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令和３年度 商工業振興対策等に関する要望書を前橋市長へ提出
　前橋商工会議所は、地域の総合経済団体として役割を果たすべく、地域中小企業の成長を全力で後押しするとともに、
前橋の地域力を生かした安心・安全で暮らしやすいまちづくりを推進しております。現在はコロナ禍の大変厳しい状況
でございますが、令和３年度においても商工業振興等について積極的な施策や予算措置を実施していただき、事業運営
にご配慮いただけるよう、去る令和２年９月10日（木）に正副会頭、組織運営委員会委員長、専務理事が前橋市長並びに
前橋市議会議長に「令和３年度商工業振興対策等に関する要望書」を提出いたしました。要望事項は以下の通りです。
� ※アンダーラインは重点項目

■まちの顔を創る
１．	中心市街地の賑わい創出事業について
２．�新しい価値の創造（めぶく）を実施するための民間による様々
な取り組みへの積極的な支援について

３．中心市街地活性化法に基づく計画認定について
４．多極ネットワーク型コンパクトシティの更なる推進
５．芸術・文化施設の情報集約と周知について
■ブランドイメージを創る
１．�歴史的・文化的施設等の観光事業等への積極的な利活用につ
いて

２．�各種メディアを活用した積極的な前橋の更なる情報発信強化
について

３．観光関連産業への支援メニューの創設と拡充について
■快適なまちを創る
１．市内公共交通網の整備について
２．交通安全・交通マナーアップに関する対策の充実について
３．前橋市内主要道路網の整備について
４．ＪＲ両毛線を基軸とした群馬県内鉄道網の充実について
５．�まちなかキャンパス受講者のマイバス利用促進に関する支援
について

■安心・安全なまちを創る
１．��５Ｇ等の最新技術を全国に先駆けて活用するための環境整備
について

２．前橋版ＣＣＲＣの積極的な推進について
３．�「健康医療都市・まえばし」を実現するための積極的な施策の
展開と支援について

４．�地域の特性に応じた「地域包括ケアシステム」のさらなる構
築について

５．災害等緊急時に対応する危機管理体制の整備について
６．�使用されていない老朽空き家の有効活用等に向けた支援につ
いて

■商業振興
１．生産性向上のためのIT化推進補助金のさらなる拡充について

２．�産業用団地の早期事業化と物流基地等の企業誘致、並びに救
援物資ロジスティクス・ネットワーク等の体制強化について

３．�買い物弱者対策支援制度の充実と「移動スーパー」の実施に
係る助成制度の創設について

■工業振興
１．企業誘致の推進について
２．製造業に特化した助成制度の創設について
■企業支援
１．産業人材の採用・確保への支援について
２．外国人材の受け入れ体制の整備について
３．人材雇用支援について
４．小口資金における信用保証料の全額補助期間の延長について
５．事業所税の減免措置期間終了に伴う助成制度の創設について
６．�前橋市中小企業経営振興資金特別融資（経営安定資金）の据置
期間の延長について

７．前橋市テレワーク環境整備促進補助金の拡充について
８．�食品製造事業者の危機管理（機器整備、衛生・品質管理）体制
強化に対する財政等の支援について

９．�「地域経済分析システム（ＲＥＳＡＳ（リーサス））」の利便性向
上の働きかけ並びに利用促進の周知への支援について

10．建設関連業界への新規就職者の増加を図る施策について
11．�建設関連業界（測量、設計、点検、調査業を含む）の健全育成
支援について

12．�公共的建築物への県産材の積極的な活用並びに森林の健全育
成について

■成長産業振興
１．ごみ減量化の啓蒙活動強化並びにごみ集積場所の整備について
２．�「フロン排出抑制法」の適正な運用を図るための周知及び指導
の徹底について

１．�2021年度群馬県商工会議所議員大会前橋大会への財政支援
について

２．�2021年度に向けた「三大まつり並びに前橋花火大会」の運
営体制の見直しについて

山本市長へ提出まちづくり振興

産業振興

その他の要望
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　群馬県内の中小・小規模事業者の意見として各業界から提出
された令和３年度に向けた要望を（一社）群馬県商工会議所連合
会にて協議し、去る７月30日（木）に開催された政策決定会議に
て要望事項を決議いたしました。決議された要望事項は、群馬
県内商工会議所会頭が、国・県・関係機関等へ陳情いたします。
【令和２年度　要望事項重点項目】
●�経営支援体制の充実強化並びに小規模事業経営支援事業費補助金
の拡充について
●�電力の低価格・安定供給体制の確立と省エネ支援策の拡充について
●�新型コロナ緊急経済対策と連携した地場産品の販売促進と利活用
推進等による地域活性化について
●中心市街地活性化対策等の拡充と街なか居住の推進について
●７つの交通軸構想の推進と関連道路等の整備促進について
●中小企業金融対策
●�「アフターコロナ」を見据えた雇用維持と産業人材の採用・確保
への支援拡充について
●�観光関連産業への継続的支援と「ウィズコロナ」に向けた対応に
ついて

