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　約70年の時を経て完成した長野原町にある「八ッ
場ダム」。ダム堤体上や、やんば見放台（展望スペー
ス）からダム湖（八ッ場あがつま湖）全体を見渡せ、堰
堤に設置されたエレベーターに乗れば、四季折々の湖
と吾妻渓谷の渓谷美を味わうこともできます。
　周辺には湖畔のキャンプ・バーベキュー場などの施
設も続 と々オープン。昨年７月には、ダム観光の目玉と
なる水陸両用バス「八ッ場にゃがてん号」が運行を始
めました。入水時に勢いよく、水しぶきを上げる「スプ
ラッシュ」に乗客の大歓声が車内に広がります。
　水陸両用バスの発着点となる「八ッ場湖（みず）の駅

丸岩」は、旧町役場庁舎を再現したノスタルジックな
外観で、食堂や土産コーナーもあり、屋外の公園から
は湖面が目の前に広がります。
　長野原町商工会では、地域に点在する観光資源を
周遊してもらおうと、ダム湖から浅間山までの地域情
報を発信するＨＰを作成、誘導看板のデザイン考案や
店舗のロゴデザイン制作の支援などにより、魅力アッ
プを図っています。
　夏に向けて本格的な観光シーズンが到来。八ッ場ダ
ムの絶景を、ぜひお楽しみください。

左上 ： 八ッ場あがつま湖　右上 ： 「スプラッシュ」する八ッ場にゃがてん号　左下 ： 八ッ場湖（みず）の駅　右下 ： 支援したやんば茶屋
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　令和３年度の通常総会は５月２７日（木）、新型コロナウイルス感染拡大
防止による「まん延防止等重点措置」期間中のため、WEB会議方式で開催
しました。
　石川修司県連会長は、開会に先立ち「昨年度、県連と商工会は特別相
談窓口を開設し、資金繰り、雇用調整、各種給付金、補助金申請などの
支援に組織を挙げて取り組んできた。会員数は、平成８年から減少が続い
ていたが、商工会改革『ぐんま商工会２０２０』の会員増強や、コロナ関連
の経営支援をきっかけとして、令和2年度は２０２人の純増となった。これは
商工会の経営支援業務に一定の評価を頂いた結果であり、今後もこれま

で以上に商工会の経営支援業務を
PRしていきたい」と挨拶。その後、
行われた総会では、中繁基副会長

（邑楽町商工会長）が議長となり、
令和２年度事業報告、一般会計・特
別会計の決算、新県連役員の選任
案等が審議され、全会一致で可決
されました。

　昨年度は、県連・各商工会共に、新型コロナウイルス感染症に関する業務に奔走
した一年であり、未だに収束段階に至っておりません。まずは、これにしっかりと取
り組み、会員事業者の手助けをしっかりとやっていく。また、この新型コロナウイル
スによる倒産や廃業は、何が何でも阻止し、守り抜くという気持ちで取り組む覚悟
です。
　さて、商工会の運営方法は、昔と比較すると大きく変わっています。限られた職
員の中で、いかに会員サービスができるかです。地域振興事業は見直しを図り、会員に寄り添った伴走型支
援にしっかりと取り組んでいきたいと思います。商工会改革「ぐんま商工会2025」もスタートいたしました。
会員企業の皆様が、これまで以上に商工会をご活用頂けるよう、役職員が協力し、総力で頑張る所存ですの
で、よろしくお願いいたします。

石川会長就任あいさつ

令和３年度 通常総会 開催報告（ＷＥＢ会議）

商工会連合会 新役員（任期：令和３年６月１日～令和６年５月３１日）
役　職 氏　名 商工会 新・再
会　長 石川　修司 前橋東部 再任
副会長 武井　　宏 安中市 再任
副会長 金子　　敬 桐生市黒保根 新任
副会長 須田　永次 吉岡町 新任
副会長 関　　真一 川場村 新任
専務理事 樋口　　努 県商工連 再任
理　事 岸　善一郎 高崎市群馬 再任
理　事 茂木　和男 高崎市吉井 再任
理　事 戸塚　宣敏 高崎市榛名 再任
理　事 狩野　亮一 富士見 再任
理　事 髙野　　広 千代田町 再任
理　事 渡辺　栄志 嬬恋村 再任
理　事 横山　孝明 甘楽町 再任

