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令和３年度  事 業 報 告 
(令和 3年 4 月 1日～令和 4 年 3月 31日) 

 

1 概 況 

わが国で新型コロナウイルスが初めて確認されてから 2 年余りが経過したが、地域経済

を支え雇用確保を担っている中小企業は、何度も繰り返される感染の「波」の中で、その

収束が見通せない中、未曾有の影響を受け続けている。 

この間、商工会議所では、中小企業の資金繰りや補助金活用など各種経営相談に対応す

るとともに、国・県等からの様々な要請を受けた各種支援策の周知・活用支援を行うなど、

事業者に寄り添った支援を実施してきた。 

また、国、県等関係機関に対して中小企業が直面する現状を訴え、必要な支援を要請し

たことにより、多くの施策に商工会議所の要望が反映されてきたところである。 

県連においても、コロナ禍で活動が制限される中、各商工会議所と一体となり、国、県

及び関係商工団体との連携を保ちつつ事業を推進してきたところであり、主な内容は以下

に掲げるとおりである。 

現在、中小企業は、国・県等の政策を総動員した支援策により、事業継続や雇用維持へ

の懸命の努力を続け、何とか踏みとどまっているものの、借入金は増大し今後の売上回復

も不透明な中で、事業継続に悩む事業者も少なくない状況である。また最近では、資源価

格の高騰や円安に加え、ロシアによるウクライナ侵攻が更なる資源高や金融・物流面での

混乱をもたらしており、中小企業を取り巻く事業環境は一層厳しさを増している。 

商工会議所では、このように厳しい状況に置かれた中小企業に対し、引き続き各種経営

相談等に取り組むとともに、地域の意向に寄り添い、コロナ等で傷んだ地域経済の再生と

活性化について、国や自治体などに対し積極的に政策提言活動を展開していく所存であり、

特に県連においては、日本商工会議所や関係経済団体等との緊密な連携を図りつつ、県下

商工会議所の諸事業が円滑かつ効果的に実施できるよう努めてまいりたい。 

 

(1) 第 62 回群馬県商工会議所議員大会を前橋商工会議所主管で開催し、決議事項を国及

び県等に陳情 

(2) 「新型コロナ対策」、「ワクチン団体接種」、「感染症対応資金貸付条件変更」等につい

て、知事等に緊急要望を実施 

(3) 会頭会議、専務理事会議を開催し、情報交換及び諸事業の企画検討、連絡調整を実施 

(4) 人材育成等研修研究事業として、人事管理委員会による経営指導員資格認定試験、経

営指導員候補者のための経営診断入門講座、全商工会議所職員を対象としたコンプラ

イアンス研修を実施 

(5) 県等の関係団体が実施する事業・行事等の共同開催、後援等による協力や県からの受

託事業である機械金属工業表彰式等の実施 

(6) 群馬県主管による茨城・栃木・群馬三県商工会議所交流会議を前橋商工会議所等で規

模を縮小して開催 

 

２ 組  織 

(1) 会員並びに役員 

  会 員 名   （県連役職）   会  頭     専務理事 
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 前橋商工会議所  （会 長）  曽 我 孝 之  稲 田 貴 宣 

 高崎商工会議所  （副会長）  児 玉 正 藏  石 綿 和 夫 

 桐生商工会議所  （副会長）  籾 山 和 久  石 原 雄 二 

 伊勢崎商工会議所 （理 事）  辻   健 夫  三 井 秀 之 

太田商工会議所  （副会長）  加 藤 正 己  橋 本 文 男 

館林商工会議所  （理 事）  正 田   隆  野 口 一 幸 

（令和 3年 6月 30日退任）  

                         山 本 紀 夫 

（令和 3年 7月 1日就任） 

渋川商工会議所  （副会長）  寺 島 順 一  登 坂 建 一 

 沼田商工会議所  （理 事）  平 井 良 明  中 村 一 喜 

 富岡商工会議所  （監 事）  堀 口 良 一  小 澤 悦 雄 

 藤岡商工会議所  （監 事）  小 坂 裕一郎  飯 島 峰 生 

  （連合会）   （専務理事）          坂 庭   秀 

 

(2) 委員会正副委員長 (令和元年 11月改選) 

