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弊社は令和2年11月に出来たばかりの新しい会社です。
今までの経験を生かし、何が出来るのか
チャレンジしたく会社を立ち上げました。
須田企画は、
「情熱・冷静・抱擁」をもって
お客様の要望に応えるために日々研鑽と努力をしてまいります。
また、創業に際し多くの皆様のご支援ご協力に心から感謝いたします。
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第 43 号

令和3年度

商工会通常総代会（書面決議）

令和 3 年度通常総代会については、新型コロナウ

議案第7号

イルスの感染症拡大防止の観点から全総代が書面に

太田市新田商工会会費及び加入金賦課徴収規約の

より議決権を行使することによる方法をとることと

一部改正の件

しました。

議案第8号
令和3年度事業計画（案）決定の件
議案第9号

■議事

令和3年度一般会計収入支出予算（案）決定の件

議案第1号

議案第10号

令和2年度事業報告承認の件

令和3年度財政調整基金特別会計収入支出予算

議案第2号
令和2年度一般会計収入支出補正予算及び収入支
出決算承認の件

（案）決定の件
議案第11号

議案第3号

令和3年度新田共済特別会計収入支出予算（案）

令和2年度財政調整基金特別会計収入支出決算承
認の件

決定の件
議案第12号

議案第4号

令和3年度借入限度額決定の件

令和2年度新田共済特別会計収入支出補正予算及
び収入支出決算承認の件

議案第13号
任期満了に伴う役員選任の件

議案第5号
太田市新田商工会定款の一部改正の件

上記議案について、議決権を行使することができる

議案第6号

総代から書面により賛成多数（賛成 97、反対 0）の議

太田市新田商工会運営規約の一部改正の件

令和3年度

決が行使されたため、原案どおり承認されました。

商工会事業計画

〈重点施策〉
1

会員事業所の事業継続支援

2

伴走型支援による個社支援

3 商工会改革『ぐんま商工会
2025』に対応した会員増強

新型コロナウイルス感染症拡大

『伴走型小規模事業者支援推進事

コロナ禍における商工会活動の

による経営環境悪化への対策とし

業』を強力に推進するため、太田市や

PRや未加入事業所訪問により『ぐ

て、巡回・窓口相談を強化し、販路

商工会議所と連携し小規模事業者支

んま商工会2025』の会員獲得目

開拓による売上向上支援、
マル経資

援法に基づく「経営発達支援計画」を

標を達成します。

金はじめ資金繰りの緩和、助成金

策定し認定を目指します。引き続き、会

申請支援による雇用の維持、将来

員に寄り添いタイムリーな情報発信と

を見据えた各種経営計画策定を通

各種施策導入や補助金の獲得など販

して、事業継続を支援します。

路開拓により売上向上を支援します。

〈収入支出予算の概要〉
【収入の部】[ 単位：千円 ]
補助金

74,391

会費

【支出の部】[ 単位：千円 ]

