笠懸町商工会

商工会をもっと身近に

あきない通信
VOL.５３

コロナ収束に向けて

もくじ
５月２６日（火）に予定していた「第４３回総代会」
は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、全国及び
群馬県において緊急事態措置が発令された事に伴い、書
面による議決権行使（書面決議）での開催となりました。
また、商工会６部会、青年部、女性部の合計８部会全
てが書面決議となりました。笠懸町商工会の長い歴史の
中で総代会が書面決議となる事態は初めてです。
本会報では書面決議の結果やコロナ関連の経営に関す
る情報イベント開催情報をお知らせさせていただきます。

1.表紙写真(笠懸町商工会館)
2.令和2年度総代会(書面決議)

3.各部会･青年部･女性部の動き
4.コロナ関連支援策
5.コロナ関連支援策
6.イベントのお知らせ
7.令和2年度事務局体制
8.あきないクイズ
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令和２年度総代会(書面議決)
2020年は初頭より新型コロナウィルス感染症のパンディミックにより、社会・経済に甚大な影響を与
えました。新型コロナウイルス感染症により影響を受けられた会員の皆様におかれましても、心よりお
見舞い申し上げます。
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い全国に緊急事態宣言が発令されて約２ヶ月、ようやく47都道府
県の緊急事態宣言が解除となり、新しい生活様式を取り入れ、ウイルスと共生しなければならない社会
が訪れています。経済活動の再開への喜びと裏腹に、ワクチン等の開発や治療法が確立されておらず、
第2波という不安を抱えながらの生活を強いられるわけですが、このような状況でも会員の皆様の事業継
続に向けた行動姿勢には敬意を表する次第でございます。本来であれば、例年5月下旬に商工会総代会を
開催しておりますが、今回のコロナ禍の影響で書面決議とさせていただきました。会員の皆様におかれ
ましてはご不便ご面倒をおかけしてしまい申し訳ございませんでした。
令和２年度は各地で会議・イベントの中止が相次ぎ、みどり市内でも笠懸ま
つり、大間々祇園まつり、草木湖まつり等のイベントが中止となってしま
いました。商工会としましても、各種会議やイベント事業は今後の社会
情勢を見て開催可否の判断して行きたいと考えております。
また、現在、国・群馬県・みどり市をはじめとしてコロナ関連支援策が多く
実施されています。職員一同会員の皆様への支援体制を整えておりますので、
相談事がございましたら商工会へ相談いただきたいと思います。
終わりになりましたが、会員の皆様におかれましてもくれぐれもお身体に気
を付けていただき、また元気な姿でお会いできることを楽しみにしております。

第４３回 笠懸町商工会通常総代会 議案
議案第１号
議案第２号
議案第３号
議案第４号
議案第５号
議案第６号
議案第７号
議案第８号
議案第９号

笠懸町商工会
会長 七沢 博明

笠懸町商工会定款の一部改正の件
年度当初の予算見積り及び予算執行に関する特則の一部改正の件
令和元年度事業報告承認の件
令和元年度一般会計収支補正予算並びに収支決算承認の件
令和元年度労働保険事務組合事業報告並びに特別会計収支決算承認の件
令和２年度事業計画（案）承認の件
令和２年度一般会計収支予算（案）承認の件
令和２年度労働保険事務組合事業計画並びに特別会計収支予算（案）承認の件
令和２年度一時借入金限度額（案）承認の件

全ての議案は総代の皆様の賛成を得て承認されました。
皆様のご協力、まことにありがとうございました
永年勤続従業員表彰
事業所名
ウエスタン塗装㈱
ウエスタン塗装㈱
㈱稲垣工業
㈲桐栄オートサービス
㈲桐栄オートサービス
㈲桐栄オートサービス

表彰者名

久保田 初江
星野 康夫
工藤 光春
藤沼 圭吾
星野 珠未
中林 久美子

（順不同・敬称略）

表彰年数

事業所名

３０年 医療法人 日望会
１０年 医療法人 日望会
１０年 医療法人 日望会
１０年 医療法人 日望会
５年 医療法人 日望会
５年 医療法人 日望会
医療法人 日望会

表彰者名

山本 美智子
鈴木 身和子
相川 順恵
柴﨑 博美
中山 育代
浅沼 宜保
須山 久美子

表彰年数
２０年
２０年
２０年
２０年
２０年
２０年
２０年
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部会・青年部・女性部の動き

