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ぐんまぐんま
商工連商工連

　標高1084メートルの榛名湖は榛名富士
を始めとする美しい山並みに囲まれ、初
夏は新緑とツツジ、夏は蛍とユウスゲ、
秋の紅葉、５シーズンぶりに持ち帰り解
禁となった冬のワカサギ釣りなど、高原
ならではの四季折々の自然が楽しめます。
　スポーツイベントとしては８月の駅伝
に加え、５月のヒルクライム、７月のト
ライアスロン、９月のフルマラソンが３
年前から実施されており、多くの方に湖
畔の雰囲気を楽しんでいただいています。
　冬の一大イベントであるイルミネーシ
ョンフェスタは、今年で第10回を迎え、
55万球のLED、フルカラーのレーザー
による大規模な演出と打ち上げ花火（８
回）、音楽ショーなど各種イベントが12
月５日から27日まで開催されます。
　暖かくして、出かけてみませんか。
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マイナンバーの導入準備は進んでいますか？

マイナンバー導入チェックリスト
☆マイナンバーの導入に際し、事業者の

みなさまは、社会保障や手続きのため、

従業員の方々からマイナンバーを取得し、

適切に管理・保管する必要があります。

　従業員数の少ない事業者では、以下の

チエックリストを参考にしてください。

＜担当者の明確化と番号の取得＞
□マイナンバーを扱う人を、あらかじめ決めておき

ましょう

　（給料や社会保険料を扱っている人など）。

□マイナンバーを従業員から取得する際には、利用

目的（「源泉徴収票作成」「健康保険・厚生年金保

険届出」「雇用保険届出」）を伝えましょう。

□マイナンバーを従業員から取得する際には、番号

が間違っていないかの確認と身元の確認が必要で

す。①顔写真の付いている「個人番号カード」

か、②10月から届くマイナンバーが書いてある

「通知カード」と「運転免許証」などで確認を行

いましょう。※従業員で身元の確認が十分できて

いる場合は、番号だけ確認して下さい。

事業者のためのマイナンバー準備スケジュール（例）
準備のために必要な手順
①マイナンバーの利用ケースを洗い出しましょう！
②利用スケジュールを確認！
→いつまでに従業員のマイナンバーを取得すればよ
いか確認しましょう！

