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平成30年度 前橋商工会議所事務局組織

当所曽我会頭が衆議院経済産業委員
会で中小企業支援を要望しました

第42回前橋商工会議所
会員事業所野球大会参加チーム募集!!
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平成30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。

総務課

総務部
 部長：大谷美穂※

政策部
 部長：村井誠志※

地域産業振興部
 部長：山田功※

政策
推進課会計課 情報

発信課
商業観光
振興課

工業
振興課

団体
支援課

経営支援課
城南
支所

経営支援部
 部長：女屋満

群馬県地域
ジョブカードセンター

課　長：今井有子
係　長：牧野友也
主　任：岡田美恵子
　　　：田中恵美
　　　：中原千恵子
　　　：田村浩子

課　長：須田憲人※
課長補佐：須賀裕一※
係　長：稲垣昌茂

課　長：須田憲人※
課長補佐：須賀裕一※
係　長：谷内田敏恵

課　長：金井俊幸※
課長補佐：福田輝和
書　記：糸井達哉

課　長：金井俊幸※
課長補佐：大塚伸二
主　事：吉澤寛加

係　長：岡安美和
　　　：塚田知宏
　　　：都丸秀子
　　　　 （城南支所担当）

齋藤良二
（シニアアドバイザー)
課長補佐：横山善彦
主　任：関口奈央

新井欽也・太田豊・
湯浅雅夫・尾関憲一郎・
髙橋洋子

課　長：大谷美穂※
課長補佐：大竹和代
係　長：福田優美子
　　　：吉田容子

事務局長 村井誠志※

専務理事 中島克人

中小企業相談所
 所長：山田功※

※は兼務
下線はパート・嘱託

職員：22名
（専務理事含む）
嘱託・臨時等：12名

（委託事業含む）

　平成30年4月10日、当所の曽我
孝之会頭（日本商工会議所中小企業
経営専門委員会共同委員長）が、衆
議院経済産業委員会で生産性向上
特別措置法案等の審議の参考人と
して意見陳述しました。
　意見陳述のなかで曽我会頭は中
小・小規模事業者の設備投資や
IoT導入、事業承継や創業などへの
支援強化を訴えました。

参考：衆議院インターネット審議
　　　中継ビデオライブラリ

　当所では、会員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、下記のと
おり開催します。多数のチームのご参
加をお待ちしています。

■日　　程　 平成30年６月３日（日）、10日（日）、７月１日（日）、
22日（日）、29日（日）

　　　　　　決勝戦：８月５日（日）※雨天順延の可能性有
■会　　場　桃ノ木川グランド
■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（水）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。

［写真：（株）上毛新聞社提供］



182018.05

INFORMATION
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！

04

お問合せ・お申込み
前橋商工会議所 経営支援課　Tel. 027-234-5115

　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企業へ直接訪
問し、様々な相談を受け、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等、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ます。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〉

　前橋商工会議所では、
地域の自慢の逸品を週
替わりで販売する、「全
国から毎週集まる!!地
域うまいもんマルシェ

（日本百貨店しょくひん
かん/東京・秋葉原）」
での出店スペースを確保し、その出店希望者を募集します。

■出展概要
１．出店場所
　　日本百貨店しょくひんかん 館内の催事スペース（3.5m×1.4m）
　　（東京都千代田区神田練塀町８-２ CHABARA内）
２．対象商品
　　飲食料品
３．期間
　　平成30年７月24日（火）～７月30日（月）
４．出店対象者
　　前橋商工会議所の会員であり、当所管内（旧前橋市）に
　　本店・支店等がある中小企業・小規模事業者
５．募集締切
　　 ５月31日（木）まで。出店を希望される方、またはご相談につ

いては、下記までお問い合わせください。
６．出店料
　　無料
　　　※但し、売上の20％を店舗（日本百貨店）に支払う
　　　※その他、経費は自社でのご負担となります
７．その他
　　申し込み多数の場合は調整させていただきます。

お問合せ・お申込み
前橋商工会議所 商業観光振興課　Tel. 027-234-5109
参考 https://www.jcci.or.jp/umaimon（日本商工会議所）
　　  https://syokuhinkan.nippon-dept.jp/（日本百貨店しょくひんかん）
　　 http://www.maebashi-cci.or.jp/（前橋商工会議所）

　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歴史と実績のある中小企業のための賞
です。前橋商工会議所は、その推薦機関となっております。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あるいは設立後
３年以上の法人企業または個人企業。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
(1)グランプリ (2)優秀企業賞 (3)特別賞 (4)新技術事業化推進賞

