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前橋市からのお知らせ
MAEBASHI CITY

　市街地に流れる広瀬川及び河畔緑地を生かした景観形成を図り、落ち着きと魅力ある街並み景観の創出を確保するために、
広瀬川河畔景観形成重点地区内において行う良好な景観形成に寄与する整備に要する経費の一部を助成します。
　対象経費の整備にかかる経費の１/２以内で各上限額の範囲内の額を助成します。なお、一敷地あたりの助成金合計の限度額
は250万円までです。
　平成30年４月１日より、中心
市街地を流れる広瀬川の厩橋か
ら久留万橋までの川沿いの周辺
地域は、前橋市景観条例に基づ
く景観形成重点地区に指定され
ました。
　重点地区内では、前橋市の他
の地域と異なる地区独自の景観
形成の方針や景観のルール、市
に届出を要する行為などが定め
られています。
　広瀬川河畔景観形成重点地区
の区域や景観のルール、届出を
要する行為及び、助成金の対象
となる行為・手続きなどの詳細
は前橋市ホームページで確認で
きます。

　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
検を依頼するなど、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、看板など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などを定めています。ルールを守り、安全で景観に
配慮した板の掲出にご理解・ご協力をお願いいたします。

「広瀬川河畔景観形成重点地区　景観形成助成金」制度のご案内

看板は適正に管理しましょう！

担当課／前橋市都市計画課景観係
Tel. 027-898-6974

＜広瀬川河畔地区の景観を形成していく上で大切にしたいこと＞

建築物や工作物、屋外広告
物は、景色を構成するもの
のひとつ、風景の一部

まちの佇まい
まちの居心地

広瀬川
河畔緑地
歴史や文化

居住者がいること

散策する人々の目線に配
慮したまちなみ

散策するひとびと
おとしより、こども、
コミュニティの存在

＜屋外広告物の景観に配慮する手法の事例＞
　・ 壁面の屋外広告物は切文字・箱文字でデザインすると、

同じ大きさでもスッキリ洗練された印象に。
　・ 交通標識の認識を妨げるような派手な色彩の看板は避け、

落ち着いた色やデザインとしましょう。
　・ 文字数や情報量、色数を最小限に抑えてデザインすると、

視覚的に分かりやすい看板になります。

左のＱＲコード
より当該ページに
アクセスできます

● 色彩のルール
・自然が主役になるような
　色彩を選ぶ
・安全標識より目立つ
　色彩の使用は避ける

＜配慮前＞ ＜配慮後＞
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　現在、群馬県内の高校生の65％が進学のため県外へ転出し、そのうち県内へ戻って就職する率は33％となってい
ますが、県外へ進学しても、地元に戻って就職したいが企業を知らない、わからない、という声も少なくありません。
　そこで、本イベントにより、進学前の高校生の段階で、市内企業の仕事やその魅力を知ることで、将来の就職活動
時に地元企業への就職という選択肢を意識付けるとともに、勤労観・職業観を育成し、進路や仕事についてより深く
考える機会を創出します。
　また、高校卒業時に就職を希望する学生については、就職率は高いものの、早期離職率も高い状況となっています。
本事業で、就職する前に様々な企業を知り、やりがいや職業人としての役割を理解することで、社会に出るうえでの
仕事への向き合い方やモチベーションの向上を目指します。そして、卒業までに身につけるべき技術や力を意識し、
就職時に自分の希望を明確化することで、就職後の定着へとつなげることを目的としています。

高校生が学びと仕事のつながりや広がりを知るイベント
「ミライバシ2018　〜前橋の未来への架け橋〜」を開催！
出展企業募集中‼� （前橋市　Uターン・地元就職促進事業）

担当課／前橋市産業政策課雇用促進係　Tel. 027-898-6985

イベント概要
■日　　時
　平成30年９月１日（土）
　10:00～17:00（予定）
■会　　場
　前橋プラザ元気21
　（前橋市本町２-12-1）
■来 場 者
　高校生、教員、
　保護者等

　高校生に、御社の仕事の内容や面白さ、やりがいなどを紹介しませんか?!　出展内容は、高校生が興味のあること
から企業ブースに訪れてもらえるよう、主に体験型となります。体験内容などの相談も受け付けます。出展者向け説
明会は７月末に実施予定となります。

◆出展条件◆
　 出展にあたっては、下記をご確認の上、お申し込みく

ださい。
　・出展は、前橋市内の事業所・団体に限ります。
　・高校生の視点に立った分かりやすいブースづくりに

ご協力ください

※ 合同企業説明会形式ではなく、可能な限り実際の仕事
（に近いこと）の体験や、ワークショップなど、「体験型」
を意識した出展をお願いします。

（例） 衝突回避技術体験、プログラミング体験、建設作業
体験、VR体験、高齢者擬似体験、運転シミュレーシ
ョン…など

■出展申請方法
　 ご希望の場合は申込み用紙をお送りしますので下記ま

でお問い合わせいただくか、前橋市HPをご確認くだ
さい。ブース数に限りがあるため、お申し込み多数の
場合は、業種や体験内容等により選定いたしますので、
あらかじめご了承ください。なお、出展決定者には７
月中旬にご連絡いたします。

