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令和２年度 商工業振興対策等に関する要望書を前橋市並びに前橋市議会へ提出

INFORMATION

まちづくり振興
■まちの顔を創る
１．中心市街地の賑わい創出事業について
２． 新しい価値の創造（めぶく）を実施するための民間による様々な

取り組みへの積極的な支援について
３．中心市街地活性化法に基づく計画認定について
■ブランドイメージを創る
１．MICE事業並びに外国人を含む観光客誘致について
２． 日本で最初の器械製糸場を操業した「糸のまち前橋」の歴史的人

物や建造物等を活用した観光施策の積極的な展開について
３．各種メディアを活用した積極的な前橋の情報発信強化について
■快適なまちを創る
１．市内公共交通網の整備について
２．交通安全・交通マナーアップに関する対策の充実について
３．前橋市内主要道路網の整備について
４．ＪＲ両毛線を基軸とした群馬県内鉄道網の充実について
５． まちなかキャンパス受講者のマイバス利用促進に関する支援に

ついて
■安心・安全なまちを創る
１． 「県都まえばし創生プラン」(前橋版人口ビジョン・総合戦略)

の積極的な推進について
２． ５Ｇ等の最新技術を全国に先駆けて活用するための環境整備に

ついて
３．前橋版ＣＣＲＣの積極的な推進について
４． 「健康医療都市・まえばし」を実現するための積極的な施策の

展開と支援について
５． 地域の特性に応じた「地域包括ケアシステム」のさらなる構築

について
６．前橋市防災協力事業所登録制度の周知並びに普及について
７．災害等緊急時に対応する危機管理体制の整備について
８． 使用されていない老朽空き家の解体に伴う諸費用の補助につ

いて

産業振興
■商業振興
１．生産性向上のためのIT化推進補助金のさらなる拡充について
２． 充実した高速道路及び幹線道路を活かした沿線での企業誘致を

促進するための産業用地の確保、救援物資ロジスティクス・ネ
ットワーク等の物流拠点整備について

３．買い物弱者対策支援制度の充実について
■工業振興
１．企業誘致の促進について
２．製造業に特化した助成制度の創設について
■企業支援
１．産業人材の採用・確保への支援について
２．外国人材の受け入れ体制の整備について
３．人材雇用支援について
４．小口資金における信用保証料の全額補助期間の延長について
５．群馬県小規模企業事業資金における信用保証料の補助について
６．事業所税の減免措置期間終了に伴う、助成制度の創設について
７． 補助金等の支援メニューの周知徹底と相談体制の整備・運営に

対する支援について
８． 食品製造事業者の危機管理（機器整備、衛生・品質管理）体制強

化に対する財政等の支援について
９． 「地域経済分析システム（ＲＥＳＡＳ（リーサス））」の周知と利

用促進について
10． 建設関連業界への新規就職者の増加を図る施策や予算措置及び

若年労働者の技術の育成支援について
11.  建設関連業界（測量、設計、点検、調査業を含む）の健全育成支

援について
12.  公共的建築物への県産材の積極的な活用について
■成長産業振興
１. ごみ減量化の啓蒙活動強化並びにごみ集積場所の整備について
２.   「フロン排出抑制法」の適正な運用を図るための周知及び指導の

徹底について

その他の要望
１.  2020年度群馬県商工会議所議員大会前橋大会への財政支援に

ついて
２.  2021年度に向けた「三大まつり並びに花火大会」の運営体制

の見直しについて

　前橋商工会議所は、地域の総合経済団体として役割を果たすべく、地域中小企業の成長を全力であと押しす
るとともに、前橋の地域力を生かした安心・安全で暮らしやすいまちづくりを推進しております。そこで、令
和２年度においても商工業振興等について積極的な施策や予算措置を実施していただき、事業運営にご配慮い
ただけるよう、去る令和元年８月９日（金）に正副会頭、関連委員会委員長、専務理事が前橋市並びに前橋市議
会に「令和２年度商工業振興対策等に関する要望書」を提出いたしました。要望事項は以下の通りです。

