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前橋市からのお知らせ
MAEBASHI CITY

担当課／産業政策課　雇用促進係　Tel. 027-898-6985

担当課／にぎわい商業課　商業振興係　Tel. 027-210-2188

買い物利便性向上支援補助金のご紹介

前橋市ＵＩＪターン若者就職奨励金

　郊外で地域の生活を支える店舗に対し、店舗改修費用や備品購入費用の一部を
補助します。なお、事業開始前に申請が必要ですので、まずはご相談ください。

■対象地域
市街化調整区域
大胡、宮城、粕川、富士見地区
■対象者
小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業を営む事業者で以下に当てはまる方。
・１年以上の営業を行っていること
■対象経費
・店舗などの改装工事費用
　（内装、外装、空調、給排水設備工事など）
・備品購入費
　（耐用年数１年以上で、取得価格が10万円以上のもの）
※店舗に係るものに限ります。
■補助金額
対象経費（税抜）の１／２以内で上限10万円

　群馬県外から前橋市内に転入し就職した若者、及びその方を雇用した市内中小企業者に奨励金を交付します。

【ＵＩＪターン就職者用】
■対�象�者　次のいずれにも該当する40歳未満の方を対象とします。
１　次の各号のいずれかに該当し、平成30年７月２日以降に前橋市内で事業を営む中小企業等に就職した方
（１）前橋市内から群馬県外に転出して１年以上経過した後、再び前橋市内に転入した方（Ｕターン）
（２）�群馬県外から前橋市内に転入した方（群馬県外から群馬県内の大学に進学し、卒業後前橋市内の中小企業に就職した方を含

みます。）（Ｉターン）
（３）前橋市外から群馬県外に転出し、前橋市内に転入した方。（Ｊターン）
２　前橋市内に転入後６か月以内又は転入前３か月以内に正規雇用され、その後６か月以上継続して勤務している方
３　奨励金交付後、５年以上前橋市内に住所を有する意思がある方
４　市税を滞納していない方
■交付金額　支給対象者１人につき５万円
　　　　　　�なお、配偶者又はその他扶養親族とともに転入した場合は、扶養親族１人につきそれぞれ２万５千円を加算しま

す（同一世帯上限10万円）
■申請方法　�対象事業所に正規雇用され（転入日が雇用開始日より遅い場合は転入後）６か月経過した日から３か月以内又は３

月31日のいずれか早い日までに、前橋市ウェブサイトにある様式（書類）に基づき申請してください。

【事業者用】
■対�象�者　�前橋市内で事業を営む中小企業者等で、ＵＩＪターン就職者用の対象となる方を雇用し、かつ、市税に滞納がな

い事業者。
■交付金額　対象労働者１人につき３万円
　　　　　　なお、１事業所につき、15万円（対象労働者５人）を上限とします。
■申請方法　�対象労働者を正規雇用し（転入日が雇用開始日より遅い場合は転入後）６か月経過した日から３か月以内又は３月

31日のいずれか早い日までに、前橋市ウェブサイトにある様式（書類）に基づき申請してください。

市街化区域

富士見地区 宮城地区
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【対象区域】
地図の白地が対象区域です。

※�詳しくは、以下問合せまでご相談ください。

ダウンロード等はこちら
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担当課／健康増進課地域保健係　Tel. 027-220-5708

担当課／健康増進課地域保健係　Tel. 027-220-5708

健康まえばし２１『カラダにいいこと＋
プラス・ワン

１』

「まえばしウエルネス企業」に登録しませんか？

　みなさん、前橋市健康増進計画「健康まえばし
２１」を知っていますか。これは、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。
2019年４月より後期計画がスタートしました。
　これに先立ち、昨年度、計画の中間評価を行いま
した。前橋市民の傾向としては、５年前と比較し、
糖尿病の有所見者割合、歯周病を有する者の割合、
睡眠で休養が取れていない者の割合などが悪化傾向
でした。また、群馬県の喫煙率は37.3％で、全国
ワースト１位という状況です（20歳以上男性、平成
28年国民健康・栄養調査より）。働き盛り世代の皆
様にとって、決して他人事ではないデータだと思い
ませんか。
　前橋市では、従業員やその家族の健康づくりに積
極的に取り組む企業を「まえばしウエルネス企業」
として登録しています。働き盛り世代が多くの時間
を過ごす職場の環境を整え、健康づくりに取り組め
るよう応援しています。
　人生100年時代。いくつになっても元気にいきい
きと働けるよう、市民みんなで健康寿命の延伸を目
指しましょう。

　従業員の健康増進に企業全体で取り組むという「健康経営」が注目されています。

　前橋市では、そんな従業員や家族の健康づくりに取り組んでいる企業様と力を合わせて、

働き盛り世代の健康づくりを推進しています。登録すると以下の特典が得られますのでぜひ

ご登録ください。

・登録証を交付します。

・季節に応じた健康情報を掲載したウエルネス通信を年４回配信します。

・従業員・家族の健康に関する相談に保健師・管理栄養士等が対応します。

・まえばしウエルネス企業を市ホームページで紹介します。（希望企業のみ）

・貴社のホームページやハローワーク求人などにまえばしウエルネス企業である旨を表示できます。

・ウエルネス応援企業を利用することができます。

　その他、ご要望に応じて無料で出前講座なども行います。詳しくは前橋市ホームページをご覧になり電子申請、

もしくは申込書にご記入のうえ、郵送・FAXのいずれかによりお申込みください。

国保データベース（KDB）システムH30.5抽出

【＋
プラス・ワン

１情報】前橋市は糖尿病・高血圧・肥満者が多い

重点課題
①糖尿病対策
②企業連携
③良好な食習慣の獲得
④歯周病対策
⑤こころの健康づくり



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

242019.05

富士見商工会からのお知らせ

専門家派遣を活用しませんか？

　富士見商工会では、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、消費税税率変更に伴い軽減税率の導入が予定されていますが、会員の皆様に軽減税率への対応の支援お

