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まちづくりに関する要望書・意見書を
前橋市へ提出01

　平成30年11月13日、前橋商工
会議所は前橋市長に対してまちづく
りに関する要望書と意見書を提出い
たしました。様々な再開発計画が市
民の合意の下提出され、まち全体の
回遊性につながり地域経済が活性化
するよう、強く申し入れました。提
出した要望書・意見書の表題は次のとおりです。

○�「千代田町中心拠点地区市街地再開発事業」の推進について（お
願い）
○�「千代田町中心拠点地区市街地再開発事業」業務代行者の募集
について（意見書）
○�「前橋市本町二丁目五差路交差点」の改良を契機とした前橋の
魅力あるまちづくり推進のための協議会設置について（お願い）
○前橋都市計画道路朝倉玉村線の整備・促進に関する要望書
お問合せ 　前橋商工会議所�政策推進課　Tel.�027-234-5113

個人青色申告者のための記帳相談会02
　記帳、源泉税納付等についての無料相談会を次のとおり開催い
たします。主に年末調整、給与支払報告書の作成についての相談
会となっておりますのでお気軽にお出かけください。

■日　　時　平成31年１月８日（火）　午前9:00～正午まで
■場　　所　前橋商工会議所　3階�アネモネ
　　　　　　※会場前で受付いたします。
■相談方法　関東信越税理士会前橋支部所属税理士による個別指導
　　　　　　※�青色申告会にご加入の方、税理士先生に依頼して

いる方はご遠慮ください。
■ご持参いただく関係書類
　1.現在記帳している帳簿（現金出納帳、売上帳、仕入帳、経費帳）
　2.�年末調整に必要な書類（源泉徴収簿、納付書、給与台帳、保
険料控除証明書、給与支払報告書など）

　　※�マイナンバーを書類に記載いただくため、関係される方のマ
イナンバーをお持ちください。（マイナンバーを記載した扶
養異動届等）

　3.前年の関係書類
　4.税務署から送られてきた今年の書類
　5.印鑑
お申込み・お問合せ
　事前にお電話でご希望の時間をお申し込みください。
　前橋商工会議所�経営支援課　Tel.�027-234-5115

「世界貿易投資報告およびTPP11
日EU EPA 活用セミナー」03

　ジェトロ本部担当者が世界経済および経済連携協定を分かりや
すく解説します！
　セミナー前半では、世界の経済・貿易・直接投資動向を分析し
た「世界貿易投資報告2018年版」のポイントを執筆者が解説し
ます。後半は、平成30年３月に署名され、12月末に発効見通し
となった「TPP11」、ならびに7月に署名に至った日本とEUの経
済連携協定（日EU・EPA）について、協定の具体的な内容や利用の
メリットを解説します。
■日　　時　平成30年12月18日（火）　午後2:00～4:00
■会　　場　前橋商工会議所３階　リリィ
■講　　師　ジェトロ海外調査部　国際経済課長　米山洋
　　　　　　ジェトロ海外調査部　上席主任調査研究員　長島忠之
■定　　員　50名
■参�加�費　無料
お申込み 　�以下Webサイト「イベント情報」からお申込み下さい。

https://www.jetro.go.jp/gunma�
■申込締切　12月14日(金)　午後5:00
■主催・お問合わせ
　日本貿易振興機構（ジェトロ）�群馬貿易情報センター
　Tel.�027-310-5205　E-mail�GUM@jetro.go.jp
■共　　催　前橋商工会議所

「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04

　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31年１月21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　Fax.�027-234-8031
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第14回大群馬展＜スズラン前橋店＞
開催のお知らせ

前橋中心商店街からのお知らせ前橋周辺商店街（協）歳末感謝セール開催！
34商店街の300店が参加して、900名様
にお買物券が当たるビッグセール開催‼

06

0705

　群馬の物産を一堂に集めて物産展を開催します。群馬県内各地
域で人気のスイーツや農水産加工品、工芸品など群馬の名産品が
大集合します。
　会場内でお買い物いただくと、県内温泉旅館宿泊券などが当た
るお楽しみ抽選会へご参加いただけます。
　是非、この機会にスズラン前橋店の ｢第14回大群馬展」にお出
かけください。