※アンダーラインは重点事項

山本市長へ提出

生命医療共済です。 前橋商工会議所へ
☎ 234ー 5111（代）

◆お申込み・お問合せは

（前橋支店）☎ 254ー 2755

生命医療共済です。
６０歳以上の方の
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第63回前橋花火大会協賛事業所の皆様、ご協力ありがとうございました。
この場をお借りしまして、厚く御礼を申し上げます。
■ ダイヤモンド／Diamond Sponsor
群馬トヨペット
■エメラルド／Emerald Sponsor
カネコ種苗㈱
群馬綜合ガードシステム㈱
㈱サンワ
上州花火工房
ソネット㈱
フレッセイ
メモリード
■ゴールド／Gold Sponsor
金井金属工業㈱
金井電器産業㈱
かるなばーる
環境システム㈱
群馬銀行
コシダカホールディングス
群馬日産グループ
地鶏炭火串焼家 鳥こまち
上毛新聞社
設計事務所有志一同
　㈱石井設計
　㈱イノ設計
　㈱核建築研究所
　勝山一級建築士事務所
　㈱かなで建築設計
　㈱神山設計
　㈱小沼設計
　㈱新設計事務所
　㈱須田建築計画工房
　設計工房ＣＯＭ
　㈱福島建築設計事務所
　㈱亦野建築設計事務所
　㈱丸進建築設計事務所
　㈱山田工務所
　㈱ランド計画研究所
㈱綜合プランニング
中央カレッジグループ
　（学）有坂中央学園
　（学）中央総合学園
トヨタカローラ群馬
ニッパンレンタル
ネッツトヨタ群馬
富士スバル
ホンダカーズ群馬

（協組）前橋問屋センター
　阿部産業㈱
　㈱オオタヤ
　㈱岡野機械
　木戸㈱
　群馬協同㈱
　群馬ビーエス㈱
　㈱ＳＡＮＫＩ
　㈱鈴木商会
　トリニティアグリ㈱
　原沢商事㈱
　㈱春木堂

　平出紙業㈱
　㈱藤田
　㈱ホンダカーズ群馬
マチダグループ
　マチダコーポレーション㈱
　マチダマーケティング㈱
　マチダトランサービス㈱
　ザウス㈱
㈱吉田鉄工所
■ サファイア／Sapphire Sponsor
池下工業㈱
㈱Ｈ.Ｄ.Ａ.
Ｊネットレンタカー前橋店
門倉電機㈱
関東精機㈱
小林工業㈱
サンヨー食品㈱
しののめ信用金庫
昭和造園土木
ぐんまフラワーパーク
㈱ジンズホールディングス
㈱セキチュー
立見建設㈱
東和銀行
㈱ヒロタ
星野総合商事㈱

（公財）前橋観光コンベンション協会
前橋市農業（協組）
前橋市役所幹部職員一同（火曜会・春秋会）
宮下工業㈱
ヤマダグリーンドーム前橋
㈱ヤマト
㈱レストランスワン
■ルビー／Ruby Sponsor
あおば税理士法人
朝日印刷工業（株）
㈱板垣労務管理事務所
エフエム群馬
かいだんの群鐵
㈱加藤建材
㈱カミムラ
関東測量㈱
技研コンサル㈱
牛や清
車の㈲ケープランニング
㈱群馬機械
群馬県信用保証協会
群馬テレビ
群馬日野自動車㈱
群馬ミート㈱
ケービックス㈱
㈱幸煎餅
酒井雅楽頭家管弦講の夕べ運営委員会
佐田建設㈱

（医）さるきクリニック
（株）三進
三陽技術コンサルタンツ㈱

㈱ジーシーシー
ＪＲ前橋駅
㈱ＪＴＢ 群馬支店
システム・アルファ㈱
㈱シャープドキュメント富士
㈱新進
㈱鈴木商会
㈱総合ＰＲ
たくみ㈱
卵とプリンのお店　後閑養鶏園
㈲中央電機商会
東京ガス㈱群馬支社
㈱利根設計事務所
㈱オウギ工設
㈱登利平
日典ラサ
花の芙蓉苑
㈱フジサワ
Honda Cars 前橋北 上小出店
㈱マエキ
前橋自動車教習所
前橋七社会
　理研鍛造㈱
　㈱前橋ＬＩＸＩＬ製作所
　㈱ナカヨ
　日本精工㈱
　日新電機㈱前橋製作所