③マイナンバー取得の前に安全管理措置の検討をし
ましょう！

以下のようなスケジュールで対応が必要です！確認して下さい。

H27年　　　（10月） H28年　　　　H29年

制度開始に向けた準備
（社内規程の見直し、シス
テム対応安全管理措置等）

パートやアルバイ
ト、扶養家族も含
まれます

事
業
者
の
対
応

注意

従業員研修等

【番号の取得・本人確認、
調書の作等早期に番号
が必要となる場面の例】
・年始に雇う短期アル
バイト」の報酬・3 月
の退職・4 月の新規採
用・中途退職

従
業
員
等
の

番
号
取
得
開
始

申請書・申告書・
調書等順次番号
記載開始（※厚
生年金・健康保
険は平成 29 年
1月～）

経営支援 事業継承
支援

創業支援 商工会財政
基盤の強化

■群馬県商工会連合会では2020年までの基本構想策定に取り組みます。■

ぐんま商工会 2020
　小規模２法の成立など、商工会に対する期待が高まり、小規模事業者へ支援策の強化がなされた

この時期をチャンスと考え、群馬県商工会連合会を中心に、各商工会との連携で、2020年までの

長期構想「ぐんま商工会2020」を策定し、群馬の商工会全体の再活性化を図ることとしました。

　「ぐんま商工会2020」では、以下の分野での商工会全体の能力強化策を検討します。

＜能力アップ＞＜能力アップ＞　長期的な視野で経営支援能力を強化する施策を実施

＜強くする＞＜強くする＞　経営計画の策定、支援策の利用促進を図り、会員企業の経営力を強化

＜増やす＞＜増やす＞　創業者支援の充実で会員数を回復

＜減らさない＞＜減らさない＞　事業承継策を関係機関と連携して促進

＜財政基盤強化＞　＜財政基盤強化＞　さらに地元市町村との連携を強化して地域活性化に参画

　現在、構想策定のための「商工会改革構想検討委員会」の設立準備が終わり、11月4日に第1回

委員会、年度内の中間とりまとめを目指しています。
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土田祐士さん（川場村）が優秀賞!!　土屋雄太さん（嬬恋村）も優良賞に！土田祐士さん（川場村）が優秀賞!!　土屋雄太さん（嬬恋村）も優良賞に！

県青連 第48回野球大会 沼田市東部商工会青年部が優勝！県青連 第48回野球大会 沼田市東部商工会青年部が優勝！

『第4回 商工会青年部グルメグランプリ『第4回 商工会青年部グルメグランプリ
“グンマのグルメ大集合”』を開催します“グンマのグルメ大集合”』を開催します

☆関東ブロック商工会青年部主張大会開催☆

　去る９月17日に前橋市「ベイシア文化ホール」にて関東ブロック商工会青年部の主張大会が開催されま
した。群馬県開催ということもあり、本県からは県大会で優勝した川場村商工会の土田祐士さんと準優勝
の嬬恋村商工会　土屋雄太さんが出場、それぞれ青年部活動を通して得られたことについて発表をし、み
ごと！　土田さん（写真：左）が優秀賞、土屋さん（写真：中央）は優良賞に輝きました。

青いダルマを手にする発表者

最高殊勲選手賞
　　　　金子英樹（沼田市東部）
殊勲選手賞　　
　　　　金子宣広（沼田市東部）
　　　　関　拓郎（太田市新田）

優　勝　沼田市東部商工会青年部
準優勝　太田市新田商工会青年部
第３位　しぶかわ商工会青年部
　　　　群馬伊勢崎商工会青年部

準決勝・決勝
〔開催日〕10月6日㈫
〔会場〕上毛新聞
　　　敷島球場
〔予備日〕10月27日㈫
タイムスケジュール
〔集合〕午前8時00分
〔第1試合〕午前9時00分

1・2回戦
〔開催日〕8月25日㈫
〔会場〕桃ノ木川グランド
〔予備日〕9月3日㈭

タイムスケジュール
〔集合〕午前8時30分
〔開会式〕午前9時00分
〔第1試合〕午前10時00分

⑩
沼
田
市
東
部
〔
利
根
沼
田
〕

⑨
富
士
見
〔
中
部
〕

⑧
片
品
村
〔
利
根
沼
田
〕

⑦
し
ぶ
か
わ
〔
北
毛
〕

⑥
下
仁
田
町
〔
西
南
〕

⑤
嬬
恋
村
〔
吾
妻
〕

④
太
田
市
新
田
〔
東
部
〕

③
桐
生
市
新
里
〔
桐
生
み
ど
り
〕

②
西
部
ブ
ロ
ッ
ク
〔
西
部
〕

①
群
馬
伊
勢
崎
〔
中
部
〕

沼田市東部商工会青年部

　県青連（星野飛雄馬会長）では第48回野球大会を開
催しました。準決勝、決勝は平成27年10月６日㈫前橋
市の上毛新聞敷島球場で開催し、第１試合では、太田
市新田商工会青年部と群馬伊勢崎商工会青年部が対戦
し、３－０で太田市新田商工会青年部が勝利しました。
続く第２試合では沼田市東部商工会青年部としぶかわ
商工会青年部が対戦し、４回に打ち合いとなり、しぶ
かわ商工会青年部が１点リード、しかし続く５回に沼

田市東部商工会青年部が逆転し、６－４で勝利を収めました。決勝でも初回、太田市新田商工会青年部が１点
を取り、リードしましたが、沼田市東部商工会は準決勝と同じ５回に３点をとり逆転、太田市新田商工会青年
部も粘りを見せましたが、沼田市東部商工会青年部がリードを守りきり５－３で試合を制しました。

