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前橋市からのお知らせ
MAEBASHI CITY

　前橋市の産業振興ビジョン令和２年度改定版の発行に先立ち、ビジョンを支える各種産業振興事業の説明会を開催し

ます。令和２年度の新規補助金の発表やＩＴ化推進補助金など既存事業の変更内容を説明するほか、各支援団体による

支援制度も紹介します。なお、本説明会の内容は、前橋市の令和２年度当初予算成立を前提としています。

■日　　時　３月９日（月）13時30分～16時30分

■会　　場　前橋商工会議所ローズ（日吉町一丁目）

■対　　象　市内事業者や金融機関、支援者など、先着100人

■申込方法　�３月５日（木）までに前橋市産業政策課へ所属・氏名・参加人数・電話番号を記載し、

　　　　　　Ｅメール（kougyou@city.maebashi.gunma.jp）でお申し込みください。

■お問合せ　前橋市産業政策課　Tel.�027-898-6983

新規の補助金や支援制度を紹介
令和２年度産業振興事業説明会

わかもの職場定着支援講座の受講生募集

担当課／産業政策課 産業政策係 Tel. 027-898-6983

担当課／産業政策課 雇用促進係 Tel. 027-898-6985

　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45歳未満のわかもの

■申込期間　３月13日（金）～４月10日（金）

■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　５月～８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

■問合せ先　ジョブセンターまえばし　Tel.�027-252-0500

職場定着支援講座（後期）　　※受講料（材料費・保険料含）
講　座　名 曜日・回数 受講料

クラフトバック 月曜日・６回 2,100円

カルトナージュ 月曜日・５回 2,800円

生け花 火曜日・６回 6,600円

作り置きレシピ 火曜日・６回 4,300円

英会話 水曜日・６回 3,100円

水引アクセサリー 水曜日・３回 1,900円

料理 水曜日・11回 10,000円

茶道 木曜日・９回 5,600円

ピラティス・ヨガ 木曜日・12回 2,100円

メイクアップ 木曜日・３回 2,600円

写真 金曜日・２回 2,100円

ゆかたの着付け 金曜日・３回 1,000円

HIPHOPダンス 金曜日・11回 2,100円

申込フォームは
コチラ
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担当課／子育て支援課 こども健康第一係 Tel. 027-220-5703

担当課／公益財団法人前橋市まちづくり公社 Tel. 027-289-4764

赤城山トレイルリレーマラソン

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

３時間耐久リレーマラソン（高校生以上）・キッズトレイルランニング大会
赤城山を走って、食べて、体験して遊び尽くす山のフェスティバル

■日　時　2020年５月23日（土）

■会　場　国立赤城青少年交流の家

　後夜祭では赤城山の恵のBBQ、ファーマーズマーケットでは新鮮野菜やスイー
ツ、クラフトなどの体験も楽しめます。
　家族や仲間とタスキを繋いでトレイルリレーマラソンを楽しむと同時に、赤城
山の食と自然を大満喫満喫してください！
詳しくは下記のホームページより！
http://www.akagiyamatrail.com
■問合せ　公益財団法人前橋市まちづくり公社

　　　　　Tel.�027-289-4764

　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。令和元年度の申請期限は、
一般不妊治療費３月31日（火）、特定不妊治療費「治療が終了した月の３か月後の月の末日」、不育症治療費「一治
療期間が終了した月の６か月後の月の末日」です。対象となる方は前橋市保健センター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回まで
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
男性不妊治療：上記助成に加え、上限15万円（平
成31年４月１日以降に開始した治療から、初回
治療に限り、上限30万）

体外受精
顕微授精
男性不妊治療

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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富士見商工会からのお知らせ

令和元年度補正予算事業

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

　令和元年度補正予算により、中小・小規模事業者向け支援事業「中小企業生産性革命推進事業」の概要が下記
の通り公表されました。

①小規模事業者持続化補助金

　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６年間で群馬県の商工会地区だけでも約3,000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、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等に基づいて作成しています。）