サンデンホールディングス㈱
　レンゴー㈱前橋工場
㈱皆川製作所
㈱みまつ食品
㈱ヤマダ電機
ユーコム㈱auショップ前橋
auショップ前橋けやきウォーク
■パール／Pearl Sponsor
あかぎ信用組合
旭化成㈱
稲村建設㈱
鵜川興業㈱
㈱エスアール・プラン
NTT東日本群馬支店
㈲MKアイリス
オグラ塗装㈱
小野里工業㈱
開発技術㈱
㈱勝山工務所
金井興業㈱
㈱神垣鉄工所
河島塗装㈱
㈱環境技研
㈱関電工群馬支店
㈱関東高圧容器製作所
協和商工㈱
蔵前産業㈱
㈱クレイフィールド
ぐんかんアモート
㈱群電

群馬県卸酒販㈱
群馬中央バス㈱
群馬電工㈱
ぐんまみらい信用組合
群馬ヤクルト販売㈱
㈱コイデ
コーエィ㈱
敷島公園観光連盟
上越印刷工業㈱
上毛資源㈱
上毛電業㈱
スーパーD'ステーションガーデン前橋店
スーパーD'ステーション前橋大利根店
末広ガス㈱
㈱スズラン百貨店前橋店
㈱セレスポ群馬支店
㈱セントラルサービス
ソースかつ丼の大村総社
㈱第一テクノ群馬支店
㈱太閣産業
高崎信用金庫前橋支店
田子会計事務所
タヌマ企画㈱前橋南薬局
TA&M（税）
D'ステーション前橋若宮店
㈱ドコモＣＳ群馬支店
都市開発設計㈱
㈱トムコ
永井運輸㈱
永田会計事務所
㈱中野
萩原工業㈱
羽鳥国際特許商標事務所
パナソニック関東設備㈱
平方木材㈱
㈱ヒロキコーポレーション
富士機械㈱
㈱ブレーン

（協）前橋生鮮食料品総合卸売市場
㈱真柄鉄工所
三原工業㈱
横田会計事務所
㈲リョウモウ
■シルバー／Silver Sponsor
上毎印刷工業㈱
まえばしCITYエフエム
㈱協和設計事務所
㈱西建
㈲マメゼン商店
前橋商工会議所女性会 有志一同
　㈲石川不動産鑑定士事務所
　㈱上州ミート
　しんとう石材
　㈱三貴総業
　㈱インテリアゴトウ
　大弘堂㈱
　モリタ印刷工業㈱

　和佐田幸子司法書士事務所
　オートクチュールプリムラ
　嶺工機㈱
　㈱希彰堂
　㈱鈴正コンサルタンツ
　㈱いけはた
　㈱井田興産
　㈱たむらや
　㈱栄光ファニチャー
　東横イン前橋駅前
　㈱フラワーやない
　㈱小池ケアサービス
　㈱クボタ
前橋商工会議所青年部 緑水会 有志一同
　荻野税務会計事務所
　㈲SMACK
　㈱平成フーズ
　㈱初谷建設
　リプロテック㈱
　㈱エリアトラスト
　斉藤クリエート食品㈱
　㈲小林タイヤサービス
　㈱サンネット
　ワタビキミート㈱
　㈱丸栄産業
　㈱コバヤシ企画
　㈲木暮総業
　㈱ユニバースサイン
　㈱ライフデザイン
　富士工営㈱
　㈱アミックカーライフ
　㈱ユートラスト
　㈱一条工務店群馬
　㈱ソーラーエコ
　㈱高洋製作所
　都市クリエイティヴ㈱
　萩原設備㈱
　㈲大門
　㈱宇野製作所
　西巻会計事務所
　㈱ディー・プラス
　(医)誠歯会はが歯科医院
　松村興業㈱
　山﨑賢治税理士事務所
　㈲フジ不動産
　 ㈱エイチ・アイ・エス

