INFORMATION
ポエム健診
【役員従業員健康診断】のご案内

2020年秋の叙勲

「旭日双光章」受章に輝く
前橋商工会議所元副会頭

吉 田 勝 彦 氏
2020年11月３日に秋の叙勲が発表され、
当所元副会頭の吉田勝彦氏が旭日双光章を
受章されました。
吉田氏は、昭和45年株式会社吉田鉄工所
に入社し、平成２年９月代表取締役社長に就任。現在までの長き
にわたり社業の発展と機械金属業界の振興に努めてこられまし
た。
また、商工会議所活動においては、平成８年12月議員に就任以
来、地域総合経済団体としての商工会議所の使命を深く認識し、
確固たる信念のもと誠意をもって商工会議所の発展と地域産業の
発展に献身努力を重ねてこられました。
平成16年11月から副会頭に就任し、平成28年から令和元年10
月まで筆頭副会頭として当所の運営に尽力いただきました。

個人青色申告者のための
記帳相談会のお知らせ
源泉所得税納付
（年末調整、給与支払報告書の作成）等につい
ての無料相談会を次のとおり開催いたします。お気軽にお申込
みください。
日

時

令和３年１月12日
（火） 9:00～12:00

会

場

前橋商工会議所 ２階 野ばら

相談方法 関東信越税理士会前橋支部所属税理士による個別指導
対 象 者 個人事業者で青色申告をしている方

※青色申告会にご加入の方、すでに税理士関与となっ
ている方はご遠慮ください。
申込方法 お電話でご希望の日時をお申し込みください。
なお、申込人数の関係でご希望の時間に添えない場合もありま
すのでご了承ください。

会員事業所の福利厚生の一環として、当所主催による生活習
慣病健診を前橋近郊の各病院と提携し実施します。明るく元気
な生活を送るためには、日頃からご自身の健康状態を知ってお
くことが大切です。役員・従業員と一緒に健康増進に取り組ん
で、
「健康経営」を積極的に進めましょう！！ぜひこの機会に受
診されることをお勧めいたします。
健診実施会場

・群馬中央病院
・群馬県済生会前橋病院
・関越中央病院
・群馬県立心臓血管センター
（B コース、C コースのみの受診）
健診基本コース（価格は税込み）
一般料金
( 参考 )

会員特別料金

ポエム共済
加入者料金

A コース 定期健康診断 10,500円

9,500円

8,500円

B コース 一般健康診断 24,200円

22,500円

21,500円

C コース １日人間ドック 42,000円

39,500円

38,500円

コース

健診内容

※心臓血管センターは B コース23,600円、C コース40,600円
となります。
★各健診機関とも豊富なオプションも選択できます。
実施期間

令和３年１月５日
（火）～２月26日
（金）
【土・日・祝日は除く】
※心臓血管センターは毎週月・水・木・金の実施日となります。
詳しい検査項目やオプション項目は、今月号に同封しており
ます「『ポエム健診【役員従業員健康診断】』のご案内」をご
覧ください。
お申込み

同封のご案内
（申込書）に必要事項をご記入のうえ、
「12月15日
（火）まで」にＦＡＸにてお申し込みください。

注意点

・ご持参いただく関係書類がありますので、お申込みの際に担
当までご確認いただくか、当所 HP をご確認ください。
・新型コロナウイルス感染拡大の状況によって、開催中止もし
くは延期となる可能性もありますことを予めご了承ください。

お問合せ

前橋商工会議所 総務課
Tel. 027-234-5111 Fax. 027-234-8031

お問合せ 前橋商工会議所 経営支援課 Tel. 027-234-5115
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前橋市商店街連合会
歳末感謝･新型コロナ感染症克服
セール開催！

テレワーク導入セミナーがリニューアル！
セミナー受講者は無料で「セキュリティ診断」
「テレワーク初期診断」を受けられます
令和２年８月から無料で定期開催中
の「群馬県テレワーク導入セミナー」
を、
11月からリニューアルしました。
ステップアップセミナーは「導入編」
と「定着編」に分けて開催します。さ
らに要望の多かった「サイバーセキュ
リティ講座」を新設。中小企業として押さえておきたいポイント
が学べます。また社会保険労務士による「労務管理見直しセミナ
ー」
、テレワークの現場が見られる「テレワーク体験会」も好評受
付中です。
セミナーを受講した企業様には、
テレワークへの“はじめの一歩”
となる「セキュリティ診断」
「テレワーク初期診断」
（簡易棚卸し診
断）
を専門家が無料で実施します。この機会にぜひ受けてみてはい
かがでしょうか。
お申込み   
令和2年度群馬県テレワーク導入セミナー運営事務局
[ 株式会社群馬読売 IS] Tel. 027-253-2461

