありがとうございました！�

第10回T-１グランプリ結果
【グランプリ】
　・中南米料理 幸せの扉 ボルデ
　　「エスペートス（豚の串焼き）」

〈入賞10店舗名と商品名〉
トラットリア�チイニョ　「麦豚のカレー風味チーズリゾット」
ビストロ盛多　「上州豚のハヤシカツライス」
DINING�Ben　「麦豚とこだわり玉子の照り焼きご飯」
居酒屋ダイニング粋源　「群馬県産やまと豚のガーリック焼レタス包み」
PIZZERIA�PESCA!六供町本店　「ミー豚ソースパスタ」
中南米料理�幸せの扉�ボルデ　「エスペートス（豚の串焼き）」
ロングサンドホテル�シェスナガ　「ポークレモンチーズケーキセット」
桃乃木　「角煮のせ鍋焼きうTON」　
レストランロッタ　「香ばし麦豚の色どりディッシュ特製グリーンカレー仕立て」
和食遊処�椿家�川原店　「麦豚と湯葉の陶器蒸し」
〈参加覆面審査員〉　107名　　〈投票総数〉　857票
お問合せ
第10回T-１グランプリ実行委員会事務局（前橋市観光振興課）
Tel.�027-210-2189

工業統計キャラクター・

コウちゃん

日本商工会議所
第129回通常会員総会が開催されました！

　３月20日（水）14時30分か
ら、全国381商工会議所の会
頭・副会頭など約950名の出
席のもと、日本商工会議所第
129回通常会員総会が開催さ
れ、2019年の事業計画並びに
予算が承認されました。総会冒
頭の三村日商会頭の挨拶では、
日本経済の現状や課題、商工会
議所に課せられた使命などが
述べられ、その後、安倍内閣総
理大臣、磯﨑経産副大臣から祝
辞を賜ったほか、東日本大震災
の被災地の現状等について説明され、被災地の復興に向けて、引
き続きの支援が呼びかけられました。
　また、前橋商工会議所は、第129回表彰において「組織強化表彰」
を受賞致しました。皆様のご支援、ご協力に感謝申し上げます!!

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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INFORMATION
春のMサポクリーン活動　参加募集

　前橋市市民活動支援センター（M
サポ）では、市民活動及びCSR（企
業の社会的責任）の機会として、５
月19日（日）午前８時から前橋プラ
ザ元気21周辺で清掃活動を開催い
たします。是非ご参加ください。
　Ｍサポクリーン活動の詳細につい
ては、「前橋市市民活動支援センター」ホームページをご覧ください。

■活動内容　清掃活動（ごみ拾いなど）
■日　　時　2019年５月19日（日）
� 8:00～9:00�（受付7:30～）
■集合場所　K'BIX元気21まえばし（前橋プラザ元気21）北側
　　　　　　フレッセイ入口前
■参加方法　直接集合場所へお越しください。
　　　　　　�軍手、ほうき、ちりとり、ごみ取りトング等をご持

参ください。
主催・問合せ先
前橋市市民活動支援センター　担当：大澤
Tel.�027-210-2196　Fax.�027-237-0810
Ｅメール　　　21@maebashi-shiminkatsudo.jp
ホームページ　http://maebashi-shiminkatsudo.jp/

　５月27日、前橋法人会では「第７回通常総会」
及び「時局講演会」を開催致します。
　講師には、早稲田大学公共経営大学院教授の片
山善博氏をお招きして「政治の課題と地方の視点」
をテーマにお話し頂く予定です。
　法人会々員以外の方でも聴講頂けます。聴講を
希望される方は５月20日までに下記の法人会事務
局までお申し込み下さい。

■日　時　2019年５月27日（月）　午後3:00～4:30
■会　場　前橋商工会議所会館　２階　サクラ
■講　師　早稲田大学公共経営大学院教授　片山�善博　氏
■テーマ　「政治の課題と地方の視点」
■受講料　無料

【片山善博（かたやま�よしひろ）氏プロフィール】
1951年岡山市生まれ。74年東京大学法学部卒業、自治省に入省。能代
税務署長、自治大臣秘書官、自治省国際交流企画官、鳥取県総務部長、
自治省固定資産税課長などを経て、99年鳥取県知事（２期）。07年４月
慶應義塾大学教授。10年９月から11年９月まで総務大臣。同月慶應義
塾大学に復職。17年４月早稲田大学公共経営大学院教授。
併せて、日本郵船㈱社外取締役、「デジタル文化財創出機構」理事、「日本
司法支援センター（法テラス）」顧問、「角川文化振興財団・城山三郎賞」
選考委員、「活字文化推進会議」委員などを務める。

お問合せ
前橋法人会事務局
〒371-0017　前橋市日吉町1-8-1　前橋商工会議所会館�４階
Tel.�027-234-2248　Fax.�027-232-1380
メールアドレス　maeho@grace.ocn.ne.jp

一般社団法人前橋法人会
第７回通常総会・時局講演会開催のご案内

赤城の恵ブランド認証品を募集します

　前橋市の優れた産品で、地産地消の推進と食の安全・安心の向
上の取り組みによって生み出されたものを認証する「赤城の恵ブ
ランド」。この認証を希望する産品を募集します。
認証には条件がありますので、詳しくは問い合わせるか、前橋市
ホームページをご覧ください。
■対　　象　�市内で生産・育成された農林水産物か、原材料に前

橋産農林水産物を使用し原則として市内で加工され
た加工品で、市内で流通・販売され、前橋市のイメ
ージアップやＰＲにつながる個性・特長があるなど

■事前相談　５月７日（火）から５月31日（金）まで
　※申請には、事前相談が必須です。
申請期間 　６月17日（月）から６月28日（金）までに申請書に記
入し、前橋市役所　農政課（027-898-5841）へ直接
※申込書は前橋市役所農政課で配布します。
　前橋市ホームページからダウンロードもできます。

「赤城の恵ブランド」の認証を受けるメリット
・市内外の各種イベントで、試食や即売を行うことができます。
・�認証品をＰＲする見本市への参加費用や、リーフレット作成等
の補助制度が利用できます。
・前橋市ホームページなどで認証品の情報を発信します。
お問合せ
前橋市農政課ブランド推進係　Tel.�027-898-5841

Yamabuki 赤城山麓より
フレンチな風

干しだいこん
にんにく醤油漬け

まえばし麦豚カレー

赤城の恵ブランド新認証品

株式会社 前橋包装
本社／群馬県前橋市川曲町327-4

 TEL.027-253-5565（代）　E-mail：columbus_egg@maeho.co.jp

We think,therefore we are.