16,500

経営改善
普及事業費

62,544

手数料等

9,573

一般事業費

21,680

特別賦課金他

4,500

管理費他

27,149

前年度繰越金

6,409

計

111,373

計

111,373
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会長再任挨拶

商工会長

白石 昌一

昨年の総代会はコロナウイルス

の活用を支援してまいりましたが、これまで以上に関

の影響により書面決議となりまし

係機関と連携し、この難局を乗り切れるよう役職員一

た。今年は 5 月 25 日にエアリス

丸となって取り組んでまいる所存です。

の大ホールを借り万全の態勢で開

来年度から新たなステージとなる「経営発達支援計

催すべく準備を進めて参りました

画」につきましても、「商工会及び商工会議所による小

が 5 月 16 日に「まん延防止等重

規模事業者の支援に関する法律」が改正され、行政・

点措置」が適用されたので、総代

商工会議所・商工会の三者が共同して策定することで

各位の健康と会員企業はじめ地域の安全安心を図ること

より地域経済活性化の実効性が高まるものと期待して

を第一に考え、苦渋の決断でありましたが今回も書面に

おります。

て議案の審議を行っていただくことといたしました。

コロナワクチンも医療関係・高齢者・職域・大学拠

このような異例な状況下において会長に再任され、

点接種と広範囲で行われており明るい兆しも見え始め

その責任の重大さに改めて身の引き締まる思いです。

ております。これからも商工会を介し会員の皆様が連

コロナ禍で苦境に立たされている会員企業の皆様には

携をとりあいながら事業に邁進されることをお願い致

これまでも国・県・市等の給付金や支援金、補助金等

しまして会長再任の挨拶とさせていただきます。

新部会長挨拶
今年度より工業部会長に選任さ
れました茂木昭宏です。私は岩松
町で切削加工を行っており青年部

工業部会長

茂木 昭宏

車業界や建設機械メーカーは現在、変革の時を迎えてお
り、製造業全体に先行き不透明感が漂っております。
そのような中、我々は世の中のトレンドを敏に感じ、

の OB でもあります。副部会長の

5 年後、10 年後を見据えて、業界を超えた交流や情報

武井久幸さん、齊藤学さん、立川

の収集などを通して、持続可能な企業や地域を目指し

和幸さんはじめ若い力を結集し

ていくことが求められております。

て、部会員皆様のお役に立てるよ

今後は、製造業の活性化はもちろんのこと、商工会

う努めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお

会員の増強や青年部活動強化、異業種交流など経済界

願いいたします。

全体として地域振興に取り組んで参りたいと思います。

当地域は、輸送機械メーカーの城下町で元気ある企業

ついては、部会員の皆様の特段のご支援・ご協力を

が多く活動しており、特に製造業は、雇用の面でも出荷

お願い申し上げ、部会長就任のあいさつとさせて頂き

額の面でも経済波及効果が大きい業界です。一方、自動

ます。

女性部事業報告
コロナ禍で思うように事業が出来ない状態ではありま
すが、4 月 19 日㈪太田市新田商工会本所 2 階の大研修

部長

山鹿 律子

りますので、お気軽にご参加下さい。また、新入部員も随
時募集中です。お問い合わせを心よりお待ちしております。

室にて、総会を開催しました。感染対策を行い、21 名が
出席。久しぶりに顔を合わせ仲間と時間を共有すること
が嬉しく、親睦を深めることが出来ました。
7 月 9 日㈮には、毎年恒例となりました「寄せ植え講習
会」を開催しました。ビニールハウスの中ですが、密を
避けるため地区ごとに時間をずらして行いました。季節の
花を使って “ おもてなし " の寄せ植えを行い、今年も多く
の皆様の参加をいただき大変好評でした。
女性部ではイベントへの参加協力だけでなく、様々な
経験をしながら、部員の交流を図っています。今後も女
性部事業への、多くの部員皆様のご参加をお待ちしてお