     委 員 会 名       委  員  長         副 委 員 長 

○総 務 委 員 会  小 島 秀 薫（前 橋）  岡 田 和 夫（太 田） 

                            松 井 徹 郎（富 岡） 

○工 業 委 員 会  金 井 正 直（前 橋）  川 嶋 正 靖（高 崎） 

北 原 康 男（伊勢崎） 

○繊維等地場産業委員会  篠 田   一（桐 生）  平 方   宏（前 橋） 

清 水 英 徳（高 崎） 

○商 業 ・ 物 流 委 員 会  都 丸 和 俊（前 橋）  鑓 田   実（桐 生） 

                           三 田 英 彦（館 林） 

○地域開発・建設委員会  大 竹 良 明（高 崎）  吉 野 雅比古（桐 生） 

                           小 野 岳 彦（伊勢崎） 

○金 融 税 務 委 員 会  島 田   智（伊勢崎）  秋 葉   仁（前 橋） 

武 井 義 明（沼 田） 

○労 働 委 員 会  瀧 澤 英 一（高 崎）  山 田 裕 史（太 田） 

                           趙   栄 日（藤 岡） 

○交 通 ・ 観 光 委 員 会  星 野 勝 美（太 田）  萩 原 康 充（前 橋） 

蜂 巣 新 一（渋 川） 

○人 事 管 理 委 員 会  寺 島 順 一（渋 川）  辻   健 夫（伊勢崎） 

 

３ 政策提言活動 

(1) 第 62回群馬県商工会議所議員大会決議事項の陳情 

○県関係；日時 令和 3年 10月 29日(金)午後 3時 20分 

場所 群馬県庁 

概要 各商工会議所会頭が知事、県議会議長に陳情・請願 

○国関係；日時 令和 3年 11月 27日(土)午前 8時 

     場所 ホテルメトロポリタン高崎 

概要 各商工会議所会頭、専務理事と県選出国会議員との朝食会を開催し陳

情するとともに、関係省庁あて陳情を実施し、日商にも関係事項を説明、
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協力を要請した。 

○重点項目  

・経営支援体制の充実強化並びに小規模事業経営支援事業費補助金の拡充について 

 ・電力の低価格・安定供給体制の確立と省エネ支援策の拡充について 

・ウイズコロナ・脱炭素時代を見据えた地場産品の販売促進と利活用推進等による 

 地域活性化について 

・中心市街地活性化対策等の拡充と街なか居住の推進について 

・物流・人流を支える効率的・効果的な道路ネットワークの構築について 

・中小企業金融対策 

   新型コロナ感染症対策に係る事業継続支援施策の充実について 

   小口資金融資制度の改善について 

・ウイズコロナ時代を見据えた雇用維持と産業人材の採用・確保への支援について 

  ・新型コロナで疲弊した観光関連産業への継続的支援とウイズコロナに向けた対応に 

ついて 

○陳情事項 

＜総務対策について＞ 

 ①経営支援体制の充実強化並びに小規模事業経営支援事業費補助金の拡充について 

 ②新しい事業スタイルを踏まえた環境整備への支援について 

③メディアミックスによる情報発信強化および芸術・文化情報の拡充と一元化について 

④地域経済分析システム（Ｖ-ＲＥＳＡＳ）の周知と利用促進について 

⑤ＩＴ導入補助金の拡充について 

⑥ヘルスケア産業の創出に向けた「地域包括ケアシステム」の構築について 

⑦新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者への更なる支援について 

＜工業振興対策について＞ 

 ①電力の低価格・安定供給体制の確立と省エネ支援策の拡充について 

 ②地球環境問題への取り組み強化について 

 ・「フロン排出抑制法」の適正な運用を図るための周知指導 

 ・公的関与による産業廃棄物処理施設建設 

③県外優良企業を誘致するための大規模産業団地の造成について 

④新産業（新技術）の創出について 

⑤中小製造業における人材難解消と人材確保支援について 

⑥産業界と人材育成機関との連携について 

⑦製造業等の周辺住民との環境調和への支援について 

⑧オンライン商談会参加に対する支援制度の創設について 

⑨製造業が利用できる支援金・給付金の創設について 

⑩中小企業・小規模事業者の原材料の高騰による対策について 

⑪新型コロナウイルス感染症の治療薬の早期開発とＰＣＲ検査法の迅速な承認体制について 

⑫ＢＣＰ(事業継続計画)に基づく災害防止対策に係る補助金制度の創設について 

＜繊維等地場産業振興対策について＞ 

①ウイズコロナ・脱炭素時代を見据えた地場産品の販売促進と利活用推進等による 

 地域活性化について 

 ・県内産製品の域内需要喚起政策強化と販路開拓支援について 

 ・県産材の積極的な活用並びに森林の健全育成について 

 ・地域ブランド展開への支援について 
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②基幹産業・成長分野等におけるＤＸ対応可能な人材の育成について 

