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今年も華麗な花火が夜空に舞います！
第62回　前橋花火大会８月11日（土）盛大に開催！01

　第62回前橋花火大会は、８月11日（土）午後７時【打上げ開始：７時20分予定】より、利根川大渡橋
河川緑地にて、多くの企業の皆様のご協賛により盛大に開催いたします。
　ご家族・お友達・ご近所お誘い合わせて、ぜひご来場ください。また、楽しく安全に開催するため、
次の事項についてご協力くださいますようよろしくお願い申しあげます。

■前橋花火大会の見どころ
☆打上幅800ｍを超えた圧倒的な迫力
　「超ワイドスターマイン」！
　利根川大渡橋南北全長800m
超を使用した「超ワイドスター
マイン」。音楽に合わせて打ち上
がる花火をお楽しみください！

☆第３回Web花火大会in前橋 優勝作品打ち上げ！
　世界中から動画で花火作品を
募り、その中からNo.1を決める
コンテストで、選ばれた優秀作
品が、実際の花火で再現され打
ち上げられます。
　優勝作品「Seasons」
　制作者：共愛学園前橋国際大学　小柏ゼミ

■花火大会を放送とともに楽しもう！ 
　群馬テレビ、エフエム群馬、まえばしＣＩＴＹエフエムの各局
で前橋花火大会の模様を伝える特別番組を放送します。

■T-１グランプリ決勝進出店が出店！
　過去に開催された「T-１グランプリ」にて上位に輝いた15店が、
自慢のメニューを厳選して販売します。

■仮設トイレを設置！
　今年も仮設トイレを利根川東岸観覧場所付近並びに主な駐車場
に設置いたします。

■みんなの街だからきれいに！
　観覧会場内にはゴミ箱を設置しますが『自分で出したゴミは自
分で持ち帰る』ことにぜひご協力を！また、大会翌日の早朝６時
より会場の全面清掃を実施しており、清掃ボランティアを大募集
しております。清掃当日、開催本部前にご集合ください。

☆ 詳しい情報は公式ウェブサイトを
　ご覧ください
会場周辺駐車場の場所と開場時間、打
上プログラムの詳細、駐車場の空き情報やバスの運行情報は大会
公式ウェブサイトよりご覧ください。
　〈プログラム・駐車場配置〉
　　　前橋花火大会公式サイト
　　　http://maebashihanabi.jp/
　〈会場周辺駐車場空き情報〉
　　　http://maebashi-ict.jp/hanabi/
　　　まえばしCITYエフエム　84.5MHz
　〈中心市街地駐車場空き情報〉
　　　http://www.maebashi-ict.jp/parking/　
■公共交通機関の利用にご協力を！
　会場周辺道路や駐車場は大変混み合います。特に午後４時前後
と午後９時前後は大渋滞となります。便利な公共交通機関をご利
用ください。
☆臨時バスのご案内
　●午後４時～　前橋駅→会場周辺（２ルート）へ随時運行
　　・前橋駅～中央前橋駅～岩神小前（水道局近く）間
　　・前橋駅～前橋公園（グリーンドーム東）間
　●午後９時～　会場周辺→前橋駅（２ルート）へ随時運行
　　・岩神小前（水道局近く）～中央前橋駅～前橋駅間
　　・公園（グリーンドーム東）～前橋駅間
　　　※料金はともに、大人200円、子供100円
■お願い
　☆お子様が迷子にならないように十分ご注意ください
　☆打ち上げ会場周辺の危険区域は立入禁止！
　☆�会場及びその周辺での小型無人航空機（ドローン等）の飛行を

全面禁止！
　☆会場内（河川敷）での火気使用は禁止！
　☆置石のよるシート固定は、事故の原因となるため禁止！

　■実施当日のお問合せ先
　　・開催本部　Tel.027-234-9225(午後1:00～10:00)
　■事前のお問合せ先
　　・前橋商工会議所�商業観光振興課　Tel.�027-234-5111

