
国 県 関係団体 国 県 関係団体 国 県 関係団体

【労働局職業安定部】
・「新型コロナウイルス感染
　症禍対応就職促進プロジェ
　クト」

【ハローワーク】
・「人材確保対策コーナー」

【関東経済産業局】
・地域中小企業、小規模事業
　者の人材確保支援等事業

【群馬県】
・ジョブカフェぐんま
　高崎センターに「企
　業人材確保サポート
　デスク」を設置

【各商工会議所】
・「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」による各種相談に対応
・雇用調整助成金などの申請支援等

【群馬県中小企業団体中央会】
・合同企業説明会を開催

【連合群馬】
・群馬県在籍型出向等協議会への参画
　企業の情報収集を行い、必要に応じて関係団体と連携し、就職支援を実施

【群馬県信用組合協会】
・群馬県プロフェッショナル人材事業の活用参画
・㈱マイナビとの業務提携による人材紹介業務

【関東信越税理士会】
・顧問先への各会員の個別対応

【群馬県商工会連合会】
・県内各商工会に「新型コロナウイルス感染症対策経営相談窓口」を設置し、
　各種相談に対応

【群馬県社労士会・群馬働き方改革推進支援センター】
・専門家による電話・メール・来所相談など個別相談に対応

【労働局職業対策課】
・産業雇用安定助成金
・人材開発支援助成金
・キャリアアップ助成金

【ハローワーク】
・雇用調整助成金
・緊急雇用安定助成金
・特定求職者雇用開発助成金

【関東経済産業局】
・人材確保等促進税制
・所得拡大促進税制

【群馬県銀行協会】
・雇用調整助成金の個別相談会開催

【関東信越税理士会】
・顧問先への各会員の個別対応

【群馬県商工会連合会】
・雇用調整助成金の申請支援、専門家派遣

【群馬県社労士会・群馬働き方改革推進支援セン
ター】
・雇用調整助成金の相談・支援対応

【関東経済産業局】
・地域中小企業、小規模事業
　者の人材確保支援等事業

【群馬県】
・Ｕ・Ｉターン就職支
　援により企業の人材
　確保を推進

【各商工会議所】
・資金繰り等各種相談に対応
・助成金、支援金、補助金等の申請支援等を実施

【中小企業団体中央会】
・「新型コロナウイルスに関する中小企業支援対策相談窓口」の設置
・雇用調整助成金、持続化給付金等の申請支援を実施
・BCP策定支援を実施

【群馬県信用組合協会】
・新型コロナウイルス感染症関連融資の提案

【中小企業診断士協会】
・事業承継相談を多数実施

【関東信越税理士会】
・顧問先への各会員の個別対応

【群馬県商工会連合会】
・新型コロナウイルス感染症関連融資の相談対応、融資のあっせん
・事業再構築補助金の活用推進（嘱託専門指導員の配置）

【群馬県】
・感染症対策営業時
　間短縮要請協力金

・感染症対策事業継
　続支援金

・経営サポート資金
　「新型コロナウイ
　ルス感染症対策資
　金」

【群馬県商工会連合会】【各商工会】
・国・県・市町村の給付金、助成金・補助金等
　の申請支援

【群馬県信用組合協会】
・群馬県（利息補填）
・群馬県信用保証協会（保証料補填）

【群馬県銀行協会】
・助成金活用に関する動画の無料配信

【関東信越税理士会】
・顧問先への各会員の個別対応

【群馬県社労士会・群馬働き方改革推進支援セン
ター】
・厚生労働省管轄各種助成金の相談、申請支援

【群馬県】
・ストップコロナ！
　対策認定制度

・「イクボス養成
　塾」「働き方改革
　企業内推進リー
　ダー研修」 を開催
　し、ウィズコ ロナ
　時代に適した働き
　方を推進

【群馬県産業支援機構】
＜中小企業等の事業承継の支援＞
・事業承継・引継ぎ支援センター
　第三者承継、Ｍ&Ａ（合併・買収）、親族内承継の支援、
　事業承継診断、事業承継計画策定、経営者保証解除支援
＜中小企業等の経営改善、再生支援＞
・中小企業再生支援協議会
　再生支援計画・新型コロナ特例リスケ計画の策定、再チャレンジ支援
・経営改善支援センター
　経営改善計画の策定

テレワークの導入

【関東経済産業局】
・中小企業デジタル化応援隊
　事業
・ＩＴ経営簡易診断

【各商工会議所】
・各種相談に対応

【中小企業団体中央会】
・先端設備等導入計画の策定支援を実施

【群馬県銀行協会】
・訪問やWEB会議等により個別相談を実施

【群馬県産業支援機構】
＜中小企業等の経営課題に応じた相談対応＞
　・よろず支援拠点  経営相談

【中小企業診断士協会】
・ものづくり補助金申請に関する企業からの相談を会員診断士により実施

【労働局雇用環境・均等室】
・人材確保等助成金（テレ
　ワークコース）

【関東経済産業局】
・中小企業生産性革命推進
　事業（ものづくり補助
　金、持続化補助金、IT導
　入補助金）における新特
　別枠「低感染リスク型ビ
　ジネス枠」を新たに創設

