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INFORMATION

日　　時  ９月９日（水）　10:00～16:00
会　　場  ベイシア文化ホール　５階 505・506会議室
講　　師  ㈲マスエージェント　代表取締役　林 忠史　氏
対　　象  経理・財務担当者
定　　員  20名（先着順　定員になり次第締め切ります）
受 講 料  1,000円(税込)
お申込み   同封の申込用紙（チラシ）に必要事項を記入のうえFax

（027-234-8031）にてお申し込みください。
お問合せ  前橋商工会議所 経営支援課　Tel. 027-234-5115

第60回前橋市発明考案展　作品大募集！
～あなたの「アイデア」を形にしませんか？『総務担当者セミナー』を開催！

永年勤続従業員・企業貢献技術者等の表彰者推薦

　本展は市内小中学校の児童・生徒の皆様をはじめ、幅広い年
代の方にご参加いただいております。奮ってご応募ください。

応募資格  前橋市内在住の方、または本市に住所を有する大学・
専門学校の学生、事業所の従業員の方
募集作品  現品または雛形見本とし、危険物、不衛生または公安
秩序を害するものを除く作品であること。詳細は当所ホームペ
ージをご覧ください。
展　　示  応募作品は９月26日（土）～９月27日（日）に前橋市児
童文化センター（前橋市西片貝町5-8）にて展示いたします。
お申込み
所定の申込書を８月31日（月）までに前橋発明協会事務局まで持
参または送付ください。応募作品は９月25日（金）に前橋市児童
文化センターへ搬入してください。
お問合せ  
前橋発明協会（前橋商工会議所　産業振興課内）
Tel. 027-234-5100

　前橋市と前橋商工会議所、前橋東部商工会、富士見商工会では市内の事業所に勤務されている永年勤続従業員と企業貢献技
術者等の皆様を表彰します。事業主または事業主が所属する同業団体の代表者は、下記に該当する方をご推薦ください。
　なお、表彰式は11月５日（木）午前10時から前橋テルサ２階ホールで行います。
　新型コロナウイルス感染症の状況によって、表彰式が中止となる可能性がありますので、ご了承ください。その際は、別途
通知します。表彰式を中止する場合でも、被表彰者には別の方法により賞状及び記念品を贈呈します。

対　　象  次のいずれかに該当する方。ただし、永年勤続表彰につ
いては、自営業者、企業の経営者や役員、その子ども・兄弟等、
パート従業員、過去に表彰された方は除きます。

お申込み   同封の推薦書に必要事項を記入し、下記推薦書配布場所
へ直接お持ちいただくか、ご郵送ください。

■推薦書の配布場所
　推薦書は、前橋市産業政策課、前橋商工会議所、前橋東部商工会、
富士見商工会の窓口にて配布。推薦書は前橋市、前橋商工会議所
のホームページからダウンロードが可能です。
・前橋市産業政策課　Tel. 027-898-6985
・前橋東部商工会　　Tel. 027-283-2422
・富士見商工会　　　Tel. 027-288-2593
締め切り  ９月４日（金）
お問合せ  
永年勤続表彰：前橋商工会議所 経営支援課　
Tel. 027-234-5115
企業貢献技術者等表彰：前橋商工会議所 産業振興課　
Tel. 027-234-5100

　業種を問わず中小企業において総務部門は経理から労務管理ま
で幅広く対応しながら経営者を補佐する役割を担うとともに、各
部門が機能しやすいようにサポートしていかなければなりません。
　そこで本セミナーでは、総務担当者の方々を対象に煩雑な業
務を滞りなく処理するための日常業務の見直しとさらに一歩進
んだ業務処理法を習得していただきます。
※ 新型コロナウイルス感染拡大の状況により、開催中止又は延

期となる場合もありますことをご了承ください。

〈永年勤続表彰〉
① 市内の事業所等の従業員で勤務成績が優秀で他の模範となり、同

一事業所に10年以上勤務している方。
②①の条件を満たし、同一事業所に20年以上勤務している方。
③同一事業所に30年以上勤務し、特に功労がある方。

〈企業貢献技術者等表彰〉
　市内の事業所等に勤務する技術者等で、企業内の合理化・省力化・
技術改善・新製品開発・サービス向上等に取り組み、その結果企業の
発展に著しく貢献し、かつ勤務成績が優秀で他の模範となる方。
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日　　時  ８月26日（水）　16:00～17:30
内　　容  

〈第１部〉『待ったなし。地方こそ、ビジネスをDXにシフトせよ。』
　講師：(一社)日本RPA協会 代表理事 大角 暢之 氏

〈第２部〉『少子高齢化時代の必須ビジネスツール・RPA活用術』
　講師：㈱エクスブレーン 代表取締役社長 石田　有 氏
開催方法  オンライン　※アクセス方法は申込後に連絡
定　　員  100人　※参加費無料
お申込み   同封のチラシをご覧いただき、ウェブサイトからか

