MAEBASHI CITY

前橋市からのお知らせ
ネーミングライツスポンサーの募集について
前橋市有施設に企業名や商品名等をつけるネーミングライツのスポンサーを令和２年
10月15日
（木）から令和２年11月20日
（金）まで募集しています。契約は令和３年４月
１日から３年間。スポンサーは審査を経て決定します。ネーミングライツ料は、施設の
管理運営やサービスの向上に活用します。
詳細は前橋市ホームページをご覧ください。
■申込書の配付

各施設を所管する所属窓口または、前橋市ホームページからダウンロードできます。

令和２年度ネーミングライツ募集施設一覧
No
施設名
●スポーツ施設
1 大渡体育館、大渡温水プール・トレーニングセンター
2 宮城体育館
3 王山運動場
4 清里方面運動場
5 粕川西部運動場
6 北部運動場
7 前橋総合運動公園コミュニティプール
●都市公園
8 石関公園
9 足軽茂木公園
●駐車場
10 千代田町二丁目立体駐車場

所在地

所管課

大渡町二丁目３番地11
鼻毛石町1561番地
総社町一丁目８番地２
青梨子町591番地
粕川町女渕1500番地２
上細井町2127番地４
荒口町437番地２

ネーミングライツ料
100万円
50万円

スポーツ課
20万円

石関町65番地１
茂木町898番地１

公園管理事務所

20万円

千代田町二丁目２番１号

にぎわい商業課

50万円

※ネーミングライツ料は１年あたりの最低応募金額（税抜）です。記載金額以上で申し込んでください。

施設
スポーツ施設
都市公園
駐車場

所管課
スポーツ課
公園管理事務所
にぎわい商業課

電話番号
027-898-5832
027-225-2116
027-210-2273

担当課／財政課 Tel. 027-898-6544

「令和２年前橋シェイクアウト訓練」を実施します
■日時

令和２年11月５日
（木）
午前10時

■場所

自宅、職場など
（市内全域）

■訓練開始の合図 防災ラジオ、防災行政無線、まえばし CITY エ
フエム
（84.5MHz）のラジオ放送で、訓練用の緊急地震速報を放
送します。
（画像提供 効果的な防災訓練と防災啓発提唱会議）

■シェイクアウト訓練とは

 地震発生に備え、自分の身を守るため「①姿勢を低く、②頭を守り、③動かない」の３ステップを訓練用の
緊急地震速報の放送にあわせて一斉に行う訓練です。これらの３ステップのうち「頭を守る」ことが特に重要
になります。机など隠れる場所がない場合は、持ち物や手で即座に頭を守る行動をとります。
■シェイクアウト訓練の重要性
 シェイクアウト訓練は、地震から自身を守る「自助」の行動をとる訓練です。「自助」により自身がケガをし
なければ、地震がおさまった後に逃げることや、地域の住民同士が困ったときに連携し助け合う「共助」の行
動をとることができます。平成28年に発生した熊本地震の際にも「共助」による救助や避難誘導が実施され、
地域の被害軽減に役立ちました。
 また、シェイクアウト訓練に併せて、事業所や家庭でもできる備蓄品や家具の固定具の確認、緊急時の連絡
方法の確認などの「プラスワン訓練」を実施し、地震に備えましょう。
地震災害から自身や地域を守るため、シェイクアウト訓練への参加をお願いいたします。

担当課／防災危機管理課 Tel. 027-898-5935
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【厳しい経営環境にある中小事業者の皆様へ】

令和３年度固定資産税等の軽減申告は令和３年２月１日まで
新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい経営環境にある中小事業者等が所有する事業用家屋や償却資産
に係る固定資産税・都市計画税の課税標準額が令和３年度に限り軽減されます（土地は対象となりません）。軽減
措置を受けるには税理士や公認会計士などの「認定経営革新等支援機関等」で、中小事業者等であることや新型
コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少したことなどについて確認を受け、令和３年１月４日から令
和３年２月１日までの期間に市への申告が必要です。詳しい手続きは本市ホームページでお知らせしています。

担当課／資産税課 償却資産係 Tel. 027-898-6216

健康まえばし 21 講演会を開催します
健康まえばし21とは市民一人ひとりの主体的な健康づくりを推進するための健康増進
計画です。今年度の講演会は運動をテーマに開催します。コロナ禍で心配な運動不足。正
しいウオーキングを身に付け、健康な体を手に入れましょう。
「正しいウオーキングで育てる健康」
■講師 八木 均 先生
（前橋市まちづくり公社 ヤマト市民体育館前橋）
■日時 令和２年11月19日
（木） 13:30～15:00（13:00開場）
■場所 前橋市総合福祉会館
（日吉町２丁目17-10）
■定員 70名
（要予約）
■申込 前橋市健康増進課
（保健センター内）
Tel. 027-220-5708（直通） FAX 027-223-8849

担当課／健康増進課 地域保健係 Tel. 027-220-5708

それいけ！まえばし出前講座 2021 パンフレットの広告募集
それいけ！まえばし出前講座2021パンフレットの広告を募集します。
■対象 企業・団体及び出前講座を実施している企業・団体
■掲載規格及び募集数 企業・団体のＰＲ広告
（縦4.5㎝×横8.5㎝）10枠、企業・団体のＰＲ広
告及び出前講座をセットで掲載
（縦4.5㎝×横18㎝）10枠の計20枠の予定。
■広告掲載料 １枠１万円
（契約の際、200円の収入印紙が別途必要になります）
■申込書の配布 生涯学習課・各地区公民館・コミュニティセンターで。本市ホームページか
らダウンロードもできます。
■問い合わせ 生涯学習課
（027-210-2198）詳細は本市ホームページでもご確認いただけます。
■申込み 12月４日
（金）
までに生涯学習課へ

