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　この４月から市内の事業所へ新規に就職された方を歓迎・激励
する「新規市内就職者激励大会」を開催いたします。該当者並びに
事業主または人事労務ご担当者の皆様、ふるってご参加ください。

　「群馬県よろず支援拠点」との連携による個別経営相談会を
開催します。経営に関する様々な課題解決をお手伝いします。

「群馬県よろず支援拠点」との連携による
「個別経営相談会」のご案内

　「令和元年度補正予算・小規模事業者持続化補助金」の公募
が10日より開始され、3/13（金）より受付が開始されました。
今回より「ものづくり補助金」「ＩＴ導入補助金」とともに、「生
産性革命推進事業」の一部として実施されることとなり、昨今
の「新型コロナウイルス感染症」の影響が深刻化するのにとも
ない、政府において、急遽、公募開始時期を大幅に前倒しする
とともに、「新型コロナウイルス感染症により経営上の影響を強
く受けた事業者」に対する政策加点（＝新型コロナウイルス感
染症加点）の実施されています。なお、今回より通年での申請
が可能となり、締切日を複数回設けることで事業者のタイミン
グに応じた事業実施が可能となりました。
　詳細は同封しました案内チラシおよび下記専用HPをご覧く
ださい。
小規模事業者持続化補助金　https://r1.jizokukahojokin.info/
生産性革命推進事業　https://seisansei.smrj.go.jp/

　令和元年度補正「ものづくり・商業・サービス生産性向上促
進補助金(ものづくり補助金)」が公募中です。本事業は、中小
企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品
開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援する
ものです。
■補助上限　1,000万円
■補助率　中小企業:１/２、小規模事業者２/３
■補助要件　以下を満たす３～５年の事業計画の策定及び実行
・付加価値額：＋３%以上／年
・給与支給総額：＋1.5%以上／年
・事業場内最低賃金＞地域別最低賃金＋30円
■�公募期間　通年で公募(３か月おきに締切)、
　　　　　　２次締切は５月頃を予定
■�詳細は、群馬県中小企業団体中央会のHP（http://www.
chuokai-gunma.or.jp）をご確認ください。

「ものづくり補助金」公募中 「小規模事業者持続化補助金」
受付開始

新規市内就職者激励大会のご案内
フレッシュマンの門出を激励！

INFORMATION

日　時 �５月19日(火)�17:30より入場
　　　　��式典・18:00～18:30�講演会・18:30～19:30

会　場 �前橋テルサ�２�階ホール
講演会 �テーマ『「成長への工夫」（仮題）』
　　　　�講　師　学校法人�桐丘学園　桐生第一高等学校
　　　　　　　　�ラグビー部監督　教諭　霜村　誠一�氏

定　員 �200�名
参加費 �無料（記念品を贈呈します）

申込方法 ��同封の申込書にご記入の上、４月30日（木）までに下
記宛てにお申し込みください。※18:00開催となっ
ておりますので、時間までに入場いただけますようご
配慮の程、お願いします。

お問合せ �前橋商工会議所�経営支援部　　Tel.�027-234-5115
　　　　��前橋市産業政策課雇用促進係　�Tel.�027-898-6985

日　時 �令和2年度　奇数月の第３月曜日
　　　　�13:00～16:00�※１事業者あたり１時間目安

会　場 �前橋商工会議所�３階�なでしこ
相談方法 �群馬県よろず支援拠点の専門家による相談
定　員 �３事業者（申込先着順）
内　容 ��経営（事業）計画策定、資金繰り、新技術・新商品開発、

首都圏・海外進出、現場改善、IT利活用による生産性
向上、事業承継、助成金活用etc

お問合せ �
前橋商工会議所�経営支援課
Tel.�027-234-5115　Fax.�027-234-8031

お問合せ �
前橋商工会議所　経営支援課　Tel.�027-234-5115

お問合せ �
前橋商工会議所　工業振興課　Tel.�027-234-5100
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JETRO群馬貿易アドバイザーによる
海外展開相談会のご案内

