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前橋商工会議所事務局組織／野球大会／小規模事業者持続化補助金

■創立 120 周年記念事業 第 41 回前橋商工会議所 
　会員事業所野球大会 参加チーム募集のお知らせ

　当所では、会員の皆様の福利厚生事業の一
環として、毎年会員事業所野球大会を実施し、
明るく健康な職場づくりを応援しています。
　本年は、創立 120 周年記念事業として下
記の通り開催いたします。多数のチームのご
参加をお待ちしています。

■日　　程　平成 29 年 6 月 11 日（日）、18 日（日）、25 日（日）、
7 月 2 日（日）、9 日（日）、16 日（日）
決勝戦：8 月 28 日（月）ナイター

　　　　　　※雨天順延の可能性あり
■会　　場　前橋北部運動場・前橋市民球場
■参 加 費  12,500 円（税込み）
■お申込み　所定の参加申込書にご記入のうえ、5 月 16 日（火）ま

でに前橋商工会議所総務課（Tel. 027-234-5111）
まで参加費を添えてお申込みください。なお、参加申
込書は当所ウェブサイトよりダウンロードしてご記入
ください。

■平成 29 年度 前橋商工会議所事務局組織
　平成 29 年 4 月１日から新たな事務局体制で、事業に取り組んでまいります。ぜひ、お気軽にご来所ください。

職員：25 名
　（専務理事含む）
嘱託・臨時等：13 名
　（委託事業含む）
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■平成 28 年度第 2 次補正予算（追加公募分） 
　小規模事業者持続化補助金 募集のお知らせ
　小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が商工会議所・商工
会の支援を受けながら、経営計画に基づき進める販路開拓等の取り
組みに対し、原則 50 万円を上限に補助金（補助率 2 ／ 3）が国か
ら出る制度です。審査により採択の可否が決まります。詳しくは、
当所ウェブサイトをご覧ください。応募をご検討、ご相談の方は、
最寄りの商工会議所、商工会にお問い合せください。

■補助対象　　　小規模事業者
■補助率・上限　2 ／ 3（50 万円上限） 
■補助対象経費　事業の遂行に関するもので公募要領にあるもの
■公募期間　　　平成 29 年 4 月 14 日（金）～ 5 月 31 日（水）
　　　　　　　　（結果公表は平成 29 年 7 月上旬予定）
■応募に関して

応募にあたっては、商工会議所へ「事業支援計画書」の作成依頼・
交付のうえ、応募する流れとなります。お早目のご相談、また 5
月中旬頃までの事業支援計画書の交付依頼をお願いします。

■お問合せ　前橋商工会議所中小企業相談所　Tel. 027-234-5115前橋商工会議所 検索 ☜
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御用聞き型企業訪問事業／ぐんまちゃん家／セミナー／時局講演会

■御用聞き型企業訪問事業
　私たちが直接訪問して一緒に課題を解決します！
　前橋市・前橋工科大学・前橋商工会議所の 3 者がタッグを組む「チ
ーム御用聞き」が、コーディネーターとともに課題を抱えている企
業に直接訪問し、事業所のニーズや潜在的なシーズを掘り起し、一
緒に課題を解決します。
　これまで「チーム御用聞き」が、130 社強（H29 年 3 月末）を
訪問し、企業の皆さまから様々な課題や相談を受け、課題解決への
アドバイス、製品化へ向けた開発支援、商品化に向けた販路支援な
ど、各支援機関等と連携しながら企業の稼ぐ力の向上をお手伝いし
ています。また、各種支援機関との連携により、橋渡しなども行っ
ていますので、お気軽にご利用ください。

〈御用聞き型企業訪問（コーディネーター）フロー〉

■お申込み・お問合せ
　「御用聞き型企業訪問」を希望の方は、下記までお問い合せください。
　前橋商工会議所工業振興課　　　　　Tel. 027-234-5100
　前橋市産業政策課　　　　　　　　　Tel. 027-898-6983
　前橋工科大学地域連携推進センター　Tel. 027-265-7361