令和元年度補正予算『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×事業者数）
●予算額・採択予定件数：約175億円・３年間で100,000社程度を想定
●�成果目標：この事業に取り組む事により、販路開拓及び生産性向上を支援し、販路開拓につながった事業の割
合を80%とすることを目指す。

②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）

（補助額：100万〜1,000万円、補助率１/２　小規模事業者は２/３）
●�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
●成果目標：この事業に取り組む事により、事業終了後３年以内に以下の達成を目指す。
・補助事業者全体の付加価値額が９％以上向上
・補助事業者全体の給料支給総額が4.5%以上向上
・�付加価値額年率平均３％以上向上及び給料支給総額年率平均1.5％以上向上の目標を達成する事業者割合65%
以上

③サービス等生産性向上IT導入支援事業（IT導入補助金）

（補助額：30万〜450万円、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
●�成果目標：この事業に取り組む事により、事業終了後３年以内に補助事業者全体の労働生産性の９％以上向上
を目指す。

※なお今回から、各事業とも通年で公募し、複数の締め切りが設定される予定です。

　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。
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前橋東部商工会からのお知らせ

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

「持続化補助金」対策セミナー開催のお知らせ

★私たちも商工会を盛り上げています★～活動報告～

　本年も、持続化補助金申請対策として下記日程で「経営計画作成セミナー」を開催いたします。講師は
中小企業診断士の久保田義幸先生です。
日時　３月12日（木）・19日（木）18時〜21時
対象者は小規模事業者となります。
※�小規模事業者か否かは、常時使用する従業員で決定します。基準の従業員数は、卸売・小売業、サービ
ス業（宿泊・娯楽業以外）は５人以下、サービス業（宿泊・娯楽業）、製造業その他の事業は20人以下です。
　会員、非会員は問いませんが、原則、両日参加可能な方が対象のセミナーとなっております。（２日間
で内容が違います。）
　お問合せは027-283-2422（担当：関口）までお願い致します。

青年部
　前橋東部商工会青年部では、今年も「節
分の鬼訪問事業」として２月３日（月）宮城・
粕川・大胡地区にある幼稚園や保育園11か
所を訪問しました。毎年の恒例行事のため
鬼に慣れてしまったのか笑顔で豆を投げる
子、思わず泣いてしまい先生に隠れてしま
う子、鬼に抱っこされる子など子どもたち
も様々な反応をしていました。子どもたち
の元気な「鬼は外、福は内」の声を聞くと、
この事業をこの先も続けていくために、若
い世代がもっともっと商工会を盛り上げて
いく必要があると考えさせられました。

女性部
　前橋東部商工会女性部では、２月18日（火）に商工会の上手な活用についての勉強会を実施しました。
講師には、前橋東部商工会長と前橋東部商工会職員をお招きしました。女性部員であっても、商工会がど
のような場所なのか、どのような支援をしてくれるのか全てを網羅している人は少ないのではないかとい
う思いから、今回の勉強会を実施することにしました。
　当日は、補助金について、実際に利用された方の事例を用いながら制度説明をしていただきました。事
例以外にも、具体的なものを挙げ、それらを購入・利用する場合でも補助を受けることができる等、今ま
で知らなかったことを知ることができました。参加した部員からは、早速いろいろな相談をしたいとの声
があり、有意義な時間を過ごすことができました。
　千本桜や各地区の夏祭り等の地域貢献は勿論のこと、こういった制度をしっかり理解し、自分たちの商
売を活気づけていくことが今後は必要になっていくのではないかと改めて感じました。
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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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スタインウェイセンター高崎　ライラコンサートVol.6
3月22日（日） 塩﨑 基央　コンサート

3/13（金）～4/12（日）
春のビックリセール開催

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。

あおば税理士法人は、税務・会計・
経営助言の専門家として、

となることを使命とし、関与先企業
と税理士業界の発展に貢献します。

●お客様の業績向上のための
　ホームドクター
●お客様の良き相談相手

高崎事務所
群馬県高崎市東町70イースト70ビル5F
TEL 027-386-9909  FAX 027-386-9390

群馬県前橋市南町三丁目35番地1　　　　　　
TEL 027-289-0545  FAX 027-289-0503

あおば税理士法人
秋葉仁公認会計士事務所