FAXにてお申し込みください
お問合せ  前橋商工会議所　経営支援課　Tel. 027-234-5115

INFORMATION

あなたの経営課題を専門家が応援します！
～エキスパートバンクのご案内～

経営課題と事業継続力強化に関する
ウェブアンケートにご協力ください！

自然災害・新型コロナから会社を守るための
事業継続力強化オンラインセミナー

　エキスパートバンクは小規模事業者が経営において抱える幅
広い課題に対して、専門のノウハウを持つ専門家を当所が派遣し、
具体的かつ実践的な解決策等を指導助言するものです。

　前橋市、前橋商工会議所、東京海上日動火災保険（株）群馬支
店では、水害や地震、コロナウイルス等の有事が発生した際の
対応策（減災・防災の取り組み）など、事業所の事業継続力強化
に向けた支援を行っております。
　そこで今回、ウィズコロナ時代における経営課題と事業継続
力強化の取り組み状況を把握するべく調査を行っております。
今後の各種支援策の企画立案や経営課題に対する支援実施のた
めの基礎資料として活用いたします。ご回答へのご協力のほど
お願いします。

　新型コロナウイルス感染症拡大で経済活動が停滞するなか、
感染症拡大防止策だけでなく、自然災害への備えも求められます。
もし備えを疎かにしてしまい、有事の際にうまく対処できなけ
れば取引先や顧客からの信頼を失う可能性があります。
　そこで災害や感染症拡大による経営リスク、事業継続力強化
のための方策の必要性、ウィズコロナ時代の危機対策などをト
ピックにしたセミナーを開催します。

支援内容   経営全般・生産管理、商品開発・販路開拓・販売促
進・店舗改善、デザイン、情報化・労務管理知財、法
務など

申込対象  当所管内の小規模事業者
派遣回数  原則、１回（２時間）まで
申込方法   事前に商工会議所までお電話にてご相談ください。なお、

ご利用にあたり専用の申込書の提出をお願いします。
お問合せ  前橋商工会議所　経営支援課
　　　　 Tel. 027-234-5115
■詳細はウェブサイトをご覧ください

回　　答  下のQRコードから回答フォームにお進みください
　　　　 当所ウェブサイトからもご回答できます
主　　体   前橋市、前橋商工会議所、東京海上日動

火災保険（株）群馬支店
期　　間  ８月20日（木）まで
お問合せ  前橋商工会議所　経営支援課
　　　　 Tel. 027-234-5115

RPA活用ウェビナーのお知らせ
待ったなし 地方こそ、ビジネスをDXに
シフトせよ

日　　時  ９月７日（月）　14:00～15:30 
講　　師  坂本 憲幸氏
　　　　（東京海上日動リスクコンサルティング㈱ 主幹研究員）
開催方法  オンライン　※アクセス方法は申込後に連絡
定　　員  100人　※参加費無料
お申込み   同封のチラシをご覧いただき、ウェブサイトからか

FAXにてお申し込みください
お問合せ  前橋商工会議所　経営支援課　Tel. 027-234-5115

　ビジネスの場面にてIT活用による生産性向上は必要不可欠な
取り組みです。そこで、最近話題になっているDXシフトやRPA
導入による効果を中心に解説しつつ、IT導入補助金の活用事例
も紹介するオンラインセミナーを開催します。
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　前橋市では、自然災害で事業用建物や事業用設備等に被害があ
った場合に、これを証明する「罹災証明書」及び本市に届け出た
事実を証明する「被災届出証明書」を交付しています。これらの
証明書は、保険の申請などの手続きに必要となる場合があります。
申請には、片付ける前の被害状況を写真で撮影するなど、記録を
残しておく必要があります。

「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

事業用資産が被災したときは
罹災証明書を交付します

　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。

必要書類
　申請書（前橋市ホームページでダウンロードできます）、被害
の分かる写真（被災建物全体が撮影されたものと、被災部分が
拡大撮影されたもの、各１～２枚添付）、修理に係る書類（見積
書・領収書）
申 請 先
＜事業用設備等＞市役所産業政策課
＜事 業 用 建 物＞市役所資産税課
このほか、各支所・市民サービスセンターでも申請できます。
お問合せ
産業政策課　Tel. 027-898-6983
資産税課　　Tel. 027-898-6218・027-898-6219

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

　７月１日よりはじまった「かき氷FES2020」。コロナウイル
ス感染症の影響により、夏のイベントが中止となる中、前橋の
まちじゅうでは新しい夏の楽しみ方の1つとしてかき氷の食べ歩
きイベントが始まっています。各飲食店がお店の特色に合わせ
たオリジナルの今まで見たことないトッピングやソースなど自
慢の夏のスイーツ、かき氷をご用意しています！SNSを利用し
たポイントカードもあり。
　暑い夏でも今年の夏はかき氷で熱くなって下さい！