■ぐんまちゃん家でチャレンジコーナー出品募集中！
　～群馬県観光物産国際協会からのお知らせ

　首都圏における販売しやすい商品開発・商
品力向上を支援するため、ぐんまちゃん家で
はチャレンジコーナーを設けています。ぐん
まちゃん家で新しく商品を販売したい方を対
象に、１ヶ月間のチャレンジコーナーへの出
品者を募集しています。

■場　　所　ぐんまちゃん家 （ぐんま総合情報センター）
　　　　　　（東京都中央区銀座 5-13-19）
■特　　典

・チラシやウェブサイト、SNS 等により商品の情報を発信！
・売上データやお客様の意見など 1 ヶ月間の販売結果をフィード

バック！ （コーナーにて直接、試食・試飲販売をすることも可能）
・売れ行き状況等に応じて常設販売させていただきます。

■お問合せ
出店資格、募集要項や申込等の詳細は下記までお問い合わせくだ
さい。（公財）群馬県観光物産国際協会　Tel. 027-223-5800

事前訪問 相談受付
チーム御用聞き

（市・工科大・商工会議所）
にて対応策の検討

支援策
提案

製品化
実用化
販路開拓

解決後も
継続的な
支援

各種支援機関との連携・橋渡しフェーズに応じた支援

ワンストップ相談体制 情報の共有

チーム
御用聞きが
企業訪問

■一般社団法人前橋法人会　第 5 回通常総会・
　時局講演会開催のご案内
　5 月 23 日、前橋法人会では「第 5 回通常総会」及び「時局講演
会」を開催します。講師には、東京大学先端科学技術研究センター

客員教授・放送大学客員教授の御厨貴氏をお招き
して「変わる日本の政治とその行方」をテーマに
お話し頂く予定です。
　法人会々員以外の方でも無料で聴講出来ます。
聴講を希望される方は 5 月 15 日（月）までに下記
の法人会事務局までお申し込みください。

■日　　時　平成 29 年 5 月 23 日（火）午後 3:00 ～ 4:30
■会　　場　前橋商工会議所　2 階　サクラ
■講　　師　御厨 貴氏 東京大学先端科学技術研究センター
　　　　　　客員教授・放送大学客員教授
■テ ー マ  「変わる日本の政治とその行方」
■受 講 料  無料
■お問合せ　前橋法人会事務局（前橋市日吉町 1-8-1）
　　　　　　Tel. 027-234-2248
　　　　　　E-mail: maeho@grace.ocn.ne.jp

御厨 貴氏

■経営力強化に向けた IT 導入・活用セミナー / 個別相
談会開催のお知らせ （消費税軽減税率対策窓口相談等事業）

　現在、「IT 導入補助金（平成 28 年度補正）」が公募中です。本補
助金対応のセミナーと個別相談会を開催します。補助金の活用には、
IT をどのように活用し、生産性を向上させていくかがカギとなりま
す。セミナーでは、IT を活用した生産性向上を考え、何が自社に必
要か、使えるのか、一緒に考えます。プログラムは、⑴ IT 活用に
よる生産性向上の重要性、手法や事例、⑵各種の IT サービス解説、
⑶ IT 導入補助金についてです。是非、ご参加ください。

■日　　時　
　セミナー　：平成 29 年 5 月 18 日（木）　午後 1:30 ～ 4:30
　個別相談会：平成 29 年 5 月 19 日（金）
　　　　　　　午前 10:00 ～午後 5:00（1 社 1 時間程度）

　　　　　　※個別相談会はセミナー受講者が対象
　　　　　　※セミナーのみでの参加も可能です

■会　　場　ベイシア文化ホール 401 会議室（前橋市日吉町 1-10-1）
■講　　師　時山 正氏  （（資）コンサルタンツノヴァーレ  代表  中小企業診断士）

■定　　員　30 名（先着順・参加費無料）
■お申込み　同封の申込用紙（チラシ）に必要事項を記入の上、
　　　　　　FAX（027-234-8031）にてお申し込みください。
　　　　　　※チラシは当所ウェブサイトからも入手出来ます。
■お問合せ　前橋商工会議所 工業振興課　Tel. 027-234-5100