　ジェトロ群馬は、2018年７月に高崎モントレー２Fにオー
プンしましたが、前橋および周辺エリアの企業様にもご利用い
ただけるよう、前橋商工会議所において海外展開相談会を毎月
１回開催しています。
　海外経験の豊富なジェトロのアドバイザーが輸出や海外新進
出にかかる相談や悩み事にお応えいたします。事業主、相手国
等問わずお気軽にご活用ください。

日　時 �４月15日（水）、５月20日（水）、６月17日(水)13:00～17:00
会　場 �前橋商工会議所　３階　なでしこ
相談料 �無料
担当アドバイザー
ジェトロ群馬貿易情報センター　アドバイザー　天沼　健　氏
�群馬県金型メーカーで、米国、アジア、欧州等世界各国への輸出
業務や海外工場の立ち上げ・運営を経験。
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

第44回　前橋商工会議所
会員事業所野球大会参加チーム募集

　今年も当所主催による会員事業所野球大会を開催いたします。
　従業員の皆様や会員事業所との親睦を深めるとともに、健康
づくりの一環として、ぜひご参加ください。（詳細は同封のチ
ラシまたは前橋商工会議所HPをご覧ください。）

開催日（予定）
6月7日（日）、14日（日）、21日（日）、28日（日）
7月19日（日）、26日（日）、8月2日（日）
※参加チーム数により開催日が変更となる場合があります。

会　場 �◦登利平桃ノ木川グランド（前橋市東片貝町417-4）
　　　　　�※6月21日（日）のみ
　　　　�◦北部運動場（前橋市上細井町2127-4）

参加費 �13,000円（税込）
申込締切
前橋商工会議所HPより申込書を印刷していただき、記入のうえ、
4月30日（木）までに参加費を添えて総務課までお持ちください。
お申込み・お問合せ
前橋商工会議所�総務課　Tel.�027-234-5111

令和元年度 群馬県機械金属工業「技術者表彰」並びに
「若手技術者奨励賞」の表彰式が行われました

　県内の機械金属工業の技術促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、技術者や若手技術者の表彰式が２月５
日(水)に群馬県庁・正庁の間で行われました。前橋地区では技
術者表彰が７名、若手技術者奨励賞が10名受賞となりました。
以下の通り、受賞者を紹介させていただきます。

INFORMATION

群馬県機械金属工業技術者表彰 （前橋地区分７名：敬称略）

◦鳥海　孝洋� サンデン・リテールシステム㈱
◦池田　典昭� ㈱関東高圧容器製作所
◦橋本　典明� 日新電機㈱
◦間々田　雅美� アサヒライズ㈱
◦黛　慶一郎� ㈱桂機械製作所
◦大島　隆浩� ㈱飯野
◦立見　竜一� 前橋橋本合金㈱

群馬県機械金属工業若手技術者奨励賞 （前橋地区分10名：敬称略）
◦河合　直人� アサヒライズ㈱
◦松本　亮太� ㈱桂機械製作所
◦矢島　正樹� 前橋橋本合金㈱
◦市川　法昭� サンデン・リテールシステム㈱
◦須田　敏之� ㈱関東高圧容器製作所
◦森田　芳教� 前橋橋本合金㈱
◦上畑　祐吾� サンデン・リテールシステム㈱
◦海老原　由次� サンデン・リテールシステム㈱
◦佐藤　大地� 日新電機㈱
◦二宮　和美� アサヒライズ㈱�
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前橋商工会議所青年部 緑水会 新体制がスタート!!

