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前橋市からのお知らせ
MAEBASHI CITY

働き方改革推進セミナー
「チームワークあふれる会社・地域を創る」を開催します！

担当課／産業政策課雇用促進係　Tel. 027-898-6985

　平成31年４月から、働き方改革関連法が順次施行されますが、前橋市においても、個々の事情に応じ、多様な働き方を選択
できる社会を実現し、一人ひとりが幸せで、より良い将来展望を持てるようにするための「働き方改革」の推進が必要となっ
ています。
　そこで、「働き方改革」を推進するための根本となるチームワークから、働き方改革の本質、意識すべきことなどを学び、経
営者・労働者双方の意識改革を図ることで、地域全体がより良い働き方を模索するための一歩を踏み出すきっかけとなるセミ
ナーを開催いたします。
　講師には、「働き方改革」にいち早く着手し、総務省、厚労省、経産省、内閣府、内閣官房の働き方改革プロジェクトの外部
アドバイザーなどを務める、サイボウズ株式会社の青野慶久氏をお呼びし、自身の経験を交えた、働き方改革につながる「チ
ームワーク経営」についてご講演いただきます。奮ってご参加ください。

　【第１部】�基調講演「チームワーク経営のコツ」
　　　　　サイボウズ株式会社　代表取締役社長　青野　慶久　氏
　【第２部】�クロストーク「チームワークあふれる会社・地域を創る」
　　　　・サイボウズ株式会社　代表取締役社長　青野　慶久　氏
　　　　・株式会社ソウワ・ディライト　代表取締役CEO　渡邉　辰吾　氏
　　　　・共愛学園前橋国際大学　学長　大森　昭生　氏（コーディネーター）
　　　　・前橋市長　山本　龍

■日　時　平成31年３月15日（金）　13:30～
■会　場　前橋市総合福祉会館　多目的ホール（前橋市日吉町２－17－10）
■対　象　主に前橋市内の企業経営者、人事・労務担当者、働く人、学生など
■定　員　300人（先着）
■お申込み　前橋市　産業政策課へ直接電話（027-898-6985）か、右記二次元コードの申し込みフォームから

不妊や不育症で治療している人へ治療費の一部を助成します

担当課／子育て支援課こども健康第一係　Tel. 027-220-5703

　前橋市では、不妊・不育症治療費にかかる助成事業を別表のとおり実施しています。平成30年度の申請期限は３月29日（金）
までですので対象となる方は前橋保健センター２階窓口へ直接申請してください。詳細は子育て支援課までお問合せください。

不妊・不育症治療費の助成
対　　象 助成回数・金額など 対象となる治療

一
般
不
妊

次の全てを満たす法律上の夫婦
①申請日の１年以上前から本市在住
②�医療保険法の被保険者または被扶養者
③市税の未納がない

各年度１回、通算３年まで
本年度中にかかった治療費の自己負担額の２分の
１以内（上限５万円）

不妊検査
特定不妊治療（体外受精・顕微授
精）を除く不妊治療・人工授精

特
定
不
妊

次の全てを満たす法律上の夫婦
①指定医療機関で治療を受けている
②本市在住
③�夫婦の昨年の所得合計が730万円未満

初年度の治療開始日の妻の年齢が39歳までの方
は、43歳になるまで通算６回まで。40～42歳の
方は、43歳になるまで通算３回まで。
１回の治療あたり上限15万円（一部の治療は
７万５千円）。ただし、通算１回目の申請は上限30
万円。通算２回目・３回目は５万円が追加助成
採卵に至らない場合は助成対象外

体外受精
顕微授精

不
育
症

次の全てを満たす法律上の夫婦
①�不育症と専門医に診断され医療機関で
治療している
②申請日の１年以上前から本市在住
③�夫婦の昨年の所得合計が730万円未満
④�医療保険法の被保険者または被扶養者
⑤市税の未納がない

１年度につき上限20万円、通算５年まで

不育症の治療で保険適用となら
ない治療・検査費と保険適用と
なるヘパリン自己注射の自己負
担分
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ネーミングライツスポンサー決定　市有施設４月から新しい愛称

担当課／財政課財政係　Tel. 027-898-6544

　市有施設に企業名や商品名などをつけるネーミングライツ
のスポンサーを下記のとおり決定しました。ネーミングライ
ツを導入する35施設の愛称は４月１日（月）から使用。ネー
ミングライツ料は施設の管理運営などに活用します。詳しく
は本市ホームページをご覧ください。

