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前橋市からのお知らせ
MAEBASHI CITY

平成30年５月27日（日）午前10:00～午後5:00　前橋駅北口前　駅前通り

「まえきフェス」「けやき並木フェス」連携のイベントが開催されます。

　駅前から前橋を元気にする、「まえきフェス」と前橋駅前北口広場や上毛
倉庫にて「けやき並木フェス」が同時開催されます。前橋駅周辺では、地
元の農産物や加工品の販売、お洒落なフリーマーケット、駅長制服撮影会
や大人気のシンカリオンが登場するなど、駅ならではのイベントも。上毛
倉庫では、子どもや親子向けの体験型ワークショップや飲食ブースが設置
されるなど、盛りだくさんの内容です。新しい休日の過ごし方をお楽しみ
ください。
　なお、ご来場にあたりましては、公共交通機関をご利用ください。

　　■日　　時　平成30年5月27日（日）
　　　　　　　　午前10:00～午後5:00
　　■会　　場　JR前橋駅北口
　　　　　　　　上毛倉庫
　　■主な内容　フリーマーケット
　　　　　　　　体験型ワークショップ
　　　　　　　　飲食・物販ブースの設置

平成30年５月26日（土）、27日（日）午前11:30～午後8:30　前橋中央イベント広場

アットホームな雰囲気で食とビールのイベントを楽しみませんか？

　様々なコンテンツが前橋中央イベント広場で楽しめる食とビールの屋
台村2018が開催されます。ステージでは、風のまち音楽祭やまちなか音
楽祭による様々なイベントが開催されるほか、お子様が体験できるコー
ナーもご用意しております。
　ぜひ、ご家族やご友人とお出掛けください。

　　■日　　時　平成30年５月26日（土）
　　　　　　　　平成30年５月27日（日）
　　　　　　　　※６月以降も毎月開催されます！
　　　　　　　　午前11:30～午後8:30
　　■会　　場　前橋中央イベント広場
　　■主な内容　ビールなどの飲食ブース
　　　　　　　　ステージイベント
　　■お問合せ　前橋オクトーバーフェスト
　　　　　　　　実行委員会・担当星野まで
　　　　　　　　Tel. 027-233-1255

「けやき並木フェス」・「まえきフェス」開催のお知らせ

まえばし活きな食とビールの屋台村2018　開催のお知らせ

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

担当課／前橋市役所　にぎわい商業課　商業振興係　Tel. 027-210-2273
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市営パーク城東１階（赤城県道沿い）のテナントを公
募します。前橋文学館の向かいで、広瀬川河畔整備
も進められている注目のエリアです。詳細は本市ホ
ームページをご覧ください。

【公募概要】
■所 在 地　前橋市城東町二丁目３番８号
■面　　積　145・99㎡
■賃　　料　131,010（円／月）
■共 益 費　4,490（円／月）
■敷　　金　賃料の３ヶ月分
■募集業種　小売・サービス業など
■申込期間　平成30年５月31日（木）まで（申込多数の場合には審査を行います）
■申込・問合せ　前橋プラザ元気21　１階にぎわい商業課（Tel. 027-210-2273）

市営パーク千代田で１事業者あたり２台以上を定期利用する法人を対象に、利用料金を割引しています。

■対　　象　２台以上の定期駐車利用を希望する法人
■月額料金　8,000円（税込）
■駐車場所　４階または５階
■申 込 み　５番街立体駐車場１階駐車場事務所
■問 合 せ　前橋市まちづくり公社駐車場管理室（027-235-7102）

　にぎわい商業課が管理する下記のホール、広場を貸し出しています。ぜひご活用ください。
　①はにぎわい商業課 商業振興係（027-210-2273）、②、③、④はまちなか分室（027-289-5565）へ
お問い合わせください

名称
所在地

貸付面積 料金 予約受付 備考

①にぎわいホール
本町 2-12-1
前橋プラザ元気 21
(1 階 )