ポスターデザイン：
中央情報大学校　小山奈月さん

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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経理実務講座《基礎編》 を開催！ 永年勤続従業員・企業貢献技術者等
の皆様を表彰します

「生産性向上は人材育成から‼」
群馬ものづくり改善インストラクター
スクール受講生募集！

02 04

03

　「経理」は、業種を問わず全ての会社にとって、必要不可欠な
業務です。事業を継続・発展させるためには、しっかりとした経
理や会計に関する知識が欠かせません。そこで本講座では、経理
を学びたい方、新たに経理担当になられた方等を対象に、経理実
務の基礎について、わかりやすく解説します。この機会にぜひご
参加ください。

■日　　時　平成30年９月26日（水）　午前10:00～午後４:00
■会　　場　前橋商工会議所　３階　アイビー
■講　　師　林　忠史�氏（㈲マスエージェント�代表取締役）
■対　　象　経理・財務担当者
■定　　員　30名（先着順　定員になり次第締め切ります）
■受�講�料　1,250円（税込）
お申込み �同封の申込用紙（チラシ）に必要事項を記入のうえFAX

（027-234-8031）にてお申し込みください。
お問合せ
前橋商工会議所�経営支援課　Tel.�027-234-5115

　前橋市と前橋商工会議所、前橋東部商工会、富士見商工会では
市内の事業所に勤務されている永年勤続従業員と企業貢献技術者
等の皆様を表彰します。事業主または事業主が所属する同業団体
の代表者は、下記に該当する方をご推薦ください。
　なお、表彰式は平成30年11月９日（金）午前10時から前橋テル
サ２階ホールで行います。

■対　　象　
　次のいずれかに該当する方。ただし、永年勤続表彰については、
自営業者、企業の経営者や役員、その子ども・兄弟等、パート従
業員、過去に表彰された方は除きます。

お申込み 　�同封の推薦書に必要事項を記入し、下記推薦書配布
場所へ直接お持ちいただくか、ご郵送ください。

■推薦書の配布場所
　推薦書は、前橋市産業政策課、前橋商工会議所、前橋東部商工会、
富士見商工会の窓口にて配布。推薦書は前橋市、前橋商工会議所
のウェブサイトからダウンロードが可能です。

・前橋市産業政策課　Tel.�027-898-6983
・前橋東部商工会　　Tel.�027-283-2422
・富士見商工会　　　Tel.�027-288-2593

■締め切り　平成30年９月７日（金）
お問合せ �
永年勤続表彰：前橋商工会議所�経営支援課
　　　　　　　　　　　�Tel.�027-234-5115
企業貢献技術者等表彰：前橋商工会議所�工業振興課
　　　　　　　　　　　Tel.027-234-5100

　製造業のＯＢや現役の職場リーダーを対象にした体系的な教育
により、現場改善、生産性向上の専門家を養成します。

■開催期間　�平成30年10月４日（木）～12月７日（金）の木・金曜
（一部水曜、計20日間）

■開催場所　講　　義　群馬県公社総合ビル
　　　　　　　　　　　（前橋市大渡町１-10-７）他
　　　　　　現場実習　県内中小企業の製造現場
■募集定員　12名
■受�講�料　現役社員　25万円（税込）／名
　　　　　　企業OB　10万円（税込）／名
■募集締切　平成30年８月31日（金）
お申込み・お問合せ
　（公財）群馬県産業支援機構�工業支援課（担当：渡邉）
　前橋市亀里町884-1　Tel.027-265-5015�

スクールの魅力
○受講生と多彩な経歴を持つ講師陣のネットワークができる
○３ヶ月のカリキュラムにより短期集中で学べる
○実際の製造現場で実践的に改善実習を行える

〈永年勤続表彰〉
①�市内の商工業、サービス業の従業員で勤務成績が優秀で他の
模範となり、同一事業所に10年以上勤務している方。

②①の条件を満たし、同一事業所に20年以上勤務している方。
③同一事業所に30年以上勤務し、特に功労がある方。

〈企業貢献技術者等表彰〉
　本市内の商工業及びサービス業の事業所に勤務する技術者等
で、合理化・省力化・技術改善・新製品開発・サービス向上等
に取り組み、企業の発展に著しく貢献している勤務成績が優秀
で他の模範となる方。

