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前橋市からのお知らせ
MAEBASHI CITY

　平成30年度の商業系補助制度を一覧にまとめましたのでご活用ください。なお、全ての商業系補助メニューは事
前申請が必要です。対象区域等の詳しい内容は、同封する黄緑色のパンフレット「商業サポートガイド」及び前橋市
ウェブサイトをご覧ください。また、23頁でお知らせする産業系の補助制度の詳しい内容は、同封する水色のパン
フレット「産業サポートガイド」をご覧ください。

前橋市補助制度のご紹介 その１ 商業系

担当課／前橋市役所 にぎわい商業課 商業振興係　Tel. 027-210-2273

平成30年度から新設した制度

１　まちなかオフィス競争力向上支援事業補助金
　まちなかで1年以上営業するオフィスが、自社の競争
力向上の観点から、オフィスを改修する場合に、改修
費用の一部を補助します。

◇補助対象者
　対象区域内で、１年以上事業を行う事業者
◇補助対象経費
　 オフィスの改修工事費用
　（内装、外装、空調、給排水設備工事等）
　 ※備品・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　まちなか創業支援事業補助金
　「前橋市創業センター」に入居する事業者が、まちな
かの空き店舗や空きオフィス等で新規開店・開業する
場合に、 改修費用の一部を補助します。

◇補助対象者
　 「前橋市創業センター」に入居し、対象区域内の空き

店舗・空きオフィス等を利用して新規開店・開業し、
3年以上継続して事業を行う意欲のある事業者

◇補助対象経費
　改修工事費用（内装、外装、空調、給排水設備工事等）
　 ※備品・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）

補助制度の名称 補助対象者 対象経費 補助金額
３　まちなか店舗開店
　　支援事業補助金

対象区域内の空き店舗で新たに出店し、
小売、飲食、サービス業等を営む事業者

改修工事費
1/2以内
上限100万円

４　まちなか店舗ホスピタリティ
　　向上支援事業補助金

対象区域内で１年以上営業しており、「おもてなし」の
観点から店舗を改修しようとする事業者

改修工事費
1/2以内
上限30〜100万円

５　まちなかオフィス開業
　　支援事業補助金

対象区域内の空きオフィス等に
新たにオフィスを開業する事業者

改修工事費
1/2以内
上限100万円

６　まちなか店舗事業承継
　　支援事業補助金

長期的展望に立ち、対象区域内で
店舗の事業承継を行おうとする事業者

（改修に伴い代表者変更をする事業者）
改修工事費

1/2以内
上限150万円

７　 まちなか低未利用地
　　等活用促進事業補助金

長期的展望に立ち、対象区域内にある低未利用地等
において、自ら事業を行うために建築物を新築する
事業者

改修工事費
1/2以内
上限200〜500万円

８　 空洞化対策事業
　　UIJターン加算補助金

１〜７の事業を行うため、市外から市内に
UIJターンをする事業者

転入費用
５または10万円×
３人まで

９　チャレンジ商店販路拡大
　　支援事業補助金

市外で開催されるイベントや、
合同での商談会等へ参加する事業者

出店料
物品借上料
交通費等

1/2以内
１事業者あたり
年間上限５万円

10  商店街街路灯電気料補助金 街路灯等の維持管理を行う商店街団体等 電気料等 30％以内

11  商店街リフレッシュ（新設）
　　事業補助金 調

新たに施設整備を行う商店街団体等
施設整備費
設備整備費

1/2以内
上限1,000万円

12  商店街リフレッシュ（補修）
　　事業補助金 調

既存施設の整備を行う商店街団体等 工事費
1/3以内
上限50万円

13  いきいき・にぎわい商店街
　　支援事業補助金

買い物を促進させる取り組みを行う商店街団体等
広告宣伝費
委託料等

1/2以内
上限13万円

14  買い物弱者対策
　　支援事業補助金 調

買い物の利便性の向上を図る事業者 車両改造費等
1/2以内
上限100万円

15  魅力あふれる商店街づくり
　　事業補助金 調

商店街の活性化のためソフト事業を行なう
商店街団体等

広告宣伝費
委託料等

2/3以内

●平成30年度のその他の制度（商業）　（※調 印の補助制度は事前に要望調査を実施した事業が対象）
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　平成30年度の産業系の補助制度を一覧にまとめましたのでご活用ください。