法人旅行営業本部　群馬営業所
　エイト トゥ エイト㈱
　㈱町田酒造店
(公社)前橋青年会議所 有志一同
　㈱吉田鉄工所
　ユーコム㈱
　㈱ブレーン
　小林工業㈱
　辻通信㈱
　春山・星野法律事務所
　㈱宮澤工務店

※公式ガイドブック掲載順
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『総務担当者セミナー』を開催！

　業種を問わず中小企業において総務部門は経理から労務管理ま
で幅広く対応しながら経営者を補佐する役割を担うとともに、各
部門が機能しやすいようにサポートしていかなければなりません。
そこで本セミナーでは、総務担当者の方々を対象に煩雑な業務を
滞りなく処理するための日常業務の見直しとさらに一歩進んだ業
務処理法を習得していただきます。

■日　時　10月18日（金）　午前10:00～午後4:00
■会　場　前橋商工会議所　3階　アイビー
■講　師　㈲マスエージェント　代表取締役　林 忠史　氏
■内　容　 総務の役割と仕事、総務業務のサイクルやルール、庶

務業務のポイント、労務業務のポイント、総務部門改
善計画の立案等

■定　員　30名（先着順　定員になり次第締め切ります）
■受講料　1,250円(税込)  ※昼食代・テキスト代
お申込み 　 同封の申込用紙に必要事項を記入のうえ当所まで

Fax（027-234-8031）にてお申し込みください。
お問合せ 　前橋商工会議所 経営支援部

　　　　　  Tel. 027-234-5115
■主　催　前橋商工会議所

　㈱マエキ
　㈲斉藤貨物
　㈱天国社中央
  （宗）松竹院
　㈲浅野ゴルフサービス
　㈱開文社印刷所
　㈱前橋紙工
　㈱小池ケアサービス
　㈲安松託建
　富士工営㈱
　㈱西建
　西毛印刷㈱
　㈱ナベリフォーム
　浜大商事㈱
　永井運輸㈱
　アクセルクリーン㈱
　東進学塾
㈱アーキズムあすか設計
㈱赤城国際カントリークラブ
アイティーエス㈱
アサヒビール㈱群馬支社
アサヒライズ㈱
荒井会計事務所
㈱アリギス
㈱アンティム
イーケーエレベータ㈱
市花税務会計事務所
㈲イベントセキュリティプロデュース
大島工業㈱
㈲おおとね花ショップ

㈱オオトリ
鹿島建設㈱
ガスの田島屋

（税）加藤会計事務所
（税）加藤会計センター
狩野自動車工業㈱
カフェことほぎ
㈱川尻電気
㈱カワチ薬品
㈱環境保全センター前橋営業所
関東保安警備㈱
関東防災工業㈱
関東ホーチキ㈱
神戸義明税理士事務所
菊川工業㈱
㈱木村工務店
㈱ギャラリー杜
桐生信用金庫前橋支店
(一社)群馬県バス協会
㈱群馬清風園
群馬土地㈱
群馬ビル㈱
群馬緑化㈱
(医)健英会おうみグループ
㈲コマイ・ハウジング
㈲斉藤工務測量事務所
相模屋食料㈱
ザスパクサツ群馬
佐藤昌義税理士事務所
澤口富澤税理士事務所

（税）テシマ会計
天下一品 前橋大友店
東朋産業㈱
㈱徳永
利根郡信用金庫前橋支店
㈲トヤマかばん店
㈱永井組
㈲長岡商店
㈲中島建築鈑金
中嶋塗装工事㈱
㈱ナカダイ
㈱ナゴミガーデン
㈱ナッティ
㈱ナブアシスト
㈲西尾呉服店
ニチアス㈱
日本ハイコム㈱
㈱ニワノ
㈱ヌクイ
㈲野口組
原澤税理事務所
㈲樋口鉄工所
P-コミュニケーションヤマギシ
Heal Café & Dining ボンド
㈱ヒルマ機工
福島産業㈱
㈱福田不動産
ふく成
フジコー㈱
㈱プラスフィルム