新型コロナウイルス感染症の影響により、４月１６日に全国で緊急事態宣言を発令されたことに伴
い、例年開催していた通常総代会・各部会・青年部・女性部の通常総会については、書面決議となり、
全ての議案は過半数の賛成を得て可決しました。皆様のご協力、まことにありがとうございました。

金属部会

・令和元年度事業報告及び収支決算承認の件
・令和２年度事業計画（案）及び収支予算（案）承認の件

商業部会

・令和元年度事業報告及び収支決算承認の件
・令和２年度事業計画（案）及び収支予算（案）承認の件

繊維部会

・令和元年度事業報告及び収支決算承認の件
・令和２年度事業計画（案）及び収支予算（案）承認の件
・役員補充選任の件

飲食部会

・令和元年度事業報告及び収支決算承認の件
・令和２年度事業計画（案）及び収支予算（案）承認の件

建設部会

・令和元年度事業報告及び収支決算承認の件
・令和２年度事業計画（案）及び収支予算（案）承認の件
・役員欠員に伴う補充の件

サービス
部会

・令和元年度事業報告及び収支決算承認の件
・令和２年度事業計画（案）及び収支予算（案）承認の件

青年部

・令和元年度事業報告及び収支決算承認の件
・令和２年度事業計画（案）及び収支予算（案）承認の件

女性部

・令和元年度事業報告及び収支決算承認の件
・令和２年度事業計画（案）及び収支予算（案）承認の件

商工会からのお知らせ
商工会費納入のお願い
令和2年度分商工会費につきまして、以下の通りとなりますのでお知らせいたします。
口座振替日 ： ６月２２日(月)
※ご登録いただいております口座へ前日までに入金をお願いします。
現金納入期限： ６月３０日(火)まで ※現金または振込にてお願いします。
金
額 ： 個人会員＝１１，０００円
金
額 ： 法人会員＝１２，０００円
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コロナ関連支援策(国･県･市）
新型コロナウイルス感染症に関し､国･群馬県･みどり市では様々な支援策
を展開しています。会員事業所の皆様方で、気になる施策やお問い合わせが
ございましたら、お気軽に笠懸町商工会までご相談ください。

国の施策
特別定額
給付金

１人１０万円の給付金
・国民に給付される給付金
・オンラインまたは郵送で申請。(みどり市は5月18日対象者全てに申請書を送付済)
・申請者から順次指定口座へ振込（毎月８の付く日）
・みどり市の申請受付期間は8月19日まで（全国の各自治体で期間は異なります）

(最大)個人１００万円･法人２００万円の給付金

持続化
給付金

小規模事
業者持続
化補助金

I T導入
補助金

ものづく
り補助金
新型コロ
ナウイル
ス感染症
特別貸付

・事業に幅広く使え事業継続を支える目的としている給付金
・対 象 前年同月比で事業収入が50％以上減少した方（その他詳細要件有）
・支給額＝前年総売上(事業収入)ー(前年同月比▲50％月の売上×12ヶ月)
・締切日 2021年1月15日

販路開拓事業費の2/3補助(上限)50万円(一般型）
（コロナ特別型は2/3または3/4補助(上限) 100万円）
・コロナ特別型は(①サプライチェーンの毀損への対応②非対面ビジネスモデルへの
転換③テレワーク環境の整備)に関する事業限定
・採択者は感染防止対策取組経費の最大50万円まで10/10の定額補助あり※要件有
・締切日 8月7日(コロナ)、10月2日(一般・コロナ)、2021年2月5日(一般)

ITツール導入費の1/2補助(上限)450万円
（コロナ特別型は2/3または3/4補助）
・ITツール(ソフトウェア等)導入補助金(PCタブレット等ハードウェアは対象外)
・コロナ特別型は(①サプライチェーンの毀損への対応②非対面ビジネスモデルへの
転換③テレワーク環境の整備)に関する事業限定
・締切日や詳細につきましてはHP（https://www.it-hojo.jp/）をご覧ください。

設備投資等の1/2補助または2/3補助(上限)1000万円
(コロナ特別型は2/3または3/4補助)
・新製品･サービス開発や生産プロセス改善等を目指す事業者向けの補助金
・コロナ特別型は(①サプライチェーンの毀損への対応②非対面ビジネスモデルへの
転換③テレワーク環境の整備)に関する事業限定
・締切日 8月3日、11月予定、2021年2月予定