　平成から令和になり２年目となる本年、会の歴史の大半を平成の時代で送ってきた前橋商
工会議所青年部　緑水会も６月に43年目を迎えます。新たなる時代を迎えるにあたり、これ
までの伝統や文化をしっかりと継承したうえで、時代に即した組織へと変化をしていくこと
のできるようスタートを切ってまいります。
　また、地域の青年経済団体として、各企業の経営者である会員が仲間として、お互いに助
け合い、共に成長し、自らの企業を発展させることが地域貢献に繋がることを念頭におき、
各種の事業推進・経営に関する研究調査・会員相互の親睦と研鑽等に努めてまいります。新
たなる時代の幕開けの年、さらなる飛躍をすべく、互譲互助の精神の基で会員一丸となり全
ての事業に真摯に取り組んでいきたいと思います。

2020年度�青年部執行部

　前橋商工会議
所青年部緑水会
では、前橋市の
観光特使第28代
ローズ・クィー
ン候補として、
前橋市の花「バラ」にふさわしい、明るく
気品のある女性を募集します。選出された
ローズ・クィーンは、前橋市・前橋商工会
議所・（公財）前橋観光コンベンション協会
及び関係団体が主催する諸行事に参加して
いただきます。一緒に前橋を楽しく盛り上
げましょう！

■一次審査
　５月24日(日)　14:00～
　前橋商工会議所
■最終審査
　６月６日(土)　14:00～
　けやきウォーク前橋
■応募締切
　５月14日(木)必着
■応募方法
　�所定の申込書を当所青年部ウェブサイト
より入手し、必要事項をご記入の上、ご
応募ください。なお、自薦・他薦問いま
せん。

第28回　ローズ・クィーンコンテスト
出場者募集総会

役員会

事務局

☆緑水会会員随時募集中！
　前橋商工会議所青年部緑水会とは、さまざまな活動を通じて、異業種の仲間たちとの人脈を
広げ、お互いに教え学びあい、青年経済人としての資質を磨き、地元企業の繁栄と前橋の発展
を目指す公益団体です。会員条件は、前橋市在住もしくは事業を営んでいる経営者、または管
理者に準ずる方、満20歳以上45歳未満の方です。緑水会事務局までお問い合わせください。

前橋商工会議所青年部�緑水会
前橋市日吉町�1-8-1（前橋商工会議所内）
TEl.�027-234-5111　URL�http://www.maebashi-yeg.com

2020年度 組織図

代表幹事

小林祐介

監事

池津�崇延　岡田�賢一

直前代表幹事

遠藤�宗司

事業委員会
委員長

都丸�幸彦

地域委員会
委員長

入澤�克

経営委員会
委員長

山田�佳介

会員委員会
委員長

初谷�桂吾

広報委員会
委員長

門倉�稔

総務委員会
委員長

小林�良介

副代表幹事

荻野�純一　高橋�功二　岸�久美子

相談役

平形�敦史

INFORMATION

オオタヤでは、小規模ながら、一人ひとりが働きやすい企業を目指して、
働き方改革を行っています。

機会がありましたら、ぜひ私たちのライブオフィスにお越しください。

前橋市問屋町1-10-7　TEL. 027-251-5217
オオタヤグループ ホームページ　ootaya-ss.co.jp

株式会社オオタヤ WELCOME to LIVE OFFICE
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制度名 融資金額 現行金利 備考

小口資金 1,250�万円以内 年1.8％以内
令和３年３月末
まで保証料は
かかりません

特別小口資金 1,250�万円以内 年1.8％以内
令和３年３月末
まで保証料は
かかりません

経営振興資金 1,500�万円以内 年2.3%以内
（年2.0％以内）

（　）内 は２年
以内分割償還

特別融資�
経営安定資金（※） 3,000万円以内 年1.5％以内

経営力強化支援資金 5,000�万円以内 年2.5％以内 経営改善計画
の作成が必須

中心商店街
にぎわい資金

1億円以内
○中小企業信用保険法に定め
る特定事業を行っている中小
企業者及び商店街協同組合等
○前橋市中心市街地活性化基
本計画の定める活性化区域内
に、店舗等を増改築や新規出
店する事業者

