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前橋市からのお知らせ
MAEBASHI CITY

　昨年11月に第１回目が実施され、好評を博した同イベントの第２回目を６月に実施いたします。
今回は２日間の開催で、約10店舗の出店者による焼きたてPIZZAが会場で味わえるほか、ステー
ジ上ではライブ演奏やPIZZAに関するイベントも予定されております。10日（日）には、特別審査
員による審査で第２回のKINGが決定いたしますので、こちらもご期待ください。

■日　　時　平成30年６月９日（土）10:00～20:00
　　　　　　平成30年６月10日（日）10:00～17:00（KING表彰式16:00～）

■会　　場　前橋中央イベント広場・中央通りアーケード内

■主な内容　約10店舗のPIZZA出店者による焼きたてPIZZAの販売
　　　　　　飲食ブース
　　　　　　ステージイベント　ほか

■主 催 者　KING OF PIZZA実行委員会

　前橋市国保に加入している従業員の健診結果を募集しています。健診結果に基準値を上回る項目があった方は生活習慣病改
善に向けた「特定保健指導」を無料で受けることができます。
　また、健診率の向上も目指していますので、健診結果が良好な方でも提出にご協力をお願いいたします。
　窓口でご提出いただける方には、その場で粗品を差し上げます。

【対象となる方】
以下①～③全ての条件を満たす方が対象となります。
① 平成30年度中に40～74歳となる方で前橋市国保の加入者であること
② 前橋市国保の特定健診受診券を使って健診（特定健診・人間ドック）を受診していない方
② 事業主が実施する健診で以下の健診項目を全て受診された方

【健診項目】
①既往歴 ②自覚症状・他覚症状③身長・体重・腹囲（ＢＭＩ含む） ④血圧 ⑤貧血検査（血色
素量・赤血球数） ⑥肝機能検査 ⑦血中脂質検査 ⑧血糖検査 ⑨尿検査 ⑩心電図検査　

【提出方法】
対象となる方（従業員等）が直接提出（郵送も可）

【提出物】
・健診結果の写し（原本不可）
・ 質問票（服薬・喫煙などの生活習慣についても回答をお願いします。書式は前橋市ホームページから印刷可能。窓口で記入も可）

※ 個人情報保護の観点から、ご提出いただいた健診結果の目的外使用はいたしません。

【提出窓口・問い合わせ先】
国民健康保険課保健指導室（前橋市保健センター３階）住所：前橋市朝日町三丁目36番17号
Tel. 027-220-5715

第 2 回　KING OF PIZZA　開催のお知らせ

事業者の皆様へ～国保加入者の健診結果の提出にご協力ください！～

担当課／国民健康保険課　保健指導室
Tel. 027-220-5715　Fax. 027-223-8849

※参考
KING OF PIZZA　Facebook
https://www.facebook.com/
king.of.pizza.maebashi/

← こちらの二次元コードを読み込んで市ホーム
ページへアクセスできます。
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　これからは中元時期や夏休みを迎え、商品の取引が多くなる時期です。
　買った商品やお世話になっている方への贈答品の内容量が少ないことがわかったら、あなたならどうしますか？　①お店に
言う　②そのお店で買うのを控える　③黙っている　といったことが考えられます。
　事業所側とすると、①の場合は対応ができますが、②や③の場合は事業者自身が気づかないうちにイメージや信頼を損なっ
てしまうことになりかねません。
　そうならないようにするためには、計量にあたっての基本的な事項を実践していただく事が大切です。
　計量器の定期検査を受ける、計量器とその周りをきれいにする、風袋量を正しく設定（確認）する、充てん量を確認する等、
日頃から適正計量に努めましょう。
　計量法では、法定計量単位により取引又は証明における計量をする者に、正確に計量をするよう努めることを義務づけてい
ます。また、政令で定める商品（「特定商品」といいます。）については、内容量の誤差（「量目公差」といいます。）が決められて
います。さらに、この特定商品には、密封した場合に内容量、事業所名および所在地等を表記しなくてはいけない商品も決め
られています。
　もう一度、商品の内容量や表記事項を確認してみてください。