前橋市補助制度のご紹介 その２ 産業系

担当課／前橋市役所 産業政策課
 １～10の補助金…産業政策係　Tel. 027-898-6983　11の補助金…企業立地推進室　Tel. 027-898-6984
12～13の補助金…雇用促進係　Tel. 027-898-6985

補助制度の名称 補助対象者 対象経費 補助金額

１　設備投資促進補助金　※ 前
市内で１年以上継続して操業を行う事業者
(大企業も可)

設備設置経費
1/5以内（小規模企業者は1/3
以内）上限80万円（事業所税加
算最大40万円）

２　IT化推進補助金　※ 前
市内で１年以上継続して操業を行う事業者
(大企業も可)

ハードウェア・ソフトウ
ェアの購入費等

1/5以内（小規模企業者は1/2
以内）上限20万円（事業所税加
算最大10万円）

３　 国際見本市各種展示会等出展
費補助金

見本市等へ出展する中小企業 出展料、装飾費等 50％以内上限15〜30万円

４　人財スキルアップ補助金 従業員の人材育成を行う中小企業 研修費用、受講料等 1/2以内上限７万円

５　新製品・新技術開発費補助金 前 新製品・新技術の開発に取り組む中小企業等 開発経費 1/2以内上限50万円

６　 前橋市ぐんま新技術・新製品
開発推進補助金 前

新製品・新技術の開発に取り組む中小企業等 開発経費 上限80万円

７　 長期対応型 新製品・新技術開
発費補助金 前

複数年に渡って新製品・新技術の
開発に取り組む中小企業等

開発経費 1/2以内上限200万円

８　共同研究推進補助金 前 新技術の開発に取り組む中小企業等 研究機関等との契約料 1/2以内上限50万円

９　次世代経営力強化
　　セミナー補助金

市内で１年以上継続して操業を行う事業者
市内で実施する中小企業
大学校サテライト・ゼミ
の受講料

1/2以内

10　販路開拓促進補助金 前
市内で１年以上継続して操業し
販路開拓に取り組む中小事業者

デザイン料、専門家謝金、
委託料等

１/2以内
上限50万円

11  事業拡張サポート補助金 前
工業団地内で工場、物流施設等を増設
または建替えする事業者

①固定資産税等
②事業所税資産割
③新規雇用（前橋市民）

①相当額 ②１/2相当額
③10万円×新規雇用人数（上
限200万円）

12  前橋市特例子会社設立補助金 前 市内に特例子会社を設立する事業者 施設整備費、備品購入費 2/3以内上限500万円

13  前橋市企業主導型事業所内
　　保育施設設置促進補助金 前

市内に事業所内保育所を新設する事業者
①施設整備費か
②設備整備費

①中小企業1/6以内、
　 大企業1/12以内（上限500

万円）
②中小企業2/3以内、
　 大企業1/2以内（上限200万

円）

制度の名称 補助対象事業 申請開始日

設備投資促進
補助金

以下の①〜⑤の全ての要件を満たすもの
　①補助対象事業費が30万円（小規模企業者は10万）以上のもの（消費税等除く）
　② 平成31年３月29日（金）までに完了するもの
　③ 事業者が自らの事業の活動場所として使用する建物等
　　（他社に賃貸する目的のものを除く）に設置する設備
　④ 直接的に生産性の向上・合理化・省力化のための機械設備
　　及び生産補助設備（エアコン・LEDは除く）の新規導入または既存設備の更新
　⑤耐用年数１年以上で取得価格が10万円以上の資産