　当所では、平成28年11月に「組織ビジョン」を作成し、2020
年度（令和２年度）を目標年度に、商工会議所の価値を高め、地域
に必要とされ信頼される商工会議所を目指し事業を推進しており
ます。なかでも「組織率の向上」を目指し取り組んでおり、組織
率の向上を図ることにより、重要なコミュニティとしての精度が
あがり多くの地域事業者の声を伺うことにもつながり、政策提言
要望にもつながります。
　今般の新型コロナウイルス感染症に対しては、緊急要望を前橋
市に提出、前橋市の制度融資や群馬県のストップコロナ！対策認
定制度の申請窓口としての支援、また、当所独自のコロナウイル
ス“グッド・バイ”セールス・キャンペーンの企画等、商工会議
所は少なからず地域に求められているものと感じております。
　現在、当所では会員増強キャンペーンを実施しております。お
知り合いで商工会議所に未加入の事業所がございましたら、ぜひ
ご紹介をいただきますようよろしくお願いいたします。

� （実施期間：９月15日（火）～11月30日（月））
　『商工会議所福祉制度』は、経営者・役員の皆様の保障や退
職金準備他、入院・介護・老後に備えた様々な保障ニーズにお
応えするものであり、この制度を会員の皆様にご理解いただき、
会員事業所の福祉向上にお役立ていただくために本キャンペー
ンを実施いたします。
　商工会議所職員とアクサ生命保険株式会社（提携保険会社）の
担当社員がお伺いした際には、ご説明のお時間をいただけます
ようお願い申し上げます。
　この機会に福利厚生制度の充実を是非ご検討ください。

　業種を問わず、企業経営に欠かすことのできない「経理」。本講
座では、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書の見
方や活用方法を理解したうえで、作成した決算書をどのように会
社経営に活かしていくかを習得する内容です。参加人数に限りが
ございますので、お早めにお申し込みください。

令和２年度　国・県・関係機関等
への要望について

前橋商工会議所
会員増強キャンペーン実施中!

商工会議所福祉制度キャンペーン
実施のお知らせ!! 経理実務講座《中級編》  開催！

お問合せ
前橋商工会議所�総務課　Tel.�027-234-5111

お問合せ　
前橋商工会議所�総務課
Tel.�027-234-5111
アクサ生命保険株式会社�前橋営業所
Tel.�027-234-3317

日　時 　11月12日（木）
　　　　　10:00～16:00

会　場 　ベイシア文化ホール　５階�505・506会議室
講　師 　林�忠史　氏（㈲マスエージェント　代表取締役）
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）（テキスト代�他）
主　催 　前橋商工会議所

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

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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女性会活動報告

群馬県商工会議所女性会連合会講演会開催！
　去る８月28日、群馬県商工会議所女性会連合会主催による講演会が当所にて開催されま
した。
　「会員卓話」と題した今回は、前橋商工会議所女性会会員であり、外務大臣政務官・衆議
院議員である尾身朝子氏を講師に、「昨今の国内・世界情勢について」と題し、日本の外交
の状況や、コロナ禍での各国の社会情勢や働き方改革・テレワーク等幅広い話題について
わかりやすくお話いただきました。質疑を含めておよそ１時間半、参加した県内女性会会
員30名も熱心に聞き入りました。

前橋商工会議所女性会全体会議（勉強会）開催！
　去る９月17日、前橋商工会議所女性会では、山本龍前橋市長を講師にお招きして全体会
議（勉強会）を開催いたしました。
　「前橋市のプロジェクト展望」と題し、前橋市が現在進めている、また今後予定している
まちづくりプロジェクトや産業施策についておよそ１時間にわたりお話を伺いました。
　「スーパーシティ構想」や「スローシティ構想」によるまちづくり、中心市街地の動きな
ど前橋市のまちづくりについての方向性や、地域と産業振興の諸施策について具体的なお
話を伺いました。

　毎年11月一の酉日に開催され
る「酉の市祭り」は、150年以上
もつづく伝統のお祭りです。「お
酉さま」と呼ばれ、今年は11月
２日に開催します。コロナウイル
ス感染症の対処を行い安心・安全
な祭りとして開催します。
　是非、開運の前橋酉の市祭り（お酉さま）にご来場ください。

前橋大酉祭開催！
（お酉さま）

　技能検定は、働く人の技能の習得段階を評価する国家検定制
度です。
■申請期間等
　�10月５日（月）から10月16日（金）までの期
間に職業能力開発協会にて受付

■試験会場・受検資格・受検手数料
　受検する級や職種によって異なります。
　�２級・３級の実技試験を受検する35歳未満の方(令和２年４
月１日現在)の受検手数料が軽減されます。また令和元年10
月１日より、実技試験の受検手数料が改定されました。
　詳細については、表記の電話番号までお問い合わせください。
■技能検定合格のメリット
　○「技能士」と名乗ることができます。
　○�技能士であることが高い技術力を持つ証明となり、顧客か
ら信頼を得られることが期待されます。