女性部総会

夏の寄せ植えの様子
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青年部 HP

青年部事業報告

http://ons-impulse.com/

赤坂新部長あいさつ

今こそ学ぼう青年部の心

部長

赤坂 義一

〜すべては持続可能な組織にするために〜

昨今、
「組織改革」という言葉を

また、その目標は今日本が取り組んでいる持続可能な

よく耳にしますが、われわれ商工会

開発目標にあてはまっていることから新たに SDGs の推奨

青年部でもよく出てくるワードです。

にも取組み、当青年部を持続可能な組織にしていきたい

「時代の変化、人の変化に対応

と考えます。

していかなければならない」
「どうし

次に良い組織とはなにかを考えてみました。それは地

たら事業への参加者が増えるのか」
「どうしたら部員が増

域に価値を提供し続けられ、組織としても存続し続けら

えるのか」確かに大事です。ですが、変化だけを追求し

れる。そして部員一人一人が資質を高め合い共に成長が

根本を忘れてしまう事も多々あります。そもそも商工会青

できる。という事でした。当青年部には 3 つの委員会と

年部とはどうあるべきなのかを再確認するためにも、私は

3 つの部会があります。各委員会、各部会が青年部の心

「今こそ学ぼう青年部の心」をスローガンとします。
今回私はこの所信を作るにあたり、原点となる青年部
の心はどこなのかという事から考えました。やはりそれは

を忘れず取組めば良い組織の実現は可能です。そして各々
が SDGs を理解し取組む事によって持続可能な組織へと
発展させられると考えます。

商工会青年部宣言、誓いの言葉にあると思い、もう1 度

昨年の新型コロナウイルスにより経済が落ち込んでい

読み直すことから始めました。そこには改めて考えさせら

る今だからこそ持続可能な企業、持続可能な組織に発展

れる大切な目標ばかりで、それを事業計画に反映し本質

させ、持続可能な街づくりへ繋げていく必要があるので

を忘れず活動する事が原点回帰となり、商工会青年部と

はないでしょうか。まだ認知度の低い SDGs ですが事業

はどうあるべきかの答えなのだと確信しました。そしてそ

に取入れ地域を巻き込み持続可能でよりよい社会の実現

の結果が組織改革にもつながるのではないでしょうか。

を目指し、青年部員一丸となって事業を行って参ります。

〈基本方針〉
・広報、ＰＲ活動の事業
・部員の自己成長のための事業
3／21

・他団体との連携、交流事業
・地域活性化の事業

令和2年度壮行会（担当：総務広報委員会）

コロナ禍の厳しい社会情勢の
中お世話になった先輩方を青年
部員一人ひとりが心を込めて送
り出したいという強い気持ちか
ら、万全の感染症対策を行い、
会食なしでの開催に至りました。
御卒業された先輩方におかれ
ましては長年に渡る青年部活動に対して御尽力頂いた事、心よ
り感謝申し上げると共に敬意を表します。
先輩方が現役部員へ送って下さった言葉はいずれも私達のこ
れからの青年部活動、人生への道標となる言葉ばかりでした。
地域の発展に確かな功績を残して下さった先輩方の活動は私
達が必ず次世代へと繋げていきます。
青年部員一同、先輩方の益々の御活躍を心より祈念申し上
げます。

4／24

令和3年度 通常総会 新年度祝賀会
（担当：総務広報委員会）

通常総会及び新年度祝賀会を、ホ
テルふせじまにて開催いたしました。
コロナ禍のため簡略した形なが
ら、通常総会も滞りなく全議案が
承認可決となり、赤坂部長・新体制
での祝賀会を開催する事が出来まし
た。

・部員増強運動の推進

2 年の任期を全うされ、稀に見る非常事態での舵取りをして
くださった奈良部直前部長に感謝を申し上げますとともに、ご
協力頂きました皆様には厚く御礼申し上げます。
今回は令和元年度ベスト事業賞として、生涯学習部会【名
ジョッキー ! 岡部幸雄氏に聞く!!】が選ばれました。
また、事業の遂行が困難な中で MVP 賞が創設され、文化
継承委員会・釘村昌志委員長が選ばれました。
赤坂部長のスローガン【今こそ学ぼう青年部の心〜すべては
持続可能な組織にするために〜】の下、事業家として、青年部
員として、各々が成長を遂げられる事業を行っていきます。今
後の活動に皆様のご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

5／14

SDGs講演会（担当：交流委員会）

美喜仁館 太田店様に於いて SDGs 講演会が行われまし
た。講師にアンカンミンカンの富所哲平様をお招きして部員間
で SDGs の共通認識を改めて深められました。
尚、開催に差し当たり入場時に自身の手のひらやマイクなど
の直接触れるもののアルコールの徹底、検温の実施、参加者
は、マスクをしての講演会になりました。
会場にお越しになれない方や
体調を気にする方へは、ZOOM
を活用しての開催となりました。
県のガイドラインに従い、20
名以下の参加でした。この講演
を機に公私共に SDGs の活動に
邁進していく所存です。
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太田市新型コロナウイルス感染症拡大防止対策助成金
令和3年4月1日以降に購入、設置した感染症対策備品類に対して助成します ! !
太田市では、新型コロナウイルス感染症拡大防止に努める店舗を運営する事業者が購入、設置した
感染症対策備品の費用の一部について、予算の範囲内において助成金を交付します。
〇助成対象金額（1店舗当たり１回限り）

〇対象業種

備品購入、設置工事費（消費税抜き）の総額

小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連

1/2以内（上限10万円）

サービス業、娯楽業、教育・学習支援業
※以下の要件にかかる方は対象外となりま
す。

〇申請要件
・太田市在住（法人の場合は代表者個人が太

・大企業または大企業から一定の割合で出資

田市在住）であること

を受けて、大企業の支配下にある企業

・市税の納付実績があり、また市税の滞納が

・風俗営業等の規制及び業務の適正化に関す

ないこと（法人、個人（世帯全員））

る法律第2条第5項に該当する店舗

・床面積の合計が300㎡以下であること

・フランチャイズ店

・市内で営業していること

・群馬県による「ストップコロナ!対策認定

・群馬県による「ストップコロナ!対策認定

制度」の認定対象外店舗

制度」の認定を受けている者にあっては引
き続き認定要件を遵守し、受けていない者

〇申請期間・方法

にあっては「ストップコロナ!対策認定制

令 和 3年 7月 15日 ㈭ か ら 12月 28日 ㈫ まで

度」の認定を受ける意思があること

所定の様式の申請書類一式を太田市産業政
策課へ提出（予算上限に達し次第終了）

〇お問い合わせ
太田市役所産業政策課（T EL：0276 - 47-1834）
https：//www.city.ota.gunma.jp/005gyosei/0080-005sankei-kougyo/2021-0630-1803-83.html