日本政策金融公庫による特別融資制度
・直近1ヶ月の売上高が、前(々)年同月比で5％以上減少した事業者が対象
・融資限度額6,000万円(3000万円までは3年間利率▲0.9％(年率0.46％､3年後1.36％)
・3年間の利子補給制度あり ①個人(小規模事業者) :要件無、②法人(小規模事業
者) :売上▲15％、③中小事業者：売上高▲20％
・詳細はHPをご確認ください。日本政策金融公庫HP（https://www.jfc.go.jp/）
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従業員の雇用調整(休業･教育訓練･出向等の措置)への助成金

雇用調整
助成金※

家賃支援
給付金※

※本制度は令和2年度第2次補正予算の成立を前提としています。
6/9時点の情報となりますので事業内容が今後変更等されることがあります。
・コロナ特例措置は従業員の方に支払った休業手当の一部を助成。
・緊急対応期間(4月1日～6月30日まで)の休業等に適応する
・詳しくは群馬労働局(027-210-5008)またはお近くのハローワークまで
(1ヵ月あたり最大)個人２５万円･法人５０万円の給付金
※本制度は令和2年度第2次補正予算の成立を前提としています。
6/9時点の情報となりますので事業内容が今後変更等されることがあります。
・固定費の中で大きな負担となる家賃支払いのための給付金(テナント事業者対象)
・要件：5月～12月で①1ヵ月の売上が前年同月比▲50％以上②連続する3ヵ月の売
上が前年同月比▲30％以上。補助期間は半年間を予定。その他詳細未定。

みどり市の施策
小規模事
業者感染
症対策協
力金
医療･福
祉施設従
事者応援
事業
次亜塩素
酸水の無
料配布

群馬県の感染症対策事業継続支援金の支給対象外
事業者(従業員5人以下)へ1事業所５万円の支援金
・みどり市内に本社がある従業員5人以下の事業者(個人事業主はみどり市在住者)
・感染拡大防止策を講じ、事業活動継続している事業者
・申請期間:6月1日～9月30日(郵送のみ受付)※笠懸町商工会員の皆様へみどり市から5月27日発送済
・詳しくはみどり市産業観光部商工課(76-1938)へお問い合わせください。

みどり市の住民基本台帳に登録されている
市内外の医療･福祉施設従事者へ1人5,000円の給付金
・4月16日～5月14日の期間に医療・介護・障害・保育の事業に従事していた方
・申請期間:6月1日～9月30日
・詳しくはみどり市役所保健福祉部介護高齢課(76-0974)へお問い合わせください。

除菌効果のある次亜塩素酸水を市民に無料配布
・対象:市内在住者・市内事業者
・みどり市役所笠懸庁舎､大間々庁舎､東支所､教育庁舎にて配布(平日8:30～17:15)
1人500㎖（必ず各自ペットボトルなどの空き容器を持参してください）
・詳しくはみどり市総務部財政課(76-0963)へお問い合わせください。

群馬県の施策
群馬県税
の徴収猶
予
新型コロ
ナウイル
ス感染症
対応資金

新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ
・対象:相当な収入の減少（概ね２０％）のあった個人、法人
・無担保かつ延滞金なしで群馬県税の最長１年間の徴収猶予
・法人県民税､法人事業税､個人事業税､不動産取得税､自動車税等
・詳しくは桐生行政県税事務所県税課収納係まで（☎０２７７－５３－２１１３）

群馬県の制度融資を活用した
民間金融機関を通した融資
・セーフティネット保証等を取得できる事業者へ最大3,000万円の融資
・7年間の利子補給､無担保､保証料ゼロ(一定要件有)
・詳しくはお取引のある又は最寄りの金融機関へ(県内に本店･支店がある金融機関)

※情報は6月9日時点のものなります。詳細内容や制度は変更となる可能性がありますのでご了承ください。
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イベントのお知らせ
コロナウイルスの影響で残念ながら各種イベントが中止となっています。
商工会関連イベント、みどり市のイベントや他市の中止情報について以下
に掲載させていただきます。

笠懸町商工会関連の主なイベント
イベント

場所

日程

対応

こども魚つかみ取り大会

グリーントピア

７月下旬

中

止

笠懸まつり

笠懸グラウンド

８月２２日

中

止

商工祭(※1)

