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前橋市からのお知らせ
MAEBASHI CITY

平成30年９月28日（金）～９月30日（日）　中央イベント広場

　群馬県内外の各企業に協力をいただき、ビールや季節のお酒等が楽しめる「前橋オクトーバーフェスト2018」を今
年も開催いたします。飲食ブースのほか恒例となるヨーデル歌手北川桜さんによるライブステージを予定しております。
　風のまち音楽祭も同時開催となるため、おいしい食事や飲み物を味わいながら生演奏の音楽をお楽しみください。
※音楽ウィークの一環として、９月23（日）、24（月・祝）に開催される「前橋まちなか音楽祭」との合同企画を実
施します。詳細は同封のチラシをご覧ください。

■日　　時　平成30年９月28日（金）、29日（土）、30日（日）
　　　　　　各日ともに11:00～21:00（ラストオーダー20:30）
■会　　場　中央イベント広場（前橋市千代田町二丁目８番21号）
■主な内容　ビールの販売、季節のお酒、飲食ブース、ステージイベント×２か所 ほか

けやき並木フェス開催のお知らせ
「まえきフェス」×「けやき並木フェス」連携の大型イベントを開催します。

前橋オクトーバーフェスト 2018開催のお知らせ
恒例の前橋版ビール祭りを今年も開催いたします。

主催／前橋オクトーバーフェスト実行委員会　問合せ先／（株）五光　Tel. 027-233-1255

問合せ先／まちづくり公社まちなか分室　Tel. 027-289-5565

　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、けやき並
木通りを舞台に

「けやき並木フェ
ス」が同時開催さ
れます。
　前橋駅前で展開
する「まえきフェ
ス」では、地元の
農産物や加工品の販売、ミニ新幹線の運行のほか
大人気のシンカリオンが登場するなど駅ならでは
のイベントが目白押しです。
　前橋駅前から北側へ展開する「けやき並木フェ
ス」では、ストリートダンスの披露、地元自治会
によるおでんの販売のほか、普段入ることができ
ない上毛倉庫内で様々なイベントが開催されます。
全会場をめぐるスタンプラリーも実施します。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９月９日（日）　10:00～17:00
　　　　　　※ MAEBASHI　BAR　STREET　2018は
　　　　　　　11:00～21:00までとなります。

■会　　場　JR前橋駅北口　上毛倉庫　けやき並木通り
■主な内容　 STREET　BAR、大学生ダンス、駅前の歴

史パネル展示、体験型ワークショップ、飲
食・物販ブースほか
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前橋市×前橋工科大学×前橋商工会議所
「私たちがお伺いして一緒に課題を解決します！」～相談実績159社～
こんな新製品をつくりたい！　販路を開拓したい！
更なる改良を図りたい！　協力企業を探したい！
経営相談がしたい！　大学に研究委託したい！
融資や補助制度を知りたい！　カイゼンにチャレンジしたい！
でも、どうすれば…。

コーディネーター 　坂田　公男
専門：冷凍空調、工程改善、品質保証、電気（強電系）
略歴：東京三洋電機㈱入社後、業務用空調機の品質保証業務やＩＳＯ認証取得業務等、幅広い業務に従事。その後、群馬ものづくり改善
インストラクターを取得し、（公財）群馬県産業支援機構のものづくり改善普及コーディネーターとして、多くの企業を指導した実績を持つ。
ご安心ください！
・もちろん、相談は無料です
・もちろん、秘密は守ります。
・もちろん、継続的にサポートします。

担当課／前橋市産業経済部産業政策課産業政策係　Tel. 027-898-6983

担当課／産業政策課雇用促進係　Tel.027-898-6985

　管理職・管理職候補の女性が抱える課題や不安を解消し、モチベーションアップ、スキルアップを図ることを目
的に、セミナーを開催します。
■日　　時　平成30年10月２日（火）　13:30～15:30
■会　　場　前橋市総合福祉会館　２階　社会適応訓練室（前橋市日吉町２-17-10）
■対　　象　市内企業等に勤務する管理職・管理職候補の女性
■講　　師　E-ComWorks（イーコムワークス）株式会社　代表取締役 山本 衣奈子 氏
■内　　容　「伝える」から「伝わる」へ～コミュニケーション型リーダーシップとは～
■定　　員　50名（先着）
■申 込 み　前橋市ホームページをご覧ください
■Ｕ Ｒ Ｌ　http://www.city.maebashi.gunma.jp/jigyousya/331/332/007/p018638.html

　貴社の課題「○○したい」を大学の先生と一緒に解決しませんか？
　技術的な知識を求めている前橋市内のものづくり中小企業に、大学で活躍した（元）大学教員をアドバイザーとして派遣します！
　費用：３回まで無料

　あてはまる詳細な分野が分からない、課題究明が進んでいない、そんなときもまずは御用聞き型企業訪問事業でヒアリングを行い、適
切なアドバイザーをコーディネートいたします。

