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　　　　　 商業サポートメニューのお知らせ

○前橋市担当課：前橋市 にぎわい商業課 商業振興係　Tel.027-210-2273

　今年度から追加となった商業サポートメニューのお知らせです。区域の指定があるため、詳しくはお問
い合わせいただくか前橋市のウェブサイトをご覧ください。前年度からのメニューもございます。

1. まちなか店舗事業承継支援事業補助金（平成 29 年度新事業）

　長期的展望に立ち、店舗の事業承継（経営引継）を行おうとする事業者に対して、店舗の改修工
事や設備機器の入替時にかかる改修費用の一部を補助します。

◇補助対象者 市の指定区域（区域 A）において、同一の代表者で 10 年以上お店を営むもの。
 ただし、本事業に伴い代表者変更を必要とします
◇補助対象経費 店舗の改修工事（内装・外装・空調給排水設備工事等）及び据付型の設備機器の

入替時に係る費用 ※備品や移設可能な機材購入費は対象外
◇補助金額 対象経費の 1/2 以内（上限 100 万円）

2. まちなか低未利用地等活用促進事業補助金（平成 29 年度新事業）

　長期的展望に立ち、まちなかの低未利用地において、自ら事業を行うために建築物を新築する方
に対し、建築経費の一部を補助します。

◇補助対象者 市の指定区域内（区域 A）の低未利用地を取得のうえ、
 建築物を新築し、自ら事業を営むもの
◇補助対象経費 店舗の建設工事にかかる費用
 ※調査・設計費用、解体費用及び備品・機材購入費は対象外です
◇補助金額 対象経費の 1/2 以内（上限金額は下表を参照）

3. まちなか店舗ホスピタリティ向上支援事業補助金（夜間主も対象となりました）

　まちなかで１年以上営業する店舗が、来街者に対して「おもてなし」の観点から、店舗を改修す
る場合に、改修費用の一部を補助します。

◇補助対象者 市の指定区域内（区域 A 又は B）で、1 年以上営業を行う店舗で、
 おもてなし向上のために改修工事を実施するもの
◇補助対象事業 来街者のおもてなし向上に資すると認められる事業
◇補助対象経費 店舗の改修工事に係る費用　※備品・機材購入費は対象外です
◇補助金額 対象経費の 1/2 以内（上限金額は下表を参照）

店舗面積
出店区域

重点区域〈区域 A〉 活性化区域〈区域 B〉

30 ㎡以上 150 ㎡未満 200 万円 対象外

150 ㎡以上 250 ㎡未満 375 万円 対象外

250 ㎡以上 500 万円 対象外

重点区域＜区域Ａ＞ 活性化区域＜区域Ｂ＞

営業形態 昼間主 夜間主 昼間主 夜間主

上限金額 100 万円 50 万円 100 万円 対象外



MAEBASHI CITY

前
橋
市
か
ら
の
お
知
ら
せ

19 Vol.7

工場立地支援メニューのお知らせ（新規立地・増設・建替・緑地緩和）

○前橋市担当課：前橋市役所 産業政策課 企業立地推進室　Tel. 027-898-6984

看板は適正に管理しましょう！

○前橋市担当課：前橋市役所 都市計画課 景観係　Tel. 027-898-6974

　店舗の軒先や屋上等の看板（屋外広告物）は事業者のイメージを伝える大
切なツールです。もし、皆さんが掲げる看板が落下・倒壊して第三者に被害
を及ぼす事故を起こしてしまったら、長年、積み重ねてきた自社の信頼を一
瞬で失いかねません。実際に、看板の老朽化や不整備による看板の落下・倒
壊事故は起きており、看板所有者が多額の損害賠償責任を負うケースも発生
しています。事故を未然に防ぐために、日頃から目視点検を行うとともに、
定期的に専門業者へ点検を依頼する等、適正に管理しましょう。
　前橋市では屋外広告物条例により、看板等の管理義務や表示の際の許可制
度、大きさや表示面積のルール及び違反広告物の罰則制度等を定めています。
ルールを守り、安全で景観に配慮した看板の掲出にご理解・ご協力をお願い
いたします。

工業団地への新規立地、既存工場の増設や工場立地法に基づく緑地面積の規制緩和のメニューです。

工業団地への新規立地助成
（前橋市企業立地促進条例）

　工業団地へ立地する企業を助成して
います。助成内容は固定資産税相当額
等（施設設置助成金）や事業所税相当
額の一部（事業促進助成金）、さらに
は新規雇用に対する助成（雇用促進助
成金）等があります。立地面積や対象
施設等の要件があり、事前手続きが必
要ですので、計画段階でもお気軽にご
相談ください。

工業団地内の敷地内増設
（事業拡張サポート補助金）

　工業団地内の既存工場の建替・増設
に対して補助しています。補助内容は
固定資産税、事業所税資産割相当額の
一部及び新規雇用者に対する補助で
す。事前手続きが必要ですので、計画
段階でもお気軽にご相談ください。

緑地等設置義務面積の緩和

　工場立地法により、一定規模以上の
工場等を設置する事業者は、定められ
た規模の緑地等を設置する義務があり
ます。市では条例により工業専用地域、
工業地域や準工業地域等での緑地等設
置義務の面積率を緩和し、立地をしや
すくしています。

※制度の詳細は、前橋市ウェブサイトをご覧いただくか、下記までお問い合わせください

立地区分
助成メニュー

施設
設置

事業
促進

雇用
促進

用地
取得

発掘
調査

本市産業用地、
企業局分譲地への立地

○
（5 年）

○
（5 年） ○ ○ ○

本市産業用地、企業局分譲
地への定期借地による立地 ー ○

（3 年） ○ ー ー

工業団地等への立地 ○
（3 年）

○
（3 年） ○ ー ー

工業団地等内への
居抜きの立地

○
（3 年）

○
（3 年） ○ ー ー

工業団地等への
定期借地による立地 ー ○

（3 年） ○ ー ー

対象施設…工場、物流施設、研究施設、事務所等（従業員 30 名以上）

要件 内容

市内での
操業年数 3 年以上

既存事業所の
用途地域 工業専用 その他工業団地等

既存施設の
最低面積

製造事業所
500 ㎡

物流事業所
2,000 ㎡

製造事業所
1,000 ㎡

物流事業所
5,000 ㎡

増設等する
施設の最低面積 500 ㎡ 2,000 ㎡ 1,000 ㎡ 5,000 ㎡

区域 緑地面積率 緑地面積を含む
環境施設面積率

重複緑地
算入率

工業地域及び
工業専用地域 ５％以上 10% 以上 50% 以下

準工業地域及び
多田山産業団地 10% 以上 15% 以上 50% 以下

上記以外の本市地域 20% 以上 25% 以上 50% 以下

【参考】国の基準（法準則） 20% 以上 25% 以上 25% 以下


