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前橋市からのお知らせ
MAEBASHI CITY

前橋市補助金情報

「子育て支援就職面接会 in
まえばし」参加企業を募集
します

「健康づくりのためにわずかなこ
とから始めよう～合言葉はスモ
ールチェンジ～」

担当課／前橋市産業政策課　Tel. 027-898-6983

担当課／産業政策課雇用促進係
Tel. 027-898-6985

担当課／健康増進課　地域保健係
Tel. 027-220-5708

　前橋市には、１月が申請期間になっている補助金制度が２種類ございます。平成30年に実施された、販路開拓事業、人財育成事業でご
活用いただけるものとなっております。ご不明な点等ございましたら、前橋市産業政策課までお問い合わせください。

1. 国際見本市各種展示会等出展費補助金
　中小企業が自社製品の販路開拓のために見本市等に出展した
費用の一部を補助します。
○補助対象経費
　出展小間料、装飾費
○補助率
　補助対象経費の1/2以内
○補助上限
　１社につき30万円
　（２回目の利用者は20万円、３回目利用者は15万円）
　※下記補助額を加算することができます。

出展企業数が1,000社以上となる
大規模な展示会

10万円を補助上限額に加算

海外における展示会等に出展した
際の海外への運送費

運送費の１/２以内
10万円を補助上限額に加算

通訳同行を委託した際の委託料
委託料等の１/２以内
15万円を補助上限額に加算

２．人財スキルアップ補助金
　中小企業が行う人材育成に要する費用の一部を補助します。
○補助対象経費
　①各種セミナー、技術講習会の受講料
　②人材の能力向上のために取得した資格に係る試験受講料
　③社内研修に要した費用（社外講師謝礼および会場使用料）
　※費用については、企業が負担したものに限ります。
　　（個人負担分は対象外です。）
○補助率
　補助対象経費の１/２以内
※�職業能力開発協会が実施する能力評価試験受験料については２/
３以内
○補助上限
　１社につき７万円

■申�請�期�間　平成31年１月４日（金）～１月31日（木）
■補助対象期間　�平成30年１月１日～12月31日までの対象経費
■お�問�合�せ　前橋市産業政策課　Tel.�027-898-6983
※�補助金の申請額が予算を上回った場合には、予算の範囲内で按分して交付となります。

　再就職を目指す子育て中の方
のための就職面接会を開催。面
接会に参加する企業を募集しま
す。

■日　　時　平成31年２月19日（火）
　　　　　　午後０時30分～３時
■会　　場　ヤマダグリーンドーム前橋
　　　　　　サブイベントエリア
■面接対象　再就職を目指している子育て中の方
■募集企業　�「仕事と子育ての両立」に理解のある市内企業

40社程度
■そ�の�他　�参加申込み後、ハローワークへ求人票を提出

していただきます
■申�込�み　ハローワークまえばし
　　　　　　Tel.�027-290-2111（部門コード41＃）
■主催／共催　�前橋市（ジョブセンターまえばし）・群馬労働

局・群馬県・ハローワークまえばし・前橋職
業安定協会／前橋商工会議所

　健康まえばし21（※）講演会を開催します。
　行動変容理論に基づく健康運動指導士の島
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さんの講演です。
健康には関心があるけれど、なかなか行動に移せない、習慣化できな
いそんなあなた。健康づくりの小さな取り組み方や健康経営に役立つ
ヒントなど一緒に学んでみませんか。聞いた後はみなさんも「スモー
ルチェンジ」を合言葉に健康づくりに取り組めると思います。

■日　時　平成31年１月25日（金）　午後１時30分から
■会　場　総合福祉会館
■対　象　一般、先着400人
■講　師　上智大学　文学部　保健体育研究室
　　　　　講師　島
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■参加費　無料
■申込み　健康増進課　Tel.�220-5708　Fax.�223-8849

（※）健康まえばし21とは…
　国の健康増進計画「健康日本21」を受け、平成16年に前橋市版として作
られました。市民一人ひとりの主体的な健康づくりを推進するための計画で
す。生涯を４つのライフステージに分け、７分野（栄養・食生活、運動、休養・
こころの健康、たばこ、アルコール、歯と口の健康、健康診査）ごとに目標
や行動指針を設けています。
　来年度から、第２次計画の後期計画が５ヵ年計画として始動します。市民
の皆様にも分かりやすい計画として作成中です。平成31年度４月１日号健康
のしおりをぜひご覧ください。
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問合せ先／まちづくり公社まちなか分室　Tel. 027-289-5565

● igooとは
　「igoo」（http://www.igoo.info/）とは、前橋市内で開催
されるイベントを、カレンダーや詳細情報として簡単に
確認できるポータルサイトです。また、イベント主催者
は前橋市内の公共施設・民間施設の情報を確認し、イベ
ント情報を広く発信する無料のツールとして活用するこ
とができます。
　サイト名の「igoo」は、「いってみる？」の群馬弁です。
「igoo」で気になるイベントを見つけて楽しみましょう。

●年間イベント掲載数 660件　※2018年�11月現在
　「igoo」には気になるイベント情報がいっぱい
　「igoo」内にあるイベントカレンダーで、指定日に催
されるイベント名から、チラシや具体的な詳細情報を簡
単に確認することができます。
　「食」、「シネマ」、「アート」、「文学」等のジャンル別に絞
って表示することができ、お気に入りのイベントを見つ
けることができます。