約 514㎡
1 時間　 1,020 円

（営利目的3,080円）

利用希望日の
1 年前の月の
初日

9:00 ～ 22:00
（1 日最大 13 時間利用可）
椅子・テーブル
OA 機器等の附属設備有

②中央イベント広場
千代田町 2-8-21
ほか

約 1,200㎡
1 日　　 4,101 円

（営利目的7,108円）

利用希望日の
6 ヶ月前の月の
初日

原則 8:00 ～ 20:00
4 時間単位の利用可
区画単位の利用も可
人工芝敷　ステージ有
椅子 100 脚　電源盤利用可

③まちなかサロン
千代田町 2-11-1
鈴木ストアビル 1 階

約 85㎡ 無料
利用希望日の
3 ヶ月前の月の
初日

原則 10:00 ～ 18:00
テーブル・椅子・ピクチャーレ
ールの備品有

④まちなか工房
千代田町 2-8-11

約 61㎡
1 日　　  190 円

（営利目的 293 円）

利用希望日の
3 ヶ月前の月の
初日

原則 10:00 ～ 18:00
ピザ窯の利用可 1 日 1,000 円

（ガス料金は別途負担）

市営パーク城東のテナントを公募します

市営パーク千代田を定期駐車利用する法人を募集中です

広場・ホールを貸し出します（どなたでも利用可）

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

担当課／前橋市役所　にぎわい商業課　商業振興係　Tel. 027-210-2273
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前橋市からのお知らせ
MAEBASHI CITY

　群馬県外から前橋市内に転入し就職した若者、及びその方を雇用した市内中小企業者に奨励金を交付します。

【ＵＩＪターン就職者用】
■対 象 者　次のいずれにも該当する40歳未満の方を対象とします。
１　次の各号のいずれかに該当し、平成29年７月２日以降に前橋市内で事業を営む中小企業等に就職した方
　（１）前橋市内から群馬県外に転出して１年以上経過した後、再び前橋市内に転入した方（Ｕターン）
　（２） 群馬県外から前橋市内に転入した方（群馬県外から群馬県内の大学に進学し、卒業後前橋市内の中小企業に

就職した方を含みます。）（Ｉターン）
　（３）前橋市外から群馬県外に転出し、前橋市内に転入した方。（Ｊターン）
２　 前橋市内に転入後６か月以内又は転入前３か月以内に正規雇用され、その後６か月以上継続して勤務してい

る方
３　奨励金交付後、５年以上前橋市内に住所を有する意思がある方
４　市税を滞納していない方
■交付金額　支給対象者１人につき５万円
　　　　　　 なお、配偶者又はその他扶養親族とともに転入した場合は、扶養親族１人につきそれぞれ２万５千

円を加算します（同一世帯上限10万円）
■申請方法　 対象事業所に正規雇用され（転入日が雇用開始日より遅い場合は転入後）６か月経過した日から３か

月以内又は３月29日のいずれか早い日までに、前橋市ウェブサイトにある様式（書類）に基づき申請
してください。

【事業者用】
■対 象 者　 前橋市内で事業を営む中小企業者等で、ＵＩＪターン就職者用の対象となる方を雇用し、かつ、市

税に滞納がない事業者。
■交付金額　対象労働者１人につき５万円
　　　　　　なお、１事業所につき、25万円（対象労働者５人）を上限とします。
■申請方法　 対象労働者を正規雇用し（転入日が雇用開始日より遅い場合は転入後）６か月経過した日から３か月

以内又は３月29日のいずれか早い日までに、前橋市ウェブサイトにある様式（書類）に基づき申請し
てください。

■お問合せ　前橋市役所　産業政策課　雇用促進係　Tel. 027-898-6985

　平成30年４月より ｢市長への手紙｣ が「前橋市への提案・意見」へ名称を変更して再スタートしました。
　回答のスピードアップを目指して、原則担当課がお答えしますが、いただいたご提案・ご意見は、市長まで届
けるとともに、これからの市政運営の貴重な資料として役立てていきます。
　ご意見を送る方法は、電子申請（本市ホームページから）、メール (shiseihasshin@city.maebashi.gunma.jp）、
ファックス（027-224-1288）、専用用紙（市役所１階・２階の意見箱に設置）、専用はがき（市有施設など55箇所
に設置）のほか任意の用紙等でも受付いたします。
　専用はがき等により提出いただく場合は、市役所本庁舎内、中央公民館（前橋プラザ元気21 ３階）、各支所、各
市民サービスセンターに設置してあります意見箱へ投函するか、切手を貼付し市政発信課へ郵送してください。

■お問合せ　市政発信課　市民提案推進室　Tel. 027-898-6644

前橋市ＵＩＪターン若者就職奨励金

「前橋市への提案・意見」をお待ちしています。

担当課／前橋市役所　産業政策課　雇用促進係　Tel. 027－898－6985

担当課／市政発信課　市民提案推進室　Tel. 027-898-6644 
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富士見商工会からのお知らせ

