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前橋市からのお知らせ
MAEBASHI CITY

前橋市では、がんばる企業を応援するために様々な支援メニューを用意しています。令和２年度の補助制度を一覧に

まとめましたのでご活用ください。�

なお、4.人財スキルアップ補助金と3.国際見本市各種展示会等出展費補助金を除く全ての補助メニューは

事前申請が必要です。詳しい内容は、同封するパンフレット「産業サポートガイド」及び右記、前橋市ホ

ームページをご覧ください。URL�https://www.city.maebashi.gunma.jp/shinseisho/7/3/index.html

補助制度の名称 補助対象者 対象経費 補助金額

１ 設備投資促進補助金　※ 設備投資を行う事業者(大企業も可) 設備設置経費
1/5以内（小規模企業者は1/3以内）
上限80万円（事業所税加算最大40万円）

2 ＩＴ化推進補助金　※
ＩＴ機器等を導入する事業者(大企業
も可)

ハードウェア・ソフト
ウェアの購入費等

1/5以内（小規模企業者は1/2以内）
上限20万円（事業所税加算最大10万円）

3
国際見本市各種展示会等
出展費補助金

見本市等へ出展する事業者 出展料、装飾費等
1/3以内
上限20万円

4 人財スキルアップ補助金 従業員の人材育成を行う事業者 研修費用、受講料等
１/２以内（小規模企業者は２/３以内）
上限10万円

5 新製品・新技術開発費補助金
新製品・新技術の開発に取り組む事業
者(大企業も可)

製品・技術または設
備・備品、開発経費

1/2以内
上限50万円

6
前橋市ぐんま新技術・新製品 
開発推進補助金

新製品・新技術の開発に取り組む事業
者

開発経費 上限80万円

7
成長企業ステップアップ
補助金

自社の強みを生かし、外部の知見を取
り入れて販路開拓、ブランディング、
新業態への進出等に取り組む事業者

コンサル費、事業費、
試作品等開発費

1/2以内
上限150万円

8 事業拡張サポート補助金
工業団地内で工場、物流施設等を増設
または建替えする事業者（大企業も
可）

①固定資産税等�
②事業所税資産割�
③新規雇用

①相当額
②１/2相当額
③1年後に10万円×新規雇用1人（上限
200万円）

9 前橋市特例子会社設立補助金
市内に特例子会社又はその支店を設
立する事業者(大企業も可)

施設整備費、備品購
入費

2/3以内
上限500万円

10
前橋市テレワーク環境整備
促進補助金

市内にテレワーク用サテライトオフ
ィス等を設置又はテレワークを導入
しようとする事業者(大企業も可)

施設整備費、設備整
備費、コンサル費

中小企業2/3以内、大企業1/2以内
上限100万円

※　設備投資促進補助金及びＩＴ化推進補助金の詳細については、以下のとおりです。なお、両補助金の併用申請はできません。

制度の名称 補助対象事業 申請期間

設備投資促
進補助金

以下の①～⑤の全ての要件を満たすもの

①補助対象事業費が30万円（小規模企業者は10万円）以上のもの（消費税等除く）
②令和３年３月31日までに完了するもの
③�事業者が自らの事業の活動場所として使用する建物等（他社に賃貸する目的のものを除く）
に設置する設備

④�直接的に生産性の向上・合理化・省力化のための機械設備及び生産補助設備（エアコン・ＬＥ
Ｄは除く）の新規導入または既存設備の更新

⑤耐用年数１年以上で取得価格が10万円以上の資産�
※生産性向上特別措置法に基づく先端設備導入計画の税制特例対象設備等は対象外

第１期：６月15日～19日
第２期：10月５日～９日

各期における申請金額の
合計が予算額を上回った
場合は、抽選により交付決
定者を選定します。

ＩＴ化推進
補助金

以下の①～④の全ての要件を満たすもの
①補助対象事業費が30万円（小規模企業者は10万円）以上のもの（消費税等除く）
②令和３年３月31日までに完了するもの
③事業にかかる物品の購入、施工、開発委託等は原則として市内業者への発注に限るもの
④�平成30年度および平成31年度前橋市IT化推進補助金を申請していないもの