　県青連（星野飛雄馬会長）では、来る12月13日㈰10：00～15：00　「高崎もてなし広場」
において第４回商工会青年部グルメグランプリを開催します。
　ステージイベント盛りだくさん！様々なグルメも大集合！３つのお店を回って抽選会へ
（いろいろな景品が用意してあります）。　ご来場お待ちしております！
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　会員事業所が直面する様々な経営課題に対応す
るため、群馬県商工会連合会経営支援課内に広域
支援センターを設置し、地域の商工会と一体とな
って会員事業所の経営支援に取り組んでいます。
今回は、嬬恋村で貸別荘業を営む土屋雄太さんに、
経営計画作成の意義と補助金の効果的活用法につ
いて聞きました。

■経営計画の立案で将来像を描く
　私は約３年前まで東京で、貸別荘業とは全く関
係ない業種のサラリーマンをしていました。親が
高齢になり地元の嬬恋村に帰郷し両親と働くこと
になりました。両親には技術や知識や経験では及
びませんが、何か家業の役に立つことが出来ない
かと考え、商工会に相談したところ、様々な支援
制度があることを知りました。ちょうどそのころ
創設された小規模事業者持続化補助金の申請にチ
ャレンジすることにしました。仕事を始めて間も
ない時期で初めは経営計画書の存在すら知りませ
んでしたが、商工会が主催するセミナーで勉強し、
広域支援センターの中小企業診断士から専門的ア
ドバイスを受け、なんとか経営計画書を作り上げ
ることができました。SWOT分析などを通じて、
改めて自身の商売を見つめ直し、将来の数値目標
を紙面に落とし込むことで、現状から理想の将来
像を明確にすることができました。

■持続化補助金の活用で売上アップを実現
　経営計画に基づく販路開拓等の取組みに対し、
原則50万円を上限に国が支援する「小規模事業者
持続化補助金」については、昨年と今年の２期連
続で採択を頂きました。この補助金で既存のホー
ムページのリニューアルと休憩所施設の改修を行
うことができました。これにより、情報発信力と
お客様の満足度を高めることが出来、お客様の入
込みは倍増に近い勢いで、順調に業績を伸ばすこ
とができました。

　現在は、商工会と広域支援センターの支援を得て、
健康やエコに関心の高い中高年を対象とした「健
康増進にも役立つ体験型宿泊サービス」を提供す
る経営革新事業に取り組んでいます。軽井沢と草
津の国際的な観光地に挟まれた嬬恋村のブランド
力をもっと押し上げ、嬬恋村の「ログコテージふ
りーたいむ」を目的地に来ていただけるような施
設を目指していきたいと思います。

～商工会の担当者から～
　後継者として帰郷した当初から、商工会の経営
セミナー等に積極的に参加している姿が印象的で
した。限られた経営資源を活用し「こんなことを
やってみたい」「あんなことはできないか」とアイ
デアが次々と湧出し、熱意にあふれています。経
営者・後継者の想いを少しでも「かたち」にする
ために商工会として支援が必要だと感じています。
今後も商工会として前向きな経営者に対する支援
を一層強化していくことはもちろん、そうでない
経営者にも様々な施策を紹介しながら「やる気」
「意欲」をかき立てて、持続的発展への支援を継続
していくことが重要な役割だと認識しています。

（嬬恋村商工会　経営指導員　磯野宏和）

（事業所情報）
【事業所】ログコテージふりーたいむ
【代表者】土屋　茂次（後継者　土屋雄太）
【所在地】吾妻郡嬬恋村大前1572
【電　話】  0279-80-6000
【業　種】貸別荘
【ホームページ】http://free-time.jp/

広 域 支 援 セ ン タ ー 活 動 報 告
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小規模事業者持続化補助金（追加公募受付分）採択者一覧（206事業所）