かき氷FES2020 開催中

参加店舗
HPより、随時紹介しておりますので
ご確認ください。
https://kakigorifes.com/
※「かき氷FES」で検索してください。

イベント期間  9月30日（水）まで
お問合せ
かき氷FES2020事務局 　
MAIL：kakigorifes2020@hotmail.com
担 当：堤

中小企業庁からのお知らせ
経営相談をオンラインで行います！

　事業者様の事務所から、企業経営・中小企業施策等の専門家に
無料で相談が可能です。ぜひご利用ください！

ご相談内容の例
◦ 資金繰り（政府系金融機関による融資、民間金融機関による信用

保証付融資）
◦設備投資・販路開拓（生産性革命推進事業、販路開拓支援）
◦経営環境の整備（雇用関連、事業継続力の強化）等

ご相談方法
① 申し込み：オンライン窓口（下記URL）にアクセスし、申込フォ

ームに内容を記入してください。
② 相談日時の決定：相談日時が決まりましたら、事務局よりメー

ルにてご連絡します。
③ オンライン相談の実施：指定した日時になりました

ら、メールにてご連絡したURLにてご参加ください。

URL https://hojyokin.work/keieisoudan
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　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。

【令和２年９月の開催予定コース】
コース名 日　　　時

2D-CAD活用技術(設定編) ９/５(土)、12(土)
 9:00～16:30

JIS溶接技能者評価試験準備講習
半自動溶接(SA-2F等)

９/７(月)～10(木)
 17:00～20:15

Jw_cad入門② ９/８(火)、15(火)
 9:00～16:30

簿記入門プラス　　～期末の決算
手続の基礎知識を学びます～

９/９(水)、16(水)
 9:00～16:30

Word&Excelビジネス実践講習① ９/17(木)、24(木)
 9:00～16:30

＊応募は先着順で、受講料は１コース１人￥9,600です。
＊ 募集締切日や、応募方法等について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。

　放送大学はテレビ・インターネットを利用して授業を行う通信
制の大学です。働きながら学んで大学を卒業したい、学びを楽し
みたいなど、様々な目的で幅広い世代や職業の方が学んでいます。
ただいま2020年10月入学生を募集しています。詳しい資料を無
料で送付いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

募集学生の種類  
-教養学部- 科目履修生（６ヶ月在学し、希望する科目を履修）
 選科履修生（１年間在学し、希望する科目を履修）
 全科履修生（４年以上在学し、卒業を目指す）
-大 学 院- 修士科目生（６ヶ月在学し、希望する科目を履修）
 修士選科生（１年間在学し、希望する科目を履修）
出願期間  第１回：６月10日（水）～８月31日（月）
　　　　  第２回：９月１日（火）～９月15日（火）
　　　　  （インターネットでの出願も受け付けています）

　群馬県では、障害の影響により職場へ出勤することが困難な障
害者の就労機会を拡大するため、障害者のスマートワーク（テレワ
ーク）支援に取り組んでいます。
　現在、県内の企業・事業所を対象にアンケート調査を実施して
いますので、御協力をお願いします。
１．アンケート調査の対象
群馬県内に法人の本拠地が所在する企業・事業所
※ 県内に複数の事業所がある場合は、事業所ごとに御回答される

のではなく、代表する１事業所が御回答ください。
２．回答方法
ぐんま電子申請受付システムにて御回答ください。

（回答方法の詳細は群馬県ホームページを御確認ください：
https://www.pref.gunma.jp/06/g22g_00169.html）
３．回答期限
令和２年８月14日（金）

　群馬県では、県内外の学生等に対して県内企業情報を発信する
ため、ジョブカフェぐんまＨＰ内に企業紹介動画を掲載する動画
サイトを開設しました。このページには、県主催オンライン企業
説明会等を記録した動画のほか、県内企業が独自に作成した企業
紹介動画についても掲載し、情報の充実を図っていきます。
　動画について、随時募集していますので、県内企業の皆様には、
ぜひこのページを活用いただき、人材の確保にお役立てください。
動画掲載費用は、無料です。
掲載場所  ジョブカフェぐんまHP内「みんなで知ろう。群馬の企
業紹介動画！」(URL：https://www.wakamono.jp/movie/index.php)

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 県内企業紹介動画の募集

放送大学10月入学生募集中！ 障害者スマートワーク（テレワーク）
アンケート調査に御協力ください

お問合せ  
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 https://maetech.ac.jp/

お問合せ  放送大学群馬学習センター
〒371-0032　前橋市若宮町１-13-２
Tel. 027-230-1085　URL https://www.ouj.ac.jp

お問合せ
群馬県労働政策課障害者就労支援係
Tel. 027-226-3403

お問合せ  群馬県労働政策課労働力確保対策室人材誘致係
Tel. 027-226-3408

INFORMATION

☆ 申請書や動画掲載手続などの
詳細はこちら

☆ ジョブカフェぐんま企業紹介
動画ページはこちら

（群馬県ＨＰ） （企業紹介動画ページ）