また、以下の①～③いずれかの費用であること
①�事業用のハードウェア（パソコン、プリンタ、スキャナ、レジスター、ファクシミリ、複合機、プ
ロジェクタ、キャッシュレス端末機器のみ（タブレット、スマートフォンは除く。）購入費用
②�事業用のソフトウェア（会計ソフト、ＣＡＤソフト、ウィルス対策ソフト、ＰＯＳシステム、
ＨＰ作成、マイクロソフトオフィス等）購入費用及び開発費用（ライセンス契約含む。）

③�その他、ＩＴ導入にかかる事業で、本事業により直接的に申請者の生産性、効率性、または利
便性の向上が見込めるものとして市長が認める費用

第１期：５月11日～15日
第２期：11月９日～13日

各期における申請金額の
合計が予算額を上回った
場合は、抽選により交付決
定者を選定します。

前橋市補助制度のご紹介【産業政策課窓口】

担当課／前橋市役所　産業政策課
窓口：前橋市役所本庁舎　12階

１～７の補助金……… 産業政策係　　　Tel.027-898-6983
８の補助金…………… 企業立地推進室　Tel.027-898-6984
９～10の補助金� …… 雇用促進係　　　Tel.027-898-6985

HPはこちら
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担当課／産業政策課 産業政策係 Tel. 027-898-6983