株式会社 前橋ホンダ
前橋市上小出町 1-30-6
TEL (027) 233-6840

新型 登場

ちょうどいいを、もっと、みんなへ
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自動車税／軽自動車税

■軽自動車税のお知らせ 
　～前橋市からのお知らせ

　軽自動車税は 4 月 1 日現在の所有者に課税されます。5
月中旬に所有者へ納税通知書を発送します。5月31日（水）
までに納めてください。

●軽四輪車・軽三輪車の重課税率適用について
　新車新規登録から 13 年経過した車両には重課税率が適
用されます。（別表 1）

●小型特殊自動車などの税率
　昨年度から小型特殊自動車・原付自転車（125cc 以下
のバイク）・軽二輪・二輪の小型自動車・雪上車の税率が
変更となりました。（別表 2）

●グリーン化特例（軽課）
　平成 28 年度に新車新規登録した軽四輪車・軽三輪車の
軽自動車のうち排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負
荷の小さい車両は、その燃費性能に応じて、軽自動車税の
税率を軽減する特例措置「グリーン化特例（軽課）」が平
成 29 年度分に限り適用されます。（別表 3）

●小型特殊自動車も軽自動車税の申告が必要です
　取得した車両が小型特殊自動車に該当する場合は、公道
を運行しない車両についても、申告（標識の交付）が必要
となりますので、手続きをお願いします。申告場所は、前
橋市役所 2 階市民税課 34 番窓口、大胡・宮城・粕川・富
士見の各支所税務課又は城南支所です。

【納付について】
納税は、安全・便利で確実な口座振替で。コンビニエンス
ストア、ペイジー、クレジットカード等でも納付出来ます。

■お問合せ
　前橋市役所　市民税課
　Tel. 027-898-5842・5843（直通）

　自動車税は、道路の整備だけでなく、医療、福
祉、教育の充実等、安心・安全な暮らしを確保す
るための財源として、大切に使われています。

　自動車税は、コンビニエンスストアの他、県内
金融機関、郵便局、行政県税事務所、自動車税事

務所、「Pay-easy（ペイジー）」対応のインターネットバンキング、
モバイルバンキング、ATM でも納税出来ます。

■お問合せ
群馬県前橋行政県税事務所　Tel. 027-234-1800
又は群馬県自動車税事務所　Tel. 027-263-4343

※継続検査用、構造等変更検査用の納税証明書について
自動車を譲渡する場合には納税証明書も一緒に渡し、自動車を譲
り受ける場合には納税証明書も一緒に受け取りましょう。

■自動車税の納税は、5 月 31 日（水）までに !!　～群馬県前橋行政県税事務所からのお知らせ

別表 1　三輪及び四輪の軽自動車の税額　　　　　　　　　　　　　 （年額）

車　種
　　　　　

初度検査日
新車新規登録から 13 年経過前

【重課税率】
新車新規登録

から 13 年経過

平成 27 年 3 月
31 日までに
新車新規登録

平成 27 年 4 月
1 日以後の

新車新規登録

軽自動車

三　　輪 3,100 円 3,900 円 4,600 円

四
輪
以
上

乗用・自家用 7,200 円 10,800 円 12,900 円
乗用・営業用 5,500 円 6,900 円 8,200 円
貨物・自家用 4,000 円 5,000 円 6,000 円
貨物・営業用 3,000 円 3,800 円 4,500 円