③食品関連事業者への「ＨＡＣＣＰ」導入に向けた支援拡充について 

④群馬県繊維工業試験場の拡充並びに敷地内の再整備・有効活用について 

＜商業・物流振興対策について＞ 

①中心市街地活性化対策等の拡充と街なか居住の推進について 

②電子決済促進によるキャッシュレス化の導入支援について 

③企業誘致のための産業用地確保と救援物資ロジスティックス・ネットワーク等 

物流拠点整備について 

④新型コロナウイルス感染症の影響による旅客・運輸事業者への県税免除について 

⑤新型コロナウイルス感染症の影響による支援事業の継続について 

 ・高い集客性が見込まれるクーポン券の発行等について 

 ・家賃支援給付金の継続について 

 ・ニューノーマル創出支援事業補助金における個社申請枠の増設について 

 ・月次支援金の増額等について 

＜地域開発・建設対策について> 

①物流・人流を支える効率的・効果的な道路ネットワークの構築について 

・国道 50号バイパス（前橋笠懸道路）の整備促進 

・国道 17号中村交差点の改良整備 

・前橋市内主要道路網の整備 

・東毛広域幹線道路における渋滞緩和 

・西毛広域幹線道路の建設促進、富岡工区以南の延長及び新橋の建設 

・県道太田桐生線バイパスの整備促進 

・「県道沢入桐生線」事業の促進による日光観光ルート・避難用迂回道路としての整備 

・県道桐生伊勢崎線バイパス（伊勢崎北部環状線）の整備着手 

・太田市内幹線道路の整備 

・東北自動車道館林インターチェンジへの接続道路整備 

・県道前橋伊香保線の整備 

・県道渋川松井田線の整備 

・前橋伊香保線吉岡バイパスの道路延伸 

・県道前橋長瀞線柳瀬橋における渋滞緩和 

   ②県民が安心・安全・快適な生活を送るための都市基盤整備に対応できる予算措置

について 

③地域建設関連業界の健全育成支援と新規就職者施策の拡充について 

④災害等緊急時に対応する危機管理体制の整備について 

⑤市街地再開発事業の更なる推進について 

⑥「桐生新町重要伝統的建造物群保存地区」の整備促進について 

⑦上信越自動車道藤岡インターチェンジ周辺地域の市街化区域編入について 

⑧産業用地開発における手続きの簡素化・合理化について 

⑨小学校の校庭芝生化の早期実現について 

＜金融税務対策について＞ 

Ⅰ 中小企業金融対策 

①新型コロナ感染症対策に係る事業継続支援施策の拡充について 

②小口資金融資制度の改善について 

③信用保証制度における責任共有の割合について 
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Ⅱ 中小企業税務対策 

①国税等に対する租税実態法についての要望 

②国税等に関する租税手続法についての要望 

③助成金等に対する税法上の非課税扱いについて 

Ⅲ 中小企業支援対策 

①中小企業等の事業承継支援について 

  ＜労働対策について＞ 

①ウイズコロナ時代を見据えた雇用維持と産業人材の採用・確保への支援拡充について 

 ・ウイズコロナ・アフターコロナにおける雇用維持支援 

 ・柔軟な働き方がしやすい環境整備 

 ・外国人材の受け入れ 

 ・新型コロナウイルスワクチン接種のための特別有給休暇付与に関する助成金制

度の創設 

②最低賃金制度のあり方について 

 ・引き上げの凍結 

 ・減額の特例許可の範囲拡大 

③人材育成・教育支援施策と助成制度の創設について 

④雇用調整助成金の特別措置における原則的な措置の変更について 

＜交通・観光振興対策について＞ 

 ①新型コロナで疲弊した観光関連産業への継続的支援とウイズコロナに向けた対応

について 

 ②ぐんまの魅力を高めるための支援の充実について 

③北陸新幹線「かがやき」の高崎駅停車について 

④ＪＲ両毛線を基軸とした県内鉄道網の充実について 

 ⑤ＪＲ上越線の利便性向上と誘客促進について 

 ⑥運転免許証返納者へのタクシー利用料金助成について 

 ⑦「標準的な運賃の告示制度」の積極的な周知について 

 ⑧新型コロナウイルスにより業績が悪化している事業所への補助金、助成金等具体

的な補助施策について 

  ＜その他＞ 

   地域別最低賃金改定に対する緊急アピール 

(2) その他、要望等 

 ○「最低賃金に関する商工会議所の主張」について（令和 3年 5月） 

 ○商工三団体による新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受けている地域の中 

小企業・小規模事業者への支援に関する緊急要望（令和 3年 6月 4日） 

 ○Ｇメッセにおける新型コロナウイルスワクチン接種の中小企業枠設置について 

（令和 3年 6月 30日） 

○ワクチン接種記録（ワクチンパスポート）の早期活用について（令和 3年 9月 8日） 

〇「新型コロナウイルス感染症対応資金」貸付条件変更に係る支援強化についての緊急

要望（令和 3年 9月 28日） 

〇令和 4年度税制改正に関する要望について（令和 3年 11月 27日） 

 

