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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

前橋市各種補助金情報
１．IT化推進補助金
(１) 概要
　 事業者のIT化やキャッシュレス化を目的とした設備投

資に対する補助金
　 パソコン・プリンタ・キャッシュレス端末等のIT機器

や会計ソフト・CADソフト等のソフトウェアが対象
(２) 補助率・補助額
　 １/５（小規模企業者１/２）・20万円（事業所税加算上限

10万円）
(３) 受付開始日
　10月１日（先着順）
(４) その他
　・平成31年度設備投資促進補助金との併用は不可
　・平成30年度IT化推進補助金利用者は利用不可

２．人財スキルアップ補助金
(１) 概要
　事業者が負担する従業員の人材育成費用に対する補助金
　 資格取得にかかる試験受験料や各種セミナーにかかる

費用が対象
(２) 補助率・補助額
　１／２（小規模企業者は２／３）・７万円
(３) 受付開始期間
　令和２年１月中

(４) その他
　・ 今年１月から12月末までの経費について、来年１月

に事後申請

３．国際見本市各種展示会等出展費補助金
(１) 概要
　 中小企業が、自社製品の販路開拓のために見本市等に

出展した費用に対する補助金
　出展に係る小間料、装飾費が対象
(２) 補助率・補助額
　補助対象経費の１/３以内
　１社につき上限20万円
　 （出展企業数が1,001社以上の大規模な展示会に出展

した場合は、５万円を補助上限額に加算）
(３) 受付開始日
　令和２年１月中
(４) その他
　・ 今年１月から12月末までに事業及び支払いの両方完

了した場合のみ対象
　・ 他団体から補助金等の交付を受けた場合、又は交付

決定を受けている場合には補助対象経費からその額
を除いた額を補助対象経費とします

　アーツ前橋では、福祉、教育などと協働して行う「表現の森」プロジェクトを通して、現代における生の全体性を
つなぎ直すような試みを行っています。本展では時代や地域を横断しながら、世界との関係をつくりかえていく実践
こそ芸術に託された役割ではないかという期待を込め、31組のアーティストを紹介します。
■会　　期　2019年10月12日（土）―2020年1月13日（月・祝）
■開館時間　10時～18時　※4/1から開館時間が変わりました
■休 館 日　毎週水曜日、年末年始（12月28日-１月４日）
■会　　場　アーツ前橋　ギャラリー
■観 覧 料　一般600円／学生・65歳以上・団体（10名以上）400円／高校生以下無料

今後の展覧会予定

前橋の美術2020 会期＝2019年２月８日（土）～３月15日（日）

メンバーシップ法人会員募集中
観覧料無料、イベント優待などメリットが盛りだくさん。また、法人会員は、法人名称
の館内掲示やギャラリーツアーの個別申し込み、企画展招待券や図録の謹呈などさらに
多くの特典があります。学校等法人向けの特別なプログラムもあります。
■年 会 費　一口三万円（法人）

前橋市の美術館　アーツ前橋は、開館６年目。折々にお立ち寄りください。

アーツ前橋　秋の企画展〈「表現の生態系」世界との関係をつくりかえる〉

担当課／文化国際課アーツ前橋　Tel. 027-230-1144

尾花賢一《風男》2019年　作家蔵
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担当課／産業政策課 雇用促進係　Tel. 027-898-6985

担当課／産業政策課 雇用促進係　Tel. 027-898-6985

担当課／交通政策課 地域交通推進室　Tel. 027-898-6238

けやき並木ストリートフェス

職場定着支援講座の受講生募集

子育て支援就職面接会を開催します

　前橋駅から前橋を元気にする「まえきフェス」とＪＲ前橋駅北口広場とけやき
並木通りを会場とする「けやき並木ストリートフェス」を同時開催します。駅周
辺では、地元の農産物や加工品の販売、音楽やダンスのイベントなどの他、ミニ
新幹線運行や子供向けのワークショップ、新幹線変形ロボシンカリオン写真撮影
会など駅ならではのイベントも。けやき並木通りでは、西側３車線を歩行者天国
にして、ミニトレイン運行やe-bikeの試乗、自動運転車両等の展示、地元商交会、
自治会による昔の遊びの広場やおでんの販売、バルストリートなどを実施します。
■日　時　 令和元年９月８日（日）午前10時～午後５時
　　　　　※バルストリートエリアは午後９時まで
■会　場　ＪＲ前橋駅北口・けやき並木通り

　ジョブセンターまえばしでは、仕事や職場への定着、または就職活動中の意欲向上を目的に職場定着支援講座を
開催しています。様々な職場で働く人たちと交流して仲間づくりやリフレッシュしましょう。
　物づくり講座や体を動かす講座など様々な講座がありますので詳細はHPでご確認ください。
参加にはジョブセンターまえばしへの登録が必要です。（登録済みの方は除く）