平成30年
６月１日（金）

IT化推進
補助金

以下の①〜③の全ての要件を満たすもの
　①補助対象事業費が30万円（小規模企業者は10万）以上のもの（消費税等除く）
　② 平成31年３月29日（金）までに完了するもの
　③事業にかかる物品の購入、施工、開発委託等は原則として市内業者への発注に限るもの

また、以下の①〜③いずれかの費用であること
　① 事業用のハードウェア（パソコン、プリンタ、スキャナ、レジスター、ファクシミリ、
　　複合機、プロジェクタのみ（タブレット、スマートフォンは除く。））購入費用
　② 事業用のソフトウェア（会計ソフト、CADソフト、ウィルス対策ソフト、POSシステム、
　　HP作成、マイクロソフトオフィス等）購入費用及び開発費用（ライセンス契約含む。）
　③ その他、IT導入にかかる事業で、本事業により直接的に申請者の生産性、効率性、
　　または利便性の向上が見込めるものとして市長が認める費用

平成30年
６月１日（金）

※設備導入促進補助金及びIT化推進補助金は、平成30年度新設の補助金です。詳細については、以下のとおりです。

産業系補助制度概要の一覧　前 印の補助制度は事前申請が必要です
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前橋市からのお知らせ
MAEBASHI CITY

　前橋市では、市内製造業の販路拡大と、「ものづくり」に対するブランドイメー
ジアップを目的とし、企業ガイドブックを作成しました。
　このガイドブックは、大手シンクタンクのビッグデータを活用することで、新
規受注が見込まれる全国の企業を洗い出し、1,000社を超える企業の設計・開発
部門と購買・調達部門に送付しております。
　また、昨今は人手不足が進んでおり、販路拡大のためには人材の確保も必要で
あるため、県内外の大学や高等学校、あわせて241校にも送付してPRを行って
います。
　本市の「ものづくり企業」の魅力を詰め込んだ、このガイドブックは、前橋市
のウェブサイトからダウンロードすることもできますので、是非ご活用ください。