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。



19 2018.08

INFORMATION
平成29年度補正 サービス等生産性
向上IT導入支援事業(IT導入補助
金・第３次公募)のご案内

中小企業の新規設備投資を支援！
～先端設備等導入計画について05 07

　本事業は、自社の課題やニーズに合ったITツール（ソフトウエア、
サービス等）を導入する経費の一部を補助し、業務効率化・売上
アップをサポートするものです。申請には、ITツールや申請手続
等に詳しくない方でも、本事業で登録されたIT導入支援事業者が
代理申請を行います。

■対�象�者　国内に本社及び実施場所を有する中小企業者等
■対象事業　�IT導入補助金事務局が認定した「IT導入支援事業者」

が登録するITツールを導入する事業。
■対象経費　�サービス、ソフトウェア導入費（ハードウェアは対

象外）
　　　　　　※具体的内容は特設サイトをご覧ください
　　　　　　ＵＲＬ：https://www.it-hojo.jp/
■補�助�率　１/２以内　上限額：50万円　下限額：15万円
■第３次公募期間�平成30年８月中旬～10月中旬まで（予定）
お問合せ
前橋商工会議所�経営支援課　Tel.�027-234-5115

　前橋商工会議所では、「群馬県よろず支援拠点」と連携し、下記
日程により「個別経営相談会」を開催いたします。よろず支援拠
点の専門家とともに、企業経営に関するさまざまな課題の解決を
お手伝いいたします。なお、開催日以外でもお気軽にご相談くだ
さい。

■日　　時　平成30年９月10日（月）
　　　　　　午後1:00～4:00　※奇数月の第３月曜日開催
■会　　場　前橋商工会議所�３階�なでしこ
■相談方法　群馬県よろず支援拠点の専門家による相談
■定　　員　３事業者（申込先着順）�※１事業者あたり約１時間
■内　　容　�経営（事業）計画策定、資金繰り、新技術・新商品開発、

現場改善、IT利活用による生産性向上、事業承継、
助成金活用etc

お申込み
同封する申込用紙（チラシ）に必要事項を記入のうえ、
FAX（027-234-8031）にてお申し込みください。
お問合せ
前橋商工会議所�中小企業相談所　Tel.�027-234-5111

　自社の労働生産性向上のため、前橋市が策定した「導入促進計
画」に合致した、「先端設備等導入計画」を策定する中小企業者な
どに、固定資産税が最大３年間「ゼロ」になる特例や、国の補助
金の優先採択などの支援措置があります。
　なお、市への申請にあたっては、前橋商工会議所・各商工会等
を含む認定経営革新等支援機関への事前確認が必要です。対象な
ど詳しくは問い合わせるか、前橋市ホームページをご覧ください。

■税制支援（固定資産税の特例軽減）

対象者 資本金額１億円以下の法人、従業員数1,000人以下の
個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受
けた者。
※�労働生産性が年平均３％以上向上し、
　市の計画に合致
※大企業の子会社を除く

対　象 生産性向上に資する指標が旧モデル比で
年平均１％以上向上する次の設備
【減価償却資産の種類（最低取得価格／販売開始時期）】
・機械装置（160万円以上／10年以内）
・測定工具及び検査工具（30万円以上／５年以内）
・器具備品（30万円以上／６年以内）
・建物付属設備（家屋一体で効用を果たすものを除く）
　（60万円以上／14年以内）

設　備 ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと

■国の補助金における審査上の加点や補助率の引き上げ
　「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、次の補助金に
ついて優先採択や補助率の引き上げの対象となり得ます。詳細は、
各補助金の担当窓口までお問い合わせください。