■対　　象　在職中・就職活動中のわかもの
■申込期間　９月１日（日）10時開始　９月13日（金）20時締切
■申込方法　HP（http://www.jobcenter-maebashi.jp）のセミナーイベントカレンダー
　　　　　　よりお申込みください
■講座日時　10月～12月　18時30分～20時30分
■会　　場　ジョブセンターまえばし　前橋市大渡町２-３-15
■問い合せ　Tel. 027-252-0500

《企業の仕事内容や採用方法を知りたい》
《働くことへの不安を解消したい》
　出産・育児などで退職し、これから再就職を希望している方を対象に、就職面接会を開催します。保育所や応募
書類等に関する相談も可能です。
　お子様連れでも安心して参加することができますので、ぜひご参加ください。
■日　　時　９月26日（木）10時～12時
■会　　場　ジョブセンターまえばし３Ｆ多目的ホール
■対　　象　再就職を目指している子育て中の方
■参加企業　「仕事と子育ての両立」に理解のある市内企業15社程度
■そ の 他　事前予約で託児あり
　　　　　　プロフィールカードとプロフィールカードのコピー３部持参をお願いします。
■申し込み　ハローワークまえばし・マザーズコーナー　前橋市大渡町2-3-15
■問い合せ　Tel. 027-256-9321
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富士見商工会からのお知らせ

富士見商工会が取り組んでいる
「伴走型小規模事業者支援推進事業」

消費税の軽減税率制度の導入とレジ補助金期限が
迫ってきました!!

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

①事業計画策定支援
　 　小規模事業者が持続的発展をするために必要な事

業計画策定を推進するために、地域内小規模事業者

に事業計画策定の意義や有効性を周知するとともに

「事業計画策定セミナー」を実施します。また、必

要に応じ専門家を効果的に活用し事業計画書のブラ

ッシュアップを行います。更に、事業計画策定に必

要となる経営状況分析を合わせて実施します。

②事業計画策定後の支援
　 　小規模事業者が策定した事業計画の実行が円滑に

行えるよう自発的で計画的なフォローアップを実施

します。そのうえで生じた問題・課題の解決のため

に専門家の派遣を実施します。

③創業者支援
　１） 創業者対象事業計画策定セミナー（創業セミナ

ー）の実施

　 　創業予定者を対象とした事業計画策定セミナーの

開催。

　２）創業特定相談日に設置

　 　毎月第三水曜日を創業特定相談日とし創業予定者

への支援を実施します。

④新たな需要及び顧客開拓に向けた支援
　１）展示会への出展支援

　 　展示会へ出展を希望する小規模事業者に対する支

援の実施。

　２）需要動向調査の実施

　 　展示会へ出展した小規模事業者の商品等に関する

需要動向調査の実施。

　これらの活動を通して、小規模事業者の持続的発展

を支援してまいります。

また、セミナーなどの情報なども今後ご紹介させてい

ただきます。

　平成26年６月に商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の一部が改正され小規模事業者の事業の

持続的発展を支援するため、商工会及び商工会議所が、小規模事業者による事業計画の作成及びその着実な実施を支援す

ることを目的とした「経営発達支援計画」の策定が求められています。

　富士見商工会では、去る平成28年７月15日に経済産業大臣の認定を受けました。

　この経営発達支援計画を策定するに当たり求められているのが、地域の小規模事業者の持続的発展を支える伴走型支援

です。

　この伴走型支援を着実に実施するために、当商工会では、昨年度に引き続き国の「伴走型小規模事業者支援推進事業」

に応募し採択されました。

　当商工会の経営発達支援計画は５ヵ年計画であり、今年度は４年目になり、伴走型小規模事業者支援推進事業を実施し、

小規模事業者の持続的発展を強力に支援していきます。

　本年度の取り組みは以下の通りです。

　2019年10月の消費税率10％への引上げと同時に、「軽減税率制度」が実施され、軽減税率対象品目の税率は８％となり

ます。軽減税率制度の実施にあたっては、簡素な方法による区分記載請求書等保存方式を実施した後、2023年10月から

適格請求書等保存方式（インボイス制度）へ移行することになります。

　この消費税率アップと軽減税率が実施されるに当たり、軽減税率対象品目（税率は８％）を取り扱い複数税率に対応した

レジや受発注システムの導入、改修に取り組む事業者対する「レジ補助金」は、機器やシステムの導入、改修の期限が９

月30日までとなっています。

　詳しくは、下記へお問い合わせ下さい。
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前橋東部商工会からのお知らせ

