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前橋市からのお知らせ
MAEBASHI CITY

担当課／産業政策課 産業政策係　Tel. 027-898-6983 担当課／ごみ減量課 ごみ減量係
Tel. 027-898-6272

公式インスタグラムで情報発信 家庭用資源・ごみ収集カ
レンダーの広告募集

　「イケてる企業の面々」＝イケメンを紹介する「前橋イケメ

ンインスタ」

求人広告だけでは知ることのできない職場の雰囲気をＳＮＳで

発信しませんか。働く姿に「いいね！」と評価をもらうことで

従業員の皆様の満足度アップにもつながります。掲載を希望さ

れる方はお気軽にお問い合わせください。

■対　象　市内の事業所で働く皆様

■申込み　 写真と企業情報を産業政策課へメール⇒市役所から

アップロード

■その他　 はたらく「人」をメインとした写真としてください。

　　　　　 販売促進や商品宣伝、キャンペーン

告知を主とした掲載はできません。

　　　　　 写真は１掲載10枚まで、１社で複数

回の掲載もできます。

 　　　　　kougyou@city.maebashi.gunma.jp

　下半期（10月１日～３月31日）の家庭用資源・ごみ
収集カレンダーの広告を募集します。
　詳しくは問い合せるか、市ホームページをご覧く
ださい。
■広告の大きさ
　 カレンダー表面、裏面下部に縦40㎜×横65㎜を４

色フルカラーで24枠。
■掲載料　１枠３万円（複数枠応募も可能）
■対　象　 企業や団体など（応募が24枠を超えた場合

選考、抽選となります。市内の企業や団
体を優先）

■申込み
　 ７月12日（金）までに所定の申込用紙に記入し、ご

み減量課（Tel. 898-6272）へ直接

　工業団地への新規立地や既存工場の増設等に対しての支援、緑地等設置義務面積の緩和があります。

工場立地支援メニューのお知らせ（新規立地・増設・建替・緑地緩和）

担当課／産業政策課 企業立地推進室　Tel. 027-898-6984

工業団地への新規立地助成
（前橋市企業立地促進条例）
　工業団地へ立地する企業を助成しています。
助成内容は固定資産税相当額等（施設設置助成
金）や事業所税相当額の一部（事業促進助成金）、
さらには新規雇用に対する助成（雇用促進助成
金）等があります。立地面積や対象施設等の要
件があり、事前手続きが必要ですので、計画
段階でもお気軽にご相談ください。

工業団地内の敷地内増設
(事業拡張サポート補助金）
　工業団地内の既存工場の建替・増設に対し
て補助しています。補助内容は固定資産税、
事業所税資産割相当額の一部及び新規雇用者
に対する補助です。事前手続きが必要ですので、
計画段階でもお気軽にご相談ください。

緑地等設置義務面積の緩和
　工場立地法により、一定規模以上の工場等
を設置する事業者は、定められた規模の緑地
等を設置する義務があります。前橋市では条
例により工業専用地域、工業地域や準工業地
域等での緑地等設置義務の面積率を緩和し、
立地をしやすくしています。