役　職 氏　名 商工会 新・再
理　事 林　　直男 藤岡市鬼石 再任
理　事 茂木　　透 大泉町 新任
理　事 白石　昌一 太田市新田 新任
理　事 松嶋　章治 榛東村 新任
理　事 竹内　猶則 長野原町 新任
理　事 高橋　　徹 下仁田町 新任
理　事 直井　新吾 草津町 新任
理　事 斉藤　裕明 県青連 新任
理　事 飯野　晶子 県女性連 新任
監　事 入内島一崇 みなかみ町 新任
監　事 大沢　啓一 群馬伊勢崎 新任
監　事 木村　茂光 みどり市 新任

石川会長

中繁議長

WEB会議の様子
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　持続化補助金の申請支援を通じて、飲食業・小売業・製造業など、多種
多様な業種の方とお話をする機会を持つことができ、私自身、幅広い知見
を習得する貴重な機会となりました。コロナ禍で消費者の意識・行動が変
化したことで、持続化補助金を活用した経営課題の解決、販路開拓が活
発化したように感じます。事業環境が目まぐるしく変化する状況において、

「できる・できない」の判断基準ではなく「やる」覚悟の重要性を再認識さ
せられました。

「持続化補助金」で採択件数２年連続第１位を達成した 板垣翔 経営指導員のコメント

令和2年度に会員増強や小規模事業者持続化補助金の採択件数などで顕著な実
績を挙げた商工会と職員が通常総会の席上で表彰されました。誌面の関係上、下
記項目の上位5位（令和2年度の会員増強は上位3位）までをご紹介いたします。

長年に亘り、中小企業の振興・発展にご尽力いただいた功績に対
し、国・県から受章（賞）をされた方々です。栄誉あるご受章（賞）誠
におめでとうございました。

　❶ 会員増強（2016～2020年度 5年間累計）

①目標達成率

第1位　前 橋 東 部 商 工 会  （115.5%） 第４位　川場村商工会 （110.6%）

第２位　高崎市新町商工会 （115.0%） 第5位　富士見商工会 （108.4%）

第３位　玉 村 町 商 工 会  （114.8%）

　❷ 会員増強（令和２年度）

①純増率 ②純増数

第1位　みなかみ町商工会 （107.12%） 第1位　みなかみ町商工会 （48件）

第２位　前 橋 東 部 商 工 会  （106.59%） 第２位　前橋東部商工会 （41件）

第３位　片 品 村 商 工 会  （104.68%） 第３位　安 中 市 商 工 会  （25件）

　❸ 小規模事業者持続化補助金

①商工会部門（経営指導員１人当たりの採択件数）

第1位　みなかみ町商工会 （36.0件）

第２位　草 津 町 商 工 会  （35.5件）

第３位　高崎市群馬商工会 （27.0件）

第４位　昭 和 村 商 工 会  （22.0件）

第５位　富岡市妙義商工会 （21.0件）

第５位　み どり 市 商 工 会  （21.0件）

②個人部門（採択件数）

第1位　板垣　　翔 （ み ど り 市 ） 47件

第２位　藤島　貴光 （みなかみ町） 40件

第３位　森山　龍一 （みなかみ町） 36件

第４位　岩井慎一郎 （高崎市群馬） 33件

第５位　湯本　　清 （ 草 津 町 ） 31件

旭日単光章

大矢　光利様
（元群馬伊勢崎商工会長）

県総合表彰

岸　善一郎様
（高崎市群馬商工会長）

狩野　亮一様
（富士見商工会長）

池原　　純様
（元東吾妻町商工会長）

県功労者表彰

武井　　宏様
（安中市商工会長）

美容室店主との打合せ

表彰のご紹介

受章（賞）者のご紹介
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県青連会長就任あいさつ

県女性連会長就任あいさつ

　群馬県商工会青年部連合会（大矢大介会長）では、令和3年度通常総会を5月11
日（火）に県商工連会館で開催しました。総会では、令和2年度事業報告、収支決
算並びに令和3年度事業計画、収支予算等の議案が審議され、全議案が原案通
り可決されました。
　また、任期満了に伴う役員選任により新たに斉