よび、価格転嫁に関する様々な支援（経営相談、コストの見直し、販路開拓、資金繰り改善等）を目的とする専門

家派遣事業も併せて行っています。

　創業・独立をしてアイデアの実現や夢を叶えたいとお考えの方をサポートします。

　富士見商工会は、昨年度に引き続き、創業・独立を志す方を力強くサポートする特別相談日を下記により設置

します。

■場　所：富士見商工会

　　　　　前橋市富士見町小暮104-1

■日　時：毎月第三水曜日 10:00～16:00

　　　　　※祝日は除きます。

　また、第二創業や事業承継をお考えの方も合わせてご相談いただけます。

　事前予約制です。まずはお電話でご相談ください。

創業特別相談窓口の設置について

創業や独立に関する「困った」や「こうしたい」などのご相談に

お答えします。

たとえば

・創業に興味はあるけれどどんな準備が必要なの？

・開業時の手続きや許認可の取得手続きはどうしたらいい？

・独立・開業のための資金調達はどうすればいい？

・創業者向けの補助金や支援制度について教えて！

・売上や経費の記帳や決算、税金の申告はどうしたらいいの？

・従業員を雇い入れる時は何か手続きが必要なの？

・事業計画書（ビジネスプラン）の作り方を教えて！

etc



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

加入要件

加入者証の発行

費用はどのくらいか

労災保険の補償内容は

納付と保険料について

　本会では、建設業の一人親方等の労災保険特別加入を取り扱っています。（群馬労働局認可）労災保険

は従業員の仕事中、通勤中の事故等により生じた傷病に適用されますが、事業主には適用されません。

万一の場合、健康保険も利用できませんので、治療費が全額自己負担となる可能性があります。また最

近では、労災保険加入証明を掲示しないと建設現場に入場できないケースが増えており注意が必要です。

加入要件等は以下のとおりですので、加入をご検討される方は、前橋東部商工会までお問い合わせくだ

さい。

建設業であれば業種は問いません。

※ 下記のいずれかに該当し、前橋東部商工会及び一人

親方労災会の会員である方

□建設業を営んでいる一人親方（個人事業主）

□労働者のいない法人役員

□労働者の使用が年間100日未満である事業主

□一人親方が行う建設事業に従事する家族の方

　携帯に便利な名刺サイズの特別加入者証を発行。

　現場に入場する時に提示を求められてもすぐに対応

できます。

■前橋東部商工会 会費および入会金（初年度に限り年会費無料）

　◯加入金　1,000円（入会時のみ）

　◯年会費　個人会員／12,000円

　　　　　　法人会員／18,000円

■労働保険事務委託に係る費用
　◯事務組合事務委託手数料　3,000円／年

　◯一人親方労災会　年会費　2,000円

　第１期分保険料納入時に併せて納付していただきます。

　新規成立時（初回のみ）1期分の保険料を預かり金として、別

途一時的に納めていただきます。この預かり金は退会時未納保

険料がない場合、返金いたします。

□治療は全額無料

治るまで全額無料で治療が受けられます。

□仕事を休んだとき

休業４日目から働けるようになるまで１日につき給付基

礎日額の80％が支給されます。

□障害が残ったとき

障害補償年金や障害補償一時金が支給されます。

□死亡事故のとき

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。

◯ 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。

◯ 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。

◯ 下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。

給付基礎日額 年間保険料
25,000円 164,250円
24,000円 157,680円
22,000円 144,540円
20,000円 131,400円
18,000円 118,260円
16,000円 105,120円
14,000円 91,980円
12,000円 78,840円
10,000円 65,700円
9,000円 59,130円
8,000円 52,560円
7,000円 45,990円
6,000円 39,420円
5,000円 32,850円

　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成31年４月１日現在）

従業員がいなくても労災保険に入れます！
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我社の強みは、
最新鋭の設備と社員です。

株 式 会 社　ア リ ギ ス
〒379-2154　前橋市天川大島町1214　TEL:027-263-2765

会長青木  勇群 馬 県 信 用 保 証 協 会
創立７０周年の群馬県信用保証協会は、引き続き各種支援業務にも注力してまいります。

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  詳しくは 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
費用を補助する事業を行っています。積極的にご活用ください。

創業相談、
創業計画策定など創業支援 経営診断、生産性向上支援、

経営改善計画策定支援など経営支援 事業承継助言、
事業承継計画策定支援など事業承継支援
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〒371-0023 前橋市本町1-1-11
TEL.027-224-8151（代表）

前橋支店

新店舗に移転しました

塚 田 製 本 所株式
会社

前橋市文京町２丁目26ー7
TEL 027-221-6657（代）　FAX 027-221-6637