№ 採択事業者名 商工会名

1 匠 前橋東部商工会

2 スクート 群馬伊勢崎商工会

3 ㈱マツムラ自動車販売 群馬伊勢崎商工会

4 ㈲スワコーポレーション 群馬伊勢崎商工会

5 ㈱HB 群馬伊勢崎商工会

6 ㈲水戸屋本店 群馬伊勢崎商工会

7 大水 群馬伊勢崎商工会

8 ㈱コスモン 群馬伊勢崎商工会

9 かやぶき 富士見商工会

10 ㈲藤生 富士見商工会

11 イオンキッス㈱ 富士見商工会

12 箕嶺 富士見商工会

13 ㈱赤城オーガニック 富士見商工会

14 武田畳店 富士見商工会

15 やさいの町田 玉村町商工会

16 ラーメン棒屋 しぶかわ商工会

17 花屋　町田商店 しぶかわ商工会

18 荒木商店 しぶかわ商工会

19 池田モータース しぶかわ商工会

20 くぼた しぶかわ商工会

21 渋川パソコンサポート しぶかわ商工会

22 シンワ産業㈲ しぶかわ商工会

23 ㈲マキファインアーツ しぶかわ商工会

24 ㈲麺舗わく玉 しぶかわ商工会

25 桑野屋 しぶかわ商工会

26 荒井商店 しぶかわ商工会

27 新井幸人 しぶかわ商工会

28 ㈲マルフクストアー しぶかわ商工会

29 明野屋 しぶかわ商工会

30 合資会社油屋旅館 しぶかわ商工会

31 大正浪漫黒船屋 しぶかわ商工会

32 ㈲伊草商店 しぶかわ商工会

33 ㈱横手館 しぶかわ商工会

34 山本作右衛門商店 しぶかわ商工会

35 ㈲榛東葬祭センター 榛東村商工会

36 ㈲ハルナ油脂商会 榛東村商工会

37 ㈱とみつね 榛東村商工会

38 ㈲山一屋 吉岡町商工会

39 合同会社正コーポレーション 吉岡町商工会

40 神宮木材 吉岡町商工会

41 ㈲岸塗装店 吉岡町商工会

42 ㈲板鼻食販 安中市商工会

43 飯島自動車整備工場 安中市商工会

44 理容サトウ 安中市商工会

45 田口建匠 安中市商工会

46 ㈲ほてい屋染工 安中市商工会

47 清水製作所 安中市商工会

48 ㈲山一製作所 安中市商工会

49 ㈲吉田商店 安中市松井田商工会

50 ㈱Green Wood's Log Home 安中市松井田商工会

51 古久屋商店 安中市松井田商工会

52 ㈱三文字屋 安中市松井田商工会

53 マルイチ工業㈱ 安中市松井田商工会

54 レストランサミー 安中市松井田商工会

55 ㈱湖畔亭 高崎市榛名商工会

56 多胡商店 高崎市榛名商工会

57 ㈱浜名園 高崎市榛名商工会

58 ㈲江原 高崎市榛名商工会

59 野口明土地家屋調査士事務所 高崎市榛名商工会

60 ㈲織田会計事務所 高崎市榛名商工会

61 ㈲黒崎商店 高崎市榛名商工会

62 ㈱藤照 高崎市榛名商工会

63 美容室グレイセス 高崎市榛名商工会

64 リカーショップ　やまじょう 高崎市倉渕商工会

65 ガレージスチールヘッド 高崎市倉渕商工会

66 カネト水産㈱ 高崎市倉渕商工会

67 ㈱フジマ 高崎市箕郷商工会

68 ミサトリース㈱ 高崎市箕郷商工会

69 オグラオートサービス 高崎市箕郷商工会

№ 採択事業者名 商工会名

70 永和商会 高崎市箕郷商工会

71 ㈱JAM 高崎市箕郷商工会

72 ㈱心塗 高崎市箕郷商工会

73 ㈱MANA 高崎市箕郷商工会

74 ㈱ミュージックスペース 高崎市箕郷商工会

