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通常総会書面決議にて実施、役員改選等全議案承認可決 板倉町商工会 

 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から書面による決議を行い、その結果は次のとおりです。 

議案№ 議 案 の 名 称 賛成 反対  

 

 

   全議案につき承認可 

 決されました。 

   なお、役員改選につ 

 きましては、新たに次 

 の役員が選任されまし 

 た。 
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令和２年度事業報告承認について 

令和２年度収支決算承認について  

令和３年度事業計画（案）決定について 

令和３年度収支予算（案）決定について 

令和３年度借入限度額（案）について 

規約一部変更（案）について 

任期満了に伴う役員改選（案）について 
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178 
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 会長           小池 敏郎 

 副会長     尾島 正人、染谷 元彦 

 理事      岡島 洋一、小川 弘二、坂田 輝雄、田部井 勇、 

                 斎藤 雅也、大月  豊、小林 久泰、茂呂 英樹、 

                 石川 久雄、岡田 雅一、奥澤  理、村松 一生、 

                 藤野  修、伊藤 幹泰 

 同商業部会長  増田 英樹 

 同工業部会長  岡田  博 

 同青年部長   小林 昌史 

 同女性部長   渡邊ユウ子 

 監事      宇治川喜一、荻野長市郎  （下線は新任、敬称略） 

  新たな組織体制で、 

 会員みなさまと共に課 

 題解決や地域振興に取 

 り組んでまいります。 

 

会長 小池 敏郎 

         ※ 役員任期：令和３年６月１日から３年間（青年部長は２年間）、よろしくお願いします。 

 

新型コロナウイルス支援策に伴う認定・加盟店制度のご紹介 群馬県 

 群馬県 ストップコロナ！対策店 
  新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けている小売・飲食サービス等事業者が業 

 界ごとに作成しているガイドライン等に基づき感染症対策を適切に行っている店舗に 

 に対して県が認定し、消費者が安心して当店舗を利用してもらえるようご紹介します。  

 〈 前号お知らせ後の追加認定店 ４店舗〉                 （ 町内累計 94 店舗 ） 

美容室 kawamura、原宿自動車㈱、子吉工務店㈲、㈱LOOP CARS 

     ※ 今後の新規申請手続き窓口が変更になりました ➩ 対策認定制度事務局 ☎ 027-310-3062 
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各種補助金・支援金等公募開始のお知らせ 経済産業省、中小企業庁 

  新型コロナウイルス感染症の影響による各種支援、補助金等公募情報についてお知らせします。 

制度名 事業再構築補助金 
ものづくり等 

補助金 

小規模事業者持続化補助金 

通常枠 低感染ﾘｽｸ型ﾋﾞｼﾞﾈｽ枠 

制度概要 

対象要件 

コロナ以前の３カ月合計売上が 

１０％減少し、認定支援機関と一

体となって新分野展開、業態及び

事業・業種転換、事業再編等を目

指す事業者 

新製品・サービスの開

発、生産プロセス改善

等により設備投資を

行う事業者 

 

商工会等と一

体となって販

路開拓等に取

組む事業者 

 

コロナを踏まえた新た

なビジネスや生産プロ

セス（システムの構築

など）を導入する事業者 

 

上限、率 通常 100～6000万円、２/３ 一般1000万円、２/３ 50 万円、2/3 100 万円、３/４ 

補助対象 

経費 

建物費（新築・改築・撤去・修

繕）、機械装置・システム構築、 

技術導入、外注、広告宣伝・販

売促進、研修・教育費等経費 

 

機械装置・システム構

築、技術導入、外注、

クラウドサービス利

用経費 

 

機械設備導入、

チラシ・ＨＰ作

成、看板設置、

展示会出展、店

舗改装等 

オンラインによるシ

ステムツール、EC サ

イト構築、移動販売開

始による設備導入、商

品開発等の経費 

開始締切 次回 ～ 未定 次回 ～ 11 月 直近 ～ 9 月 直近 ～ 8 月 

  ※  本補助金は、申請すれば必ず受けられるものではなく、公的な審査を行い、採択・実行して初めて補助金を 

   受けることができます。そのため、まずは事前に商工会へ連絡、申請様式に書き込み作成し、提出（メール又 

  は電子媒体、ある程度素案原稿で可）願います。事務局及び専門家を通して内容確認・添削・修正を加えなが 

  ら提出期限までに書類を完成する方式を採ります。 

【事業者】事業

案件を相談 
⇨ 

【事務局】対象要件の

確認、計画策定を説明 
⇨ 

【事業者】申請（計画）書作成

⇔【事務局】ブラッシュアップ 
⇨ 

【事業者】原

稿確定、申請 

              ※ 申請ご希望の事業者は、個別に対応します。お早めに事務局へご相談願います。 

 