■日　時　平成31年１月９日（水）～15日（火）　７日間
　　　　　午前10:00から午後7:00　※最終日は、午後3:00まで
■会　場　スズラン前橋店　８階　大催場
　　　　　（前橋市千代田町２-12-３）

お問合せ 　(公財)群馬県観光物産国際協会
　　　　　��TEL�027-223-5800

　Ｑのまち・前橋中心商店街�歳末大感謝祭が12月７日（金）～９日
（日）に開催。詳細は12月６日（木）の新聞折り込みをご覧ください。

☆竪町通り商店街
　１等コシヒカリなど食料品が当たるくじ引き抽選会
☆銀座１丁目商店街
　ワイン・Ｑのまち商品券等が当たるスピードくじ
☆中央通り商店街
・�各店自慢の商品を特別なお値段で提供する「ビックリプライス
セール」
・�500円以上のお買い物をして４店舗のスタンプを集めると通常
の２倍1,000円の中央通り金券を進呈する「中央通りスタンプ
ラリー」

☆立川町大通商店街
８日（土）・９日（日）の２日間、１等寒ブリ等の景品多数が当たる
「空くじなしの大抽選会」を実施
☆「Ｑのまちプレミアム販売会」
９日（日）午前10:00～午後５:00に前橋テルサ１階ロビーホール
で、中心商店街の有力店が文具･靴･履き物･お茶･食品･和雑貨
などこだわりのある商品を限定販売いたします。
☆「満点カード大抽選会」
満点のＱのまちポイントカードが引換券になる抽選会で、７日
（金）・８日（土）午前10:30～中央通り・銀座通りの交差点で開催。
特別賞でケーキプレゼント！

　また、前橋スズランでは本館�
８階催事場で婦人服バーゲン
（11日（火）まで）、新館５階特別
催事場でリビングバーゲン（10
日（月）まで）を開催しております。
なお、弁天通りでは、「弁財天縁
日�弁天ワッセ！｣ を毎月３日に
開催しており、年内は12月３日
（月）、新年は１月３日（木）の開催。
１月１日（火）元日には、初詣先
着700名様に空くじなしの福引
きを実施いたします。
　馬場川通りでは、「店主たちに
よる手作りのイルミネーション」

を設置しています。幻想的な美しい光をお楽しみください。お得
で楽しい企画満載の前橋中心商店街にぜひお出かけください。

お問合せ 　前橋中心商店街協同組合　Tel.�027-260-6547

　前橋周辺商店街（協）では、毎年恒例の
歳末感謝還元セールを実施いたします。
期間中にポスター掲示のセール参加店で
お買物等をされた方にもれなくオリジナ
ルボックスティッシュをプレゼント、更
に参加店にある応募はがきから抽選でお
買物券をプレゼントします！

■セール期間　�平成30年12月15日（土）
　　　　　　　～31日（月）
■景　　　品　�セール参加店でご利用で

きるお買物券
　　　　　　　2,000円分を100名様、
　　　　　　　1,000円分を800名様に
　　　　　　　プレゼント！
■応募締切日　平成31年１月15日（火）
■当�選�発�表　�平成31年２月中旬に景

品の発送をもって代えさ
せていただきます。

お問合せ 　�前橋周辺商店街連絡協議会
事務局

　　　　　　Tel.�027-234-5655
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自動運転バスが前橋を快走全国初の「緑ナンバー」で運行08

■12月14日からだれでも乗車可能
　群馬大学と日本中央バス、前橋市が取り組
みを進めている、ＪＲ前橋駅と上毛電鉄中央
前橋駅を結ぶシャトルバスでの自動運転の実
証実験。今月から、バスが自動運転で走り始
めます。
　12月14日（金）から来年３月末まで実験が続
きます。自動運転バスの運行予定日は、別表
のとおり。運行日にはシャトルバスの既定の
運賃（大人100円、小学生50円）を支払うこと
で、だれでも自動運転バスに乗車できます。
中山間地を除いた地域で３カ月を超える長期
間で自動運転の実証実験を行うことはほかに
例がなく、事業用のナンバープレート（緑ナン
バー）を付けて運賃収受をしながらバスの自動
運転を行うことは、全国で初の事例です。国
土交通省都市局も実験に協力予定です。