経営支援事例をご紹介します。

　富士見商工会は会員企業に対して、経営支援（専門家派遣や補助金申請・経営計画作成支援）
を行っております。今回は、その一事例をご紹介します。

事業所名：独標（どっぴょう）　
代 表 者：冨板弘樹
住　　所：前橋市富士見町原之郷 275-2
定 休 日：月曜日（不定休あり）
営業時間：10:00 ～ 19:30
℡ 027-289-8039

　前橋市富士見町の九十九山の近くでパンの製造小売を営んでい
ます。近隣のみならず前橋市内からのお客様も多く、食パンやあ
んバターが人気ですが、特に独標の特色を生かした手作りベーコ
ンを活用したパンが大変人気があります。
　商工会の制度を活用して、専門家を交えながら、経営計画を作
成し実行している企業です。今回、その計画に基づいてピザ窯を
導入しました。この導入にあたって、新しい事業を行う事業者の
取り組み計画を支援する経営革新計画の承認を群馬県から受けま
した。本格的ピザ窯を導入しているパン製造小売業は前橋市内で
はおそらく独標だけであると思われます。店内にはイートインの
コーナーもあり、アツアツの本格ピザをその場で食べることがで
きます。
　店内の窓から雄大な赤城山を眺めながら、皆様もアツアツピザ
をご賞味あれ。

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

事業所概要

（富士見商工会）
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〒371-0023 前橋市本町1-1-11
TEL.027-224-8151（代表）

前橋支店

新店舗に移転しました

ぐんラボ！制作室　前橋市元総社町67　TEL.027-280-5722　FAX.027-280-5744

http://www.gunlabo.net/
みんなの「群馬が好き」を伝えたい！

55 平日毎日更新！

おすすめ
の

お店・観光
スポット

など

4,830
掲載中！

件

おかげさまで

個性派麺

人事・労務の専門家　信頼できるビジネスパートナー

〒371-0801　前橋市文京町２-９-19 TEL 027-260-8111   FAX 027-260-8122



27 2018.05

生産性向上支援訓練のご案内

◦生産性向上支援訓練とは

　「生産性向上支援訓練 」とは、企業の生産性向上に係る課題解決のための知識やスキルを習得す

るための訓練です。

　新任層から管理者層まで、幅広い階層に対するカリキュラムモデルの中から、お客様に最適なカ

リキュラムをご提案し、お客様の生産性向上のための課題解決のお手伝いをいたします。

　ものづくり分野を中心とした在職者訓練と併せて、生産性向上支援訓練の活用もご検討ください。

ポリテクセンター群馬　生産性向上支援訓練担当
TEL:027-347-3963　FAX:027-347-6667
MAIL:gunma-seisan@jeed.or.jp

目 的
組織の生産性向上に係る課題解決のための知識や技能・技術を習得することを
目的としています。

訓 練 内 容
流通、物流、IoT、クラウド、組織マネジメント、マーケティング等、企業の生産
性の向上に効果的な管理・改善やその技法に関する訓練です。

対 象 者 会社からの指示により受講される方（個人での受講はできません。）

講 師 専門的な技能やノウハウを持つ民間機関等が訓練を担当します。

日 程 ･ 時 間
訓練時間は、6時間～30時間の間で、ご要望に合わせて設定できます。
夜間や土日の訓練や、一日あたりの訓練時間が短時間の設定も可能です。

会 場 お客様の自社会議室や外部の施設など、ご要望に合わせて設定できます。

定 員 5名～30名を標準とします。

受 講 料 訓練時間に応じて、1人あたり税込3,240円～ です。

※カリキュラムの詳細については、お問い合わせください。◦カリキュラム例

◦実施までの流れ

お問い合わせ

・サービス業におけるIE活用 ・クラウド活用入門
・流通システム設計 ・物流システム設計
・IoTを活用したビジネスモデル ・業務効率向上のための時間管理
・顧客分析手法 ・組織力強化のための管理
・提案型営業手法 ・実務に基づくマーケティング入門
など、様々なカリキュラムの中からご利用いただけます。

① お客様の生産性向上のための課題やご要望をもとにカリキュラムをご提案し、日程等を調整して
訓練コースを設定します。

② ポリテクセンターがお客様のご希望に合わせて訓練実施機関の選定を行います。

③ 受講申込後、所定の期日までに受講料をお支払いください。

④ お客様と②で決定した訓練実施機関とで、訓練の実施方法等の調整を行います。

⑤ 訓練受講者は直接会場へ行き、訓練を受講してください。