 

新型コロナウイルス感染対策に係るあっせん融資のお知らせ 日本政策金融公庫、群馬県 

   新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業・小規模事業者等への主な融資制度をご案内します。 

制度名 
新型コロナウイルス 

感染症特別貸付（公庫） 
新型コロナウイルス 

対策マル経資金（公庫） 
群馬県新型コロナウイルス 

感染症対策資金（県） 

担保等 担保なし・保証料なし 担保なし・保証料なし 担保なし・保証料あり 

貸付対象者 原則として最近１カ月の売上高が前年同月比５％以上（県は５～20%）の減少 

貸付限度額 別枠 8,000 万円 別枠 1,000 万円 3,000 ～ 6,000 万円 

貸付利率等 

（無利子化 

の要件） 

6,000 万円以内、当初３年間

0.36％、４年目以降 1.26％、

6,000 万円超、全期間 1.26％（個

人小規模事業者、15％以上減の法

人事業者、20%以上減の中小事業

者は３年間無利子、事後補給） 

当初３年間：0.31％、４

年目以降：1.21％（個人

小規模事業者、15％以上

減の法人事業者は３年間

無利子、事後補給） 

 

年利 1.1％、保証料 1/2～

3/4（セーフティネット保証

等町の認定要） 

→ Ｂ・Ｃ・Ｆ・Ｇタイプに

より要件が異なります。 

 

貸付（据置）

期間 

運転：15 年（５年） 

設備：20 年（５年） 

運転： ７年（３年） 

設備：10 年（４年） 

運転：７～10 年（1～5 年） 

設備：10 年（2 年） 

  注）表中の金利は本紙発行日現在、実際の融資利率は融実行時点の金利を適用、 

   公庫：日本政策金融公庫前橋支店（窓口：商工会）、県：群馬県（産業経済部経営支援課、窓口：地元金融機関） 
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公的補助金制度は、原則すべて実施前、計画段階で申請し、認定（採択）後、初めて

着手することになりますので、計画や見通しが立った時点で早めに相談しましょう。 



新型コロナウイルス感染対策による支援金・協力金のお知らせ 経済産業省、中小企業庁、群馬県 

  新型コロナウイルス感染症の影響による各種支援、協力金等についてお知らせします。 

制度名 
緊急事態宣言、まん延防止等影

響緩和による月次支援金 

群馬県感染症対策 

事業継続支援金 

群馬県感染症対策 

営業時間短縮要請協力金 

制度概要 

対象要件 

緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けている

こと 
飲食店営業許可を受け、午後

8 時～午前５時の間に営業

している飲食店等が５/８～

５/15、5/16～6/13 の間、

営業自粛、酒類提供の自粛、

感染防止対策の実施など行

った事業者 

2021 年月間売上が 2019 年又

は2020年の同月比で50%以上

減少の中小法人・個人事業者等 

 

2021年月間売上が2019年又

は2020年の同月比で30～50 

%未満減少の中小法人・個人事業

者等 

上限、率 法人 20万円、個人 10万円 法人 20万円、個人 10万円 中小 2.5～ 7.5 万円 

開始締切 4、５月分：8/15 6月分：8/31 ５月分：8/5、6 月分：8/19 ～ 8/6 
 

 

経営なんでも相談室開設 板倉町商工会 

会員ならではのお得なサービス、支援を行っています。 

お気軽にお声がけください。 

 

補助金採択結果のお知らせ 経済産業省、中小企業庁、群馬県商工会連合会 

 経済産業省より採択者発表（前回報告以降を掲示、枠内日付は認定日） 

  商工会では、事業計画による販路拡大、売上増進に繋がる支援を行っています。 

 【 小規模事業者持続化補助金 】 

令和元年度補正一般型第３回受付分 1/22 ㈱アリトル、スズキ化粧品 

令和２年度補正コロナ型第４回受付分 2/5 栗原資材㈱、ヘアーサロンさいとう 

令和元年度補正一般型第４回受付分 4/28 ㈲海老屋フラワー 

 【 事業再構築補助金 】 

令和２年度３次補正第１回公募受付分 6/18 ㈱小池鉄工 

   ※ 採択率は実施時期や応募者数等により異なりますが、概ね全国的に３～4 割程度です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

青年・女性経営者の主張大会、板倉部員が上位独占 群馬県商工会青年部連合会、同女性部連合会 

 去る６月１日（火）、前橋テルサ（無観客、発表者各ブロック代表 計 11 人）にて開催

され、次のとおり選ばれました。お二人は県代表として関東大会に出場します。 

№ 賞  名  等 受賞者名（敬称略） テ ー マ 

1 青年部１位、群馬県知事賞 藪之本佳奈子：岩田 青パパイヤで地域振興 

2 女性部１位、群馬県商工会連合会長賞 渡邊ユウ子：海老瀬 女性部活動に参加して 
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個人の売上向上、販売促進につなげ