担当課/にぎわい商業課商業振興係　Tel　027-210-2188　窓口：K'BIX元気21まえばし１階

前橋市補助制度のご紹介【にぎわい商業課窓口】 

前橋市産業振興ビジョンを改定しました

対象区域等の詳しい内容は、同封するパンフレット「産業サポートガイド」及び右記、前橋市ホームペー

ジをご覧ください。URL�https://www.city.maebashi.gunma.jp/shinseisho/7/2/index.html

前橋市は、平成25年10月に「前橋市中小企業振興基本条例」を策定し、市内の中小企業の振興と、

これによる地域の活性化及び市民生活の向上を目指しています。

産業振興ビジョンは、同条例の趣旨を具体化したもので、前橋市の産業振興の指針となるものです。

今回、平成29年４月に策定した前ビジョンの計画期間が終了することに伴い、同ビジョンを改定いたしました。

前橋市は、改定ビジョンで定めた以下の４つの戦略に基づき、産業振興を行ってまいります。

補助制度の名称 補助対象者 対象経費 補助金額

１
商店街街路灯電気料
補助金

街路灯等の維持管理を行う商店街団体等 電気料 30％以内

2
商店街リフレッシュ事業
補助金

街路灯等の施設の新設や省エネ化改修、補修、撤
去を行う商店街団体等
※前年度の事前要望が不要になりました

街路灯等の新設・
改修・撤去に要す
る工事費等

街路灯等の新設・改修・撤去
補助率１/２（上限400万円）
その他の施設の改修
補助率１/３（上限50万円）

3
いきいき・にぎわい商店街
支援事業補助金

買い物を促進させる取組を行う商店街団体等
イベント等に要
する材料費や広
告宣伝費等

１/２以内
上限13万円

補助制度の名称 補助対象者 対象経費 補助金額

１
まちなか店舗等
開業支援事業補助金�

対象区域内で空き店舗・空きオフィスに開業す
る事業者

改修工事費
備品購入費

１/２以内　昼上限100万円
　　　　　�夜上限��50万円
※大規模改修の場合、加算措置があります

2
まちなか店舗等
ホスピタリティ向上
支援事業補助金

対象区域内の店舗・オフィスで１年以上営業す
る事業者

改修工事費
備品購入費

１/２以内　昼上限100万円
　　　　　�夜上限��50万円
※大規模改修の場合、加算措置があります

3
まちなか店舗等事業
承継支援事業補助金

対象区域内の店舗等で事業承継を行おうとする
事業者

改修工事費
備品購入費

１/２以内　昼上限150万円
　　　　　�夜上限��50万円
※大規模改修の場合、加算措置があります

4
まちなか低未利用地等
活用促進事業補助金

対象区域内にある空き地や平面駐車場、老朽化
した建築物が立つ土地等で、自ら事業を行うた
めに建築物を新築する事業者�

建築工事費
１/２以内　昼上限200～500万円
　　　　　�夜上限100～250万円

1 既存産業の総合的・実効的支援
　資金繰り対策、設備投資等の補助、人材育成といった中小企業・
小規模事業者をはじめとする多くの事業者にとって必要とされる基
本的な支援策について一歩踏み込んで注力し、様々な角度から効果
的な支援等を行うことで既存産業全体の持続的発展を図ります。

2 各種支援機関等との連携による新製品・新技術の創出
　様々な事業者等が、常に新たな事業機会を模索し、新市場の開
拓者として成長していくために、各種支援機関と事業者間や事業
者相互の連携強化を図り、競争力のある新製品・新技術の創出を
後押しする施策を展開します。

3 前橋にマッチした企業立地の促進
　本市では、積極的に造成された工業団地に多くの優良企業を誘
致してきたことが現在の産業発展につながっています。今後も本
市の特性にマッチした企業立地を効果的に進めていくことで、雇
用機会の拡大、市内事業者への受発注の増加を促し、地域経済の
活性化や産業構造の強化を進めていきます。

4 起業家の創出と人材育成
　新たな事業等を起こしやすい環境を整えることによって、起業
家の活動を活発にしていきます。また起業家同士、同業者等のネ
ットワーク形成を進め、連携を通じた起業家能力の向上や人材育
成等を図ります。

昼＝昼間主（8：00～15：00の間で1時間以上の営業を行う事業者）　夜＝夜間主（左記昼間主以外の事業者）

補助制度の名称 補助対象者 対象経費 補助金額
買い物利便性向上
支援事業補助金

市街化区域外（市街化調整区域、大胡・宮城・粕
川・富士見地区）で１年以上営業する事業者

改修工事費
備品購入費

１/２以内
上限10万円

まちなかの事業者の皆さんへの補助メニュー

市街化区域外の事業者の皆さんへの補助メニュー

商店街の皆さんへの補助メニュー

４つの戦略

HPはこちら

HPはこちら
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富士見商工会からのお知らせ
MAEBASHI CITY