【群馬県】
・テレワーク環境
  整備補助金

【群馬県銀行協会】
・IT導入補助金やものづくり補助金の活用
　支援

【関東経済産業局】
・デジタルを活用した高付
　加価値化の先進事例の紹
　介及び自社用チェックリ
　ストの作成

【群馬県】
・新しい働き方実現
　プロジェクト

【各商工会議所】
・テレワーク推進、残業削減と仕事効率化、デジタル
　化推進等のセミナー等実施

労働生産性の向上

（労務管理の見直し、

設備投資等）

【労働局労働基準部】
・労働時間管理適正化指導員

【関東経済産業局】
・中小企業デジタル化応援隊
　事業
・ＩＴ経営簡易診断

【各商工会議所】
・各種相談に対応

【中小企業団体中央会】
・先端設備等導入計画の策定支援を実施

【群馬県産業支援機構】
＜ＩＣＴを活用した生産性向上支援＞
・よろず支援拠点
　　経営相談、勉強会開催
・スマートものづくりコーディネーター
　　中小企業のIｏＴ、ＡＩ導入支援による
　　生産性向上を支援

【中小企業診断士協会】
・ものづくり補助金申請に関する企業からの相談を会員診断士により実施

【群馬県商工会連合会】
・経営指導員や嘱託専門指導員、専門家派遣による助言・指導

【労働局雇用環境・均等室】
・業務改善助成金
・働き方改革推進支援助成金

【労働局職業対策課】
・人材確保等助成金

【労働局労働基準部】
・エイジフレンドリー補助金
  （補助事業者）

【関東経済産業局】
・中小企業生産性革命推進事
　業（ものづくり補助金、持
　続化補助金、IT導入補助
　金）における新特別枠「低
　感染リスク型ビジネス枠」
　を新たに創設

【群馬県商工会連合会】
・嘱託専門員を設置し「IT導入補助金」「もの
　づくり補助金」等の申請支援

【関東経済産業局】
・デジタルを活用した高付加
　価値化の先進事例の紹介及
　び自社用チェックリストの
　作成

【各商工会議所】
・業務効率化セミナー等実施

【群馬県信用組合協会】
・事業者融資の返済負担軽減等、条件の変更相談

【群馬県商工会連合会】
・業務の効率化・生産性向上に役立つ各種ITツールを紹介
　した動画を作成、会員に導入を推進

その他

【労働局雇用環境・均等室】
＜特別休暇制度導入支援＞
・働き方・休み方改善コンサ
　ルタント

【中小企業団体中央会】
・就業規則改定支援を実施

【連合群馬】
・企業訪問アンケート
・構成組織内アンケート
※提言の内容に盛り込む

【群馬県経営者協会】
・人事・労務全般に関する基本事項等を簡潔に整理してい
　る冊子「日本の労働経済事情」（経団連出版発行）を会
　員企業に無料配布

【連合群馬】
・労働相談

〔令和3年9月16日 群馬働き方改革推進会議 取りまとめ〕

個別相談・訪問 助成金（補助金・融資・税制等） その他

雇用の維持

就 職 支 援

事業の継続

継 続 就 業

働

き

方

改

革

【労働局職業対策課】
・産業雇用安定助成金
・キャリアアップ助成金

【ハローワーク】
・雇用調整助成金
・緊急雇用安定助成金

【労働局雇用環境・均等室】
・両立支援等助成金

【関東経済産業局】
・政府系・民間金融機関を通
　じた実質無利子・無担保の
　融資の延長及び拡充
・ポストコロナ時代に向けた
　信用保証制度の創設・拡充
・中小企業等事業再構築促進
　事業を新たに創設
・事業全般に使える中小事業
　者に対する一時金の支給
・事業承継・引継ぎ補助金を
　新たに創設

【群馬県】
・感染対策県内企
  業ワンストップセ
  ンター等設置

・いきいきＧカンパ
　ニー認証制度推進
  員による普及・啓
  発訪問

【各商工会議所】
・群馬県事業承継ネットワークと連携した事業者支援
・事業継続力強化支援計画に基づく事業者支援等
・事業継続関係各種セミナー開催

【群馬県信用組合協会】
・事業者融資の返済負担軽減等、条件の変更相談

【群馬県商工会連合会】
・ウイズコロナ時代の事業再構築の必要性を理解いただく
　ためのセミナー（事業再構築セミナー）の開催

【群馬県銀行協会】
・資金繰り相談窓口の設置
・休日電話相談受付窓口の設置
・融資条件変更手数料の免除
・県内飲食店応援（テイクアウト商品購入）
・県内温泉地・宿泊施設の前払式チケットの購入

Ⅲ ウィズコロナ時代に対応した中小企業・小規模事業者支援策（令和３年度版）

支援先・内容

項 目