担当課／生涯学習課 社会教育係 Tel. 027-210-2198

『わかもののための職場定着支援講座』 受講生募集
ジョブセンターまえばしでは、平日の19時から若者を対象にした講座を開催しています。クリスマスリース・
料理・スワッグ・お正月飾り・つまみ細工アクセサリー・アロマ講座などを開催予定です。初めて施設を利用す
る方は登録書の記入が必要です。日程・費用など詳細はホームページにてご確認下さい。
■申込 10月20日
（火）～11月８日
（日）
までに
ホームページ
（http://www.jobcenter-maebashi.jp）
セミナーイベントカレンダーよりお申込みください。
■対象 45歳未満のわかもの
（学生不可）
■日時 11月～12月 19～20時30分
■会場 ジョブセンターまえばし
（前橋市大渡町２丁目３-15）
■問い合わせ 同館 Tel. 027-252-0500

担当課／産業政策課 雇用促進係 Tel. 027-898-6985
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富士見商工会からのお知らせ
YouTube チャンネルの開設について

富士見商工会青年部

お世話になっております！富士見商工会青年部です！
新型コロナウィルスの影響が広まる中、日ごろお世話になっている地域の皆様に恩返しの意味も込めて、
新たに動画配信事業を開始致しました！
不要不急の外出を控える中で、子供たちに有意義な時間を過ごして貰うのと同時に、富士見町の PR と
子供たちにこういう学習方法もあることを知ってもらいたいという狙いもあります！
今回配信したのは、富士見ゆかりの偉人について解説したマンガなどを朗読したものです！
不慣れなため、読み間違いや聞き取りづらい部分があると思いますが、ぜひご覧になって楽しんで下さ
い。
※動画 URL（https://www.youtube.com/channel/UCNKtmHowD6klKZJzknjD2Kg...）
そして、動画投稿第２弾と致しましては、当商工会青年部員である「Be five」の長竹佑介氏のご協力の
もと、ご家族で出来る簡単ストレッチ体操動画を投稿致しました！
新型コロナウィルスが未だ終息せず、ご自宅にて自粛をなさっている方々は疲労とストレスが溜まる一
方だと思います…
ご家族皆様で身体を動かして頂き、ストレス解消や免疫力向上につなげて下さい！富士見商工会青年部
員の樺澤雅彦と蛭川悠もチャレンジした動画もご覧頂ければと思います！
緊急事態宣言が解除されたものの、依然、不安な状況であり、皆さんの気持ちも沈みがちになっている
と思います…暗い雰囲気を吹き飛ばすために、明るく楽しく撮影致しました！少しでも皆様に元気になっ
て頂ければ幸いです！

コ

ロ

ナ

に

負

け

る

な

！

※動画 URL（https://youtu.be/V-U_zpaRt30）

チッタスローモニュメントに花飾り 富士見商工会女性部
前橋市は「チッタスロー」の精神に賛同し平
成29年５月12日にスローシティー国際連盟に
加盟しました。食や農産物の美味しさや品質の
高さ、豊かな自然、歴史文化や伝統を守りながら、
健康的で幸せに生活できる住みよい街を作るこ
と、また、赤城山麓のブランド力向上も目指し
ています。
富士見商工会女性部は昨年に続き７月９日に、
同町小暮の国道353号線交差点近くに設置され
たモニュメントの花壇に日々草やマリーゴール
ドなどの花植えを行いました。
このモニュメントは、自然豊かな場所で生き、ゆっくりと前進するカタツムリが、背中に人々の暮らす
街を背負っているものです。
今後も同女性部が花の植え替えや水やりの管理を行いますので、お近くにお越しの際はお立ち寄り下さい。
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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前橋東部商工会からのお知らせ
『美味しい群馬再発見！ぐんま商工会 2020
in 道の駅川場田園プラザ』の開催のお知らせ
11月14日
（土）、15日（日）10時～16時、道の駅川場田園プラザにて、群馬県商工会連合会（関根町）
主催の『美味しい群馬再発見！ぐんま商工会2020 in 道の駅川場田園プラザ』が開催されます。前橋東
部商工会からは、３事業所が参加します。今回は、参加事業所を紹介させていただきます。

☆ Premium Baum

☆中川漬物

出品：川場村産りんごバームクーヘ 出品：新生姜甘酢漬け、漬物セット
ン、川場村産焼立てチーズタルト
（ブ
ルーベリー）、前橋生ブッセ、生バ
ーム各種

☆赤城山オートキャンプ場
出品：豚まんじゅう

当商工会員さんの他にも、各商工会から選りすぐりの美味しいものが勢ぞろいします（13商工会、30
事業所予定）
。新型コロナウイルス感染症対策もしっかり行いながらの開催ですので、お時間のある方は、
安心して足をお運びいただけたらと思います。

令和２年度補正予算「小規模事業者持続化補助金
＜コロナ特別対応型＞」の公募について
持続化補助金【コロナ特別対応型】の第５回受付締切の日程が公表されました。12月10日（木）必着
となっております。
この事業は、小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更（働き方改革や被用者
保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等）等に対応するため、持続的な経営に向けた経営計画に基
づく地道な販路開拓等の取組で、且つ、新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える特徴的な影響を
乗り越えるための前向きな投資を行う取組に要する経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産
業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的としています。
新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるために、具体的な対策（サプライチ
ェーンの毀損への対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整備）に取り組む小規模
事業者等が、地域の商工会の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に
取り組む費用の２／３または３／４を補助します。補助上限額：100万円。
なお、持続化補助金【コロナ特別対応型】は、第５回受付締切が最終受付となりますので、コロナ型
での申請を考えている方はお早めにご相談ください。

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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