当会では、恒例の歳末感謝･新型コ
ロナ感染症克服セールを実施いたしま
す。
期間中にセール参加店でお買物等を
された方にボックスティッシュやお買
物券をプレゼント。
なお、店舗によって購入額などの条
件がある場合があります。
■セール期間
12月13日（日）～31日（木）
■お買物券利用期限
令和３年１月15日（金）
お問合せ

前橋市商店街連合会 事務局

Tel. 027-226-6360

前橋中心商店街「歳末大感謝祭」開催！
Ｑのまち・前橋中心商店街「歳末大感謝祭」が12月11日(金)～13日(日)
に開催。詳細は12月10日(木) の新聞折り込みをご覧ください。
☆銀座一丁目商店街
ワイン・Ｑのまち商品券などが当たる、お店で引けるスピ
ードくじ
☆中央通り商店街
・各店自慢の商品を特別なお値段で大サービスする「ビッ
クリプライスセール」
・500円以上のお買い物をして、３店舗のスタンプを集め
ると通常の２倍1,000円の中央通り金券(500円券２枚、
12月末日有効 )をプレゼントする「中央通りスタンプラ
リー」各日先着200名、計600名様
☆Ｑのまちポイントカード ｢満点カード大抽選会｣
満点のＱのまちポイントカードで抽選会に参加できます。
１等10,000円のお買物券から４等600円のお買物券まで、
はずれなし。11日(金)12日( 土)10:30～中央通り･銀座
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通り交差点で開催。
また、前橋スズランでは本館８階催事場で婦人服・リビン
グバーゲン、お歳暮ギフトセンター（26日
（土）まで）を開催
しております。
弁天通りでは、13日に弁天ワッセ・楽市楽座を開催。なお
｢弁財天縁日 弁天ワッセ !｣ は毎月３日に開催しています。年
内は12月３日(木)、新年は１月３日(日)に開催。
馬場川通りでは、
「店主たちによる手作りイルミネーション」
を設置しています。完成した白井屋ホテルと合わせ、幻想的
な光の世界をお楽しみください。
中心商店街はコロナに負けず、お客様をお迎えいたします。
お買得な歳末にぜひお出かけくださいませ。
※ツナガリズム祭りの詳細については、
株式会社エフエム群馬へ Tel. 027-234-8000

INFORMATION
事業者の皆さん！コロナウイルス
感染症対策はできていますか？

先進的まちづくり大賞で

最高賞の国土交通大臣賞を受賞
他の地域のモデルとなるような先進的なまちづくりの取組を表
彰し国内外へ広く情報発信する「先進的まちづくり大賞」
において、
前橋市アーバンデザインに関する官民連携の取組に対して、前橋
市と
（一社）
前橋デザインコミッションが共同で国土交通大臣賞を
受賞しました。
先進的まちづくり大賞とは、先進的なまちづくり事例の普及や
取組の一層の促進支援を図ることを目的として、他の地域のモデ
ルとなるような都市課題の解決や次世代型都市の創出に繋がる
『先端技術』や『新しいまちづくりの手法』を活用した先進的な
まちづくりの取組を表彰する制度です。
（主催者：コンパクトな
まちづくり推進協議会、一般財団法人都市みらい推進機構）
受賞についての詳しい情報は、市ホームページで
ご覧ください。
お問合せ

前橋市役所 市街地整備課 Tel. 027-898-6946
（一社）前橋デザインコミッション Tel. 027-289-3773

従業員がコロナウイルスに感染して、事業所を一時閉鎖する事
例も出ています。感染拡大防止や事業継続のためにも事業者の皆
さんには、事業所などにおける感染防止対策への取り組みをお願
いします。
【事業所などにおける感染防止対策の３つのポイント】
①従業員に対して実施する健康チェックは、
体温測定だけでなく、
より具体的な症状
（例えば、頭痛、咽頭痛、咳、鼻汁、鼻閉）
を確認してください。
②無症状でコロナウイルスを保有している可能性があることを
常に考え、感染を広げない対策
（身体的距離を保つ、常時マス
クを着用する等）
を継続して行ってください。
③製造エリアや事業所内だけでなく、それ以外でも感染予防対
策
（マスク着用、手指衛生、感染リスクが高い行動を避ける等）
に徹底するよう従業員の方に奨励してください。
お問合せ

