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　令和２年度前橋商工会議所は、新型コロナウイルス感染症の
影響による被害で疲弊した地域経済を回復するための中小・小
規模事業者への経営支援を重点的に行うとともに、「事業承継へ
の支援」「身の丈に合ったIoT･ICT･AI･ロボット技術等の活用に
よる生産性向上支援」「働き方改革の推進支援」への取り組みを
充実強化します。
　スピード感をもって意思決定するため、下記の通り４課（管理
部門１課、事業部門３課）を組織し、事業に取り組みます。
　現在、新型コロナウイルス感染症の影響から来店数減少や売
上不振に悩む会員事業所を対象に“コロナウイルスグッド・バ
イ”セールス・キャンペーンを実施しております。
　ぜひ、ご利用ください。詳しくは、www.maebashi-cci.or.jp/ 

令和２年度前橋商工会議所事務局組織
～新型コロナウイルス感染症に負けないぞ!!
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事業計画の体系と概要
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相談内容  ①資金繰りに関する相談（県制度融資、国補助制度等）
　　　　 ②雇用・労働に関する相談
　　　　 ③経営・設備投資その他に関する相談
　　　　 ※相談は事前予約・相談無料
開催日程  前橋会場： ５月13日(水) 10:00～15:00 
　　　　 ※１社あたり約50分
お申込み   詳細は、群馬県ホームページをご覧ください。
ＵＲＬ  https://www.pref.gunma.jp/06/g09g_00339.html

お問合せ
群馬県 感染症対策県内企業ワンストップセンター
〒371-8570　前橋市大手町1-1-1（産業政策課内）
Tel. 027-226-2731

　「令和元年度補正予算・小規模事業者持続化補助金」の受付
が3/13（金）より開始されました。
　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」の影響が深刻化している
ことにともない、「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）が実施されています。
　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/

（会員親睦事業）
・ 第44回前橋商工会議所会員事業所野球大会　６月７日（日）～８月２日（日）

（検定事業）
・第48回カラーコーディネーター検定試験　６月７日（日）
・第155回日商簿記検定試験　６月14日（日）
・第47回ビジネス実務法務検定試験　６月21日（日）
・第11回ビジネスマネジャー検定試験　６月27日（土）
・第44回福祉住環境コーディネーター検定試験　７月５日（日）
・第28回環境社会検定試験（eco検定）　７月12日（日）

（その他）
・令和２年度新規市内就職者激励大会　５月19日（火）
・まちなかキャンパス　全ての講座　５月～９月

※ 今後の新型コロナウイルス感染拡大状況により、行事や検定
試験等が延期・中止となる場合がございます。

　 最新情報は前橋商工会議所HPにてご確認ください。
  （http://www.maebashi-cci.or.jp/）

　前橋発明協会・前橋商工会議所主催により、毎月第３水曜日
に「無料発明相談」を開催します。専門の相談員が知的財産に
関わるさまざまな事例について個別相談を行います。

開 催 日  下記「開催予定表」のとおり
開催時間  13:00 ～ 16:00
　　　　 ※完全事前予約制。予約は開催日の２日前まで
アドバイザー  羽鳥国際特許商標事務所　弁理士　柿原  希望 氏
お申込み・お問合せ

前橋商工会議所産業振興課 工業振興係　Tel. 027-234-5100

　群馬県では、新型コロナウイルス感染症により経営に影響を
受けている県内事業者を対象に、資金繰りや雇用等に係る相談
会を県内各地で開催中です。前橋会場での相談会が５月13日

（水）に前橋商工会議所にて開催されます。

「小規模事業者持続化補助金」
受付中

新型コロナウイルス感染症の感染拡大
防止に伴う行事の中止について（4/22現在）

発明に関すること、どんどんご相談ください！
～無料発明相談のご案内～

群馬県主催 県内事業者向け
新型コロナウイルス感染症対策

「出張相談会」のお知らせ

INFORMATION

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

月 日 月 日 月 日
４月15日 ８月19日 12月16日
５月20日 ９月16日 １月20日
６月17日 10月21日 ２月17日
７月15日 11月18日 ３月17日

令和２年度　開催予定表

※相談日は諸事情により変更となる可能性があります。
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　全国的に新型コロナウイルス感染症による影響が広がるなか、
社員が出社できなくなるリスクへの対策の一つとしてテレワー
クが挙げられます。
　本セミナーでは、テレワーク導入の第一歩として、テレワー
クの概要や導入事例、留意点等をお知らせするとともに、必要
となる環境やITツールについて紹介します。加えて、本セミナ
ー自体をオンラインで開催し、実際にオンライン環境を体感し
ていただきます。「まずは体験してみよう！」という企画です。
ぜひお気軽にご参加ください！

テレワーク活用セミナーのご案内

新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール支援のご案内

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者に対し、中小企業再生支援協議会が窓口相談や金融機関との調整を含めた特例
リスケジュール計画策定を支援します。資金繰り改善のためには緊急融資等と特例リスケジュール双方の利用が有効です。
中小企業再生支援協議会：中小企業の事業再生に向けた取り組みを支援する国の機関です。