＊会員紹介＊

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

　今回ご紹介するのは、近藤スワインポークさんです。富士見で養豚を営み、ご自身で飼育した豚を加工（加工は

業者さんに頼んでいるとのこと）し、販売まで手掛けるこちらのお店、代表であるご主人と元看護師の奥様のお２

人で経営されております！時々３人の娘さんも豚ちゃんのお世話に携わります。

　横浜の飼料会社に勤務経験のあるご主人が餌にこだわって育て上げた豚。しかし、養豚業は、どんなに手間暇

かけて育てても出荷し自分の手を離れてしまうと「○○産」の一言でまとめられてしまいます。「いつか近藤ブラ

ンドを…」と考えていたご主人。

　一方奥様はと言うと、子育てに奮闘しておりました。育児書を開くと、ウィンナー等の加工品は、与えてはい

けないものの上位に入っているという事実。お子さんの健康には人一倍気を遣っていた奥様は愕然としたそうで

す。「無添加のウィンナーがあれば…」

　お２人の考えが見事に合致し誕生したのが、アレルギー物質不使用の無添加ウィンナーです！前橋のブランド

にも認定していただき、商品名には「ころとん」の名前も入っております。ウィンナーの他にも、ベーコンや生

ハム、お肉の販売もしています。

　お客さんと実際に会話し、一人一人にあったものを販売したい。また、子育て世代でも手軽に買えるものをと

の思いで、基本的には直売のみとなっております。

　ここまで読んで、今すぐ購入したくなった方に朗報です！実は、オンラインショップでも購入できちゃいます。

直接お店に行って、ご主人や奥様とお話ししながらの購入を強くお勧めしますが、なかなかお店に行けそうにな

い方は是非、オンラインショップの方を利用してみてください。

　また、レストランや飲食店等、業務用の取引も行っているそうなので、近藤ブランドに興味を持っていただい

た飲食店さんは、是非、お問い合わせください。

　最後に、お中元やお歳暮等の贈答品にも対応していますので、是非ご利用ください！

近藤スワインポーク
代表　近藤 崇幸

前橋市富士見町皆沢73

TEL：027-288-3715

直　売

営業日：火曜日・金曜日

営業時間：10:00～16:00

オンラインショップ

http://swine-pork.com

facebookページ
https://www.facebook.com/kondosp1983/

～記事担当者からのおすすめポイント！「小さなお子様にも安心です」～

家族みんなで頑張っています当店自慢の様々な加工製品
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事業活動を取り巻く様々なリスクから会員の皆様をお守りする 最大

約33%
割引

全国商工会議所

「ビジネス総合保険制度」

（事業活動包括保険）の

特徴

東京海上日動の

事業活動のトラブルで高額な賠償金支払いとなる事案が多様化。さらに頻発する自然災害により事業継続が困難となるケースも多発。
超ビジネスプロテクト(事業活動包括保険)は、賠償責任リスク、事業休業リスク、工事リスク（建設事業者様向け）を総合的に対応
でき、しかも低廉な保険料で加入できる保険です。

本広告は、日本商工会議所を契約者とする商工会議所会員向け事業活動包括保険団体契約の概要についてご紹介したものです。ご加入にあたっては、必ず「ビジネス総合保険
制度パンフレット兼重要事項説明書」をよくお読みください。保険の内容はビジネス総合保険制度パンフレット兼重要事項説明書をご確認ください。詳細は契約者である団体の
ホームページ掲載の約款によりますが、ご不明の点がありましたら下欄お問合せ先までおたずねください。
「超ビジネスプロテクト」は、東京海上日動を制度引受保険会社とする全国商工会議所「ビジネス総合保険制度」における「事業活動包括保険」のペットネームです。

お問合わせ先

4 休業補償により災害に遭った際の事業継続資金を補償

6 早期災害復旧支援により、災害時の事業継続を後押し
5 工事現場における様々な財物に対する損害を補償（建設業向け）

7 「地震」による休業損失も補償

1 全国商工会議所の団体割引が適用されるため、保険料が割安です。
一般加入と比べ最大約33％割引の保険料水準（団体割引25％、条項セット割引5％、Tプロ割引3％、自動車優良割引3％を適用した場合）

 。すまれさ用適に」償補るす関に業休「」償補るす関に任責償賠「は引割％33※
保険期間：2019年7月1日午後4時から2020年7月1日午後4時
              加入は毎月受付（お申込月の翌月１日の午後４時の補償開始、保険期間1年間でご加入いただけます）
 2 賠償責任に関するリスク(生産物・完成作業、施設・事業遂行、リコール、情報漏えい等)を総合的に補償
その他、様 な々業種に対応できる補償のラインナップを用意しています。

3 サイバーアタックなど情報セキュリティ被害も補償
マイナンバーの漏えいも補償対象となります。

最寄りの弊社代理店までお問合せください。
［担当課支社］

お見積り、ご加入手続きは引受保険会社にお問合わせください。

制度運営 日本商工会議所

2019年3月作成 18-T09888

制度引受保険会社東京海上日動火災保険株式会社
群馬支店　前橋支社　027-235-7714
群馬支店　営業課　　027-235-7309