　「特定商品」や「量目公差表」など、商品量目制度については、経済産業省HPを参照してください。
http://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/14_gaiyou_ryoumoku.html

　工業団地への新規立地や既存工場の増設等に対しての支援、緑地等設置義務面積の緩和があります。

商品の内容量は正しくはかりましょう

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）

前橋市計量検査所　Tel. 027-255-2218

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

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等相当額の一部（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等、
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。前橋市では条
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。

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

本市産業用分譲地、
企業局産業用分譲地への立地

○
（5年）

○
（5年） ○ ○ ○

本市産業用地、企業局産業用地への
定期借地による立地 － ○

（3年） ○ － －

工業団地等への立地 ○
（3年）

○
（3年） ○ － －

工業団地等内への居抜きの立地 ○
（3年）

○
（3年） ○ － －

工業団地等への定期借地による立地 － ○
（3年） ○ － －

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

既存施設の最低建築面積 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建築面積 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

工業地域および工業専用地域 ５％以上 10%以上 50%以下

準工業地域および多田山産業団地 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

※制度の詳細は、前橋市ホームページをご覧いただくか、下記までお問い合わせください。



赤城山の魅力再発見MAPと三姫キャラクタ－及び
体験型観光パンフレット発表会・スイ－ツ試食会

ゴ－ルデンウイ－ク期間の赤城山で観光客を迎える
姫パネルとパンフレット

去る３月18日（日）の午後１時30分より前橋市富士見地区環境改善センタ－におきまして富士見商工会主催の発表会

か行われ、多数の来賓や観光関係の事業者が参加しました。

第一部の「赤城山の魅力再発見MAPと三姫キャラクタ－発表会」は赤城山伝説から創作した淵名姫、赤城姫、伊香

保姫の萌え系キャラクタ－を使った記念撮影用「等身大パネル」と土産用「アクリルフィギュア」、赤城山の６つの魅

力と赤城山伝説をキャラクタ－が案内するMAPが紹介されました。第二部の「体験型観光パンフレット発表会・スイ

－ツ試食会」は日本語版では世界の名犬牧場や馬事公苑などの体験観光を紹介しました。台湾語版のパンフレットは

羽鳥重郎と羽鳥又男の胸像がつなぐ台湾と富士見町との絆について紹介しました。更にじゃらんリサ－チセンタ－の

専門家からは「赤城山・富士見町の活性化戦略」の講演がありました。第三部は試作した６品の「赤城スイ－ツ」を

試食し、アンケ－トに答えてもらいました。MAPやパンフレットは赤城山の案内所やお店でもらえます。

５月２日は朝からどんよりとした曇り空、県道４号線を赤城山に向かって

いくと、ひっきりなしにオ－トバイや自家用車が登っていきます。最初に赤

城山観光総合案内所新坂平売店に到着。

ここは赤城山ヒルクライムのゴ－ルで有名ですがパンフレット置き場には

赤城山魅力再発見MAPが広げられ、そばにはMAPと体験型観光パンフレッ

トがありました。赤城神社では赤城姫を撮影する若者たちに出会い、青木旅

館別館の土産売り場にはアクリルフィギュア、曽山商店の赤城スイ－ツ売り

場には「白樺ク－ヘン」がありました。

三姫キャラクタ－を創作した専門学校生への
感謝状贈呈

赤城山観光総合案内所新坂平売店

専門家の講演に聴き入る参加者

赤城神社に設置した記念写真用の赤城姫を
撮影する若者

赤城スイ－ツの試食をする山本龍前橋市長

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

青木旅館別館の土産売り場に展示してある
アクリルフィギュア

曽山商店の赤城スイ－ツ売り場にある
看板と「白樺ク－ヘン」
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富士見商工会からのお知らせ



前橋市鼻毛石町1426-1　TEL 027-283-2422　FAX 027-283-7103
E-Mail　maeto-s@myg.or.jp　　HP  http://www.myg.or.jp