別表 2　原動機付自転車及び二輪車等の税額　　　　　　　　　　　 （年額）

車　種 税　率

原動機付自転車

50cc 以下 2,000 円
50cc 超～ 90cc 以下 2,000 円
90cc 超～ 125cc 以下 2,400 円
ミニカー 3,700 円

小型特殊自動車
トラクター、コンバイン等の農耕作業用 2,400 円
フォークリフト、ロードローラー等 5,900 円

軽二輪車雪上車
軽二輪（125cc 超～ 250cc 以下） 3,600 円
ボートトレーラー（二輪） 3,600 円
雪上車 3,600 円

小型二輪（250cc 超） 6,000 円

別表 3　グリーン化特例（軽課）　　　　　　　　　　　　　　　　　 （年額）

車種　   　  軽課区分＊1 ① ② ③ ①～③以外

四
輪

乗用・自家用 2,700 円 5,400 円 8,100 円 10,800 円
乗用・営業用 1,800 円 3,500 円 5,200 円 6,900 円
貨物・自家用 1,300 円 2,500 円 3,800 円 5,000 円
貨物・営業用 1,000 円 1,900 円 2,900 円 3,800 円

三輪 1,000 円 2,000 円 3,000 円 3,900 円
＊1
①電気軽自動車、天然ガス軽自動車（平成 21 年排出ガス 10％低減）
②平成 17 年排出ガス基準 75％低減達成（★★★★）かつ
　乗用：平成 32 年度燃費基準＋ 20％達成車　貨物用：平成 27 年度燃費基準＋ 35％達成車
③平成 17 年排出ガス基準 75％低減達成（★★★★）かつ

乗用：平成 32 年度燃費基準達成車（②該当車両を除く）　貨物用：平成 27 年度燃費基準＋
15％達成車（②該当車両を除く）

※②、③については、揮発油（ガソリン）を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

「この街と共に100年」「この街と共に100年」
葬儀事前相談・見積承ります

36 5日
24時間
対　応

若宮若宮 北代田
創業107年
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はばたく中小企業・小規模事業者 300 社／工業統計調査／相談会／募集

■グッドカンパニー大賞　候補企業の募集 !!
　～中小企業研究センターからのお知らせ

　全国の中小企業の中から経済的・社会的に優れた成果をあげてい
る企業を選んで贈られるわが国で最も歴史と実績のある中小企業の
ための賞です。本賞の選考は、経済産業省、文部科学省、商工会議
所、商工会等の推薦をもとに厳正な審査を通して行われます。応募
締め切りは 6 月 20 日まで。詳細は中小企業研究センターもしくは
当所へお問い合わせください。

■候補企業の資格
資本金または出資総額が 3 億円以下かつ創業の法人企業および
個人企業。ただし、株式公開企業および資本金 3 億円を超える
会社の子会社・関連会社は除きます。（その他、要件があります）

■表彰の種類
⑴グランプリ  ⑵優秀企業賞  ⑶特別賞  ⑷新技術事業化推進賞

■推薦機関
文部科学省、全国の経済産業局、商工会議所（連合会）、商工会（連
合会）、東京・名古屋・大阪中小企業投資育成株式会社等

■お問合せ
　前橋商工会議所 経営支援センター　Tel. 027-234-5115

※公募要領等は、公益社団法人中小企業研究センターのウェブサイ
トをご覧ください。URL: https://www.chukiken.or.jp/

■「中小企業庁：はばたく中小企業・小規模事業
者 300 社」に当所議員のアサヒライズ株式会
社が選ばれました

　中小企業庁では、IT サービス導
入や経営資源の有効活用等による
生産性向上、積極的な海外展開や
インバウンド需要の取込み、多様
な人材活用や円滑な事業承継等、
様々な分野で活躍している中小企
業・小規模事業者を「はばたく中
小企業・小規模事業者 300 社」
として選定しています。
　このたび、この栄誉ある中小企
業に、当所議員企業である「アサ
ヒライズ株式会社」が選ばれまし
たので、皆様にご紹介するととも
に、今後のさらなる発展とご活躍を祈念いたします。