75 ㈲榛風 高崎市群馬商工会

76 クライミングジム　ホワイトロック 高崎市群馬商工会

77 ㈲ひうが 高崎市新町商工会

78 アップル 高崎市新町商工会

79 ㈲渡辺商店 高崎市新町商工会

80 関根建設㈱ 高崎市新町商工会

81 さいとー（ネイルサロンルリアン）高崎市新町商工会

82 ㈲ネップ 高崎市新町商工会

83 湯端温泉 高崎市吉井商工会

84 アンテナ 高崎市吉井商工会

85 地方創生・寺院振興研究所 高崎市吉井商工会

86 ㈱マルカツ 高崎市吉井商工会

87 桑子製作所 高崎市吉井商工会

88 ㈱野中観光社 高崎市吉井商工会

89 多胡石材産業㈱ 高崎市吉井商工会

90 いわさき酒店 藤岡市鬼石商工会

91 ギークスデザイン 藤岡市鬼石商工会

92 サロンド・アキ 富岡市妙義商工会

93 ㈲ひしや 富岡市妙義商工会

94 関電気工業 富岡市妙義商工会

95 妙竹炭 富岡市妙義商工会

96 ㈲妙義産業 富岡市妙義商工会

97 ヤマダ自動車 富岡市妙義商工会

98 まやまドライ 下仁田町商工会

99 高橋綿店 下仁田町商工会

100 ㈲カネミさいとう 下仁田町商工会

101 ㈲鍋屋 下仁田町商工会

102 かしわや呉服店 下仁田町商工会

103 ㈲中澤製作所 下仁田町商工会

104 房月堂菓子店 南牧村商工会

105 民宿　おかしら 南牧村商工会

106 小金澤理容所 南牧村商工会

107 ㈲大前木材 甘楽町商工会

108 ㈱佳元 中之条町商工会

109 ㈲バースケア 中之条町商工会

110 行政書士こやま法務事務所 中之条町商工会

111 ㈲柏屋 中之条町商工会

112 ㈱本多総合事務所 中之条町商工会

113 ㈲金丘屋 中之条町商工会

114 合同会社富士デクスタエンターテイメント 中之条町商工会

115 ツツミ電設 中之条町商工会

116 ㈱藤美 中之条町商工会

117 寿司光 中之条町商工会

118 食彩こぐれ 長野原町商工会

119 浅間高原ファミリーキャンプ場 長野原町商工会

120 ㈲大矢工務店 長野原町商工会

121 珈琲工房　須田 長野原町商工会

122 カフェド　フルミエール 長野原町商工会

123 パスタDEマンジャーレ 長野原町商工会

124 蕎麦茶寮　nanakusa 長野原町商工会

125 ㈲栃木屋 嬬恋村商工会

126 浅間高原土地別荘管理㈱ 嬬恋村商工会

127 つくつく村 嬬恋村商工会

128 ㈲干俣建設工業 嬬恋村商工会

129 丸山農園漬物本舗 嬬恋村商工会

130 和食　あやめ亭 嬬恋村商工会

131 ㈱土屋商店 嬬恋村商工会

132 ㈲吉田屋 草津町商工会

133 珈琲専科　綾 草津町商工会

134 ㈲頼朝 草津町商工会

135 ㈲アバンティ 草津町商工会

136 ㈲センタ豊 草津町商工会

137 ㈲旅館たむら 草津町商工会

138 ミヤマ写真館 草津町商工会

№ 採択事業者名 商工会名

139 ㈱花岡工業 草津町商工会

140 草津環境美化事業㈱ 草津町商工会

141 美容室ミント 高山村商工会

142 ㈱金子秋松商店 東吾妻町商工会

143 ㈱アガテック 東吾妻町商工会

144 青柳塗装 沼田市東部商工会

145 亀鶴旅館 沼田市東部商工会

146 ヘアーサロンイノウエ 沼田市東部商工会