㈲三翠楼松し満
重山義則税理士事務所
設楽印刷機材㈱
渋沢テクノ建設㈱
じぶんカンパニー㈱
㈱シマダ葬祭
旬彩えん
商工中金前橋支店
㈱上毛義肢
昭和木材㈱
清酒関東の華　聖酒造
関口建材㈱
㈲積成工業
ソピア精機㈱
㈲大一警備
大栄産業㈱
大永ドリーム㈱
㈱ダイエーパッケージング
大黒食品工業㈱
太陽農産㈱
大和証券 前橋営業所
㈱高取製作所
高橋功税理士事務所
タチバナ自動車工業㈱
田中鑿泉重工㈱
㈱旅がらす本舗清月堂
㈲タムラ看板
㈱中央ビジネス
中華　獅子丸
㈱塚田製本所

㈱北栄
㈱ホソイ食品
㈱北関スクリーン
㈱発田
本州油化㈱
㈱マエダスタジオ
前橋園芸㈱
㈱前橋ギヤー

（公社）前橋市医師会
前橋市再生資源事業（協組）
前橋市商店街連合会
㈱前橋大気堂
㈱前橋タイヤサービスセンター
㈱前橋包装
増田煉瓦㈱
丸登製絲㈱
丸茂一木材工業㈱
丸山法律事務所
㈱水本園
宮城衛生
㈱みやぎや
モテコ出版㈱
山口会計
㈱ユアサ
吉田工業㈱
㈱ライブ環境建築設計
私の部屋前橋店

以上

　産学官連携に金融機関の支援を加え、知的財産と産業の融合、
産業振興を図ることを目的に、毎年開催している会議です。基調
講演やテクニカルセッションの後、ビジネス交流会も行われます。
ビジネスチャンスをお探しの皆様、ご参加をお待ちしております。

■日　　時　10月21日（月）　午後1:00～6:00
　　　　　　（各種相談コーナーは午前10:00～予定）
■会　　場　前橋商工会議所会館内
■主　　催　群馬大学、前橋工科大学、前橋商工会議所
■プログラム　10:00～ 各種相談コーナー
　　　　　　13:40～ 基調講演
　　　　　　14:50～ テクニカルセッション
　　　　　　16:00～ ポスターセッション＆工業展（企業PR展）
　　　　　　17:00～ ビジネス交流会
お申込み 　 下記のお問い合せ先に直接お申込み下さい。
お問合せ 　 前橋商工会議所　工業振興課

　　　　　　 Tel. 027-234-5100　Fax. 027-234-8031

新たなビジネスチャンスを探せ！
第15回群馬産学官金連携推進会議開催！

北関東最大級の縫製工場直販オーダーカーテン専門店

TEL.027-210-7417
群馬県前橋市問屋町1-1-6

営業時間／10：00～18：00

http://www.e-cur10.com

定休日／火曜日
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INFORMATION
第43回会員事業所野球大会
株式会社東和銀行が優勝!!
　８月４日（日）登利平桃ノ木川グラン
ドにて第43回前橋商工会議所会員事業
所野球大会の決勝が行われ、大接戦の
末、㈱東和銀行が優勝を飾りました！

■決勝戦結果
　株式会社東和銀行チーム　４－４　カミムラグループチーム
　　　　　　　　　　　　（５－２）
■大会結果
　優　勝：株式会社東和銀行
　準優勝：カミムラグループ
　３　位：星野総合商事株式会社　カネコ種苗株式会社

■個人賞（敬称略）
　最高殊勲選手賞：廣上　貴紀（株式会社東和銀行）
　最優秀投手賞：星名　　巧（株式会社東和銀行）
　優 秀 選 手 賞：齋藤　紀貴（カミムラグループ）
　敢 闘 選 手 賞：廣神　聖哉（星野総合商事株式会社）
　　　　　　　　　神田　　礼（カネコ種苗株式会社）

軽減税率対策補助金は、９月末まで!!