■皆さんで実験にご協力ください
　自動運転の実証実験には皆さんのご協力が欠かせません。自動運転のバスに
乗車するときは、座席にしっかり座る、つり革や手すりにつかまるなどしてバ
ス車内の安全確保にご協力ください。また、自動運転バスは公道を走ります。
車両を見かけたときは、周りのドライバーの皆さんも、ご協力をお願いします。
　この機会に、全国初の自動運転バスに乗車してみませんか。

■運転手不足などの課題解決目指す
　ここ数年、バスやタクシー、トラックなど運輸に関連する運転手不足は深刻
化しています。全国的には、運転手不足の影響でバスを減便したり、路線から
撤退したりする例も。しかし、路線バスなどの公共交通は住民に欠かせない移
動手段です。高齢化が進み、運転免許証を自主返納しようとする人が増えてい
る状況では、路線バスなどの公共交通を確保することは、今までにも増して重
要になっています。
　そこで、その課題解決のために、2020年にレベル４での自動運転（地域などを
限定して無人でも運行可能な自動運転）を目指して、この実証実験が行われます。

■安全を最優先で運行します
　自動運転の実証実験中も、常に日本中央バスの自動運転のための訓練を受け
た運転手が運転席に乗車。ブレーキやハンドル操作一つで手動運転に切り替わ
るように設定され、安全を最優先に実験を進めます。また、初めからすべての
機能を自動化するのではなく、安全性を確認しながら、自動化する範囲を広げ
ていきます。

お問合せ 　前橋市政策部交通政策課　Tel.�027-898-5939

自動運転バス実証実験予定表
橙色…自動運転車両の運行予定日
　　　（予告なく変更となる場合があります）
無印…通常のシャトルバス車両運行日
※�12月12日（水）は午前10時から中央前橋駅で出発
式を実施。一般の乗車はできません。

12月
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公開講演会のお知らせ09
　群馬経済同友会では、下記日程により公開講演会を開催いたし
ます。奮ってご参加ください。
■テ�ー�マ　「もっと自信をもっていい日本」
■講　　師　ケント・ギルバート　氏
　　　　　　米カリフォルニア州弁護士／タレント
■日　　時　平成31年１月30日（水）
　　　　　　午後1:30～3:00（開場12:30～）
■会　　場　ベイシア文化ホール（前橋市日吉町１-10-１）
■定　　員　500名限定
■受�講�料　無料
お申込み �　�「FAX」「E-mail」または「官製はがき」に下記必要事

項を明記の上、お申込みください。追って入場券を
お送りいたします（１/21までに投函予定）ので、当
日受付にご提出ください。なお、入場券の発送をも
って発表に替えさせていただきます。

■必要事項　�①郵便番号・ご住所　②お名前（ふりがな）・年齢　
③電話番号　④ご同伴者名　⑤案内をご覧になった
場所・媒体をご記入ください。

■申込締切　平成31年１月11日（金）
お申込み・お問合せ
群馬経済同友会事務局
〒371-0846　前橋市元総社町194　㈱群馬銀行内
Tel.�027-255-3701　Fax.�027-252-6228
E-mail�doyukai@bay.wind.ne.jp

冬の県民交通安全運動10
　冬の県民交通安全運動が実施されます。師走を迎え、慌ただし
くなる時期になりました。車を運転するときは、気持ちと時間に
ゆとりを持って運転しましょう。夜間や早朝に車を運転するとき
は、路面凍結に注意し、スピードを抑えて安全運転をお願いします。
散歩や買い物などで歩いて出かける時は、反射材を活用しましょ
う。

■期　　　間　平成30年12月１日（土）～10日（月）
■スローガン　暗くても　光るタスキが　身を守る
■サブスローガン　まもってね　車のルールと　家ぞくのいのち
■運�動�重�点　○子供と高齢者の交通事故防止
　　　　　　　○�夕暮れ時の早めのライト点灯と反射材等の着用