４ 議 員 活 動 

(1) 議員大会 
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○第 62回群馬県商工会議所議員大会 

日時 令和 3年 9月 10日(金)午後 1時 30分 

場所 前橋商工会議所会館 

内容 ①開会 

   ②連合会長あいさつ 

  ③感謝状贈呈（退任役員） 

  ④表彰（永年勤続役員・議員・職員） 

  ⑤議長選出 

  ⑥前年度決議事項処理状況報告 

  ⑦議事 

  ⑧来賓祝辞 ※メッセージ読上げ 

  ⑨次回主管会議所決定 

  ⑩次回主管会議所あいさつ 

  ⑪閉会 

(2) 委員会活動 

○総務委員会 

・日時 令和 3年 7月 12日(月)午前 9時 30分 

 場所 群馬県中小企業会館 

議題 ①第 62回議員大会提出議案の審議について 

   ②その他 

 ・期日 令和 4年 3月 25日(金) 書面開催 

  議題 ①2022年度群馬県予算の概要について 

     ②小規模事業施策について 

○工業委員会 

・日時 令和 3年 7月 12日(月)午後 1時 

 場所 群馬県中小企業会館 

議題 ①第 62回議員大会提出議案の審議について 

   ②その他 

・期日 令和 3年 10 月 12 日(火) 書面開催 

議題 令和 3年度機械金属工業技術者表彰及び同若手技術者奨励賞表彰について 

・期日 令和 3年 12 月 27 日(月) 書面開催 

議題 令和 3年度機械金属工業技術者表彰等候補者の決定と県への推薦について 

 ・期日 令和 4年 3月 25日(金) 書面開催 

  議題 ①2022年度群馬県予算の概要について 

     ②工業振興施策について 

     ③産業廃棄物処理施策について 

     ④群馬産業技術センターの 2022年度の施策等について 

○繊維等地場産業委員会 

・日時 令和 3年 7月 9日(金)午後 1時 

 場所 群馬県中小企業会館 

議題 ①第 62回議員大会提出議案の審議について 

   ②その他 

 ・期日 令和 4年 3月 25日(金) 書面開催 

 ・議題 ①2022年度群馬県予算の概要について 
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     ②地場産業振興施策について 

     ③6次産業化関連施策について 

○商業・物流委員会 

・日時 令和 3年 7月 12日(月)午後 2時 15分 

場所 群馬県中小企業会館 

議題 ①第 62回議員大会提出議案の審議について 

   ②その他 

 ・期日 令和 4年 3月 25日(金) 書面開催 

 ・議題 ①2022年度群馬県予算の概要について 

     ②商店街活性化施策について 

     ③サービス産業施策について 

     ④物流施策について 

○地域開発・建設委員会 

・日時 令和 3年 7月 9日(金)午後 2時 15分 

場所 群馬県中小企業会館 

議題 ①第 62回議員大会提出議案の審議について 

   ②その他 

 ・期日 令和 4年 3月 25日(金) 書面開催 

 ・議題 ①2022年度群馬県予算の概要について 

     ②社会資本整備の推進と担い手の確保・育成 

(公共事業予算の概要と建設産業対策)について 

○金融税務委員会 

・日時 令和 3年 7月 9日(金)午前 10時 45分 

場所 群馬県中小企業会館 

議題 ①第 62回議員大会提出議案の審議について 

   ②その他 

 ・期日 令和 4年 3月 25日(金) 書面開催 

 ・議題 ①2022年度群馬県予算の概要について 

     ②制度融資について 

     ③中小企業の事業承継支援について 

     ④群馬県信用保証協会の 2022 年度の重点施策について 

○労働委員会 

・日時 令和 3年 7月 12日(月)午前 10時 45分 

場所 群馬県中小企業会館 

議題 ①第 62回議員大会提出議案の審議について 

   ②その他 

・期日 令和 4年 3月 25日(金) 書面開催 

・議題 ①2022 年度群馬県予算の概要について 

    ②雇用対策について 

    ③産業人材育成について 

○交通・観光委員会 

・日時 令和 3年 7月 9日(金)午前 9時 30分 

場所 群馬県中小企業会館 

議題 ①第 62回議員大会提出議案の審議について 
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   ②その他 