●まちなか施設情報の確認
　「igoo」の施設紹介では、皆さんが利用可能な公共・
民間施設の情報が掲載されており、利用目的に合った施
設を見つけることができます。所在地や収容人数、利用
時間、連絡先などの基本情報を確認して、イベントや会議の開催にご活用ください。

●SNSで最新情報をチェック
　まちなかエリアを中心に、前橋市内の各所で様々なイベントが行われています。TwitterやFacebookのigoo
公式アカウントでは、前橋各地の新着イベント情報をタイムラインで確認できます。

イベントに足を運んでみませんか
～人とイベントを繋ぐ情報ポータルサイト「igoo」～

●「igoo」にイベント情報を登録できます
　イベントを主催する方や施設を管理している方など、どなたでも「igoo」内から無料で簡単にイベント情報の登録ができます。
「igoo」に登録内容が反映されると、サイト内に情報がアップされるだけではなく、ＳＮＳの公式アカウントや、前橋市役所や
前橋プラザ元気21など、各施設に設置されている「前橋まちなかイベントカレンダー」に情報が掲載され、多くの方々にイベ
ントを周知することができます。※
　ご登録の方法は「igoo」サイト内の登録マニュアルをご参照ください（http://www.igoo.info/entry.php）。

※「前橋まちなかイベントカレンダー」への掲載は、まちなかでのイベント限定です。

Twitter
QRコード

Facebook
QRコード

前橋のイベントは、
igooでまるわかり。
イベント情報・カレンダーから市内の施設情報まで
網羅したポータルサイト。詳しくは裏面をチェック。



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

エキスパートバンク
あなたの事業所を専門家が応援します。

※商工会員様の様々な問題にお応えします。詳しくは富士見商工会までご連絡ください。
　但し、年度の実施回数に限りがありますので、お早めにお申し込みください。
　富士見商工会　担当：湯本・青木

　商工会では、エキスパートバンク専門家派遣事業として、商工会員様の経営課題の解決を支援する

ため、豊富な知識・経験を持った民間の専門家を派遣し、経営診断や助言等の支援活動を行っており

ますので、ご活用ください。

　エキスパートバンク制度では、中小企業診断士、税理士、社会保険労務士、技術士等の有資格者や、

豊富な知識・経験・技能を持つ専門家を多数登録しております。相談内容に応じて、商工会連合会が

お薦めの専門家を派遣しますので、お気軽にお申し込みください。

　また、創業、起業をお考えの方も対象となる場合もありますので、お気軽にご相談ください。

○「エキスパートバンク」ご利用の流れ

○主な支援内容

会員企業 登録専門家

商工会連合会商工会

③派遣依頼

②申請

④指導

①相談依頼

経営全般
経営全般、財務分析、経営戦略、商品管理
など

情報化
フェイスブック活用、情報活用、ホームペ
ージ相談など

生産管理
工程改善、技術開発、品質・コスト・納期
の改善、ＩＳＯなど

労務管理 就業規則、従業員教育、労務問題など

商品開発・
販売促進

新商品開発、販路拡大 知的所有権 特許権、実用新案権、意匠権、商標権など

店舗施設
店舗施設管理、店舗・工場レイアウト相談
など

経営法務
下請取引、債権回収、労使問題、その他企
業法務など

デザイン
ロゴマーク作成、パンフレット、商品パッ
ケージ、ＰＯＰ広告など

１事業所
１回まで
無料



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
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前橋東部商工会からのお知らせ

群馬県最低賃金は

時間額　809 円に

平成30年10月６日より改正されています

早めのご確認を！

最低賃金改定のお知らせ

１　�群馬県最低賃金（地域別最低賃金）は、時間額783円から809円に改正され、平成30年
10月６日から発効されております。

２　�最低賃金の対象となる賃金には、臨時又はひと月を超える期間ごとに支払われる賃金、
時間外・休日・深夜労働の割増賃金、精皆勤手当、通勤手当及び家族手当は算入され
ません。

３　�群馬県最低賃金は、群馬県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用され
ます。また、特定の製造業については、群馬県最低賃金より時間額が高い特定（産業別）
最低賃金が定められています。

４　�一般の労働者と労働能力などが異なるため、最低賃金を一律に適用するとかえって雇
用機会を狭める可能性がある労働者については使用者が都道府県労働局長の許可を受
けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。

　詳しくは群馬県労働局労働基準部賃金室（TEL　027-896-4737）、県内の労働基準監督
署またはお近くの商工会までお気軽にお問い合わせください。
　群馬県労働局のホームページでも確認することができます。

URL　https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-roudoukyoku/

必ずチェック最低賃金！使用者も　労働者も
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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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料　亭

前橋市千代田町３－９－10　　TEL(027)231－2320(代)

ご宴会プラン 予約受付中7,800円コース 9,800円コース税別

無料職業紹介事業許可番号
13-ム-030002

前橋溶接協会  TEL.027-230-1020お問合せ・お申込みは

2018年度 溶接技能評価試験
試験日  再評価試験該当有効期限 試験会場 受付期限

群馬産業技術センター

〃

2018年12月14日㈮

2019年 1 月18日㈮

前橋溶接協会は、地域のものづくりを支える溶接技術向上のため、
群馬県溶接協会が開催する「JIS溶接技能者評価試験」の普及に取り組んでいます。

2019年 2 月 7 日㈭

2019年 3 月 7 日㈭

2019年 3 月31日～ 2019年 9 月30日

 2019年 4 月30日～ 2019年10月31日