さい

藤
とう

裕
ひろ

明
あき

氏（千代田町商工会）が
会長に選任されました。
　総会終了後、部員増強運動達成表彰が行われ、令和元年度では、7商工会青年
部、令和2年度では3商工会青年部が表彰されました。

　群馬県商工会女性部連合会（風間まり子会長）では、令和３年度通常総会を５月
７日（金）に県商工連会館で開催しました。総会では、令和２年度事業報告、収支
決算並びに令和３年度事業計画、収支予算等の議案が審議され、全議案が原案
通り可決されました。
　また、任期満了に伴う役員選任により新たに飯

いい

野
の

晶
まさ

子
こ

氏（しぶかわ商工会）が会
長に選任されました。
　総会終了後、女性部活動の表彰が行われ、令和元年度部員増強運動・商工会
女性部カード増強運動では、１５商工会女性部、令和２年度では、９商工会女性部
が表彰されました。

　新型コロナウイルス感染症の収束が見えない中、事業者は必死に事業を継続しています。
我 と々しては今やれる事を考え、行動し、皆様の事業に少しでもプラスになるよう努めていきま
す。「すべては青年部員と地域のために」を行動指針に「災害への備え」「地域の財産を再確
認」「SNS、 GWS（Google Workspace）の円滑利用」の3つを軸とした青年部活動にご理解ご協
力をお願いします。

　昨年からの新型コロナウイルスによる経済的な打撃は私たち事業者にとって大変厳しく、そ
れは今年もなお、続いている現状です。まだまだ先行きが見えない日々 ではございますが、女
性部事業を皆様と考え共に実現してまいりたいと思います。元気に明るい仲間づくりを行って
いきましょう。よろしくお願いします。

令和3年度群馬県商工会青年部連合会通常総会開催報告

令和３年度群馬県商工会女性部連合会通常総会開催報告

県商工会青年部連合会新正副会長（任期：令和3年6月1日～令和5年5月31日）

県商工会女性部連合会新正副会長（任期：令和3年6月1日～令和6年5月31日）

県青連  大矢大介会長

県女性連  風間まり子会長

役　職 氏　名 商工会
会　長 斉藤　裕明 千代田町
副会長 須田　靖浩 群馬伊勢崎

役　職 氏　名 商工会
副会長 立川　亮介 東吾妻町
副会長 田子　公寛 しぶかわ

役　職 氏　名 商工会
会　長 飯野　晶子 しぶかわ
副会長 荻原マサエ 玉村町

役　職 氏　名 商工会
副会長 江原　幸子 群馬伊勢崎
副会長 須藤美由貴 みなかみ町

斉藤裕明新会長

飯野晶子新会長
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中小企業・個人事業主のための協力金のお知らせ

　飲食店事業者向け協力金　
群馬県まん延防止等重点措置適用に伴う
営業時間短縮の要請及び協力金について

　飲食店以外の事業者向け　

『月次支援金』について

対象店舗

飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受け、
午後8時から午前5時までの間に営業している飲食
店、喫茶店、遊興施設など
※宅配、テイクアウトサービスは除く
※ストップコロナ！対策認定店を含む。

要
請
内
容

重点措置
区域

・午後8時から午前5時までの営業自粛
・酒類提供は終日自粛
・カラオケ施設の利用終日自粛
　（飲食を主たる業としている店舗のみ）

・感染防止対策の実施

その他
区域

・午後8時から午前5時までの営業自粛
・酒類提供は午前11時から午後7時まで
・カラオケ施設の利用終日自粛
　（飲食を主たる業としている店舗のみ）

・感染防止対策の実施

給付額

「基準月」及び「対象月」の算定方法、並びにその他給付額に関する
内容については相談窓口又はホームページでご確認ください。

給付対象
❶と❷を満たせば、業種/地域を問わず給付対象
となり得ます。

❶緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う
飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響
を受けていること
❷緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施