147 ㈲丸満商店 沼田市東部商工会

148 恵建設㈱ 沼田市東部商工会

149 山太屋 沼田市東部商工会

150 ㈲桑原燃料 沼田市東部商工会

151 池ノ上農産物直売所 沼田市東部商工会

152 花咲屋 沼田市東部商工会

153 ㈲ONEWHEEL 片品村商工会

154 えびやん 片品村商工会

155 建築星野板金 片品村商工会

156 しおじり㈲ 片品村商工会

157 ㈱千代田館 片品村商工会

158 丸信物産㈲ 片品村商工会

159 みよしの 片品村商工会

160 玉泉 片品村商工会

161 ㈲旅館美里 片品村商工会

162 松かぜ 片品村商工会

163 オウレット 片品村商工会

164 山の宿　くりのみてらす 片品村商工会

165 土田酒造㈱ 川場村商工会

166 フォレストノーツ 昭和村商工会

167 ㈲鈴木まいたけ園 みなかみ町商工会

168 谷川岳ドライブイン㈱ みなかみ町商工会

169 林製麺 みなかみ町商工会

170 ペンション朝ねぼう みなかみ町商工会

171 桑子建設 桐生市新里商工会

172 コバデンサービス 桐生市新里商工会

173 ㈲ウォーターサプライ 桐生市新里商工会

174 福島理容室 桐生市新里商工会

175 丸美屋商店 みどり市商工会

176 スカイ建設㈲ みどり市商工会

177 ガルバーレ細内 みどり市商工会

178 ㈲丸長 みどり市商工会

179 たかはた石材 みどり市商工会

180 キヨシ理容室 みどり市商工会

181 ㈲庄屋久平 笠懸町商工会

182 みらいえ㈱ 笠懸町商工会

183 ㈱ビー・ベスト 笠懸町商工会

184 あかぎ司法書士事務所 笠懸町商工会

185 ㈲エバーグリーン 太田市新田商工会

186 ふじや自動車 太田市新田商工会

187 ㈱カーロット 太田市新田商工会

188 ㈲大伸 太田市新田商工会

189 ㈲片山園芸 太田市新田商工会

190 ㈱深町食品 太田市新田商工会

191 ライフフォト　一光 太田市新田商工会

192 ㈲京屋薬局 太田市新田商工会

193 籾中自動車鈑金塗装工場 板倉町商工会

194 手打ちラーメン栄楽 板倉町商工会

195 めぐ㈱ 板倉町商工会

196 斉藤農園 千代田町商工会

197 おたふく食堂 千代田町商工会

198 原口造園 千代田町商工会

199 中島自動車 千代田町商工会

200 照寿司 大泉町商工会

201 ㈲サロンドエム 大泉町商工会

202 おしゃれ工房R＆R 邑楽町商工会

203 Toshi’s　Garage 邑楽町商工会

204 くるま工房OGURA 邑楽町商工会

205 エステ＆リラクゼーションサロン愛華 邑楽町商工会

206 マノン美容室 邑楽町商工会

＊今回群馬県の採択率は100％！となりました。100％は群馬県を含む10県だけです。
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ぐんま商工連ぐんま商工連

サポーターズミーティング2015サポーターズミーティング2015
小規模事業者持続化補助金部門で表彰！小規模事業者持続化補助金部門で表彰！

群馬県商工会女性同友会　県外研修（観劇）平成27年10月５日㈪～６日㈫
　群馬県商工会女性同友会（後藤かね子会長）は、一泊二日の日程で東京・千葉・横浜方面へ県外研