 ・期日 令和 4年 3月 25日(金) 書面開催 

  議題 ①2022年度群馬県予算の概要について 

     ②公共交通施策について 

     ③観光振興施策について 

(3) 政策決定会議 

日時 令和 3年 8月 6日(金)午後 2時 

場所 前橋商工会議所会館 

議題 ①第 62回議員大会提出議案の決定について 

   ②第 62回議員大会重点項目及びスローガンについて 

    ③第 62 回議員大会被表彰者(役員・議員・職員)等の決定について 

    ④次回議員大会開催地について 

      ⑤その他 

(4) 第 37回群馬県商工会議所役員・議員ゴルフ大会(主管・前橋商工会議所) 

期日 令和 3年 5月 12日(水) 

場所 赤城国際カントリークラブ （参加者 92名） 

    

５ 諸 会 議 

(1) 総会並びに役員会 

○第 1回理事会 

日時 令和 3年 4月 19日(月)午後 1時 30分 

場所 群馬県中小企業会館 

出席者 理事・監事 

議題 ①定時総会提出議案について 

   ②その他 

○定時総会 

日時 令和 3年 5月 24日(月)午後 1時 30分 

場所 ホテルラシーネ新前橋 

出席者 会員 10 名ほか専務理事等 

会長挨拶 

議案 

 第 1号議案 令和 2年度事業報告について 

第 2号議案 令和 2年度収支決算承認について 

第 3号議案 役員の選任について 

 ○第 2回理事会 

  日時 令和 3年 5月 24日(月)午後 2時 15分 

  場所 ホテルラシーネ新前橋 

  出席者 理事・監事 

  議題 正副会長の選任について 

○第 3回理事会 

  日時 令和 3年 10月 29日(金)午後 2時 30分 

  場所 群馬県中小企業会館 

  出席者 理事・監事 

  議題 ①職務執行状況報告について 
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     ②その他 

○第 4回理事会 

  日時 令和 4年 3月 18日(金)午前 10時 30分 

  場所 前橋商工会議所会館 

  出席者 理事・監事ほか専務理事等 

  議題 ①臨時総会提出議案について 

     ②職務執行状況報告について 

     ③その他  

○第 1回臨時総会 

日時 令和 4年 3月 18日(金)午前 11時 

場所 前橋商工会議所会館 

出席者 会員 10 名ほか専務理事等 

会長挨拶 

議案 

第 1号議案 令和 4年度事業計画(案)について 

第 2号議案 令和 4年度収支予算(案)について 

第 3号議案 令和 4年度連合会会費負担額(案) 

並びに補助金交付見込額(案)について 

第 4号議案 令和 4年度借入金最高限度額(案)について 

○監査会 

日時 平成 3年 4月 19日(月)正午 

場所 群馬県中小企業会館 

内容 堀口(富岡)、小坂(藤岡)両監事による事業決算監査 

(2) 会頭会議等 

○第 1回会頭会議 

 日時 令和 3年 4月 19日(月)午後 2時 

 場所 群馬県中小企業会館 

 議題 ①商工会議所をめぐる当面の諸課題について 

    ②その他 

 ○第 2回会頭会議 

  日時 令和 3年 10月 29日(金)午後 2時 45分 

  場所 群馬県中小企業会館 

  議題 ①県連行事日程について 

     ②本日の日程について 

○知事と商工会議所との意見交換会 

 日時 令和 4年 2月 15日(火)午後 6時 

 場所 群馬県庁 

  内容 意見交換 

○新年互礼会 

日時 令和 4年 1月 18日(火)午前 11時 

場所 前橋商工会議所会館 

  新春講演 「本年の群馬経済と成長に向けた展望」 

         日本銀行前橋支店長 渡辺真吾氏  

(3) 専務理事会議 
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・日時 令和 3年 5月 6日(木)午後 1時 30分 

場所 群馬県中小企業会館 

議題 ①定時総会提出議案について 

②茨城・栃木・群馬三県商工会議所交流会議について 

③専務理事研修会について 

④その他 

・日時 令和 3年 12 月 20 日(月)午後 4時 30分 

場所 伊香保温泉「ホテル木暮」 

議題 ①今後の行事予定について 

②その他 

・日時 令和 4年 2月 28日(月)午後 1時 30分 

  場所 群馬県中小企業会館 

  行政説明 群馬県経営支援課長 上山英人氏 

議題 ①臨時総会提出議案について 

②関商連 2022年度総会について 

③その他 

(4) 事務局職員会議 

 ○会員増強及び共済事業推進会議 書面開催 

  期日 令和 4年 2月 28日(月) 