立地区分
助成メニュー

施設
設置

事業
促進

雇用
促進

用地
取得

発掘
調査

本市産業用地、
企業局分譲地への立地

○
（5年）

○
（5年） ○ ○ ○

本市産業用地、企業局分譲地への
定期借地による立地 − ○

（3年） ○ − −

工業団地等への立地 ○
（3年）

○
（3年） ○ − −

工業団地等内への居抜きの立地 ○
（3年）

○
（3年） ○ − −

工業団地等への定期借地による立地 − ○
（3年） ○ − −

対象施設…工場、物流施設、研究施設、事務所等（従業員30名以上）

要　件 内　容

市内での操業年数 ３年以上

既存事業所の用途地域 工業専用 その他工業団地等

既存施設の最低建築面積 製造事業所
500㎡

物流事業所
2,000㎡

製造事業所
1,000㎡

物流事業所
5,000㎡

増設等する施設の最低建築面積 500㎡ 2,000㎡ 1,000㎡ 5,000㎡

区　域 緑地面積率 緑地面積を含む環
境施設面積率 重複緑地算入率

工業地域および工業専用地域 ５％以上 10%以上 50%以下

準工業地域および多田山産業団地 10%以上 15%以上 50%以下

上記以外の本市地域 20%以上 25%以上 50%以下

【参考】国の基準（法準則） 20%以上 25%以上 25%以下

※制度の詳細は、前橋市ホームページをご覧いただくか、下記までお問い合わせください。



23 2019.07

担当課／国民健康保険課 保健指導室　Tel. 027-220-5715　Fax. 027-223-8849

担当課／都市計画課 景観係　Tel. 027-898-6974

「広瀬川河畔景観形成重点地区景観形成助成金」制度のご案内

事業者の皆様へ ～国保加入者の健診結果の提出にご協力ください～

　市街地を流れる広瀬川及び河畔緑地を生かした景観形成を図り、落ち着きと魅力ある街並み景観の創出を確保す

るため、本市の景観条例で定める広瀬川河畔景観形成重点地区内において行う、助成対象行為の整備にかかる費用

の1/2以内で各上限額の範囲内の額を助成します。（一敷地あたりの助成金の合計の限度額は250万円まで。）

広瀬川河畔景観形成重点地区の区域や助成金制度の手続きなどの詳細は前橋市ホームページまたは都市計画課景観

係までお問合せください。

対象行為 助成の条件 上限額

① 建築物の外観の修景
外観の仕上げ材に自然素材（木、石、レンガ、塗り壁）、壁面緑化

（当該壁面の1/2以上）
100万円

② ショーウインドウ、
　 格子状シャッターの設置（※）

夜間に灯りの漏れるデザインのもので、夜10時まで点灯するも
の

50万円

③  屋外建築設備（エアコン室外機、屋外設
備機器、ゴミ集積所、サービスヤード等）
の隠ぺい等(※)

自然素材（木、石、レンガ、塗り壁）またはそれに類似する風合い
の素材を使用する隠蔽壁（格子状、ルーバー状、スリット状も含む）
等の設置、隠ぺいを目的とした樹木の植栽

20万円

④ 門、かき、柵、塀、擁壁の修景
自然素材（木、石、レンガ、塗り壁）またはそれに類似する風合い
の素材を使用、生垣の設置

80万円

⑤  立体(機械式)駐車場、立体(機械式)駐
輪場、平面駐車場、資材置き場、の隠ぺ
い等（※）

自然素材（木、石、レンガ、塗り壁）またはそれに類似する風合い
の素材を使用する隠蔽壁（格子状、ルーバー状、スリット状も含む）
等の設置、隠ぺいを目的とした樹木の植栽