前橋市役所 保健予防課

■業種ごとの感染拡大予
防ガイドライン一覧

Tel. 027-220-5779

■感染リスクが高まる
５つの場面

第52回全国商工会議所女性会連合会倉敷総会リモートで開催！
～全女連表彰「組織強化部門」で前橋商工会議所女性会が表彰～
去る10月23日
（金）
「
、第52回全国商工会議所女性会
連合会倉敷総会」が倉敷アイビースクエア及びオンラ
インを介した全国各地会場で開催されました。
新型コロナウイルスの影響を考慮し、女性会始まっ
て以来のリモート開催となった今大会は、全国336女
性会・4,000名を超える会員がオンラインで結ばれま
した。
当前橋商工会議所女性会においても、前橋商工会議
所会館３階の会議室で、総会式典の様子をリアルタイ
ムでスクリーンに投影し、多くの会員が視聴いたしま
した。
今回の総会では、全女連表彰「組織強
化部門」において、前橋商工会議所女性
会が表彰の栄誉に浴しました
（全国で11の女性会が表彰）
。当日は当所で、
前橋商工会議所中島克人専務理事より、全女連会長に代わって表彰状を贈
呈いただきました。

不動産の価値を評価
有限
会社

石川不動産鑑定士事務所
不動産鑑定士 石 川 直 美
不動産鑑定士 石 川 健太郎
〒379-2154 前橋市天川大島町1-3-2
TEL.027
（225）
0348 FAX.027
（225）
0349
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法人の県民税
（法人税割）
の超過課
税の延長について

IPA
（独立行政法人情報処理推進機構）
から
SECURITY ACTION自己宣言について
近年のサイバー攻撃は、大企業を直接狙うのではなく、取引関
係がある中小企業や関連団体を対象とするものが増えています。
その手口は多様で、セキュリティ対策が不十分な中小企業などを
突破口にし、大企業や関連会社を狙います。そのため、近年のサ
イバー攻撃による被害は、攻撃を受けた企業にとどまらず、その
取引先や顧客にも及ぶことになります。また、ウイルス感染など
が原因で、機密情報の漏えいや事業の一時停止を余儀なくされる
例も少なくありません。
そこでIPAでは、セキュリティ対策強化によるこれらの被害への
リスク低減のため、SECURITY ACTION自己宣言を推奨しておりま
す。SECURITY ACTION一つ星宣言の要件は下記のとおりです。
ご自身の企業等が取り組むセキュリティ対策を外部にアピール
いただくことで、顧客からの評価及び信頼性の向上に役立ちます。
SECURITY ACTION自己宣言を是非ご検討ください。
■一つ星の要件
○：
「情報セキュリティ5か条」に取組むことを宣言
◆詳細はこちらをご覧ください

群馬県では、
「防災・減災対策や医療・福祉施策をはじめとする
県民の幸福度を高めるための群馬県独自の施策」を推進していま
す｡ その財源となる法人の県民税の超過課税の期間が５年間延長
になりました。
適用期間 令 和８年４月30日までの間に終了する各事業年度分

まで
税

率 1.8％（改正前と同じ）

※令 和元年９月30日以前に開始した事業年度分につ
いては、4.0％となります。
適用要件 次の①～③のいずれかに該当すれば適用
①資本金の額又は出資金の額が１億円を超える法人
②法人税割の課税標準となる法人税額が年1,000万円を超える
法人
③保険業法に規定する相互会社
お問合せ 群馬県前橋行政県税事務所 県税課 事業税係

Tel.027-234-1800

https://www.ipa.go.jp/security/security-action/index.html

ぐんま Go To Eat キャンペーン
加盟店舗の募集について

■ ぐんまGo To Eatキャンペーンとは
国のGo To Eatキャンペーンの一環として、群馬県内の飲食店や
食材を提供する農林漁業者を応援するため、購入額の25%分を上
乗せしたプレミアム付食事券を発行するものです。

■ 飲食店加盟店登録申請について
募集要項をご確認のうえ、以下の方法にて申請してください。
① 専用ＨＰより申請
https://gunma-gotoeat-campaign.com/store/
パソコン・スマートフォンどちらからも申請できます。
② ＦＡＸにて申請
前橋商工会議所にて配布している同意書・申請書にご記入いただ
き、ＦＡＸ送信してください。
※飲食店の登録は、令和３年１月31日(日)までとなります。
■「Go To トラベル」地域共通クーポン取扱店登録について
飲食店の皆様は、
「Go To トラベル」地域共通クーポン取扱店の登
録をするためには、
「Go To Eat キャンペーン」の登録を受けなけ
ればなりませんのでご注意ください。
お問合せ

ぐんま Go To Eatキャンペーン事務局(コールセンター)
加盟店用 Tel. 050-5305-3094
※年末年始を除く、平日10時から17時まで営業
専用HP https://gunma-gotoeat-campaign.com

焼肉乃上州

１羽

七面鶏丸焼き予約受付中！ 8,800円
〒371-0031 前橋市下小出町３丁目27
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TEL.027-233-4129

http://www.josyu.co.jp