■企 業 名　アサヒライズ株式会社
■代 表 者　宇井 正典（代表取締役社長）
■選出された取組み

○ NC 工作機械と IoT を活用したデータのネットワーク化による
自動加工システムを構築し、生産性向上を図る

○海外企業との技術提携による世界で初めての HID コンバージ
ョンキットの製造販売とタイ工場による現地生産

○防眩配光の LED ヘッドランプ等の次世代光源の研究開発と低
温焼付塗装によるカラーハロゲンランプの製造

■ 「群馬県よろず支援拠点」との連携による
　「個別経営相談会」開催のご案内

　売上不振、資金繰り、取引先とのトラブル、海外展開、人材育成
など、経営者の皆様は日々多くの課題に直面しております。
　前橋商工会議所では、「群馬県よろず支援拠点」と連携し、下記
日程により「個別経営相談会」を開催いたします。
　よろず支援拠点の専門家とともに、企業経営に関するさまざまな
課題の解決をお手伝いいたします。なお、開催日以外でもお気軽に
ご相談ください。

■開 催 日　平成 29 年　5 月 15 日（月）、 7 月 10 日（月）、
　　　　　　9 月 11 日（月）、11 月 13 日（月） 
平成 30 年　1 月 15 日（月）、 3 月 12 日（月）
※各日午後 1:00 ～ 4:00（要事前申込）
※原則、奇数月の第 2 月曜日に開催します

■会　　場　前橋商工会議所 3 階　「なでしこ」
■お問合せ・申込先

前橋商工会議所 経営支援センター
Tel. 027-234-5115

■工業統計調査にご協力ください
　～群馬県からのお知らせ

　工業統計調査は、わが国における工業の実態を
明らかにすることを目的とした統計法に基づく報
告義務のある重要な統計です。
　調査結果は中小企業施策や地域振興などの基礎
資料として利活用されます。調査時点は、今回の
調査より変更となり、平成 29 年 6 月 1 日です。
調査票へのご回答をよろしくお願いいたします。

■調査時点　平成 29 年 6 月 1 日
■調査対象　従業者数 4 人以上の全ての製造業事業所
■調査内容　1 年間（平成 28 年 1 月～ 12 月）の生産活動に伴う

製造品出荷額、原材料使用額等
■調査方法　統計調査員による直接訪問または調査票を
　　　　　　郵送にて配布
■お問合せ　群馬県企画部統計課　Tel. 027-226-2410
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T-1 グランプリ表彰式／Ｍサポクリーン活動参加募集／お知らせ

　前橋市内の飲食店を
対象にした群馬県産豚
肉料理コンテスト『T-1
グランプリ』は今回で
第 8 回目。エントリー
のあった 70 店舗の中
から選ばれた入賞店 6
店舗の表彰式が、4 月
16 日（日）に開催され
た前橋中心市街地ツナ

ガリズム祭りの会場で行われました。同時にグランプリ店の発表も
行われ、29 食系直球居酒屋 RIVER「上州麦豚の厚切りローストポ
ーク」がグランプリに輝きました。オーナーの和田卓也さんは、「初
参加で、お店をあげて取り組んだ結果だから嬉しい。豚肉はもちろ
ん、豚肉料理のまちとしても評価されるようにお店としても努力を
続けたいです」と受賞の喜びを語りました。
　当日は、入賞店による販売ブースも設けられ、訪れた人々はころ
とんのお出迎えのもと、参加店の料理に舌鼓を打ちました。

第 8 回 T-1 グランプリ結果
【グランプリ】
  ・ 29 食系直球居酒屋 RIVER
　 「上州麦豚の厚切りローストポーク」

【入賞店】（※パンフレット掲載順）
  ・ ビストロ ダズィ
　 「B.B.Q ポークリブ（まえとん リブ）」
  ・ DINING Ben  「麦豚とこだわり玉子の照り焼き丼」
  ・ きむち屋「もちゅ飯」
  ・ シェ・スナガ「とんとんステーキ重」
  ・ 桃乃木 「ボリュームたっぷりソースカツ丼定食」

〈参加覆面審査員〉117 名　〈投票総数〉860 票
投票期間中はたくさんの方にご協力、ご投票いただき本当にありが
とうございました！

■お問合せ　第 8 回 T-1 グランプリ実行委員会事務局
　　　　　　（前橋市観光振興課）Tel. 027-210-2189

■春の M サポクリーン活動　参加募集
　前橋市市民活動支援センター（M サポ）では、企業の皆様、
NPO 等と行政、市民の協働による、まちづくりのさらなる推進に
取り組んでいます。この度、CSR（企業の社会貢献活動）の機会と
して、前橋プラザ元気 21 周辺の清掃活動を開催いたします。皆様
のご参加、ご協力をお待ちしております。