ネーミングライツのメリット
●維持管理費の軽減など　　　　　　　　　　●充実した施設を利用

●スポンサーの宣伝ができる　●地域貢献ができる
●施設に愛称看板などを設置することができる

本市

スポンサー

市民

施設名 愛称 スポンサー 契約期間（年）

文化施設　問文化国際課　文化国際係　�☎027-898-6522

市民文化会館大胡分館 大胡シャンテ�マルエホール ㈱クスリのマルエ 3

スポーツ施設　問スポーツ課　スポーツ施設係　☎027-898-5832

前橋総合運動公園市民球場 前橋総合運動公園グレースイン前橋市民球場 (有)ケイティエスホテルシステムズ

3

前橋総合運動公園陸上競技・サッカー場 前橋総合運動公園群馬電工陸上競技・サッカー場 群馬電工㈱

三俣テニスコート Gスポーツ三俣テニスコート

㈱綜合プランニング�
前橋総合運動公園テニスコート 前橋総合運動公園Gスポーツテニスコート

市民プール Gスポーツ前橋市民プール

大胡体育館 Gスポーツ大胡体育館

富士見総合グランド Gスポーツ富士見総合グランド�

宮城総合運動場 ロード宮城総合運動場 ㈱ロード

千本桜野球場 両毛運輸�千本桜野球場 両毛運輸㈱

日吉体育館 防災の星野�日吉体育館 星野総合商事㈱

粕川総合グランド ザ・野菜�粕川総合グランド ㈲高橋農園

桃ノ木川グランド 登利平�桃ノ木川グランド ㈱登利平

大胡総合運動公園 大野工業大胡総合運動公園 ㈱大野工業

児童館　問子育て施設課　施設指導係　☎027-220-5706

日吉児童館 プチちゃれ日吉児童館

㈱綜合プランニング 3

朝倉児童館 プチちゃれ朝倉児童館

大友児童館 プチちゃれ大友児童館

下小出児童館 プチちゃれ下小出児童館

粕川児童館 プチちゃれ粕川児童館

都市公園など　問公園管理事務所　維持管理係　☎027-225-2116

敷島公園ばら園 敷島公園門倉テクノばら園 門倉テクノ㈱

3

前橋公園(中央児童遊園を除く) 楽歩堂前橋公園 ㈱楽歩堂

大室公園(大室古墳群を除く) 日本キャンパック大室公園 ㈱日本キャンパック

荻窪公園 環境システム荻窪公園 環境システム㈱

大胡ぐりーんふらわー牧場 ソーラーエコ大胡ぐりーんふらわー牧場 ㈱ソーラーエコ

複合施設など　問にぎわい商業課　商業振興係　☎027-210-2273

前橋プラザ元気２１ K´BIX元気２１まえばし
ケービックス㈱

5前橋市民交流プラザ等駐車場 K´BIXパーキング元気２１

城東町立体駐車場 広瀬川サンワパーキング ㈱サンワ

駅前駐車場など　問道路管理課　管理係　☎027-898-6822

駒形駅南口第一駐車場 駒形駅南口�sowa�delight�第一駐車場

㈱ソウワディライト

3

駒形駅南口第二駐車場 駒形駅南口�sowa�delight�第二駐車場

駒形駅南口自転車等駐車場 駒形駅南口自転車等駐車場（infinite�loop）

新前橋駅東口駐車場 セントラルサービス�新前橋駅東口駐車場
㈱セントラルサービス�新前橋駅東口自転車駐車場 セントラルサービス�新前橋駅東口自転車駐車場

新前橋駅東口原付自転車等駐車場 セントラルサービス�新前橋駅東口原付自転車等駐車場

前橋大島駅北口駐車場 日本包装システム�前橋大島駅北口駐車場
日本包装システム㈱

前橋大島駅南口駐車場 日本包装システム�前橋大島駅南口駐車場



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

平成30年度補正予算事業
小規模事業者持続化補助金の公募が予定されています

　平成30年度補正予算事業で小規模事業者持続化補助金の公募が予定されています。

　現在、小規模事業者（従業員数が20名以下（商業・サービス業は５名以下））は、事業所数で全企業のうち約９

割を占め、地元市町村からの雇用者比率も高く、「一億総活躍社会」の実現に向けてその持続的発展は極めて重要

です。

　『小規模事業者持続化補助金』は、こうした小規模事業者が、商工会と一体となって実施する販路開拓等の取

組を支援するもので、これまでの５年間で群馬県の商工会地区だけでも約2,300事業者が採択され、集客のため

のチラシを作成したり、店舗を改装したり、設備導入の取り組みなどに補助金を活用しています。

　本年度は、昨年度と比較し予算の増額も見込まれています。

公募の概要は下記の通りです。（公募概要等は、本記事原稿作成時点及び昨年度の募集要項に基づいて作成して

います。）

その他、下記の補助金の公募も予定されています。

①ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業（ものづくり補助金）

補助上限額：1,000万円、補助率１/２

●�中小企業・小規模事業者等が行う革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善に必要な設備投

資等を支援

●�小規模な額で中小企業・小規模事業者等が行う革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を