お問合せ
前橋商工会議所 経営支援課　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/

日本百貨店しょくひんかんで
自社自慢の商品を首都圏でＰＲ、
販路開拓しませんか？

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
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-出店のメリット-
★首都圏向けのテストマーケティングに活かせます！
★商品をバイヤー・メディア等にPR出来る絶好の機会です！
★同百貨店内において、都内での常設販売のチャンスです！
★小回りの利く販売スペースで目的に応じた展開が可能です！
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早期経営改善計画策定支援事業の
ご案内08

一般社団法人前橋法人会　第６回通常総会・
時局講演会開催のご案内07

　５月21日、前橋法人会では「第６回通
常総会」及び「時局講演会」を開催します。
講師には、経済ジャーナリスト・作家の
渋谷和宏氏をお招きして「誰も語らない
日本経済の行方～輝く組織・輝く人は～」
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で
きます。聴講希望の方は５月11日（金）ま
でに法人会事務局までお申し込みくださ
い。
■日　　時　平成30年５月21日（月）　午後３:00～４:30
■会　　場　前橋商工会議所　２階　サクラ
■講　　師　渋谷 和宏氏（経済ジャーナリスト・作家）
■テ ー マ　 「誰も語らない日本経済の行方 
　　　　　　～輝く組織・輝く人は～」
■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

専門家の力を借りて自己の経営を見直しませんか？
資金繰り管理や採算管理等の早期の経営改善を支援します

　認定経営革新等支援機関（国が認める士業等の専門家）の支援を
受けて資金実績・計画表、ビジネスモデル俯瞰図、経営改善のた
めのアクションプラン、３カ年の損益計画等、早期の経営改善計
画を策定する場合、専門家に対する支払費用の２/３（上限20万円
まで）を負担する事業を行なっております。

例：計画策定費用　　　 総額　225千円
　　　　　　　　　　　　　事業主負担　   75千円
　　　　　　　　　　　　　センター補助 150千円
　　モニタリング費用　 総額　   75千円
　　　　　　　　　　　　　 事業主負担　　25千円
　　　　　　　　　　　　　 センター補助　50千円

お問合せ
公益財団法人　群馬県産業支援機構　経営改善支援センター
Tel. 027-265-5064　Fax. 027-265-5069
前橋商工会議所 経営支援課　Tel. 027-234-5115

　工業統計調査は、我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、平
成30年６月１日となります。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30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29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. 027-226-2419

「中小企業庁：はばたく中小企業・小
規模事業者300社」に当所常議員の
株式会社関東高圧容器製作所が選ば
れました

工業統計調査にご協力ください
～群馬県からのお知らせ
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　様々な分野で活躍している中小企業・
小規模事業者を表彰する「はばたく中小
企業・小規模事業者300社」に、当所常
議員企業である「株式会社関東高圧容器
製作所」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　株式会社関東高圧容器製作所
■代表者　矢端 和之
　　　　　（代表取締役社長）
■選出された取組み
　○ 韓国の合弁会社、中国（上海）の現地法人設立など、海外展開

を図り、日系企業を中心に新たなユーザーの開拓に努めてい
る。

　○ 県内20社の協力企業と連携し、協力企業が保有する技術を活
かせるネットワークづくりに努め、地域経済の活性化にも繋
げている。

　○ グローバルな視野に立ち新たな事業戦略を描ける経営者とし
ての資質を身に付けるため、後継者育成に取り組んでいる。

会長三澤 益巳群 馬 県 信 用 保 証 協 会
創業・経営・再生の「三つの支援」と事業承継支援で企業の明日を積極サポート！

営業時間にご利用いただける窓口相談とご連絡いただければ当協会担当職員が伺わせていただく出前金融・経営相談を無料で行っています。
創業応援チーム、女性創業応援チーム「シルキー クレイン」も是非ご活用ください。

【本店】 前橋市大手町3－3－1  ℡027－231－8816　【前橋連絡所】 前橋商工会議所内  ℡027－234 －5115（代）  詳しくは　http://gunma-cgc.or.jp/　まで

当協会では、創業支援や経営支援、事業承継支援において、中小企業診断士等の専門家による相談や診断、計画策定等にかかる
費用を当協会が補助する事業を行っています。積極的にご活用ください。