従業員がいなくても労災保険に入れます！
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加入要件

加入者証の発行

費用はどのくらいか

労災保険の補償内容は

納付と保険料について

前橋東部商工会からのお知らせ

　本会では、建設業の一人親方等の労災保険特別加入を取り扱っています。（群馬労働局認可）労災保険

は従業員の仕事中、通勤中の事故等により生じた傷病に適用されますが、事業主には適用されません。

万一の場合、健康保険も利用できませんので、治療費が全額自己負担となる可能性があります。また最

近では、労災保険加入証明を掲示しないと建設現場に入場できないケースが増えており注意が必要です。

加入要件等は以下のとおりですので、加入をご検討される方は、前橋東部商工会までお問い合わせくだ

さい。

建設業であれば業種は問いません。

※�下記のいずれかに該当し、前橋東部商工会及び一人

親方労災会の会員である方

□建設業を営んでいる一人親方（個人事業主）

□労働者のいない法人役員

□労働者の使用が年間100日未満である事業主

□一人親方が行う建設事業に従事する家族の方

　携帯に便利な名刺サイズの特別加入者証を発行。

　現場に入場する時に提示を求められてもすぐに対応

できます。

■前橋東部商工会 会費および入会金
　◯加入金　1,000円（入会時のみ）

　◯年会費　個人会員／12,000円

　　　　　　法人会員／18,000円

■労働保険事務委託に係る費用
　◯事務組合事務委託手数料　3,000円／年

　◯一人親方労災会　年会費　2,000円

　第１期分保険料納入時に併せて納付していただきます。

　新規成立時（初回のみ）1期分の保険料を預かり金として、

別途一時的に納めていただきます。この預かり金は退会

時未納保険料がない場合、返金いたします。

□治療は全額無料

治るまで全額無料で治療が受けられます。

□仕事を休んだとき

休業４日目から働けるようになるまで１日につき給付基

礎日額の80％が支給されます。

□障害が残ったとき

障害補償年金や障害補償一時金が支給されます。

□死亡事故のとき

遺族補償年金や遺族補償一時金とともに葬祭料が支給さ

れます。

◯�特別加入の場合、加入者本人が「給付基礎日額」を選

択しそれに所定の保険料率をかけて算定された保険料

を支払います。

◯�給付基礎日額は、労働者の平均賃金にあたります。自

身の所得水準に見合った額を選択します。高く設定す

れば給付は手厚くなりますが、保険料も高くなります。

◯�下表の日額から加入者の方の所得に応じて選択してい

ただきます。

給付基礎日額 年間保険料
25,000円 164,250円
24,000円 157,680円
22,000円 144,540円
20,000円 131,400円
18,000円 118,260円
16,000円 105,120円
14,000円 91,980円
12,000円 78,840円
10,000円 65,700円
9,000円 59,130円
8,000円 52,560円
7,000円 45,990円
6,000円 39,420円
5,000円 32,850円

　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成30年４月１日現在）
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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
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無料職業紹介事業許可番号
13-ム-030002

〒 371-0023　前橋市本町 2-11-2 富士オートビル 6F　TEL:027-220-5022

ネットワークの出入口に門番を
UTM（統合脅威管理）ソリューションのご提案

３つの質問の中に当てはまる項目が
あれば、ご検討ください。

パソコンのセキュリティは個別に対応のみ

ウイルス侵入やスパムメールが心配

ネットワークに詳しい人が不在

インターネットは危険がいっぱい！

入り口で侵入検知・防御を実施

ウイルスの侵入をネットワーク
の入口で検知し、防御

出口でサイト内容を確認

業務に関係のないサイトや
許可しないサイトへのアクセス

をシャットダウン

初年度４回のレポートサービス
出入口の調査内容を可視化

レポートサービス
初年度のみ４回実施

５年間の保守パック付

設置・設定・オンサイト保守
運用サポート・監視サービス