■申込み用紙提出期限
　７月13日（金）

■出展負担金
　30,000円（税込）

【企業説明会への出展企業募集中！】

ミライバシ

ミライバシのホームページ



伴走型小規模事業者支援推進事業について

平成30年度（第56回）通常総代会開催

　平成26年６月に商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の一部が改正され小規模事業者の事業の持続
的発展を支援するため、商工会及び商工会議所が、小規模事業者による事業計画の作成及びその着実な実施を支援することを
目的とした「経営発達支援計画」の策定が求められています。
　富士見商工会では、去る平成28年７月15日に経済産業大臣の認定を受けました。この経営発達支援計画を策定するの当たり
求められているのが、地域の小規模事業者が持続的発展を支えるために求められているのが伴走型支援です。この伴走型支援
を着実に実施するために、当商工会では、昨年度に引き続き国の「伴走型小規模事業者支援推進事業」に応募し採択されました。
　当商工会の経営発達支援計画は５ヵ年計画であり、今年度は３年目になり、伴走型小規模事業者支援推進事業を実施し、小
規模事業者の持続的発展を強力に支援していきます。本年度の取り組みは以下の通りです。

①事業計画策定支援
　→ 小規模事業者が持続的発展をするために必要な事業計画策定を推進するために、地域内小規模事業者に事業計画策定の意
義や有効性を周知するとともに「事業計画策定セミナー」を実施する。また、必要に応じ専門家を効果的に活用し事業計
画書のブラッシュアップを行う。

②事業者の経営状況の分析
　→ 小規模事業者が持続的発展をするために必要な事業計画を作成する前段階としての経営状況の分析の支援を行う。必要に
応じて専門家を活用し高度な分析も実施する。

③事業計画策定後の支援
　→ 小規模事業者が策定した事業計画の実行が円滑に行えるよう自発的で計画的なフォローアップを実施する。そのうえで生
じた問題・課題の解決のために専門家の派遣を実施する。

④新たな需要及び顧客開拓に向けた支援
　→ 事業計画の実施にあたり「新製品・新サービス」の開発を行う上で必要となってくる顧客の需要動向を把握するためにア
ンケート調査の支援を実施する。

　これらの活動を通して、小規模事業者の持続的発展を支援してまいります。
　また、セミナーなどの情報なども今後ご紹介させていただきます。

　平成30年５月16日（水）午後３時より前橋市富士見地区農村環境改善センターに於いて開催いたしました。
　多数の来賓を迎え、総代69名（委任状出席を含む）の出席をいただき提出された議案は、全て原案通り可決承認されました。
　議案第７号の任期満了に伴う役員改選により新役員が選任され狩野会長が再任されました。
　また、通常総代会開催に先立ち午後２時30分より、平成30年度第50回永年役員功労賞表彰並びに永年勤続従業員表彰式を開
催いたしました。永年役員功労賞表彰は、永年役員として商工会の発展に尽力された２名に、永年勤続従業員表彰は、地元企
業に於いて永年（25年・５年）にわたり勤務され地区内商工業の振興発展に寄与された方々５名（４事業所）に表彰状を授与いた
しました。

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
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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

前橋東部商工会新体制がスタート（会長就任のご挨拶）

第31回上泉伊勢守杯・赤城神社奉納武道大会　開催
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平成30年度重点事業

前橋東部商工会からのお知らせ

　この度、５月18日に開催されました前橋東部商工会総代会におきまして、皆様のご推薦により商工会長に
再任され就任をいたしました。微力ではありますが、会員企業の皆様に頼りにされ、役に立つ商工会の体制づ
くりと事業運営に誠心誠意努力する所存であります。
　さて、本会は、旧大胡・宮城・粕川の３商工会が合併して早いもので、12年の月日が経過いたしましたが、
合併以降の大きな課題が会員数の減少、組織率の低下であります。この課題を中期的に解決していくため、群
馬県商工会連合会旗振りのもと県下商工会が一体となり「商工会改革2020」を推進しております。本会とい
たしましても、平成32年度までに会員数676件（現在635件）を目標に掲げ、目下会員増強運動に注力しており
ます。さらに、商工会は「行きます　聞きます　提案します」をスローガンとして、既存の会員企業の満足度
向上ため、新役員体制の下で、役職員一丸となって、以下重点事業を中心に全力で取り組んで参りますので、
皆様方のご理解とご支援を宜しくお願い申し上げます。