笠懸野文化ホール

１０月２５日

中止予定

※1 商工祭につきましては6月末日に正式決定となります。
詳細は7月1日以降に笠懸町商工会HPでお知らせさせていただきます。

桐生・みどりブロック商工会関連の主なイベント
イベント

場所

日程

対応

大間々祇園まつり

大間々町本町通り

8月１日～３日

中

止

草木湖まつり

東運動公園

８月１５日

中

止

くろほね夏まつり

黒保根運動公園

８月１５日･１６日

中

止

新里まつり

新里総合グラウンド

８月１５日

中

止

桐生八木節まつり

桐生市内各所

８月

中

止

イベント

対応

地域外のイベント（一例）
イベント()内は前年実施月

対応

おおた夏まつり(7月)

中

止

高崎まつり大花火大会(8月)

中

止

世良田祇園まつり(7月)

中

止

前橋花火大会(8月)

中

止

尾島ねぷたまつり(8月)

中

止

前橋まつり(10月)

中

止

新田まつり(8月)

中

止

いせさきまつり(8月)

中

止

薮塚まつり(8月)

中

止

いせさき花火大会(9月)

中

止

※上記イベントは6月9日時点での対応になります。詳細は各市町村等のHPをご確認ください。
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令和２年度事務局体制
新任職員自己紹介
４月に局長として就任いたしました金子です。３月でみどり市役所
を退職しましたが、社会貢献ということで笠懸町商工会にお世話にな
ることになりました。
就任して２ヵ月が過ぎたところですが、商工会の事務をしていく中
で、商工会の運営や仕事の内容について理解していきたいと思ってい
ます。これから笠懸町商工会の会員の皆さまと一緒に地域の発展と商
工会発展のために努力していきたいと思いますので、どうぞよろしく
お願いいたします。

令和２年４月１日から人事異動により、笠懸町商工会にお世話にな
ることになりました長翁と申します。前任地は板倉町商工会で４年間
在籍し、主に青年部を担当しておりました。
今回初めての人事異動で不慣れなことも多く、２カ月が経過しても
新型コロナウイルスの影響で巡回しづらい状況で大変残念ですが、少
しでも皆様のお力になれるよう努力していきたいと思いますので、こ
れからどうぞよろしくお願い申し上げます。

4月1日より新任で笠懸町商工会でお世話になっております
です。
着任してから日々、会員の皆様や職員の諸先輩方に支えていただき、
様々な業務に携わらせていただいています。
コロナウイルスの影響で会議等が中止となり、会員の皆様に新任の
ご挨拶に伺えなくなるなど残念なことが多いですが、一日も早く会員
企業の皆様に信頼してもらえるよう日々精進していきますので、よろ
しくお願いします。

令和２年度事務局体制
役 職

氏 名

担当部会・主な業務
事務統括､建設部会､役職員の台帳管理､商工祭､笠懸まつり他
繊維部会､理事会､講習会､ＨＰ､情報管理､経営支援全般他
金属部会､商業部会､労働保険､火災･商工共済､経営支援全般他
サービス部会､青年部､広報委員会､商工祭､経営支援全般他
女性部､経理･総務､会員管理､商工会税務書類､業務委託管理他
飲食部会､法人会､青色申告会､記帳継続指導､税務申告､各種共済他
記帳関連､その他補助業務
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あきないクイズ
正解者の中から抽選で、豪華景品が当たるクイズコーナー！
◎前回の当選者◎

箕輪隼人さん(箕輪塗装)
堀誉子さん(㈲堀自動車)
おめでとうございます!
正解は②７月２４日でした！(延期になってしまいましたが、、)
たくさんのご応募ありがとうございました!
今回の問題

新事務局長の名前は何でしょうか！？
フルネーム(漢字またはひらがな)でお答えください！
正解者の中から抽選でプレゼントをご用意しております。
みなさまからのご応募お待ちしております。

応募用紙
１．答え
２．事業所名
３．氏 名
４．連絡先

（1事業所1名限り）
住所

☎

５．アンケート
（任意）

応募は①FAX(76-7814) ②郵送(みどり市笠懸町鹿3003-1) ③メール(kouhou@kasakake.or.jp）
いずれかにてご応募してください。たくさんのご応募お待ちしております

あきない通信
編集：笠懸町商工会 広報委員会
〒379-2313
群馬県みどり市笠懸町鹿3003-1
TEL
0277-76-2507
FAX
0277-76-7814
MAIL
kouhou@kasakake.or.jp
HP
http://www.kasakake.or.jp/

未加入事業所を
ぜひ商工会へ誘ってください！
発行元：笠懸町商工会
発行日：令和２年６月１５日