①全金融機関の既存債務の元金返済猶予要請
　 資金繰りに悩む中小企業者に代わり、主要債権者の支援姿勢を確認の上、全金融機関の借入金を一括して１年間の返済猶予要請を行

います。

②資金繰り計画策定における金融機関調整
　 中小企業者と主要債権者が作成する資金繰り計画の策定を支援。新規融資を含めた取引金融機関との金融調整を行い、合意形成を支

援します。

③資金繰り計画の継続的なチェックと継続サポート
　 特例リスケ計画成立後も主要金融機関と連携、資金繰りをチェックし、適宜助言。

◎事業改善まで一貫してサポート！
　 特例リスケジュール後、本格的な再生支援を希望する中小企業者に対して、改めてリスケジュールを含む再生支援を実施します。

お問合せ
公益財団法人　群馬県産業支援機構　群馬県中小企業再生支援協議会　Tel. 027-265-5061　Fax .027-265-5069
前橋商工会議所　経営支援課　Tel. 027-234-5115

日　時  ５月28日（木）　14:00～15:30
会　場  オンラインでの開催となります。
講　師  第１部　一般社団法人日本テレワーク協会

　　　　　　　　 専務理事　田宮　一夫　氏
　　　　 第２部　システム・アルファ株式会社　
　　　　　　　　 第１ソリューション部　青山　侑哉　氏
参 加 費  無料
お問合せ  前橋商工会議所政策部政策課　Tel. 027-234-5113

お申込みは
コチラ

事業継承時の経営者保証
解除に向けてのご案内

群馬中央バス株式会社群馬中央バス株式会社
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
〒３７９－２１２１　前橋市小屋原町３８４－１

http://gunmachuobus.co.jp/
☎０２７－２８０－８６１０

１日８便

伊勢崎

全便指定席
乗り換えなしで便利

バスタ新宿線

好評運行中

高速バス

共同運行会社ジェイアールバス関東
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自動車税(種別割)の納税は、
６月１日(月)までに!!

　自動車税(種別割)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（種別割）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
ードで納税できるほか、スマートフォンアプリ（LINE Pay、
PayPay）を利用して納税できます。

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。

　前橋商工会議所では、令和２年４月より「回生電動アシスト自
転車を活用した市民モニタリング事業」を群馬県前橋市内で実施
します。前橋市がバス路線の再編を中心とした交通ネットワーク
の充実を進める中、当事業はこの動きと連携し、より快適な移動
手段を提案するため、シェアサイクルの可能性や自転車の利用環
境の整備等を検討します。

　モニタリングは、令和元年11月28日に「自転車を活用した新
たなまちづくり事業にかかる連携協定」を締結した前橋市、前橋
商工会議所、（一社）ICTまちづくり共通プラットフォーム推進機
構、太陽誘電㈱、ブリヂストンサイクル㈱の５者を実施主体とし、
対象モニターは市民・企業・団体・大学等から選出しました。
　モニタリング期間は令和２年４月～８月（５ヵ月）、令和２年
10月～令和３年３月（６ヵ月）の２期に分けて実施する予定で、
期間中はGPS機能の付いた回生電動アシスト自転車100台をモ
ニターへ貸出しを行うことで自転車の移動データを取得し、それ
らのデータとアンケート調査で得られるデータを分析します。

　また、モニターの皆様には期間中、自転車を日常生活・ビジネ
ス・観光の中でご使用いただくことで、自転車の価値を体感して
いただき、SNS等による情報発信をしていただく予定です。

　第１期目のモニタリングに先立ち、令和２年４月３日、４日の
２日間にわたり「回生電動アシスト自転車の取り扱い説明」や

「自転車の安全運転に係る講習」と併せて自転車の引き渡し会を
実施し、事業をスタートしました。
　なお、引き渡し会では新型コロナウイルス感染症対策に最大限
配慮し、集合型講習は行わず、時間帯を区切り個別説明を屋外で
実施しました。

自転車のある生活で日常に新しい発見を
群馬県前橋市でシェアサイクルを目指して市民モニタリング事業始動!!

第85回日商リテールマーケティング（販売士）
検定試験１級　狭き門を見事に突破‼

　令和２年２月19日（水）施行の第85回
日商リテールマーケティング（販売士）検
定試験１級合格者が発表されました。
　前橋商工会議所管内では、２年ぶりの
快挙で１名の方が合格いたしました。

　合格者名：石橋　広仲　様【サンワファブテック株式会社】

　この１級検定試験は、販売技術や接客技術、在庫管理やマー
ケティング等の小売業では必要とされる知識のみならず、経営
計画や財務予測と分析、社内の環境整備に至るまで、経営管理
に対する適切な判断の修得を求めている資格であり、“販売のス
ペシャリスト”とも言われております。
　今回の検定試験では、全国で909名が受験し、194名が合格。
その合格率21.3％と難易度が高く社会的認知度も高い検定試
験です。

鋼構造物工事業
国土交通大臣認定工場Ｍグレード

タカハシ建鉄

〒371-0217
前橋市粕川町西田面313-1
TEL （027）285ｰ2226（代）
FAX （027）285ｰ5024
http://www.takahashi-kentetsu.jp株式会社