高齢者無料職業紹介所をご存じですか？

〇60歳以上の人を採用できる事業所を募集しています !
おおむね60歳以上の方を対象に職業紹介を行っています。
事業主のみなさま、経験豊富な高齢者の方をぜひ雇用してみませんか？
職種は問いません。お待ちしております!
◆お問い合わせ
太田市社会福祉協議会

高齢者無料職業紹介所

〒373-0817
太田市飯塚町1549番地 太田市福祉会館1階
TEL：0276-46-6044
利用時間：9時〜17時（月〜金）
受付時間：9時〜16時30分
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太田市観光案内所

リニューアルオープン !

令 和 3 年 5月1日㈯

パンフレットの配布やレンタル自転車の貸し出しを行っ

に、太田駅北口内の「太

ています。ほかにも、プロバスケットボールチーム「群馬

田 市 観 光 案 内 所 」 がリ

クレインサンダーズ」のグッズをはじめ、様々な物産品

ニューアルオープンしま

の販売も行っています。

した。 周 辺 市 町 村 の 観
光情報やイベント案内、

受動喫煙の防止及び禁煙
令和 2 年 4 月 1 日からの改正健康増進法の全面施行に
伴い、飲食店や事業所オフィスなどの多くの人が利用する
場所では原則屋内禁煙となっています。
①すべての人の義務…喫煙ができる場所以外での喫煙、
また紛らわしい標識を表示することや標識を汚損するこ
とは禁止されています。

②施設等の管理者の義務…喫煙禁止場所に喫煙器具や灰
皿等の設備を設置しないようにしてください。また、20
歳未満の方を、喫煙ができる場所に立ち入らせないでく
ださい。
詳しくは群馬県 HP をご覧ください。
https：//www.pref.gunma.jp/02/d29g_00242.html

水質事故の発生防止にご協力ください
▼水質事故とは？
油類や化学物質が河川や農業用水などに流出することで、
水質が悪化してしまうことを水質事故と呼んでいます。水質
事故が発生してしまうと、水生生物が死んでしまったり、悪
臭などの環境問題が発生するだけでなく、浄水場が水道用
水を取水できなくなってしまったり、水田等に流入して大き
な賠償問題になってしまうこともあります。
▼主な原因
工場等における機器老朽化による破損や操作ミスによる化
学物質や油類の流出、交通事故による燃料流出、道路側溝
や河川への不法投棄
▼工場などでは
①貯油施設や化学物質を扱う施設がある場合は定期的に
点検や従業員の研修をおこないましょう。
②万が一の漏洩に備え、オイルマット等の対策グッズを常
備するだけでなく、防液堤や油水分離槽なども整備しま
しょう。
③排水処理施設は定期的な点検・メンテナンスだけでな
く、水質検査も実施することで異常の早期発見に努めま
しょう。
④緊急連絡網を作成するほか、緊急対応時の体制を整備
し迅速な対応ができるようにしましょう。
⑤不要となった油分や薬品は放置せず、速やかに処分しま
しょう。

▼水質事故をおこしてしまったら
万が一、油類や化学物質を流出させてしまったら、流出拡
大を防ぐとともに、速やかに環境政策課に連絡してくださ
い。被害の拡大防止には、初動対応（対策と通報）の早さ
が最も重要となります。
▼通報の義務について
水質汚濁防止法では、施設の破損などの事故が発生し、
有害物質等が河川等の公共用水域や地下に排出されたこ
とにより、人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれが
あるときには、事故時の措置（応急の措置を講じるととも
に、その事故の状況等を届け出る）をとることを義務付け
ています。
▼河川などの異常を発見したら
河川などの水質の異常を発見した時は、環境政策課へ通
報くださいますよう、ご協力よろしくお願いします。
土日・祝日の場合は市役所代表番号（0276-47-1111）に
おかけください。
警備員が電話に出ますので、事故情報（異常の内容・発見
場所・発見時間・連絡先等）をお伝えください。

《連絡先》
太田市役所 環境政策課
（℡ 0276-47-1893）
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コロナ対策
イチオシ商品・サービス紹介 !

皆でコロナを
乗り越えよう !