  事例発表 ①保険料部門 

       ②会員増強部門 

  議題 (令和 4年度)会員増強及びアクサ生命県内統一キャンペーンについて 

○五県連事務担当者会議（茨城・栃木・新潟・埼玉・群馬） 

期日 令和 4年 2月 15日(火) 

場所 ひたちなか商工会議所 

＜新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止・書面開催＞ 

(5) 関商連県連連絡会議 

 ・日時 令和 3年 4月 16日(金)午後 3時 30分 ＜オンライン＞ 

  協議・報告事項 

     ①総会の運営ならびにご依頼事項について 

     ②2021年度ベスト・アクション表彰の受賞者決定について 

     ③2021年度関東経済産業局長表彰について 

     ④2021年度プロジェクトチームについて 

     ⑤2020年度事業報告(案)について 

     ⑥2021年度事業計画(案)について 

     ⑦その他 

日時 令和 3年 12月 14日(火)午後 3時 30分 ＜オンライン＞ 

協議・報告事項 

     ①2021年度運営研究会について 

     ②2021年度プロジェクトチームの活動状況について 

     ③2022年度総会および総会関連事項について 

     ④意見交換 

(6) 関商連総会 

  日時 令和 3年 6月 3日(木)午後 3時 30分 ＜オンライン＞ 
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  議題 ①2020年度事業報告(案)について 

     ②2020年度収支決算(案)について・2020年度監査報告について 

     ③2021年度事業計画(案)について 

     ④2021年度収支予算(案)について 

     ⑤2021年度会費(案)について 

(7) 関商連運営研究会 

  日時 令和 4年 3月 2日(水)午後 2時 ＜オンライン＞ 

  内容 環境省からの説明 

     「今なぜカーボンニュートラルか」～中小企業の経営戦略の観点から～ 

       環境省地球環境局総務課長 西村晴彦氏 

     活動報告 2021年度プロジェクトチームの活動について 

     事例発表 秩父商工会議所、甲府商工会議所、藤枝商工会議所 

          結城商工会議所、横須賀商工会議所、宇都宮商工会議所 

          相模原商工会議所 

 

６ 情報収集活動 

(1) 資料の収集及び提供(群馬県、関東経済産業局、群馬労働局等)  随時 

(2) 県内商工会議所「経営環境の変化による影響調査」  年 4回 

(3) 関係行政機関会議への出席  随時 

 

７ 人材育成等研修研究事業 

(1) 人事管理委員会 

日時 令和 4年 1月 18日(火)午前 10時 

場所 前橋商工会議所会館 

議題 ①令和 3年度商工会議所経営指導員資格認定試験合格者の決定について 

     ②その他 

○経営指導員資格認定試験(論文試験) 

期日 令和 3年 11月 12日(出題)、令和 3年 11月 16日(提出) 

○経営指導員資格認定試験(教養・専門・口述試験) 

日時 令和 3年 12月 20日(月)午前 10時 30分 

場所 前橋商工会議所会館 

○経営指導員資格認定試験・合否判定 

日時 令和 4年 1月 18日(火)午前 10時 

場所 前橋商工会議所会館 

(2) 各種研修事業 

○経営指導員候補者のための経営診断入門講座 

  日時 令和 3年 10月 1日(金)、10月 8日(金)各午前 10時～午後 4時 

  場所 群馬県中小企業会館 

  内容 ①企業診断の基本～分析手法を学ぶ 

     ②分析の事例研究～国の重要施策等 

  講師 戸塚栄三郎氏（㈱ナット経営コンサルティング代表・中小企業診断士） 

○第 1回コンプライアンス研修 ＜オンライン＞ 

 日時 令和 3年 11 月 19 日(金)午前 10時～11時 

 内容 商工会議所におけるコンプライアンスの徹底について 
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 講師 日本商工会議所 総務部 課長 皆藤 寛氏 

○第 2回コンプライアンス研修 ＜オンライン＞ 

 日時 令和 4年 1月 21日(金)午前 10時～11時 

 内容 商工会議所におけるコンプライアンスの徹底について 

 講師 日本商工会議所 総務部 課長 皆藤 寛氏 

 

