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INFORMATION

　本年の第72回前橋まつりは、10月10日(土)、11日(日)開催
を予定していましたが、新型コロナウイルスの感染拡大防止及び、
来場のお客様や市民の皆様の安全を最優先とし、去る6月2日
(火)の実施委員会決議を経て中止を決定いたしました。
　まつり行事の遂行に際しては、参加者及び来場者には老若男
女を問わず不特定多数の市民が係る大規模イベントであり、
万一、クラスターが発生した場合の感染経路確認等への対応が
極めて困難であり、感染拡大リスクを払拭するに至りませんで
した。
　現状を踏まえ総合的な判断から、やむなく中止することと致
しましたのでご理解くださいますようお願い申し上げます。

令和2年度　第72回前橋まつり
中止のお知らせ

お問合せ  
前橋まつり実施委員会
前橋商工会議所　産業振興課　Tel. 027-234-5109

　現在、「小規模事業者持続化補助金」が公募中です。本補助金は、
一般型（50万円）とコロナ特別対応型（100万円）の2種類があり
ます。一般型は、これまでの小規模事業者持続化補助金と同様、
経営計画に基づき進める地道な販路開拓等の取り組みを支援す
るものであり、コロナ特別対応型は、コロナによる影響を乗り
越えるために前向きな投資（テレワーク環境の整備等）を行いな
がら販路開拓等に取り組む事業者への重点的な支援を図るもの
です。 
　なお、本補助金の採択者には、事業者が事業再開に向け、業
種別ガイドライン等に基づき必要最小限の感染防止対策を行う
取り組みについて補助する「事業再開枠」が活用できます。

詳細は右のQRコードからご覧ください。

「小規模事業者持続化補助金」
受付中

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

前橋商工会議所『ポエム共済』についてのお知らせ
「新型コロナウイルス感染症」による万一の場合、災害保険金の支払対象となりました!!

　新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さま、また、感染拡大によりご不安な日常生活や事業運営を余儀なくされていらっしゃる皆
さまに、謹んでお見舞い申し上げます。
　さて、当所生命共済制度『ポエム共済』に関して、新型コロナウイルス感染症(※)を直接の原因として死亡された場合に災害保険金
お支払い対象とさせていただくことが決定いたしました。

(※) 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令（令和２年政令第11号）第１条に定める新型コロナウイルス感染症をいいます。

　『ポエム共済』は、１口あたりの掛金800円(50歳の例)で、病気死亡50万円、災害死亡250万円(新型コロナウイルス感染症も対象)
を始めとして、さまざまな保障やお見舞金などが得られます。ぜひこの機会に加入・増口をご検討ください。
■災害保険金・災害高度障害保険金の支払要件
　 対象期間中に「新型コロナウイルス感染症」を直接の原因として死亡または高度障害状態に該当した場合。

※医師の診断を必要とします。
■対象期間：これまでに支払事由に該当した方についても、遡及して適用となります。
■ご加入にあたっては同封のポエム共済パンフレット、重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報）を必ずご覧ください。

お問合せ  
前橋商工会議所　総務課　Tel. 027-234-5111
引受保険会社  
アクサ生命保険株式会社　前橋営業所　Tel. 027-234-3317
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令和２年春の叙勲「旭日双光章」
受章おめでとうございます

　国または公共に対し、功労のある方
を表彰する令和２年春の叙勲の受章者
が４月29日に発表され、当所監事の立
見丈夫氏が受章されました。

市内事業者の事業継続に向けた
緊急要望書を前橋市へ提出

　前橋商工会議所は新型コロナウイル
ス感染症により刻一刻と変化する現場
の声を踏まえ、去る令和２年６月２日

（火）に会頭、専務理事にて「新型コロ
ナウイルスの影響長期化を踏まえて市
内事業者の事業継続に向けた緊急要望
について」を山本龍前橋市長に提出い
たしました。
提出した要望事項の表題は次のとおりです。