された月のうち措置の影響を受けて月間売上が
2019年又は2020年の同じ月と比べて50%以上
減少していること

給付対象の具体例
 ● 飲料や食料品の小売店、美容院や理容店、洋品店な

ど消費者が日常的に訪れるお店
 ● ホテル、旅館、タクシー、旅行代理店など旅行関連の

事業者
 ● 飲料や食料品の卸売を行っている事業者
 ● 病院や福祉施設、ドラッグストア、薬局など医療・福

祉関連の事業者
 ● 農業や漁業を営んでいる事業者
　その他業種については、相談窓口又はホームページ
でご確認ください。

協力金額一覧
※以下は「中小企業・小規模事業者」の算定額

重
点
措
置

区
域

１日あたり売上高(※) １日あたり協力金単価
7.5万円以下 ３万円
7.5万円超～25万円以下 １日売上高×0.4
25万円超 10万円

そ
の
他

区
域

１日あたり売上高(※) １日あたり協力金単価
8.3万円以下 2.5万円
8.3万円超～25万円以下 １日売上高×0.3
25万円超 7.5万円

　令和３年５月１６日から６月１３日までの期間、『休業または午後８時
から午前５時までの間営業自粛』された飲食店事業者を対象に、
協力金が支給されます。

　緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の地域の『飲食店』
と直接または間接的な取引があることで、 2021年の月間売上
が2019年又は2020年の同月比で50％減少した中小企業や個
人事業主が対象です。

　また、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の地域の『個
人顧客』と直接的な取引があることで、 2021年の月間売上が
2019年又は2020年の同月比で50%以上減少した中小企業や
個人事業主も対象です。
　詳しくは下記相談窓口へお問合せいただくか、専用ホーム
ページにてご確認いただけます。

（※）１日あたり売上高＝ 前年又は前々年の５月及び６月の
 売上高の合計÷61
　申請方法や提出書類等については、下記のワンストップセン
ターへお問合せいただくか、専用ホームページにてご確認いた
だけます。

大規模施設及びその施設内に出店している飲食店等で、
「まん延防止重点措置区域内」の事業者であれば、
協力金支給の対象となります。
詳しくは下記ホームページにてご確認下さい。
　https://www.pref.gunma.jp/07/ct01_
　00012.html

〈お問い合せ先〉
県内企業ワンストップセンター
電 話　027-226-2731
E-mail  kigyou1@pref.gunma.lg.jp
https://www.pref.gunma.jp/07/ct01_00013.html

給付額 (2019年又は2020年の基準月の売上)
－(2021年の対象月の売上)

中 小 企 業 ▼ 上限20万円／月
個人事業主 ▼ 上限10万円 ／月

申請期間 ４月分/５月分 ：2021年６月16日～８月15日
６月分 ：2021年７月１日～８月31日

※原則、対象月の翌月から２ヶ月間を申請期間とします。

相談窓口
電話番号のお掛け間違いが発生しております。お問い合わせの際は、電話番号
をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようにお願い申し上げます。

0120-211-240
03-6629-0479
8：30-19：00（土日・祝日含む全日）

IP電話
専用回線

受付時間

ホームページ
QRコード

https://www.meti.go.jp/covid-19/
getsuji_shien/index.html

月次支援金

ご存じですか？
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持 続 化 通 信 〜持続化補助金を活用した販路開拓の取組事例〜

持続化補助金の活用で製造過程の内製化を実現！　移動販売車を全国へ

明確な目標が実を結ぶ、持続的発展のカギは補助金の上手な活用

有限会社　オートガレージ．カズ
代表取締役　森田  和也さん（邑楽町商工会）

　㈲オートガレージ．カズは平成7年に開業した移動販売車
の製造・販売を行っている会社です。販売している移動販
売車はとても品質がよく丈夫で、お客様からも大変好評を
いただき、経営も順調に進んでいました。そんな折、新型
コロナウイルス感染症の拡大により、外注先の企業が営
業を縮小してしまい、移動販売車製造に欠かせないパネ
ルのカット作業を外注することができなくなってしまいまし
た。そこで、持続化補助金を活用してパネルカットの内製
化を行うためにパネルソーを購入しました。パネルソーを
導入したことで今まで外注していたパネルカット作業を内
製化することに成功し、製造能力は約３０％向上し、外注
費用の大幅な圧縮を行うことができました。その結果、今
期の売上は過去最高を記録し、今年度からさらにもう一
つ工場を増やし、事業を拡大することになり、今では地域
を代表する企業になっています。