お問合せ
○先端設備等導入計画の申請について
　前橋市�産業政策課　Tel.�027-898-6983
○事前確認について
　前橋商工会議所�経営支援課　Tel.�027-234-5111

「群馬県よろず支援拠点」との連携によ
る「個別経営相談会」開催のお知らせ06

・ものづくり・商業・サービス経営力向上支援
　補助金（ものづくり補助金）
・小規模事業者持続化補助金
・戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン補助金）
・サービス等生産性向上IT導入支援事業（IT補助金）

地 下 水・温 泉 開 発・地質調査・水中ポンプ

本社　〒371-0014　前橋市朝日町３-32-11
　　　TEL(027)224-1841 FAX(027)221-5338

地 下 水・温 泉 開 発・地質調査・水中ポンプ

田 中 鑿 泉 重 工 ㈱田 中 鑿 泉 重 工 ㈱
さ く  せ ん

本社　〒371-0014　前橋市朝日町３-32-11
　　　TEL(027)224-1841 FAX(027)221-5338
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☆第10回T-１グランプリの参加店を募集します！�
　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「第10回T-１グランプリ」に
参加しませんか。対象は、年間240日以上営業
する、店舗内で食事ができる市内の飲食店です。
県産豚肉を使用した500円から2,000円までの
単品かセットメニューで勝負します。

■参加店募集スケジュール（予定）

参加店募集
覆面審査員募集

平成30年８月20日（月）～
平成30年９月28日（金）

参加店説明会 平成30年12月４日（火）または５日（水）
前橋プラザ元気21　５階506学習室

■エントリーについて
　コンテストの参加条件等は、開催要項をご確認ください。入賞
した店舗は、「TONTONのまち前橋」（年会費：6,000円）への加盟
店となることなど条件があります。エントリー等の詳細について
は右記までお問い合せください。

☆第10回T-１グランプリ覆面審査員を募集します！
　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
「第10回T-１グランプリ」では、参加店舗のメニューを審査して
いただく覆面審査員を募集します。あなたの舌で参加店舗のエン
トリーメニューを審査してみませんか。

■募集時期　平成30年８月20日（月）～９月28日（金）
　　　　　　（当日消印有効）
■審査期間　平成31年１月１日（火）から２月28日（木）
■募集人数　100人程度
■応募方法　�応募用紙に必要事項を記入して、「第10回Ｔ－１グラ

ンプリ実行委員会」事務局へ郵送・ＦＡＸ又はメー
ルにて提出してください。詳しくはT-１グランプリ
のウェブサイトをご覧ください。

お問合せ 　
　ようこそまえばしを進める会　T-１グランプリ実行委員会
　事務局（前橋市観光振興課内）前橋市本町２-12-１
　Tel.�027-210-2189　URL�http://www.t-１gp.com/

第10回T-１グランプリの参加店及び覆面審査員を募集します！10

あなたの「アイデア」を形にしませんか？
～第58回前橋市発明考案展 一般作品大募集！

中小企業庁：「はばたく中小企業・小規
模事業者300社」に当所議員の旭化成
株式会社が選ばれました‼

0908
　市内小中学校の児童・生徒の皆様をはじめ、幅広い年代の方に
参加をいただいております第58回前橋市発明考案展を開催します。
奮ってご応募ください。

■会　　期　平成30年９月28日（金）～９月30日（日）
■会　　場　前橋市児童文化センター（前橋市西片貝町５-８）
■応募資格　�市内在住の方、または本市に住所・居住がある大

学・専門学校、事業所の方
■出品申込み
出品希望する方は所定の申込書をお渡しさせていただきます。出
品にあたっての詳細事項は、下記お問い合わせ先にご連絡くださ
い。なお、申し込み締め切りは、９月５日（水）まで。
お問合せ
前橋発明協会（前橋商工会議所�工業振興課内）
前橋市日吉町1-8-1　Tel.�027-234-5100

　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、当所議
員企業である「旭化成株式会社」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　旭化成株式会社
■代表者　梶　徹也（代表取締役社長）
■選出された取組み
○�女性が働きやすい職場環境を社長主導で築きあげることで低離
職率を実現

○�「一体成型技術」や「表面被膜成形技術」等の同社の高い技術
力により難しい提案に対しても対応可能

○�発注と検査の自動化による業務効率化により経費の削減と余剰
人員の有効活用を実現
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INFORMATION
前橋市シルバー人材センターを
ご活用ください

子供たちの未来を育てるホリデーインまえばし 第44回ホリデーインまえばし開催 !! 