１．倒産・廃業を防ぐためのさらなる支援
２．感染拡大防止と経済社会活動の両立支援
３．今後の需要喚起・供給力向上への支援

緊急要望の詳細は前橋商工会議所のホームページ
(http://www.maebashi-cci.or.jp)に掲載しております。

受発注企業エントリー募集中　「ザ・商談！し・ご・と発掘市」

　関東を中心とした商工会議所が連携して開催する完全予約制の受発注商談会です。仕事を受けたい・新規取引先を開拓したい受注希
望企業の皆様と、外注先を探している等で発注案件をお持ちの発注企業の皆様のお申込みをお待ちしております。

開催日  10月９日(金)
会　場   東京都立産業貿易センター浜松町館（東京都港区海岸

1-7-1）
参加資格   【発注企業】金属製品、機械器具、関連業種(加工・

組立・試作・供給)、樹脂成形・加工、その他関連工
事等の発注案件を持つ製造業者

  【受注希望企業】次のような技術を持ち、発注企業の
案件に対応可能な主催商工会議所エリア内及び関東
近県の製造業者

  （切削、研削、プレス、製缶、板金、溶接、鋳造、鍛造、
金型、治工具、塗装、めっき、熱処理、機械組立、電
機組立、樹脂加工、設計など）

参加費用  【発注企業】無料
  【受注希望企業】エントリー無料。当日商談に至った場合、

商談数に応じて以下の参加費をお支払いいただきます。

・前橋商工会議所会員事業所：1,000円／件
・主催商工会議所会員事業所以外：2,000円／件
募集企業数  【発注企業】：60社、【受注希望企業】300社　※共に先着順
募集締切  【発注企業】：7月10日(金)、【受注希望企業】7月16日(木)
申込方法  東京商工会議所 HPよりお申込みください。
https://www.tokyo-cci.or.jp/market/shoudan/industry/outline/

【発注企業】参加申込書をダウンロードし、必要事項をご記入
の上、東商事務局にお送りください。

【受注希望企業】上記サイトからエントリーしてください。（メ
ールアドレス入力必須）
※ エントリー並びに参加申込みは、希望する企業との商談、な

らびに取引を約束するものではありませんのでご注意くださ
い。

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

　土木建築工事などを手掛ける立見建
設株式会社を経営し、（一社）群馬県建設
業協会では要職を務められておりまし
た。
　また、当所では平成28年より監事を
務め、業務執行状況等の監査にご尽力
いただいております。

監事　立見　丈夫氏

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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プラスチック製買物袋
有料化がスタート! 

「地域うまいもんマルシェ」 
日本百貨店しょくひんかん  出店者募集

　７月１日より、海洋プラスチックのごみ問題、地球温暖化など
の解決に向けた第一歩として、マイバッグの持参など、消費者の
ライフスタイルの変革を促すことを目的に、プラスチック製買物
袋の有料化がスタートします。

対象となる事業者  
プラスチック製買物袋を扱う小売業を営むすべての事業者です。
※ 法令の対象外の業種であっても自主的取り組みとして有料化を

実施することが推奨されています。
対象となる買物袋  
以下の４点を満たすもの
①プラスチック素材である
②持ち手がある
③商品を入れるものである
④消費者が辞退出来るものである
※ 一部例外もあります。詳しくはコチラ→

　自社の“自慢の逸品”を、東京・秋
葉原の「日本百貨店しょくひんかん」と
連携し「地域うまいもんマルシェ」と
して販売会をいたします。この事業では、
出店をきっかけに日本百貨店の常設販
売に採用された実績もあります。
※ 日本百貨店自体の営業状況によっては開催できない場合があり

ますのでご了承ください。
出店期間  11月24日（火）～11月30日（月）　
会　　場  日本百貨店しょくひんかん
  東京都千代田区神田練塀町８-２ CHABARA内
 （JR秋葉原駅より徒歩３分）
出 店 数  飲食商品を扱う２店舗
出 店 料  無料　※売上げの20％を日本百貨店に支払いあり
申込期限  ９月末日
お問合せ  前橋商工会議所　産業振興課　Tel. 027-234-5109