　５年前に商工会職員が巡回に
来てくれた際に情報提供してきて
くれたのが、私が持続化補助金
を活用したきっかけでした。この
補助金は自社の経営計画を改め
て見直すきっかけになり、設備投
資の後押しもしてもらえる非常に
有意義な補助金だと思います。

　持続化補助金の申請支援だけではなく、コロナ禍のなかGoTo
キャンペーンから支援金の内容まで、ちょっとした困りごとを気軽に
相談できるのが商工会の良いところだと思います。地域活性化のた
め、共に頑張りましょう！

堀川大陸指導員と
社長の森田和也さん

自家焙煎豆
「NAKAYOSHI COFFEE」

柏原社長（最後列左）と
従業員のみなさん

導入したパネルソー

自家焙煎機

有限会社 柏屋
代表取締役　柏原  益夫さん（中之条町商工会）

　柏屋旅館は四万温泉を代表する旅館の一つとして「昭
和レトロ」を軸にブランド化を推進し、そのモダンな雰囲
気はフォトジェニックなことから女性や外国人観光客から
も人気です。温泉街には柏屋カフェも展開しており、本格
的なコーヒーが楽しめます。
　2010年に「２度目の日本は四万温泉へ」をテーマに、外
国人個人客の誘客プロジェクトで経営革新計画の承認を
受け、外国人宿泊客の占める割合を5％に増やす事を目標
に掲げてきました。さらなる販路開拓を求め、2014年に持
続化補助金に初挑戦し、インバウンド対策として全館禁
煙化（喫煙室の設置）を行い、その後も2017年にコーヒー
関連事業拡大のため自家焙煎機の導入、2019年には台湾・
香港などの漢字圏をターゲットとした繁体字によるSNS情
報発信を行い、継続的に持続化補助金を活用することで
今では宿泊客の15％が外国人観光客を占めるなど成果が
表れています。
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事業主のみなさまへ

「労働保険の年度更新」のお知らせ
令和３年度の労働保険の年度更新手続きは、

「６月１日（火）から７月12日（月）」
までにお願いいたします。

手続きが遅れますと、政府が労働保険料・一
般搬出金の額を決定し、さらに追徴金（労
働保険料・一般搬出金の10％）を課すことが
ありますのでご留意ください。

❶  健診機関と事業者健診のご契約を締結する際は、
「健診機関が協会けんぽに健診結果を提出する」
旨を含んだ契約をお願いします。

❷  健診受診時に従業員様に保険証をご持参いただ
くようご説明をお願いします。

事業主様に代わり、健診機関が協会けんぽに事業者健診結

果を提出することを、予め事業所と契約の中で取り決めるこ

とで、健診機関から協会けんぽに直接提供されます。

協会けんぽに加入する40歳以上の方の
事業者健診結果を

協会けんぽにご提供ください

協会けんぽの生活習慣病予防健診を
 ご利用されない 事業主の皆様へ

群馬労働局総務部労働保険徴収室

TEL ： 027-896-4734
または最寄りの各労働基準監督署・
各公共職業安定所へ

お問い合わせ先

　６月１日（火）前橋テルサにて「商工会青年女性経
営者の主張大会」を開催しました。今年度は新型コ
ロナウイルス感染拡大の影響により、無観客で行う
と同時に、初のLIVE配信を実施しました。
　この主張大会は商工会青年部・女性部活動を発
表することにより、さらなる活動の充実と向上を目
的としており、今年で51回目を迎えました。
　発表者は10分間の持ち時間で、日々 の商工会青
年部・女性部活動の内容やそれを通して得られた経
験、苦難、地域振興にかける思いを発表しました。
　その結果、１位に藪之本佳奈子さん（板倉町商工
会青年部）、２位には渡邊ユウ子さん（板倉町商工会女性部）、３位には大原幸生さん（前橋東部商工会青年部）、
小林さち子さん（桐生市新里商工会女性部）が入賞しました。
　１位となった藪之本佳奈子さんは、「青パパイヤで地域振興」をテーマに、青パパイヤの生産を通して、板倉町
の知名度を上げ、地域を盛り上げる活動について発表しました。
　群馬県代表として、青年部では藪之本佳奈子さんが、女性部では渡邊ユウ子さんが関東大会に出場します。青
年部は９月15日（水）に静岡県静岡市で、女性部は６月24日（木）に長野県長野市で開催される予定です。