経営診断、生産性向上支援、
経営改善計画策定支援など

創業相談、
創業計画策定など

事業承継助言、
事業承継計画策定支援など創業支援 経営支援 事業承継支援
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自動車税の納税は、５月31日(木)までに!!　～群馬県前橋行政県税事務所からのお知らせ11
　自動車税は、道路の整備だけでなく、医療、福祉、
教育の充実など、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ほか、県
内金融機関、郵便局、行政県税事務所、自動車税

事務所、インターネットバンキング、「Pay-easy（ペイジー）」対応
のATMでも納税できます。
　また、Webサイト「Yahoo!公金支払い」からクレジットカード
で納税できるようになりました。  

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。
※ 個人の事業税、不動産取得税も５月１日からクレジット納税がで

きるようになりました。

軽自動車税のお知らせ 
～前橋市からのお知らせ12

　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（木）
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
　平成28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29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
30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、クレジットカードなどでも納付できま
す。

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

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）
【経過年度】取得期間：平成 29 年４月１日～平成 30 年３月 31 日…平成 30 年度分に限り税率を軽減

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電気自動車、天然ガス軽自動車（平成 21 年排出ガス 10％低減）
②乗　用：2020 度燃費基準＋ 30％達成車
　貨物用：平成 27 年度燃費基準＋ 35％達成車
③乗　用：2020 年度燃費基準＋ 10％達成車 ( ②の軽自動車を除く )
　貨物用：平成 27 年度燃費基準＋ 15％達成車 ( ②の軽自動車を除く )
※②と③については、平成 17 年排出ガス基準 75％低減達成車 ( ★★★★ )
　又は平成 30 年排出ガス基準 50％低減達成車に限る
※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。

新ＪＡＳ認定工場（日本農林規格）
ＡＱ認証工場
生産物賠償責任保険（ＰＬ保険加入済）

佐々木木材防腐株式会社
群馬県前橋市下大島町577-2
tel 027-266-1324　fax 027-266-1180

http://sasakimokuzaibofu.cute.to
e-mail  sasakimokubofu@kl.wind.ne.jp

天然木
国産木材

高耐久性　ウッドデッキ・フェンス
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第９回 T-1 グランプリ表彰式
グランプリ店は『中南米料理 幸せの扉ボルデ「チーズケバブメヒカーナ」』に決定！13

　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
９回目。エントリーのあった
63店舗の中から選ばれた入賞
店６店舗の表彰式が、４月15
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、中南米料理 幸せの扉ボルデ「チーズケバブメ
ヒカーナ」がグランプリに輝きました。オーナーの平松賢二氏は

「豚さん・生産者さんと前橋の全ての皆様に感謝します」と受賞の
喜びを語りました。
　当日の会場には、一部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、グランプリ店と入賞店の
料理に舌鼓を打ちました。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！ 

　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30年５月20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　 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/

　株式会社レストランスワンは、「ぐんぎん地方創生私募債」を通
じて「T-１グランプリ」の開催に役立てていただくため、前橋市
へ20万円を寄付しました。その贈呈式が４月17日（火）前橋市役所
にて執り行われ、同社の萩原社長は「TONTONのまちづくりに使
ってほしい」と述べられました。
　この私募債は株式会社群馬銀行が私募債発行の手数料の一部か
ら学校や地方公共団体等に寄付または備品の寄贈をすることで地
方創生の取り組みを支援する商品で、平成29年１月の取扱開始以
降、平成30年３月時点で168件の発行実績があります。

第９回T-１グランプリ結果
【グランプリ】
　・中南米料理 幸せの扉 ボルデ
　　「チーズケバブメヒカーナ」

【入賞店】（※パンフレット掲載順）
・ Butch　「Butch'sプレート 上州麦豚ロースト

ポーク＆スペアリブ」
・G.G.C.前橋店　「麦豚のポークシチューのせハンバーグ」
・きむち屋　「榛名絶品豚めし 白」
・レストランロッタ　「麦豚カツサンド」
・そば処 大村 関根　「カツカレーライスセット」

〈参加覆面審査員〉　105名
〈投票総数〉　640票
お問合せ

第９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
株式会社レストランスワン

「ぐんぎん地方創生私募債」発行を
通じて「Ｔ-1グランプリ」を支援
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頑張るシニア世代（60歳以上）
の方の生命医療共済です。 前橋商工会議所へ

☎ 234ー 5111（代）

◆お申込み・お問合せは

☎ 254ー 2755（前橋支店）

の方の生命医療共済です。