　前橋商工会議所では、会員事業所の皆様の経営をインタ
ーネットを通じてサポートする、会員限定のWEBセミナー
を提供しております。
　WEBセミナーとは、インターネットで映像コンテンツを
視聴することにより、様々な経営情報が取得できるサービ
スです。
　いつでも、どこでも、無料で、映像と音声による本格的
なセミナーが受講できます。
　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、「３密」を避
ける要請が続く中、ぜひご活用し、経営にお役立てください。
　視聴は前橋商工会議所のホームページからお入りいただ
けます。ご利用にはIDとパスワードが必要となりますので、
登録フォームより申請ください。

（※本サービスのコンテンツ及び配信システムは株式会社ブレーン（東京
都港区）の提供によります。）

ご利用にはIDとパスワードが必要です。
ご登録はこちら

会員限定　いつでも どこでも 無料で視聴可能　
経営に役立つ「WEBセミナー」のご案内

人気の講座
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　前橋市では、令和２年５月より、自転車通勤を促進している市内の事業者に対し感謝状を贈呈いたします。また、希望に応じ無料の交通安
全教室の開催や、前橋市HP上で紹介させていただきます。
　自転車通勤をしている従業員がいらっしゃる事業者様はぜひご応募ください。

　群馬弁護士会が中小企業・事業者向けに電話による無料法律相談会を開催します。
　債権回収、雇用問題、クレーム対策、契約内容の検討、事業承継などの問題や新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、中小企業・小
規模事業者の方々が抱えている資金繰り問題や損害賠償その他の法律問題について弁護士が相談に乗ります。気になることや分からないこと
などお気軽にお電話ください。

健康でエコ！自転車通勤促進事業者へ感謝状を贈呈します！

弁護士による中小企業・事業者向け無料電話法律相談会を開催します

条　件  
前橋市内にある事業所で、次の①～④を満たすこと
① 自転車通勤を認めていること
② 自転車通勤者への特典があること
③ 自転車通勤者の自転車保険加入を義務付けていること
④  自転車通勤利用計画（３ヵ年）を立て、実現に向けて努力して

いること
申請方法  
申請書類（申請書及び実施計画書）を交通政策課へ提出してくだ
さい。
申請書類は前橋市HPよりダウンロードしていただくか、下記
の問合せ先へご連絡ください。 
お問合せ  
前橋市庁舎５階（前橋市大手町2-12-1）
前橋市役所 交通政策課 交通安全・サイクルプロモーション係 

開催日時  
　７月20日(月)　13:00～16:00
　７月21日(火)　13:00～16:00
　７月22日(水)　13:00～16:00
相 談 料  無料
事前予約  不要
●いずれの日程の相談も電話による相談となります。

群馬弁護士会　Tel. 027-226-5005　
※ ご相談が込み合い、電話が通じないこともあります。あらか

じめご了承ください。

INFORMATION

Tel. 027-898-6263（直通）／Fax 027-224-3003
mail koutsuu-seisaku@city.maebashi.gunma.jp
前橋市ホームページURL
https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/seisaku/
kotsuseisaku/oshirase/24190.html
◆自転車通勤を導入すると、メリットはこんなに…
事業者メリット
　(1)経費の削減
　(2)生産性の向上
　(3)イメージアップ
　(4)雇用の拡大
従業員メリット
　(1)通勤時間の短縮
　(2)身体面の健康増進
　(3)精神面の健康増進

※ なお、群馬弁護士会では、左記期間に限らず、下記の要領で、
中小企業・事業者の方々からの相談に対応しております。

受付時間
●平日（祝日を除く）10:00～12:00／13:00～16:00
●電話番号（下記のいずれの番号からでも結構です）
・群馬弁護士会中小企業リーガルサポートセンターぐんま
　Tel. 027-233-2900
・日本弁護士連合会ひまわりほっとダイヤル
　Tel. 0570-001-240
● お名前、連絡先などの基本情報をお伝え頂き、折り返し、お

近くの地域の弁護士がお電話します。
●初回30分無料です。