８ 連絡調整等の事業及び受託等の事業 

(1) 県等が実施する行事等の共同開催及び後援等 

○ＱＣサークル関東支部・群馬地区活動（後援） 

○群馬県長寿社会づくり財団 高齢者活躍人材確保育成事業（後援） 

○上毛新聞社主催 第 49回記念上毛写真コンテスト（後援） 

○群馬県他主催 ぐんまの木工展（後援） 

○群馬県発明協会主催 第 92回群馬県創意くふう作品展（後援） 

○群馬県商業教育研究会主催 第 23回群馬県高等学校商業競技大会（後援） 

○群馬県溶接協会主催 第 57回群馬県溶接技術コンクール（共催） 

○上毛新聞社主催 群馬イノベーションアワード(GIA)2021（後援） 

○長岡商工会議所主催 第 5回ながおかビジネスマッチング個別商談会（共催） 

○日本対がん協会他主催 ﾘﾚｰ・ﾌｫｰ・ﾗｲﾌ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ 2021ぐんま（後援） 

○群馬県主催 群馬ものづくりフェア 2021（後援） 

○群馬県商業教育研究会主催 群馬県高等学校生徒研究発表会（後援） 

○群馬県主催 ぐんま地場産業フェスタ 2022㏌ TOKYO（後援） 

○渋川市教育委員会主催 第 27回全国創作こけし美術展㏌渋川（後援） 

○群馬産業支援機構主催 令和 3年度「ぐんま創業者支援塾」（後援） 

○群馬県商業教育研究会主催 群馬県高等学校ワープロ新人大会（後援） 

○群馬県主催 繊維の魅力ＰＲイベント「Fashionable Gunma」（後援） 

○群馬県警察本部 全国地域安全運動（協賛） 

○群馬県主催 ぐんま女性活躍推進講演会（後援） 

○上毛新聞社主催 ヘルスケアキャンペーン 2021（後援） 

○日本電信電話ユーザー協会主催 経営トップセミナー（後援） 

○全国健康保険協会群馬支部主催 健康経営セミナー（後援） 

○群馬県溶接協会主催 第 58回群馬県溶接技術コンクール（共催）延期 

○群馬県他主催 第 62回全群馬近代こけしコンクール（後援） 

○前橋商工会議所主催 ぐんま環境経済フォーラム 2022（後援） 

○東京海上日動火災保険㈱主催 中小企業が取り組むべきサイバーリスク対策セミナー（共催） 

○アクサ生命保険㈱主催 健康経営セミナー（後援） 

○全国高等専門学校プログラミングコンテスト委員会主催 第 33回全国高等専門学校プ

ログラミングコンテスト（後援） 

○群馬県中小企業等サイバーセキュリティ支援連絡会主催 群馬県中小企業等サイバー

セキュリティ支援セミナー（協力） 

○群馬県他主催 群馬県ＢＣＰ策定支援プロジェクト（協力） 

(2) 受託事業 

○機械金属工業表彰式(県委託事業) 

日時 令和 4年 2月 1日(火)午後 2時 30分 

場所 群馬会館 
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表彰者 ・技術者賞 52名(商工会議所関係 45名・商工会関係 7名) 

・若手技術者奨励賞 48名(商工会議所関係 43名・商工会関係 5名) 

＜新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止＞ 

○ぐんま警察官友の会の事務運営 

○群馬県日韓親善協会の事務運営 

○(一社)理想の都市建設研究会の事務運営 

○群馬県産業環境保全連絡協議会の事務運営 

○群馬県青年海外協力隊を育てる会の事務運営 

(3) 協力事業 

 〇産学官金共創ぐんま未来イノベーション会議実施事業への参加協力 

○その他、各種公益法人・団体等に対する事業協力 

 

９ 茨城・栃木・群馬三県商工会議所連携交流事業 

○茨城・栃木・群馬三県商工会議所交流会議（群馬開催） 

  期日 令和 3年 11月 15日(月)午後 1時 30分 

  場所 前橋商工会議所会館・白井屋ホテル 

  内容 視察・昼食会 

     交流会議 議事①提言要望事項について 

            ②連携事業について 

          その他 2023 年度全国商工会議所観光振興大会について 

○茨城・栃木・群馬三県商工会議所交流会議決議事項の要望 

  ・県関係 期日 令和 3年 11月 19日(金) 

       場所 群馬県庁 

       概要 県連専務理事より知事、県議会議長へ陳情 

  ・国関係 期日 令和 3年 11月 18日(木) 