修に行って参りました。参加会員は20名。他にご来賓として群馬銀行県庁支店真下支店長、商工連神

道職員課長、ぐんま共済鎌塚部長にもご参加いただき、初日は明治座で観劇を、二日目は海ほたる、

横浜人形の家を見学して参りました。公演は五木ひろしと由紀さおり出演による、人情喜劇　「めおと

囃子」と歌謡ショーの二部構成で、笑いあり涙あり、歌とトークからもたくさんの感動をもらいました。

　宿泊先の木更津を出発し、アクアライン・海ほたるから見える東京湾の景色は素晴らしく、中央

に位置する「風の塔」は換気施設であることなどを、道の

駅に併設された資料館で学んできました。人形の家では人

間国宝平田郷陽の作品「粧ひ」の前で会員全員が釘付けと

なり、まるで生きているような日本人形の精緻さに魅せら

れてしまいました。その後、中華街にて美味しい広東料理

を食し、一行は天気にも恵まれた二日間を満喫し、大きな

交通渋滞もなく全員無事に商工連に到着いたしました。

　去る９月９日㈬群馬産業技術センターにおいて
サポーターズミーティング2015が開かれ、多くの
中小企業サポーターが参加する中、小規模事業者
持続化補助金部門で優秀な実績を残した支援機関
として、みなかみ町商工会・川場村商工会・昭和
村商工会・群馬県商工会連合会他１団体が髙橋産
業経済部長より表彰されました。また、支援機関

の事例発表では、「群馬県企画提案型地域経済活性
化事業『みさとAge×Ageガイドブック発行事業』」
と題して高崎市箕郷商工会　横塚指導員、「小規模
事業者持続化補助金による販路開拓支援」と題し
て桐生市新里商工会　清水指導員の他４団体の発
表が行われました。

【表彰を受けるみなかみ町商工会星野指導員】【表彰を受けるみなかみ町商工会星野指導員】

【表彰を受ける昭和村商工会綿貫指導員】【表彰を受ける昭和村商工会綿貫指導員】

【表彰を受ける川場村商工会登坂指導員】【表彰を受ける川場村商工会登坂指導員】

【表彰を受ける商工会連合会千代専務理事】【表彰を受ける商工会連合会千代専務理事】
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ぐ ん ま 共 済 協 同 組 合 の 新 共 済 制 度
　ぐんま共済から、新しい商品の販売がはじまり
ます。生命医療共済「シルクシニア」（シニア選択
緩和型）というもので、新規加入を60歳から75歳、
継続で85歳までを共済の対象としたシニア層に
特化した商品です。持病のある方にも加入してい
ただけ、初期入院の給付を手厚くしているところ
に特長があります。商工会シニア層会員への福利
厚生制度として有効なものとなっております。
　群馬県商工会連合会では、9月11日開催の理

事会においてこの新共済制度の取扱いについて
協議し、連合会や各商工会の分担業務を明確化し、
それぞれの組織特性を生かして募集活動を進め
ていくこととなりました。「シルクシニア」の特
長は次のとおりです。①新規加入60～75歳（85
歳の誕生月末まで継続保障）②一律掛金3,200
円③がん入院・治療の保障を充実④緩和型健康
告知の採用。詳細は、パンフレット等でご確認
ください。

『公正な採用選考』を行う基本は、
・応募者に広く門戸を開くこと
・ 本人の持つ適性・能力以外のことを採用基準に
しないことにあります。
　事業主の皆様におかれては、特に就職差別につ
ながる恐れのある下記の事項について、絶対に情
報を収集することのないよう留意し、公正な採用
選考への取り組みをお願いします。
１．本人に責任のない事項
① 本籍・出生地に関すること　②家族に関すること
（職業、続柄、健康、地位、学歴、収入、資産など）
③ 住宅状況に関すること（間取り、部屋数、住宅
の種類、近郊の施設など）
④生活環境・家庭環境などに関すること