るための専門家を派遣することが

できるって聞いたけど、どこまで支

援・指導してくれるのかなぁ？ 

 
原則として１テーマ１回（内容により複数回可）、無料で派遣（職

員が随行）します。まずは職員が話を伺い、専門家に取次ぎ日程調

整を行います。状況により補助金申請＋融資、デザイン・広告物作

成、ＨＰやＳＮＳへの情報発信など抱き合わせ支援も可能です。 

新たな販路開拓につなげるため、経営計画策定、資金

繰り、補助金申請、チラシやパンフレット等広告物制

作、簡易なホームページ制作・更新、税務、法律問題、

円滑な取引、労務、ネットビジネスなど事業者のニー

ズに合った専門家を紹介、支援しています。 

商工会が応援し

てくれるので、

最後までがんば

れるよ！ 

 



いたくら商工祭中止のお知らせ 板倉町商工会 

 本年度の「いたくら商工祭」は、昨年に引続き、新型コロナウイルス感染拡大の影響により「中

止」となりましたので、お知らせします。 

 コロナ感染が長期化する中、新しい取組みを模索、検討してまいります。 
 

 

新規会員入会のお知らせ 板倉町商工会 

 次のとおり新たに会員事業者となりましたので、お知らせします。 

大塚デンタルラボ（歯科技工、籾谷）、Ｃａｒ－Ｒ（自動車整備販売、西岡）、 

ＹＫ工業（建築、下五箇）、まーちゃんラーメンや（飲食、板倉）、INARAI EDIT 

（ｗｅｂ制作、岩田）、権現沼管理部（釣り堀、海老瀬）、恵整体（整体、朝日野）、 

せきづか電気ライフサービス（家電販売修理、板倉）、㈱エアリッシュ群馬工場 

（除菌製品製造、板倉）、まんじゃあれ（飲食、朝日野）、㈲ＳＣＩ（サンプル 

品製作、細谷）、たじま音楽教室（音楽教室、飯野）、美容室 Pur（美容、細谷）、

㈲イシカワコーポレーション（不動産、朝日野）、タカセ接骨院（医療、板倉） 

        （令和 2.10.24 ～ 3. 7. 6） 15 事業所、総会員数 305事業所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規商工会員紹介キャンペーンのお知らせ 板倉町商工会 

  本商工会では、未加入事業者の会員増強推進を図るべく会員事業者 

 向け「会員紹介キャンペーン」を実施しています！ 

  皆さまお知り合いの新設法人、新規創業者、既存事業者などお気軽 

 にお声がけのうえ、ご紹介願います。   

 未加入事業者に対し、商工会の加入を勧奨（事務局同行も可）いただき、その旨を事務局までご

連絡ください。未加入者情報、勧奨パンフレット等は、随時個別に事務局からご連絡します。 

 紹介いただいた未加入事業者が商工会に加入された場合、紹介者に 5,000 円の商品券を進呈し

ます。新規加入される事業者には、入会金なし、加入後１年間の年間会費を無料とします。 
 

 

商工会費（上期分）口座振替、納入のお願い 板倉町商工会 

  上期分会費の口座振替日は、 ８月 2日（月）です。あらかじめ取引口座の残高をご確認ください。本書をもって

納入依頼とし、通帳の記載をもって領収に代えさせていただきます。領収証が必要なかたは事務局までご一報願い

ます。また、口座振替以外の会員は、 8月 2日（月）まで に振込み又は現金にて納入願います。 

 

職員人事異動（4 月 1 日付け）のお知らせ 板倉町商工会 

転出 事務局長 川田 亨 板倉町住民環境課長へ転出 お世話になりました 

転入 事務局長 橋本貴弘  板倉町産業振興課商工誘致推進室長から転入  よろしくお願いします 
 

 

東京 2020 オリンピック聖火リレー 板倉から応援プロジェクト  

 去る３月３０日（火）、齋藤 みち子 職員（経営支援員、大高嶋）が群馬県、大

泉町区間内（１０：３０スタート）にて「板倉町から元気を発信」の想いで聖火ラ

ンナーとして走りました。コロナ禍でも町内事業者のみなさんがこれからも元気に

ご活躍されることをお祈りします。             ファイト♪ ～   

４ 

これからは商工

会にいろいろ相

談に乗ってもら

えて安心だよ

ネ！ 

オリンピック開催期間中、商工会

事務所にてトーチ、ユニフォーム

を展示しています。見に来てネ！ 