県立前橋産業技術専門校
スキルアップセミナーのご案内11

13

12
　シルバー人材センターは、社会参加を図りたい60歳以上の方に
対し、多様なニーズに応じた就業機会を提供しています。当セン
ターでは、企業の方々からの様々なご要望にお応えし、ご依頼い
ただいたお仕事を請け負い、または派遣しています。シルバー人
材センターの活用にご興味のある方は下記までお問い合わせくだ
さい。

　　①仕事の請負および派遣業務
　　　�企業における軽作業などの業務を請け負います。また、スキ

ルを持つ登録者を週に20時間以内で企業に派遣することも可
能です。

　　②企業ＯＢの登録
　　　�企業で、ある程度の年齢になった方で、さらにスキルを持

っている企業ＯＢの方にシルバー人材センターに登録して
いただき、継続して派遣することも可能です。

　　※�高所、危険な仕事など高齢者に不向きなものはお引き受け
できませんが、高齢者の経験や能力を活かしいろいろなお
手伝いをしています。

お問合せ
（公社）前橋市シルバー人材センター
前橋市元総社町2-20-6　Tel�027-254-5022

　夏休みの最後の楽しいイベント、今年も元気に「ホリデーインまえばし」を開催します！
　実行委員会企画によるホリデー抽選会を開会式直後に開催。今年の目玉商品は東京ディズニーラ
ンド親子ペアチケット！その他「子供司会者大募集！」やスタンプラリー、木工体験ができる「木
工ランド」、ステージでの楽しい歌や踊りなど楽しいブースが盛り沢山！ご家族みんなで、夏休み
の思い出作りにぜひ足を運んでみては�!?詳しくはホームページをご覧ください。

■日時　平成30年８月19日（日）　午前9:00～午後4:00
■会場　前橋敷島公園
※�駐車場の混雑が予想されますので、なるべくバス等の公
共交通かお車でご来場の際は、河川敷の大駐車場をご利
用ください。

※�荒天中止。中止の場合は�FM�ぐんま（86.3MHz）、まえば
しCITYエフエム（84.5MHz）で、午前６時59分に放送し
ます。
お問合せ
ホリデーインまえばし実行委員会事務局
Tel.�027-234-3670　URL：http://holiday-m.org/

　県立前橋産業技術専門校では、企業にお勤めの皆様のスキル
アップをはかるための講習を実施しています。
【９月の開催予定コース】

コース名 日　　時
Jw_cad入門 9/4(火)、11(火)

午前9:00～午後4:30
工業簿記（原価計算）前編 9/6(木)、13(木)、20(木)、

27(木)
午後1:30～午後4:45

JIS溶接技能者評価試験準備講習
半自動溶接（SA-2Ｆ等）

9/10(月)～13(木)
午後5:00～午後8:15

時短・超効率！
Excelお役立ち講座

9/12(水)、19(水)
午前9:00～午後４:30

3D-CAD活用技術
（基本編）

9/15(土)、22(土)�
午前9:00～午後４:30

＊詳細については折込チラシをご覧ください。
＊応募は先着順で、受講料は１コース１人/9,600円です。
＊�募集締切日や、応募方法等については前橋産業技術専門校の
ウェブサイトをご覧いただくか、お問い合わせください。
お問合せ
群馬県立前橋産業技術専門校
Tel.�027-230-2211(スキルアップセミナー担当)
URL：http://www.maetech.ac.jp/