■受検申請書配布・問合せ先
　群馬県職業能力開発協会�伊勢崎市宮子町1211-１
　Tel.�0270-23-7761
　群馬県庁�労働政策課　Tel.�027-226-3414

令和２年度 後期技能検定について
群馬県職業能力開発協会からのお知らせ

日　時 　11月２日（月）　11:00～18:00
会　場 　熊野神社境内とその周辺区域
　　　　　（前橋市千代田町３丁目）

内　容 　・酉の市、熊手市
　　　　　・前橋広域物産展示大特売会
　　　　　・�「熊野八咫烏獅子神楽伝承会」による疫病退散の

神楽公演
　　　　　・コロナにきっと勝つ（串カツ）の無料配布
お問合せ　前橋酉の市祭実施委員会
　　　　　Tel.�027-231-5644（大川）

【 〒371-0801  前橋市文京町2-9-19   TEL（027）260-8111  FAX（027）260-8122 】

人事・労務の専門家　信頼できるビジネスパートナー

社会保険労務士法人
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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11月の開催予定コース】

コース名 日　　　時

ＳＮＳ活用による情報発信入門 11/5（木）、12（木）
� 9:00～16:30

マシニングセンタのプログラム・
段取り・加工入門

11/10（火）～13（金）
� 17:00～20:15

JIS溶接技能者評価試験準備講習
TIG溶接（アルミニウムTN-1F）

11/16（月）～19（木）
� 17:00～20:15

第二種電気工事士
技能試験準備講習（下期）

11/17（火）、18（水）､ 24（火）、
25（水）� 18:00～21:20

第一種電気工事士技能試験準備講習 11/21（土）、28（土）
� 9:00～16:30

＊応募は先着順で、受講料は１コース１人9,600円です。
＊�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。

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

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/

INFORMATION

【事業者用】
対 象 者 　前橋市内で事業を営む中小企業者等で、ＵＩＪターン就
職者用の対象となる方を雇用し、かつ、市税に滞納がない事業者。
交付金額　対象労働者１人につき３万円
なお、１事業所につき、15万円（対象労働者５人）を上限とします。
申請方法　対象労働者を正規雇用し（転入日が雇用開始日より遅い
場合は転入後）６か月経過した日から３か月以内又は３月31日のい
ずれか早い日までに、前橋市ホームページにある様式（書類）に基づ
き申請してください。
【ＵＩＪターン就職者用】

対 象 者 　次のいずれにも該当する40歳未満の方を対象とします。
１　�次の各号のいずれかに該当し、令和元年７月２日以降に前橋市
内で事業を営む中小企業等に就職した方

（１）�前橋市内から群馬県外に転出して１年以上経過した後、再び前
橋市内に転入した方（Ｕターン）

（２）�群馬県外から前橋市内に転入した方（群馬県外から群馬県内の
大学に進学し、卒業後前橋市内の中小企業に就職した方を含み

ます。）（Ｉターン）
（３）�前橋市外から群馬県外に転出し、前橋市内に転入した方。（Ｊ

ターン）
２　�前橋市内に転入後６か月以内又は転入前３か月以内に正規雇用
され、その後６か月以上継続して勤務している方

３　奨励金交付後、５年以上前橋市内に住所を有する意思がある方
４　市税を滞納していない方
交付金額　支給対象者１人につき５万円
なお、配偶者又はその他扶養親族とともに転入した場合は、扶養親族
１人につきそれぞれ２万５千円を加算します（同一世帯上限10万円）
申請方法　対象事業所に正規雇用され（転入日が雇用開始日より遅
い場合は転入後）６か月経過した日から３か月以内又は３月31日の
いずれか早い日までに、前橋市ホームページにある様式（書類）に基
づき申請してください。
お問合せ
前橋市産業政策課�雇用推進係
Tel.�027-898-6985

　９月上旬より、令和２年国勢調査を実施しています。今回の実
施にあたっては、新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、
世帯と調査員が対面しない非接触を基本とする調査方法により行
っています。まだ回答がお済みでない方は、感染症拡大防止のた
めに、可能な限りインターネットでの回答（郵送回答も可）をよろ
しくお願いします。インターネットでの回答は、スマートフォン
やパソコンから24時間いつでもできます。また、回答いただいた
情報は厳重なセキュリティで保護されます。ご理解ご協力のほど、
よろしくお願いいたします。

お問合せ　
国勢調査前橋市実施本部事務局　Tel.�027-223-5404

前橋市ＵＩＪターン若者就職奨励金

令和２年国勢調査を実施しています

　群馬県外から前橋市内に転入し就職した若者、及びその方を雇用した市内中小企業者に奨励金を交付します。