支援（設備投資を伴わない試作品開発も支援。この場合の補助上限額は500万円。また、小規模事業者の場合

は補助率２/３）

②サービス等生産性向上IT導入支援事業（IT補助金）

補助上限額：450万円、補助率１/２

●�中小企業・小規模事業者等の生産性向上を実現するため、バックオフィス業務の効率化や新たな顧客獲得等の

付加価値向上（売上向上）に資するITツールの導入支援

富士見商工会は、皆様の事業計画に基づいた各種事業への取り組みを支援いたします。

平成30年度補正『小規模事業者持続化補助金』の概要
●補　助　率：２/３

●補助上限額：50万円

●�補助対象経費例：新規客獲得のための設備・什器導入費、販路開拓のためのチラシやHP作成費、

看板設置費、展示会出展費用、顧客の増加につながる店舗改装工事費、展示会開催支援など

　※複数社が連携した共同設備投資等は上限500万円となります。（50万円×10社）

●予算額・採択予定件数：約150億円・20,000社程度を想定



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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　１月18日（金）、前橋東部商工会では新年互礼会を開催し、約70名の皆様にご出席をいただきました。

　石川会長からの年頭挨拶では、昨年の災害の多さと被害に触れながら、「我が国経済は、大企業や都

市部の企業を中心として、緩やかに回復しているものの、経済を下支えする地方の中小・小規模企業

では、人件費や原材料の高騰、後継者不足など、厳しい環境におかれていること、加えて消費税率の

引き上げ、軽減税率制度の導入、働き方改革など、かつてない経営課題への対応も迫られている。商

工会の役割は、これらの支援策を有効活用して頂く為、小規模事業者・会員企業へ積極的に情報発信

を行い、伴走支援を実施する事だと思う。商工会改革「ぐんま商工会2020」では、会員の加入増強を

はじめ、各種経営支援の推進に目標数値を定めて取り組んでいる。今年は改革も後半戦に入るが、集

中実施期間として、新たな視点で改革を一層進めたい」

と述べました。

　最後に「今年も「すべては会員のために」という商

工会の活動理念の基、「商工会は行きます�聞きます�提案

します」を実践し、役職員が協力して会員目線で運営

を進めて参ります。今年が皆様にとりまして良い年と

なりますよう祈念し、新年のご挨拶といたします。」と

挨拶を結びました。

　前橋東部商工会青年部は２月１日、「節分の鬼訪問事業」として市内宮城地区、大胡地区、粕川地区

の幼稚園や保育園11か所を訪問しました。園児たちは鬼に豆を投げつけていたものの、鬼の迫力に思

わず泣きだす子もいました。

前橋東部商工会からのお知らせ

新年互礼会　開催

青年部　「鬼」に扮して幼稚園や保育園を訪問

互礼会で挨拶する石川会長

元気よく園児たちが「鬼はそと～！　福はうち～！」 鬼の迫力に泣き出す園児
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ぐんラボ！制作室　前橋市元総社町67　TEL.027-280-5722　FAX.027-280-5744

https://www.gunlabo.net/
みんなの「群馬が好き」を伝えたい！

おすすめ
の

お店・観光
スポット

など

5,140
掲載中！

件

おかげさまで ３３ 平日毎日更新！

お気に入りランチ

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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高崎シューベルトサロンコンサート
4月7日（日） Spring Trio Concert

3/15（金）～4/14（日）
春のビッグセール開催春のビッグセール開催

特別価格で対応!!
年に一度のチャンスです!
ぜひ、ご来店ください。

飲食店様向け

〒371-0023　前橋市本町2-11-2富士オートビル6F　TEL：027-220-5022(代)　FAX：027-220-5057

飲食店様向け

QRコード搭載 POSレジ 新発売
飲食店様向けに中国系モバイル決済サービス「WeChatPay」に対応したQRコード標準搭載
のPOSレジを発売しました。複数税率にも対応しております。

軽減税率対策補助金 対象商品（リース OK）

2019年10月消費税増税により軽減税率取扱事業者様は複数税率対応レジが必要となります。

お財布を持たない中国人の新しい決済手段 WeChatPay
WeChat 月間利用者数�5.5 億人

WeChat  QRコードでお客様の銀行口座から自動引落
となります。
未回収のリクス無し。残高がなければ決済不可となります。

テーブル決済可能
レシートにQRコードが印字されますので、テーブル上で決済する
ことが出来ます。