令和３年度第５１回商工会青年女性経営者の主張大会開催

入賞者の皆さん（左から小林さん、藪之本さん、渡邊さん、大
原さん）

１位 藪之本  佳奈子 板倉町商工会青年部 「青パパイヤで地域振興」
２位 渡邊  ユウ子 板倉町商工会女性部 「女性部活動に参加して」

３位 大原  幸生 前橋東部商工会青年部 「前橋東部商工会青年部と出会って」

３位 小林  さち子 桐生市新里商工会女性部 「女性部活動に参加して」

主張大会受賞者

藪之本さん



経営課題の解決はお任せください！！広域支援センター通信

中小企業・小規模事業者が抱える多様化・複雑化する経営課題解決のため、広域支援センターでは専門
人材を配置し、会員事業者が抱える課題解決のお手伝いをさせていただいております。今回は嘱託専門
指導員による個社支援事例と事業再構築補助金説明会開催について掲載いたします。

開店初日から注文が ！  ECサイト構築でコロナに立ち向かう
事業者：有限会社大丸（東吾妻町商工会）｜田村 元臣（嘱託専門指導員）

事業者のやる気を後押し ！ 事業再構築補助金説明会の開催
小澤徹郎（嘱託専門指導員）｜開催場所：しぶかわ商工会

　道の駅八ッ場ふるさと館の土産部門で「4年連続第1
位」になるほどの大人気商品「大丸の塩あま納豆」。しか
し、新型コロナウイルスは、その人気商品にも大きな影を
落としました。売上は対前年比で80％減少、まさに崖っぷ
ちでした。打開策を求め、大丸の吉崎社長は東吾妻町商
工会に相談。そこから販売促進の支援をしている私に依
頼があり、すぐに売上回復に向けた戦略づくりを開始しま
した。現状分析を経て選択したのは「EC事業への参入」。
その後、持続化補助金を活用してECサイトを構築。構築

時には「集客～購入～リピート」まで、しっかりと「販売設計」を行いました。結果、公開初日から注文が入り、順
調な滑り出し。その後も、狙いどおり県外の方を中心に注文が続き、着実に伸びています。今も毎月、吉崎社長と
ミーティングをして改善を重ねています。3年後には売上の30％になるまでEC事業を育てていきたい、と吉崎社長
は意気込んでいます。

　広域支援センターでは４月16日（金）にしぶかわ商工会
にて事業再構築補助金の申請希望者向けの説明会を開
催しました。当日は9事業者11名の参加があり、事業再構
築補助金の概要、申請のポイントについて説明を行いまし
た。説明会終了後には、個別相談会も実施しました。事業
再構築補助金をイメージでしか理解されていない事業者
もおり、本説明会及び個別相談会の実施により理解を深
めることができました。事業再構築補助金を検討する際の
ポイントを記載しましたので参考にしてください。

❶売上高減少要件は大丈夫でしょうか？

　2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高がコロナ以前に（2019年又は2020年１月
～3月）比べて10％以上減少していますか？
　任意の3か月として2021年1、2、3月を選択した場合、2019年1月～3月又は2020年1月～3月と比較することが可能
です。また、2019年1月、3月、2020年2月のように連続していなくても構いません。

❷業績をV字回復させられる事業内容を立案できていますか？

　新型コロナウイルスの影響で売り上げが低下してしまった企業に対し、思い切った方針転換を行う事で業績を
V字回復させるのが本補助事業の趣旨になります。そのため、新市場や、新商品（サービス）といった要件が付加さ
れており、単純な設備の更新や増設では要件を満たせません。申請をご検討の方は、一度最寄りの商工会にご相
談ください。