■活動内容　清掃活動（ごみ拾い、草むしりなど）
■日　　時　平成 29 年 5 月 14 日（日）
　　　　　　午前 8:00 ～ 9:00（受付 7:30 ～）
■活動範囲　前橋プラザ元気 21 周辺
■集合場所　前橋プラザ元気 21 北側　フレッセイ入口前
■目　　的　市内企業が CSR 活動の一環として社会貢献できる機

会の創出、元気 21 周辺の環境美化、参加者間の交流
■参加方法　直接集合場所へお越しください。
■連絡事項

⑴ゴミ袋は用意します。ほうき、ちりとり、ごみ取りトング等、
お持ちの用具をご持参ください。

⑵前橋プラザ元気 21 北側駐車場及び市営駐車場をご利用の場
合、4 時間無料となります。駐車券をお持ちください。

⑶雨天の場合、中止とします（小雨決行）。午前 7 時に当センタ
ーウェブサイトでお知らせします。または下記電話番号へお問
い合わせください。

■お問合せ　前橋市市民活動支援センター（M サポ）
　　Tel. 027-210-2196　http://maebashi-shiminkatsudo.jp/

■第 8 回 T-1 グランプリ表彰式　グランプリ店決定！

■赤城の恵ブランド認証品を募集します
　～前橋市からのお知らせ
　前橋市の優れた産品で、地産地消の推進と食の
安全・安心の向上の取り組みによって生み出され
た物を認証する「赤城の恵ブランド」。この認証
を希望する産品を募集します。認証には条件があ
ります。詳しくは問い合わせるか、前橋市ウェブ
サイトをご覧ください。

■対　　象  
市内で生産・育成された農林水産物か、原材料に前橋産農林水産
物を使用し原則として市内で加工された加工品で、市内で流通・
販売され、前橋市のイメージアップや PR につながる個性・特長
があるもの等

★「赤城の恵ブランド」の認証を受けるメリット
・市内外の各種イベントで、試食や即売を行うことができます。
・認証品を PR する見本市への参加費用や、リーフレット作成等

の補助制度が利用できます。
・本市ウェブサイト等で認証品の情報を発信します。

■お申込み・お問合せ
5 月 1 日（月）から 6 月 16 日（金）までに所定の用紙に記入し、
下記まで直接お申し込みください。用紙は前橋市ウェブサイトか
らも入手できます。
前橋市農林課ブランド推進係　Tel. 027-898-5841
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〒 371-0023　前橋市本町 2-11-2 富士オートビル 6F　TEL:027-220-5022　　担当：安田

披露宴
案内

式場
案内

イベント
案内

月間
予定

施設案内表示システム
シャープ デジタルサイネージ

■他のシステムのCSVデー
タとの自動連携などさら
にラクな更新機能

■Excelだけの簡
単更新で、時間も
コストも効率化

■テロップで、
文字情報の発
信も自由自在

■縦書き表示にも対応

塚 田 製 本 所株式
会社

前橋市文京町２丁目26ー7
TEL 027-221-6657（代）　FAX 027-221-6637

前橋溶接協会  TEL.027-230-1020お問合せ・お申込みは

2017年度 溶接技能評価試験
試験日  再評価試験該当有効期限 試験会場 受付期限

群馬産業技術センター

〃

〃

2017年5月19日㈮

2017年6月16日㈮

2017年7月14日㈮

前橋溶接協会は、地域のものづくりを支える溶接技術向上のため、
群馬県溶接協会が開催する「JIS溶接技能者評価試験」の普及に取り組んでいます。

2017年7月 7 日㈮

2017年8月 3 日㈭

2017年9月 7 日㈭

2017年 9 月30日～ 2018年2月28日 

 2017年10月31日～ 2018年3月31日 

2017年11月30日～ 2018年4月30日 