　＜高度ものづくり技術アドバイザー相談対応分野一覧＞

女性管理職養成セミナー

前橋市『御用聞き型企業訪問事業』

前橋市『高度ものづくり技術アドバイザー派遣事業』

担当課／前橋市産業経済部産業政策課産業政策係　Tel. 027-898-6983

・金属材料
　金属と金属の接合、金属とセラミックの接合
・熱伝導、熱伝達、熱ふく射、相変化（凝固、溶解 他）
　冷凍・冷蔵庫の断熱手法、低温プラズマ処理、金型冷却
・金属材料、粉末冶金
・ 機械振動学、構造動力学、構造解析、振動計測分析、非線形振動、
　カオス振動
　 低周波音対策、振動騒音対策、機械の異常振動対策、動力機械の防振

対策、機械の動的設計
・電気電子材料、半導体プロセス技術、光物性
・材料化学
　炭素材料全般、CFRP

・材料化学
　セラミックス全般
・地盤工学
　 斜面防災、軟弱地盤対策、太陽光発電の耐風製、盛土の安全性評価と

防災対策、耐震性評価・防災対策
・環境衛生工学、化学環境工学
　 水処理（計画及び技術）、熱化学プロセス、廃棄物処理・処分（計画お

よび技術）
・ 高分子材料、天然及び合成繊維、多糖類の化学、毛髪化学、機器分析
　 コンニャクゲル等の食品多糖類、環境浄化、繊維製品の機能化と評価、

化粧品の開発と評価、パーマ処理、ダメージヘア修復等　毛髪処理
・機械工学

まずは御相談ください、
コーディネーターの私
がお話を伺います。



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

建設業１人親方の皆様へ
従業員がいなくても労災保険に入れます！

　富士見商工会では、建設業の一人親方が加入いただける労災保険特別加入を取り扱っています。
　労災保険とは、従業員が勤務中や通勤時に事故等により傷病が生じた場合に適用されますが事業主は対象となりません。
　事業主の方が、もし、仕事中に事故にあわれた場合、健康保険も使えないため、治療費が全額自己負担となる場合も
あります。
　また、労災保険加入の確認が取れないと工事現場に入れないケースも出ています。
　詳しくは富士見商工会までお問い合わせ下さい。

加入要件

富士見商工会の会員又は入会して会員になれる方であって
１．建設業を営んでいる一人親方
２．従業員を雇っていない法人役員
３．従業員の雇用が年間100日未満の事業主
４．	一人親方が行う建設業の家族従業員の方

加入のための費用

富士見商工会会費
・年会費	個人会員	12,000円	法人会員	18,000円
・	会費は、年２回（前期６月	後期11月）に分割して商工会が指定する日に口座振替いたします。
・	労災保険の事務委託を希望する方は、会員である事が必要です。
労働保険事務委託に係る費用
・	事務組合事務委託手数料・１人親方労災会	年会費	1,000円（当分の間）
・第１期分保険料納入時に併せて納付していただきます。

保険料と納付

１．	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。

２．	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。

※	右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。

保険給付の内容は

１．療養補償給付	治るまでの治療費の全額
２．	休業補償給付	休業４日目から１日につき「給付基礎日額」の80％相当額が支給されます。
３．	障害補償給付	後遺症が残った場合、障害補償年金や障害補償一時金が支給されます。
４．遺族補償給付	死亡事故の場合、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。

加入者証の発行

加入者には、特別加入者証を発行します。現場に入場する時に提示を求められてもに対応出来ます。

日額 保険料
4,000円 27,740円
5,000円 34,675円
6,000円 41,610円
7,000円 48,545円
8,000円 55,480円
9,000円 62,415円

10,000円 69,350円
12,000円 83,220円

日額 保険料
14,000円 97,090円
16,000円 110,960円
18,000円 124,830円
20,000円 138,700円
22,000円 152,570円
24,000円 166,440円
25,000円 173,375円



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

夏祭りだより
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前橋東部商工会からのお知らせ

宮城地区納涼祭

　８月５日（日）に宮城総合運動公園多目的グラウンドにて宮城地区納涼祭が開催されました。お祭りの参加者
は暑さに負けず、宮城音頭やだんべえ踊りを踊って盛り上がりました。また、祭りのクライマックスを飾る花
火もきれいに夜空に咲き誇りました。

粕川まつり

　８月５日（日）に粕川小学校グラウンドにて粕川まつりが開催されました。粕川地区の山車とみこしが一堂に会
し盛り上がりました。夜には迫力あふれる三河手筒花火が会場を魅了しました。

　７月29日（日）、８月５日（日）に宮城・大胡・粕川の各地区で夏祭りが開催されました。暑い日差しの中、多
くのお客さんが各地の夏祭りを楽しみました。

大胡祇園まつり

　７月29日（日）にJA前橋市大胡支所駐車場広場、中央大通りにて大胡祇園まつりが開催されました。台風12号
の影響で予定していた２日間の開催が１日のみとなってしまいましたが、当日は台風にも暑さにも負けないくら
いの熱気で盛り上がりました。



262018.09

「この街と共に100年」「この街と共に100年」
葬儀事前相談・見積承ります

36 5日
24時間
対　応

若宮若宮 北代田創業107年

株 式 会 社 栢 野
カレンダー ／ 名入れタオル ／ 販促用品 ／ 各種記念品

027-266-3502
前橋市下大島町377-1／年中無休（年末年始除く)

FAX.027-266-3517
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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

〒 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