「前橋市企業ガイドブック」が完成しました

平成 30 年度  前橋市 制度融資金額・利率表

担当課／前橋市役所 産業政策課産業政策係　Tel. 027-898-6983

制度名 融資金額 現行金利 備考

小口資金 1,250万円以内 年1.8％以内 平成31年３月末まで
保証料はかかりません

特別小口資金 1,250万円以内 年1.8％以内 平成31年３月末まで
保証料はかかりません

経営振興資金 1,500万円以内 年2.3%以内
（年2.0％以内）( )内は２年以内分割償還

特別融資 経営安定資金 3,000万円以内 年1.5％以内

経営力強化支援資金 5,000万円以内 年2.5％以内 経営改善計画の作成が必須

中心商店街にぎわい資金

１億円以内
○ 中小企業信用保険法に定める特定事業を

行っている中小企業者及び商店街協同組合等
○ 前橋市中心市街地活性化基本計画の定める活

性化区域内に、店舗等を増改築や新規出店す
る事業者

年1.0％以内
（年0.8％以内）( )内は保証協会付きの時

季節資金
夏季資金・年末資金 2,000万円以内 年1.5％以内

（年1.3％以内）( )内は保証協会付きの時

事業所税納付資金 事業所税納付相当額以内
（ただし、2,000万円以内） 年0.5％以内

短期サポート資金 5,000万 円 以 内（ た だ し、 保 証 協 会 付 き は
3,000万円以内）

年1.7％以内
（年1.5％以内）( )内は保証協会付きの時

企業設備資金
建設業・製造業・
運輸業等

①機械器具装置等　３億円以内
②建築物及びそれに付随する土地　５億円以内 年1.7％以内

（年1.4％以内）( )内は保証協会付きの時
上記以外の業種 １億円以内

中小企業研究開発資金 ２億円以内 年1.0％以内

企業誘致促進資金 ６億円以内 年1.5％以内
（年1.1％以内）( )内は保証協会付きの時

起業家独立開業
支援資金

Ａタイプ 5,000万円以内 年1.0％以内

Ｂタイプ（分社化対応） 1,500万円以内 年1.0％以内

勤労者生活資金
一般 200万円以内 年2.1％以内

別途保証料

育児・介護休業に伴
う生活費、教育費 200万円以内 年1.9％以内

別途保証料

詳細については各金融機関、前橋商工会議所、前橋市役所までお問い合わせください。
■お問合せ・お申込み　前橋商工会議所　中小企業振興部　経営支援課 Tel.  027-234-5115
　　　　　　　　　　　前橋市役所　産業政策課　産業政策係 Tel.  027-898-6983
　　　　　　　　　　　前橋市役所　産業政策課　雇用促進係 Tel.  027-898-6985
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富士見商工会からのお知らせ

経営計画策定セミナーを開催しました。

　１月18日と１月25日と２月１日の３回にわたり経営計画作成セミナーを開催しました。
　講師はマネージメントオフィス・ドゥの久保田義幸（中小企業診断士）先生にお越しいただき、初
日は小規模事業者持続化補助金等の各種補助金制度の概要について説明いただき、その後経営計画
作成の必要性や作成方法について案内がありました。
　２日目・３日目は、公募が予想される小規模事業者持続化補助金の申請様式を基に作成演習を行
いました。
　参加者は熱心に自社の経営計画の作成に取り組んでいました。

前橋市富士見町小暮 104-1　TEL 027-288-2593　FAX 027-288-4889
E-Mail　fujimi-shoko@dune.ocn.ne.jp　　HP  http://www.fujimi-shoko.com

　富士見商工会は経営計画作成支援の他、労働保険事務委託や専門家派遣等会員事業所に対し
て様々な経営支援を行っております。ご興味や相談がある方は富士見商工会までお問い合わせ
ください。（会費は年間で個人事業主12,000円　法人18,000円となります）

様々な経営相談に応じます
～富士見商工会 会員の皆様へ～



262018.04

ふく成の

できました。

お通し・フグの唐揚げ・ミニステーキ
牛しゃぶ鍋・うどん・デザート

4,500円 前日まで要予約
6月末日まで

春の牛しゃぶコース春の牛しゃぶコース春の牛しゃぶコース

定休日 毎週日曜日（祭日は営業します。）
Googleで「ふく成ブログ」検索

夜のコース
　ふぐコース：5,650円、8,750円
　ふぐ特選コース：18,500円（一週間前までに要予約）
　会席コース：4,200円、6,200円
　上州黒毛和牛しゃぶしゃぶコース：5,700円（前日まで要予約）

※表示価格には消費税が含まれています。 ※夜のお席は、別途サービス料7％となります。

無料職業紹介事業許可番号
13-ム-030002
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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

43インチインフォメーションディスプレイ
●自分でかんたんにコンテンツが作成できます！
インターネット上で コンテンツを手軽に作成できます。イベントや会議
室のご案内、ウェルカムボードで使えるテンプレートがたくさんあります。

①USBメモリーを抜く

USBメモリーの使用が可能

②PCに挿して、コン
テンツを変える

③USBメモリーを
本体側に挿す

コンテンツ作成支援サービス
「iSignweb」対応。手軽にコン
テンツを作成※

テンプレートを選択

記録メディアに保存

※ご利用には、インターネット環境が必要になります。

ⓒSHARP CORPORATION

ⓒ SHARP CORPORATION

作成・編集

※前橋・高崎・太田ショールームにぜひお越しください。

富士スバル株式会社様設置先
データ

前橋市本町2-11-2
富士スバル㈱様各店舗へ
43インチサイネージディスプレイ 14台納入。