　平成30年５月５日、前橋市出身の剣豪、上泉伊勢守ゆかりの赤城神社（同市三夜沢町）で開かれ、県内の小中学生約200人が剣道と空手
で熱戦を展開した。 個人戦と、道場や中学校ごとの団体戦を行った。選手は、威勢のいい掛け声を上げ、神楽殿の前で激しい攻防を繰り
広げた。大会は、前橋東部商工会などで構成する実行委員会が毎年開催。大会当日には、上泉伊勢守顕彰会（同市）より同神社へ奉納され
た上泉伊勢守信綱の木像がお披露目された。
 
各部門の優勝者は次の通り（敬称略） 
【剣道】小学生団体：みやぎ少年剣道教室Ａ 中学生男子団体：富士見剣士会 中学生女子個人：深沢紅彩 
【空手】組手個人１部：樺沢雷人 ２部：船津壮兵 ３部：山田葵 ４部：船津哲平 ５部：沢田瑶士 団体組手：正心館Ａ

◆会員密着型サポート
　→巡回指導の強化、金融をはじめとした各種窓口総合経営相談

◆経営発達支援事業の推進
　→小規模企業振興基本法制定に伴う伴走型小規模事業者支援事業の推進

◆経営計画作成支援事業の推進
　→小規模事業者持続化補助金申請支援等の各種申請書作成支援事業の推進

◆専門家による事業計画策定サポート
　→エキスパート（専門家）を会員事業所の事業計画策定に際して重点的に活用

◆地域力を活かした６次産業化・新商品開発の推進
　→ ６次産業化に取り組む農業者の取り込みと
　　新商品開発に取り組む事業者への支援強化

◆人材育成サポート
　→建設業関連資格取得、その他業種の各種資格取得などの費用補助支援

◆会員かわら版事業の推進
　→ 商工会が会員さん向けに発送する情報物の中に、希望する会員さんの事業
ＰＲを同封するサービス

会長　石川　修司

役　職 地　区 氏　名 事業所名

会　長 宮城 石川　修司 ㈱石川商事
副会長 大胡 吉澤　和男 カーショップブルーガレージ

〃 粕川 高橋　雄治 高橋木工

理　事

宮城 阿久澤敏良 阿久沢工業㈱
宮城 林　きみ代 ㈱林牧場福豚の里とんとん広場
大胡 長岡　敏夫 長岡敏夫税理士事務所
宮城 小林　徳夫 小林豆腐店
大胡 駒田　正幸 駒田左官
大胡 井上　進児 ㈲井上空調サービス
粕川 坂本　　栄 ㈲坂本清掃社
大胡 三阪　孝志 ㈲ミサカ電気工事
宮城 関口　淳一 関口板金工業所
大胡 米岡　節夫 ㈱クリエイティブヨネオカ
粕川 中島　高史 中島左官工業
大胡 大谷　貴光 ベストペイント
宮城 井上　洋樹 井上商事㈱
粕川 井川　清幸 ㈲井川商店
大胡 田中　里司 ㈲上毛製作所
大胡 関口　恒夫 関口石材店
粕川 箱田　茂雄 ㈲箱田瓦店
粕川 荻野　伸一 葬想社
宮城 東宮　秀樹 ㈲あづまや
大胡 大崎　　純 ㈲オーエスディー

青年部 神尾　崇人 トップライン
女性部 阿久澤敏子 ㈱阿久澤建設

監事 大胡 田村健一郎 ㈲タムラ商会
〃 粕川 鶴岡　友男 友成興業

前橋東部商工会役員名簿（平成30年６月１日現在）
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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

ふく成の

できました。

お通し・ふぐの煮凍り・お造り・牛のミニステーキ
フグのから揚げ・土鍋の炊き込み御飯・デザート

5,800円

夏の華やぎ会席夏の華やぎ会席夏の華やぎ会席

前日まで要予約
夏季限定９月末迄

飲み物
サービス料込み

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。

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！

77 平日毎日更新！

おすすめ
の

お店・観光
スポット

など

4,911
掲載中！

件

おかげさまで

夏宴会
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育児 介護
人材不足

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

～シャープグランドフェア～セミナーのご案内

㈱シャープドキュメント富士
ショールーム
〒 371-0024　群馬県前橋市表町 1-3-3

10:00～17:00

働き方改革セミナー 講師／シャープマーケティングジャパン 宮本茂和氏

育児・介護離職をしなくていい働き方改革実現に向けて

「仕事」のチャットツール LINE の使いやすさがそのまま。
みんながすぐに使えるトーク機能
チームやグループメンバーの予定管理に便利なカレンダー機能
トークルームに投稿した画像や資料も管理できるフォルダ機能
会社全体やチーム内の情報共有に適したホーム（掲示板）機能

日 時

会 場

平成30年 7月11日 水

LINE WORKS は企業でも安心して使える

11:00

12:00

14:00

15：00

講師／シャープ株式会社 松本孝司氏

高齢化社会に向けて
寝たきりにしない頭
の体操トレーニング

15:30

16：30

シニア施設向け「認知機能 」強化
頭の健康管理（脳トレ ）セミナー

LINEワークスセミナー 講師／株式会社ティーガイア

Before After