促進
　　　　　　　○飲酒運転の根絶
お問合せ 　群馬県警察本部交通企画課
　　　　　��㈹Tel.�027-243-0110

前橋工科大学に求人票、
インターンシップ情報をご提供ください。

11
　前橋工科大学は、前橋市が設置する公立大学法人です。
　平成30年３月本学卒業者及び大学院修了者のうち、群馬県内の企業等
への就職者は21.5％でした。
　大学では、市内・県内就職者を増やしていきたいと考えています。そ
こで、市内企業の皆様に求人情報のご提供をお願いしています。
　前橋工科大学は６学科を設置する工学系単科大学です。求人情報につ
いては、学科指定でも学科不問でも受け付けています。
※�学生への求人票公開は、卒業・修了年度に入る直前の３月１日以降と
なります。

求人票の提出方法は？
①Ｗｅｂから
　�前橋工科大学キャリアセンターホームページから、求人情報配信シス
テム「キャリタスＵＣ」に求人情報、インターンシップ情報等を登録
してください。
　http://www.maebashi-it.ac.jp/career-center/
　※�「キャリタスＵＣ」は株式会社ディスコが管理・運営する学校向け
　　Ｗｅｂシステムです。
　※利用料金等はかかりません。
②求人票等の送付
　各社で作成している求人票等も受付しています。
　郵送・ＦＡＸ・メールでお送りいただくこともできます。
お問合せ
前橋工科大学キャリアセンター
Tel.�027-265-7361（学務課）　E-mail�job@maebashi-it.ac.jp
【参考】
★求人状況（2018.9.5現在）
　大学で求人票を受けた企業数

受付数 うち市内企業
市内企業割合

重複を除く実数 重複を除く実数

2019.3卒向け
769 27 3.5％
671 23 3.4％

2018.3卒向け
1,256 53 4.2％
1,003 46 4.6％

　キャリタスＵＣに求人登録した企業数
受付数 うち市内企業

市内企業割合
重複を除く実数 重複を除く実数

2019.3卒向け
15,627 71 0.5％
7,867 48 0.6％

2018.3卒向け
13,006 47 0.4％
6,200 29 0.5％

★新規就職状況（学部・院）
就職者数 出身地別内訳 就職先本社所在地別内訳

223
群馬県内 57 25.6％

群馬県内 31 54.4％
県外 26 45.6％

県外 166 74.4％
群馬県内 17 10.2％
県外 149 89.8％

計
群馬県内 48 21.5％
県外 175 78.5％

※現職者は含まない。
※�この人数以外に、進学者等がいる。

会長青木  勇群 馬 県 信 用 保 証 協 会
創業・経営・再生の「三つの支援」と事業承継支援で企業の明日を積極サポート！

営業時間にご利用いただける窓口相談とご連絡いただければ当協会担当職員が伺わせていただく出前金融・経営相談を無料で行っています。
創業応援チーム、女性創業応援チーム「シルキー クレイン」も是非ご活用ください。

【本店】 前橋市大手町3－3－1  ℡027－231－8816　【前橋連絡所】 前橋商工会議所内  ℡027－234 －5115（代）  詳しくは　http://gunma-cgc.or.jp/　まで

当協会では、創業支援や経営支援、事業承継支援において、中小企業診断士等の専門家による相談や診断、計画策定等にかかる
費用を当協会が補助する事業を行っています。積極的にご活用ください。

経営診断、生産性向上支援、
経営改善計画策定支援など

創業相談、
創業計画策定など

事業承継助言、
事業承継計画策定支援など創業支援 経営支援 事業承継支援
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スキルアップセミナーのご案内14

　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。
【平成31年２月・３月の開催予定コース】

コース名 日　　　時

～YouTube活用～
� 魅せる動画作成入門

H31�2/7(木)、14（木）、
21（木）、28（木）

� 13:30～16:45

PowerPointで作るチラシ作成
H31�2/12(火)、19(火)
� 9:00～16:30

新人向けWord&Excel
� ビジネス基礎講座

H31�3/4(月)、5（火）
� 9:00～16:30

基礎からの機械加工
H31�3/18(月)、19（火）
� 9:00～16:30

＊応募は先着順で、受講料は１コース１人¥9,600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
ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
お問合せ 　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/