２．本来自由であるべき事項
①宗教に関すること
②支持政党に関すること
③ 人生観、生活信条に関すること
 ④尊敬する人物に関すること
⑤思想に関すること
⑥労働組合・学生運動など社会運動に関すること
⑦購読新聞・雑誌・愛読書などに関すること
３．その他の事項
①身元調査などの実施
② 全国高等学校統一応募用紙・JIS規格履歴書に
ない事項を含んだ応募用紙の使用

③ 特に必要な場合を除く、採用選考時の健康診断
の実施

　群馬県最低賃金は、群馬県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
　また、特定の製造業については、群馬県最低賃金より時間額が高い特定（産業別）最低賃
金が定められています。
　詳しくは、群馬労働局労働基準部賃金室（電話：027-896-4737）
　または群馬県内の労働基準監督署へお問い合わせください。

群馬労働局URL：http://gunma-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

事業主の皆様へ
公正な採用選考を！

必ずチェック最低賃金　使用者も　労働者も

群馬県最低賃金は

時間額　737円に
平成27年10月8日より改正
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　今回の躍進する企業には新商品開発があ

るでは、「機能性食品」「特定保健用食品」「栄

養機能食品」の表示制度の比較と実際の表

示について説明させていただきます。

１．食品表示比較

　「特定保健用食品」「機能性食品」「栄養機能食品」の表示は、下表の通りとなります。

2．機能性表示食品の表示

　それでは、機能性表示食品の表示の具体例を見ていきましょう。

（1）表面

①機能性表示食品

　パッケージの主要な面に「機能性表示食品」と表示されます。

②届出番号

　届出番号が表示されます。これは、消費庁のホームページで番号ご

との安全性や機能性を確認できます。

③届出表示

　科学的根拠をもとにした機能性について、消費者庁長官に届け

出た内容が表示されます。

（2）裏面

　裏面には、①1日あたり摂取量②非医薬品表示③疾病等非対象表示

④バランス摂取表示⑤電話番号⑥機能性関与成分表示に別れます。

　次回の「躍進する企業には新商品開発がある」では、機能性表示

食品の安全性や機能性の確保について説明させていただきます。

経営columncolumn
ココ　　　　　　ラ　　　ムラ　　　ム

2828
キーポイント

躍進する企業には新商品開発がある
～自己紹介～

氏　　名　菅
すげ

田
た

　洋
ひろ

之
ゆき

資　　格　中小企業診断士

専門分野　マーケティング　加工食品の新商品開発支援

項目 機能性食品 特定保健用食品 栄養機能食品

対象食品
・農水産物
・加工食品

・農水産物
・加工食品

・農水産物
・加工食品

対象成分
食品成分全般（過剰摂取によ
る健康被害のある成分を除く）

オリゴ糖・乳酸菌・茶カテキン・ペプチ
ド・ビフィズス菌・キトサン・難消化性
デキストリン・ポリフェノール等

亜鉛・カルシウム・鉄・銅・マグネシウム・
ナイアシン・パントテン酸・ビオチン・ビタ
ミン（A/B1/B2/B6/B12/C/D/E）・葉酸

審査
消費者庁のルールに則り、臨
床試験又は研究レビューを行
い、基準を満たせば表示可能。

消費者庁が効果や安全性の審査を実施し、
食品ごとに表示の許可が出る。

科学的根拠が確認された栄養成分を一定基準
量含有すれば、国の許可を得ることなく表示
可能。

その他
科学的根拠に基づいて、「骨」
「筋肉」「目」「ストレス」「疲労」
等に絞った機能性表示が可能。

消化や肥満対策に関する機能が多い。
1日に必要な栄養成分が不足しがちな場合、そ
の補給・補完のために人体の部位別に栄養機
能成分を表示できる。

消費者庁ホームページより抜粋

コラムに記載の内容、およびそれ以外中小企業経営に関してのご相談、ご質
問等がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。
お問合せ先：群馬県商工会連合会経営支援課　TEL:027-231-9779

❶
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❶
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