　消費税軽減税率制度の実施に伴い対応が必要となる中小企業・
小規模事業者等に対して、複数税率対応レジの導入や、受発注シ
ステムの改修等に要する経費の一部が補助されます。

１．軽減税率対応レジの導入・改修の支援
≪軽減税率対応レジの導入等支援≫
対 象 者： 軽減税率の対象商品の販売を行っている中小の小売事

業者等
補 助 率：原則３/４（なお、３万円未満のレジ購入の場合４/５）
補助上限： レジ１台あたり20万円、券売機１台あたり20万円（なお、

商品マスタの設定等が必要な場合にはプラス20万円で
上限40万円、１事業者あたり上限200万円）

完了期限：2019年９月30日まで

２．受発注・請求書管理システムの改修等の支援
≪受発注システムの改修等支援≫
対 象 者： 軽減税率制度の導入に伴い電子的に受発注を行うシス

テムの改修等を行う必要がある中小の小売事業者、卸
売事業者等

補 助 率：原則３/４
補助上限：1000万円（発注システム）、150万円（受注システム）
完了期限： 2019年９月30日まで（システム会社に改修を依頼する

場合の事前申請は終了となりました。）

≪請求書管理システムの改修等支援≫
対 象 者： 軽減税率制度の導入に伴い請求書管理システム（※）の改

修等を行う必要がある中小の卸売事業者、製造事業者等
　　　　    （※区分記載請求書等保存方式に対応した請求書の発行

を行うシステム）
補 助 率：原則３/４
補助上限：150万円
完了期限：2019年９月30日まで

詳細は　http://kzt-hojo.jp/　をご覧いただくか、
軽減税率対策補助金事務局（0120-398-111）までお問い合せ
ください。

前橋商工会議所
生命共済制度「ポエム共済」のお知らせ
　ポエム共済は、前橋商工会議所が、アクサ生命保険株式会社と締結し
た定期保険（団体型）（入院給付金付災害割増特約・ガン重点保障型生活
習慣病一時金特約付）と当商工会議所独自の給付制度を会員のみなさま
にご利用いただくもので、役員・従業員の福利厚生制度としてご活用い
ただけます。

■月額掛金について　１口800円～
■ポエム共済の特徴
　★ 個人事業主が従業員のために負担した掛金は、全額必要経費に算入

できます。
　★ 法人が役員・従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入でき

ます。
　★ 病気・災害による死亡から事故による入院まで、業務上・業務外を

問わず24時間保障されます。
　★ 医師による診査は不要です。（告知のみでお申込みいただけます。）
　★ 前保険期間に剰余金が生じた場合には、配当金としてお支払いたし

ます。
　★ 健康・介護、経営、暮らしをサポートする新・アクサの付帯サービ

スをご利用いただけます。
　詳しくは、今月号に同封しておりますポエム共済パンフレットをご覧
ください。
お問合せ

前橋商工会議所　総務課　　　　　　　Tel. 027-234-5111
アクサ生命保険株式会社　前橋営業所　Tel. 027-234-3317

若宮 北代田

前橋市富士見町時沢809 Tel.027‐288‐9990

葬儀事前相談・見積承ります

未来へとつなぐ、
前橋市北代田町462 Tel.027-237-1234 前橋市北代田町597-4 Tel.027-233-1233

富士見創業107年

「この街と共に100年」

私たちの想い。
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イベントが盛りだくさん！
第28回 前橋市商店街連合会ふれあい
バザール開催 !!
　敷島公園・松林でふれあいバザールを開催いたします。県内最
大級のフリーマーケットや、おなじみの商店街の模擬店、たのし
い子どもゲームコーナーを始め、イベントが盛りだくさん！さら
にすてきな景品が当たる空くじなしの抽選会も開催。
　なお、お車でお越しの際は、利根川河川敷のばら園臨時駐車場
かばら園北駐車場をご利用ください。
■日　　時　９月22日（日）　午前 9:20～午後 3:00
■会　　場　敷島公園 松林
お問合せ  　前橋市商店街連合会　Tel. 027-234-5655