ぐんま緑の県民税の課税期間を
５年間延長します12

　森林は、豊かな水を育み、また、災害を防止するなど、私たちの安全・
安心な暮らしと活発な経済活動を支えている県民共有の財産です。
　群馬県では、県民・事業者の皆様にご協力いただき、大切な森林を守り、
育て、次世代に引き継いでいくため、平成26年度からぐんま緑の県民税
を導入し、荒廃した森林の整備等を進めてきましたが、引き続き取り組
んでいく必要があるため、課税期間を５年間延長することとしました。
　皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。
◎ ぐんま緑の県民税の使い途
　●水源地域等の森林整備（奥山などの条件不利な森林の整備等）
　●�ボランティア活動・森林環境教育の推進（ボランティアセンターの
運営、森林環境教育の指導者育成等）

　●�市町村提案型事業等（平地林・里山・竹林等の整備、自然環境の保全、
公有林化等）など

◎ ぐんま緑の県民税の税率など
　●課税の方法　�個人の県民税均等割、法人の県民税均等割に一������������

定額を上乗せします。
　●年間の納税額（率）
　　　個人：年間700円　　
　　　法人：法人の県民税均等割の税額の７％相当額
　●課税期間
　　　個人：平成35年度課税(平成34年所得分)まで
　　　法人：平成36年３月31日までに終了する事業年度分まで

●税の使い途など森林保全に関すること：群馬県林政課
Tel.�027-226-3211　FAX.�027-223-0154　E-mail�gm-zei@pref.gunma.lg.jp
●税の仕組みに関すること：群馬県税務課
Tel.�027-226-3771　FAX.�027-221-8096　E-mail�zeimuka@pref.gunma.lg.jp

国家公務員倫理審査会からのお知らせ13
国からのお知らせ
12/1～12/7は「国家公務員倫理週間」です！
　企業の皆様と国家公務員が接する際、国家公務員には一定のルールが
ありますので、ご注意ください。
禁止行為
　企業と「利害関係」（契約関係・許認可の申請・立入検査を受ける等）
のある国家公務員に対し、例えば以下の行為をすると、相手方の国家公
務員が倫理法違反に問われます。
　●金銭・物品の贈与をすること
　●車による送迎など無償のサービスを提供すること
　●供応接待をすること（「割り勘」による飲食は可能）
　これ以外にも、禁止される行為があります。また、利害関係が無い場
合でも国家公務員が倫理法違反に問われることがありますので、具体的
な行為の可否について疑義がある場合は、相手方の国の機関または国家
公務員倫理審査会にお問い合わせください。
お問合せ 　公務員倫理ホットライン　Tel.�03-3581-5344

（土日祝日および12/29～1/3を除く　午前9:30～午後6:15）
公務員倫理ホットラインHP
http://www.jinji.go.jp/rinri/tuuho/tuuho.htm
通報により、不利益な取り扱いを受けないよう万全を期しています。

遂に内閣総理大臣認定
「適格消費者団体」、群馬に登場15

　平成30年２月、ＮＰＯ法人「消費者支援　群馬ひまわりの会」
が内閣総理大臣より適格消費者団体としての認定を受けました。
「適格消費者団体」とは、嘘を言って売り込んだり、消費者に不
当に不利な契約の締結したりする悪徳業者の行為を交渉や訴訟に
より防止することを任務とします。このような業者の暗躍は消費
者の敵であるだけでなく、まっとうな事業者を不当に不利な立場
に立たせます。
　非営利団体である当会は物心に渡る協力と支援（入会、寄付、
情報提供等）によって成り立っています。また、当会は多くの法
律専門家を要しています。法律に基づく適正な契約書やガイドラ
イン作りを通じてコンプライアンス実現に協力できる場を設ける
ことも検討しています。
　皆様と手をたずさえ、消費者被害を撲滅し、安心して暮らせる
社会を作りたいと願っています。
お問合せ 　
住所　群馬県桐生市相生町３-120-６
Tel.�0277-55-1400　Fax.�0277-55-1429
E-mail�info@npo-himawari.jp�
URL�https://www.npo-himawari.jp

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

高耐久性　ウッドデッキ・フェンス