年1.0％以内
（年0.8％以内）

（　）内は保証
協会付きの時

季節
資金

夏季資金・
年末資金 2,000�万円以内 年1.5％以内

（年1.3％以内）
（　）内は保証
協会付きの時

事業所税納付
資金

事業所税納付相当額以内
（ただし、2,000�万円以内） 年�0.5％以内

お申込み・お問合せ
前橋商工会議所　経営支援部　金融支援課　Tel.��027-234-5115
前橋市役所　産業経済部　産業政策課　産業政策係　Tel.027-898-6983
前橋市役所　産業経済部　産業政策課　雇用促進係　Tel.027-898-6985

制度名 融資金額 現行金利 備考

短期サポート資金
5,000万円以内
（ただし、保証協会付きは
3,000万円以内）

年1.7％以内
（年1.5％以内）

（　）内は保証
協会付きの時

企業
設備
資金

建設業・
製造業・
運輸業等

①機械器具装置等３億円以内
②建築物及びそれに付随
する土地　５億円以内

年1.7％以内
（年1.4％以内）

（　）内は保証
協会付きの時

上記以外の業種 1億円以内
中小企業研究開発資金 2億円以内 年1.0％以内

企業誘致促進資金 6億円以内 年1.5％以内
（年1.1％以内）

（　）内は保証
協会付きの時

起業家
独立開業
支援資金

Ａタイプ 5,000万円以内 年1.0％以内
Ｂタイプ
（分社化対応） 1,500万円以内 年1.0％以内

勤労者
生活資金

一般 200万円以内 年2.1％以内
別途保証料

育児・介護休
業に伴う生
活費、教育費

200万円以内 年1.9％以内　
別途保証料

　健康保険料率と介護保険料率については、令和２年３月分（４
月納付分）より変更となります。厳しい経済状況の中ではあり
ますが、加入者・事業主の皆様には、このようなご負担につき
まして、何とぞご理解をいただきますようお願い申し上げます。

保険料率変更
協会けんぽ群馬支部からのお知らせ

令和２年度  前橋市 制度融資金額・利率表

INFORMATION

給与・賞与の9.84％
令和２年２月分（３月納付分）まで

給与・賞与の1.73％
令和２年２月分（３月納付分）まで

給与・賞与の�9.77％
令和２年３月分（４月納付分）から

給与・賞与の1.79％
令和２年３月分（４月納付分）から

●健康保険料率

●介護保険料率

【対象拡大】人手不足でお悩みの
企業の人材確保をお手伝いします！

　群馬県では、東京圏から県内への移住促進及び県内企業の担
い手不足への対処策として、移住支援金制度（※）の対象となる
求人を募集しています。ご登録いただくと群馬県が運営するマ
ッチングサイトに求人情報をご掲載いただけます。また、令和
２年１月から新たに下記法人にも対象が拡大しました。
◦「資本金１０億円以上の法人」の一部（資本金概ね50億円未
満の企業は対象となる場合がありますので、県労働政策課
（027-226-3408）にご連絡ください。）
◦「本店所在地が東京圏の法人」の一部（群馬県内限定など、
勤務地限定型社員を採用する場合は対象となります。）

※�40歳から64歳までの方（介護保険第２号被保険者）は、健康保険料率に全
国一律の介護保険料率が加わります

※賞与については、支給日が３月１日分からとなります

対　象 ��一定の要件を満たしている県内企業等　※詳しくは、
ジョブカフェぐんまホームページ（http://www.
wakamono.jp/migrant_support/）をご覧ください。

費　用 �無料
お申込み ��ジョブカフェぐんま東毛サテライト（桐生市本町

6-372-2）
　　　　��Tel.�0277-20-8228　
　　　　��E-mail　wakuwaku@workentry.co.jp

お問合せ
全国健康保険協会�群馬支部
企画総務グループ　Tel.�027-219-2100　音声ガイダンス5
URL�http://www.kyoukaikenpo.or.jp/

※経営安定資金に関して、新型コロナウイルス感染症に伴う資金繰り支援が別途あります。