80万円

⑥ 平面駐車場の路面の修景
地被植物または植生ブロック等による路面緑化や路面の仕上げ材
に自然素材（木、石、レンガ）またはそれに類似する風合いの素材
を使用

50万円

⑦ 屋外広告物の改修工事
本重点地区指定以前から設置されている屋外広告物で、重点地区
指定後に既存不適格となった屋外広告物の改修や除却

100万円

※②、③、⑤の助成対象となる行為の範囲は、広瀬川及び河畔緑地または地区内の道路に面する部分に限ります。

　前橋市国保に加入している従業員の健診結果を募集

しています。健診結果に基準値を上回る項目があった

方は生活習慣改善に向けた「特定保健指導」を無料で

受けることができます。

　また、健診率の向上も目指していますので、健診結

果が良好な方でも提出にご協力をお願いいたします。

　窓口でご提出いただける方には、その場で粗品を差

し上げます。

【対象となる方】
以下①～③全ての条件を満たす方が対象となります。

① 令和元年度中に40～74歳になる方で前橋市国民健康

保険に加入している方

②職場で実施した健診を受診した方

③ 前橋市が発行している特定健康診査受診券を使用し

ていない方

【健診項目】
①既往歴 ②自覚症状・他覚症状 ③身長・体重・腹囲

（ＢＭＩ含む） ④血圧 ⑤肝機能検査 ⑥血中脂質検査 ⑦

血糖検査 ⑧尿検査⑨貧血検査 ⑩心電図検査 ⑪血清ク

レアチニン検査（実施した場合）

【提出方法】
対象となる方（従業員等）が直接提出（郵送も可）

【提出物】
・健診結果の写し（原本不可）

・ 質問票（書式は前橋市ホームペ

ージから印刷可または窓口で

の記入も可）

※ 個人情報保護の観点から、ご提出いただいた健診結

果は目的外に使用いたしません。

【提出窓口】
国民健康保険課保健指導室（前橋市保健センター３階）

住所：前橋市朝日町三丁目36番17号　



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

第57回富士見商工会通常総代会開催

第51回永年役員功労者表彰並びに永年勤続従業員表彰

　富士見商工会では、５月22日午後４時20分より前橋市富士見農村環境

改善センターに於いて、通常総代会が多数の来賓を迎え開催されました。

総代さん62名（委任状を含む）の出席をいただき提出された議案は全て原案

通り可決承認されました。

　なお、議案第６号　役員辞任に伴う補充選任により、下記のとおり役員

が選任されました。

役　職　名 氏　　名 備　　考

理　　　事
関　本　博　行 ㈲雄人土地建物

武　藤　大　輔 青　年　部　長

任期　　2019年６月１日　～　2021年５月31日

　富士見商工会では、５月22日午後４時から第57回富士見商工会総代会に先

立ち、前橋市富士見農村環境改善センターに於いて永年役員功労者表彰並びに

永年勤続優良従業員表彰式を開催し下記の方々が表彰の栄に浴されました。

　　　　　　　　　　　　　　　第51回永年役員功労者名簿 （敬称略）

氏　　名 事　業　所　名 役　　職

椛澤　秀明 ㈲椛澤土木 理　事

新井　康雄 ㈲新井電業 理　事

石田　　誠 ㈱サンケイテクニカ 理　事

関口　　武 城武自動車㈱ 理　事

新井シゲ子 ㈲新井電業 理　事

　　　　　　　　　　　　第51回永年勤続優良従業員表彰受賞者名簿 （敬称略）

区　　分 事　業　所　名 氏　　名

25年勤続 ㈱和漢薬研究所 石　田　香　織

15年勤続
㈱和漢薬研究所 下　田　　　斉
㈱和漢薬研究所 大 久 保　　薫

５年勤続

㈲新井電業 筒　江　裕　介
㈱石井工業 北　爪　好　文
㈲小林製麺所 柳　澤　則　明
㈱和漢薬研究所 福　田　　　徹
㈱和漢薬研究所 市　川　智　也



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

　令和元年５月24日（金）、令和元年度通常総代会が開催されました。今年度の

総代会は、出席者29名、有効委任状出席者29名の合計58名の出席となり、提出

された議案につきましては原案通り可決承認いただきました。

　また前橋東部商工会は、平成30年度商工会員

加入増強純増数第１位ということで群馬県商工会

連合会より表彰を受けたのですが、総代会にて、

石川会長よりその旨が伝達されました。会長の挨

拶に、「商工会は何もしてくれない」と最近はほとんど聞こえなくなったとありま

したが、純増の大きな一因となっていることは言うまでもありません。今年度も、

新規会員獲得は勿論のこと、既存会員より慕われる、頼りにされる商工会を目指

していきたいと思います。

大胡祇園まつり

日　　時　７月27日（土）・28日（日）

場　　所　JA前橋大胡支所広場

内容紹介　 27日は大胡地区の保育園児による演目や小中学校の生徒による吹奏

楽・鼓笛隊を披露します。28日は、祇園祭の目玉「あばれ獅子」が街

中を練り歩きます。迫力ある大胡のあばれ獅子を、ご堪能いただけれ

ばと思います。

粕川まつり

日　　時　８月４日（日）

場　　所　 粕川小学校校庭・ザ野菜　粕川総合グランド

内容紹介　 各地区の神輿や山車が練り歩き、自治会の芸能発表や「あかぎ団」の

ライブなどステージ発表も見物です。ラストは三河手筒花火の多彩な

演出にご期待ください。

宮城地区納涼祭

日　　時　８月４日（日）

場　　所　ロード宮城総合運動場

内容紹介　 今年もマレットゴルフ大会（事前申し込み）や数当てドンなどイベントも多数ご用

意しております。大勢で踊るだんべえ踊りは、圧巻です。今年も盛大な花火で納

涼祭を締めくくる予定ですので是非足をお運びください。

令和元年度通常総代会開催

前橋東部商工会地区夏祭り開催のお知らせ

会長挨拶

表彰

大胡祇園まつり（あばれ獅子）

粕川まつり
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生命医療共済です。

●入院１日だけでも保障！（がん先進医療付）
●持病があっても加入ＯＫ！
●手軽い掛金月額 3,200円

前橋商工会議所へ
☎ 234ー 5111（代）

◆お申込み・お問合せは

☎ 254ー 2755
（前橋支店）

生命医療共済です。

入院１日だけでも保障！（がん先進医療付）

※火災保険の見直しも受付中！

６０歳以上の方の

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