ファッションハウスすずまん
この夏、活躍する
おしゃれマスクあります
イチオシ取扱商品・サービス

洗える布マスク
¥649（税込）〜 ¥1,760（税込）
〒 370-0401 群馬県太田市尾島町 511-3
電話◉ 0276-52-0338
URL ◉ https://suzuman.wixsite.com/
e-mail ◉ suzuman@dream.com

株式会社シャイン
［抗菌］清潔・
快適空間を抗菌キープ
イチオシ取扱商品・サービス

天然ミネラル100％
空気触媒
〒 370-0421 群馬県太田市粕川町 122-3
電話◉ 0120-200-306
URL ◉ http://kk-shine.com/
e-mail ◉ info@kk-shine.com

自慢シリーズ

よいち つけ麺研究所

新田店

◆つけ麺二代目の逆襲‼
◆８時間煮込んだ豚骨スープとトリがらスープ、そして魚介
スープを自家製のしょうゆダレで仕上げたトリプルスープ。
◆濃厚かつ、
くせになる人気№1のメニューです。

住
所 ◉太田市新田村田町546-4
T E L ◉0276 -55 - 029 6
業
種 ◉ラーメン店
F A X ◉0276 -55 - 029 6
代 表 者 ◉関本卓磨
定休日 ◉火曜日
e - m a i l ◉ yoiken.nitta@gmail.com
営業時間 ◉
（ランチ）11：30〜14：30（ディナー）17：30〜22：00
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第 43 号

お得なクーポン券

お食事された方に
自家製イタリアン
ジェラートをサービス
します。
（ランチタイムに限る）

パン製品を
10％ OFF

リストランテ モデラート

手造りパンの店ロッキー

住所：太田市藤久良町54-10
電話：0276-56-9947
営業時間：AM11：00〜PM10：00
定休日：不定休

住所：太田市新田木崎町539-6
電話：0276-56-3555
営業時間：AM9：00〜PM7：00
定休日：日曜日

住所：太田市尾島町511-3
電話：0276-52-0338
営業時間：AM9：00〜PM7：30
定休日：月曜日

有効期限：令和 3 年 11 月 30 日

有効期限：令和 3 年 11 月 30 日

有効期限：令和 3 年 11 月 30 日

商工会のお知らせを見たと言ったら

にったハッピー
スタンプ2倍

新入会員紹介
事業所名

代表者名

住

所

TEL

業種／部会

関本

卓磨

太田市新田村田町 546-4

0276-55-0296

ラーメン店／商業

㈲自然植物研究所

村岡

宮子

太田市出塚町 550

0276-52-2980

機能性食品原材料卸売
業／商業

海鮮料理美鈴

鈴木

賢次

太田市新田反町町 63-2

0276-56-3225

海鮮料理店／商業

㈱グローバルファームコスモ

山田

清作

太田市新田市町 105-1638

0276-55-1851

調味料製造業／商業

いぶ喜造園

小林

司

太田市新田下田中町 630-1

0276-55-4787

造園工事業／建設業

山下

街絵

太田市高林南町 688-6

0276-38-2901

焼肉店／商業

山田社会保険労務士事務所

山田

裕史

太田市飯田町 1079

0276-46-2021

社会保険労務士事務所
／工業

イノマタデンタルラボ

猪俣

敦史

太田市新田反町町 942-3

090-8026-5278

歯科技工所／商業

ぐん庄漬物㈲

武井

誠

太田市藪塚町 4150-5

0277-78-2943

野菜漬物製造業／商業

カインドネス

小倉

拓也

太田市新田村田町 2057-1

050-3700-1214

WEB 広告コンサル
ティング／商業

LEAD 整骨院

安野

良祐

太田市新田大根町 1-4

0276-78-7830

整骨院／商業

山田税理士事務所

山田

圭佑

太田市藪塚町 1167-1

0277-46-7400

税理士事務所／商業

㈱ラジネス

飯塚

洋平

太田市東新町 189-2

0276-25-8383

居酒屋／商業

ティーパーソンメッシュ企画

八木澤

太田市大原町 507-13

0277-78-9174

刺繍加工業／工業

（同）関本フードビジネス

炭火だいにんぐ

燈

正

広報委員会委員長の任を受けさせて頂き、早いもので 3 年が経ちました。皆様には愛される太田市新田商工
会広報誌を更に多くの方々に読んで頂ける様に色々と企画を盛り込んでまいりました。
自分の力不足もありますが、何と言っても新型コロナウイルスの世界的流行で、毎号発刊するのがやっとの
状態になってしまいました。猛威まだ衰えず、商売的にもまだまだ厳しい状況ですが、広報誌の出来る可能性
を更に拡大して参りたいと思います。
太田市新田商工会

前広報委員長

佐瀬信之