　富士見商工会では、小規模事業者の持続的発展をサ

ポートする事を目的として、経営計画策定に向けた取

り組みを行っています。

　経営計画を策定する基礎となる、事業所の経営状況

の分析・分析に基づいた経営計画の策定・経営計画に

基づいての事業を円滑に進めるうえでの問題や課題の

解決のために、各分野のエキスパートである専門家の

支援を行うなどのサポートも同時に実施します。

　経営計画を策定する事により、資金繰りの円滑化や

国や県が公募する競争的補助金の申請や全国的に関心

の高い事業承継についてもスムースに進められる可能

性があります。

この機会に、5年後、10年後を見据えた経営計画を立ててみませんか。

　また、小規模事業者に特化した販路開拓、販路拡大に活用できる「小規模事業者持続化補助金」の申請書作成にも大

いに役立ちます。

　商工会が全力で支援します。

　詳しくは商工会までご連絡ください。

経営計画をつくりませんか？

経営計画作成セミナー

新型コロナウイルス経営相談窓口を設置しました。

　令和２年１月27日、２月３日、10日の３日間、中小

企業診断士の久保田義幸氏を講師に迎え、小規模事業

者のための経営計画作成セミナーを開催しました。こ

のセミナーは、平成28年７月に認定された経営発達支

援計画に基づく令和元年度伴走型小規模事業者支援推

進事業の一環として実施したものです。

　今回のセミナーは小規模事業者が事業の持続的発展

を図る為には、現状把握に基づく計画づくりが重要で、

その策定を商工会が支援することで、本年度も公募が

予定されている小規模事業者持続化補助金の申請書作

成にも活用が期待されます。

　受講者は10名と少数ですが、各事業所ごとの目標を

設定し経営計画の基礎から策定までを学び取り、また、創業予定者の参加もあり今後の事業に生かせるセミナーとなり

ました。

　富士見商工会では、新型コロナウイルスによる事業への影響などの情報提供や経営に関する相談窓口を設置しました。

新型コロナウイルス経営相談窓口
富士見商工会　Tel.�027-288-2593（平日　午前９時00分～午後５時00分）

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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会員紹介　Suay Lom（すあいろむ）

赤城南面千本桜まつりの中止について

　今回紹介するお店は、タイ古式マッサージのお店「Suay� Lom（すあいろむ）」さんです。店名は、タイ語の

「Suay（美しい）」と「Lom（風）」の造語で、『美しい風』という意味になります。店名には、「風の流れを良く

するように、皆さんの身体の巡りをよくしたい」という代表の思いが込められています。

現在、３名のスタッフさん（１名は育休中）がいるそうですが、女性の働きやすい職場を目指し、完全予約制（指

名制）を採用しています。家庭や育児もある中での女性の働き方について、代表を筆頭にチーム一丸となって検

討しているそうです。

　さて、タイ古式マッサージと言っても、なかなか皆さんには馴染みがないと思います。タイ古式マッサージ

には、多彩なマッサージがあるそうですが「96％寝落ちする」と言われているようです。マッサージを受ける

人は力を抜きセラピストに身を任せ施術を受けます。指や足首を回すような小さなパーツのストレッチから足

を開くような大きな動きのストレッチまで、言葉通り「身を任せ」「されるがまま」に施術を受けます。心地よ

い空間の中、リラックスしながらマッサージを受けられるのは贅沢なひとときかと思います。

慌ただしく過ぎていく時間の中、ストレスを抱えながら日々を過ごしている方も多いと思います。Suay�Lomさ

んでは、リラックスすることの大切さを今一度考えることができます。「フリーな時間を持つための場所」と代

表もおっしゃっていたのですが、リラックスすることによりメンタル・ストレスコントロールすることも可能

であること、また、その効果をもっと皆さんに知ってもらえたらと思います。

　こちらのお店、糸都11月号で紹介したL’erableさんのすぐお隣にあるので、Suay� Lomさんで身体をリラッ

クスさせた後に美味しいお料理を食べて、心も身体も満たされて帰宅することができますよ！

　４月４日（土）から19日（日）の期間に開催が予定されておりました

「赤城南面千本桜まつり」は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため

中止とさせていただきます。毎年、県内外から沢山の方にご来場いただ

き、満開の桜を楽しんでもらっていたため、直前まで開催可否について

協議してきました。しかし、感染リスクを考慮し、本年については中止

する運びとなりました。実行委員長をはじめ、事務局も苦渋の決断であ

ったこと、ご理解いただければと思います。暗いニュースが飛び交う中、

満開の桜を眺め、明るい気持ちになっていただければと思っていたので、

本当に残念です。

　「来年の話をすると鬼が笑う」なんてことわざもありますが、来年は例年通り千本桜まつりを開催する予定です。

桜の舞う中眺める景色は絶景です。是非、来年は千本桜まつりに足をお運びいただけたらと思います。

　詳細については、前橋観光コンベンション協会さんのホームページをご確認ください。

前橋東部商工会からのお知らせ
MAEBASHI CITY

代　表 �小森　美千代
住　所 �前橋市堀越町551-9
営業時間�9：30～20：30
定休日 �火曜日
T�E�L �027-257-8458
H�P �https://suay-lom.com/

Suay Lom（すあいろむ）

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