       概要 書面による陳情 

   ＜人口減少対策と地方創生＞ 

    ①人口減少対策と東京一極集中への対応 

    ②広域ブロック婚活事業への支援 

    ③東日本大震災からの復興 

    ・福島第一原子力発電所事故の早期収束と安全の確保 

    ・風評被害対策の推進 

    ・電力の安定供給確保と電気料金抑制 

    ・公共インフラ機能の整備充実 

   ＜産業振興＞ 

    ①北関東三県連携による産業振興施策の推進 

    ②内陸部と港湾間の物流支援策の推進 

    ③港湾の振興と産業の活性化 

    ④茨城空港利活用の推進 

    ⑤定期高速路線バス運行への支援 

    ⑥中小企業支援機関(国等公設機関)の開設 

   ＜観光振興＞ 

    ①北関東三県の魅力情報発信の強化 

    ②ロケ地マップと体験型観光を核とした国内外に向けた北関東プロモーションの実施 



 - 14 - 

    ③北関東三県のサイクリングロードの認知度向上による誘客拡大 

    ④観光資源連携等による広域的な観光ルートの策定 

    ⑤2023 年度「全国商工会議所観光振興大会㏌水戸」開催に向けた取り組み支援 

    ⑥観光振興大会における「前橋アピール」の実現に向けた取り組み支援 

   ＜道路・鉄道の整備促進＞ 

    ①北関東自動車道各インターチェンジにアクセスする道路等の整備促進 

    ②首都圏中央連絡自動車道(圏央道)の整備促進等 

    ③高速道路等における電気自動車用急速充電設備設置の促進 

    ④一般国道等の整備促進 

    ⑤北関東地域における鉄道ネットワークの充実 

    ・ＪＲ両毛線及び水戸線の整備促進 

    ・上野東京ラインの羽田空港乗り入れの早期実現 

    ⑥国土強靭化及び地方創生に向けた首都圏外周環状線の連結強化のための整備促進 

    ⑦八溝地域における道路整備 

   ＜商工会議所支援＞ 

    商工会議所等を中核とした支援体制の強化 

   ＜危機管理対策＞ 

    ①新型コロナウイルス等感染症に対する対策強化 

    ②東京圏の機能分散とバックアップ施設の整備促進 

    ③首都直下地震等緊急災害時の受け入れ体制整備 

    ④大規模自然災害からの被害軽減に向けた対策強化 

    ⑤ＢＣＰ(事業継続計画)の策定支援 

    ⑥八溝山周辺定住自立圏におけるドクターヘリの導入 

○幹事会 

・日時 令和 3年 7月 19日(月)午後 1時 30分 

 場所 群馬県中小企業会館 

 議題 ①提言要望事項について 

    ②連携事業について 

    ③交流会議について 

    ④今後のスケジュールについて 

    ⑤その他 

・日時 令和 3年 10 月 6日(水)午後 1時 30分 

 場所 前橋商工会議所会館 

 議題 ①提言要望事項について 

    ②連携事業について 

    ③交流会議のスケジュールについて 

    ④その他 

 

10 新潟県・群馬県・埼玉県三県商工会議所連合会交流事業 

○新潟県・群馬県・埼玉県商工会議所連合会交流会議（新潟開催） 

  期日 令和 4年 2月 7日(月) 

  場所 新潟県三条市 

      ＜新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止＞ 

 



 - 15 - 

11 会員増強及び共済制度県内統一キャンペーンの実施 

実施期間 会員増強部門 平成 3年 4月 1日(木)～令和 4年 3月 31日(木) 

保険料部門  令和 3年 10月 1日(金)～令和 3年 11月 30日(火) 

結果概要 会員増強部門  Ａグループ 1位 高崎商工会議所 

             Ｂグループ 1位 館林商工会議所  

     保険料部門   Ａグループ 1位 前橋商工会議所 

             Ｂグループ 1位 藤岡商工会議所 

             達成賞   藤岡商工会議所 

 表彰式 期日 平成 3年 4月 23日(金)午後 2時 

     場所 前橋商工会議所会館 

     内容 令和 2年度受賞者表彰 

 

12 独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）群馬県事務所の運営協力 

貿易・投資を通じた中小企業の取引拡大を図るための、ジェトロが収集した海外ビジネ

ス情報の提供、ジェトロのサービスや事業の紹介及び関係機関との連携強化などの事業

を行う群馬貿易情報センター事業の運営協力を行う。 

 

13 補助金交付事業  

単位商工会議所が実施する次の事業に対する補助金交付 

○小規模事業対策の推進 

○広報活動の強化 

○商工会議所委員会及び組織活動の強化 

 

14 市場情報評価ナビ(ミーナ)関連業務の実施 

商工会議所が行う商圏分析のための市場情報評価ナビ（ミーナ）の共同利用に係る運用

管理やデータの提供を行う。 

 