INFORMATION

～手をつなごう　地域・ＮＰＯ・企業～
つながる“３分”プロジェクト2019
発表者募集
　各分野で活動中の団体・企業が「前橋のためにやりたいこと」を３分
間でプレゼンテーションしていただきます。
　それぞれの団体の垣根を越えて、連携できるパートナーを見つけるチ
ャンスです。
　ＣＳＲ活動に関心のある企業の皆さんのご参加をお待ちしておりま
す。
■日　　時　12月１日（日）　午後1:30～4:30
■会　　場　 前橋市中央公民館501・502学習室（K'BIX元気21まえば

し　５階）　
■対　　象　 地域活動に関心のある市民活動団体、ＮＰＯ法人、ボラン

ティア団体、企業、学校等
■募　　集　30団体（うち企業枠10）
■申込方法　 ウェブ申込み、または、申込書と提案内容のわかるイメー

ジ画像（写真、イラスト等オリジナルのものをデータ提出）
を、Ｍサポ窓口、メール、ＦＡＸでお申込みください。

　※イメージ画像（写真、イラスト）はデータでの提出となります。
　　(オリジナルのものに限ります）
　※ 申込書はMサポホームページからダウンロードできます。
■申込期限　10月15日（火）
お申込み・お問合せ　前橋市市民活動支援センター
　〒371-0023　前橋市本町2-12-1
　K'BIX元気21まえばし（前橋プラザ元気21）・３Ｆ
　Tel. 027-210-2196　Fax. 027-237-0810
　E-mail:21@maebashi-shiminkatsudo.jp
　URL: http://www.maebashi-shiminkatsudo.jp/
■主　　催　前橋市・前橋市市民活動支援センター

弁護士による中小企業・事業者向け
無料法律相談会を開催します
　群馬弁護士会が中小企業・事業者向けに無料法律相談会を開催し
ます。
　債権回収、雇用問題、クレーム対策、契約内容の検討、事業承継
などの中小企業が抱える様々な問題について弁護士が相談に乗りま
す。
■開催日時・場所

■相談料：無料
■相談時間：30分
●いずれの相談も電話による予約が必要となっております。
■予約受付　群馬弁護士会　Tel. 027-234-9321
　　　　　　月～金　午前９時～午後５時
○予約時に、どちらの会場で相談を希望されるかお申し出ください。
○ 先着順でのご案内となりますので、定員に達した場合には予約を

受けられないことがあります。お早めにお申し込み下さい。
○ 電話での相談はお受けしておりませんので、ご了承ください。

前橋会場 高崎会場 太田会場
令和元年 令和元年 令和元年

午後１時～午後４時 午後１時～午後４時 午後１時30分
 ～午後４時30分群馬弁護士会館

３階大会議室
ビエント高崎

303研修室 太田商工会議所
３階　第１研修室

９/19木 ９/20金 ９/17火

　技能検定は、働く人の技能の習得段階を評価する国家検定制度
です。
■申請期間等
　 10月７日（月）から10月18日（金）までの期

間に職業能力開発協会にて受付
■試験会場・受検資格・受検手数料
　受検する級や職種によって異なります。
　 ２級・３級の実技試験を受検する35歳未満の方(平成31年４月

１日現在)の受検手数料が軽減されます。また令和元年10月１
日より、実技試験の受験手数料が改定されます。

　詳細については、表記の電話番号までお問い合わせください。
■技能検定合格のメリット
　○「技能士」と名乗ることができます。
　○ 技能士であることが高い技術力を持つ証明となり、顧客から

信頼を得られることが期待されます。
■受検申請書配布・問合せ先
　群馬県職業能力開発協会 伊勢崎市宮子町1211-１
　Tel. 0270-23-7761
　群馬県庁 産業人材育成課　Tel. 027-226-3414

令和元年度 後期技能検定について
群馬県職業能力開発協会からのお知らせ

地 下 水・温 泉 開 発・地質調査・水中ポンプ

本社　〒371-0014　前橋市朝日町３-32-11
　　　TEL(027)224-1841 FAX(027)221-5338

地 下 水・温 泉 開 発・地質調査・水中ポンプ

田 中 鑿 泉 重 工 ㈱田 中 鑿 泉 重 工 ㈱
さ く  せ ん

本社　〒371-0014　前橋市朝日町３-32-11
　　　TEL(027)224-1841 FAX(027)221-5338


