
 
 

 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
富士見商工会（法人番号 4070005000084） 

実施期間 平成 28 年 4 月 1 日～平成 33 年 3 月 31 日 

目標 

人口・世帯数の増加傾向にも関わらず小規模事業者数は減少傾向となっ

ている。当地域のポテンシャルを活用するとともにそれぞれの小規模事

業者が自社の「強み」を正確に理解し、「経営状況の分析」や「事業計画

の策定」などを通じて他社との差別化を図ることを目標とする。それに

より、当地域内の小規模事業者の販路拡大を図り売上・利益を確保する。

事業内容 

I. 経営発達支援事業の内容 
1. 地域の経済動向調査に関すること 
各種統計調査や地区内の小規模事業者への聞き取りにより、支援を

実施する個社及び地域の状況を正確に把握する。 

2. 経営状況の分析に関すること 
事業計画策定支援や計画策定後の支援を実施するため「財務分析」

「SWOT 分析」を実施し、個社の経営状況を把握する。 

3. 事業計画策定支援に関すること 
売上・利益の確保を図るため、実効性の高い事業計画を作成する。

4. 事業計画策定後の実施支援に関すること 
事業計画策定後にきめ細かな伴走型の支援を実施することにより、

計画の着実な進行をサポートする 

5. 需要動向調査に関すること 
消費者のニーズを把握する仕組みを構築し、情報を収集・分析する

ことにより事業者の「事業の方向性」を把握する。 

6. 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 
商談会・展示会・地域振興事業を通じ、需要掘り起こしを支援する。

II. 地域経済の活性化に資する取組 
地域における関係者間で地域振興事業振興のための意識の共有化を

図り、事業を持続的に発展させるための環境整備を推進する。 

III. 経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 
1. 他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関する
こと 
他の支援機関との情報交換会を行うことにより支援ノウハウの向上

を図る。 
2. 経営指導員等の資質向上等に関すること 
組織全体のレベルアップを図るため知識の共有化の仕組を作る。 

3. 事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 
PDCA サイクルを実施し事業の評価・見直しのための仕組を設ける。

連絡先 

住所 〒371-0103 群馬県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  

URL http://www.fujimi-shoko.com  
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 （別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

1. 当地域の現状 
（風土について） 
 当商工会（富士見商工会）が開設されている前橋市富士見町は、群馬県勢多郡に属
していた旧富士見村が平成 21年 5月 5日に前橋市に編入合併された地区である。
当地区は関東平野の北西端にあり、赤城山の山頂周辺から南側にかけて南北に長

い地区となっている。赤城山の山頂には大沼、小沼と呼ばれるカルデラ湖があ

り、周囲にはミズバショウなどの高山植物が生息する覚満淵という湿原がある。

赤城山は榛名山、妙義山と並び、上毛三山の一つに数えられており、日本百名山、

日本百景の一つにも選ばれている県内有数の景勝地である。特に、冬季における大

沼でのワカサギ釣り、その周辺の白樺やつつじが有名である。赤城山は四季を通

じてこれらの自然に彩られており、毎年多くの観光客が訪れている。当地区は、地

区内の標高差が大きく、最も高い場所は赤城山（黒檜山南面）の 1,823メートル、
低い場所は 140メートルである。 
 地区の北半分は赤城山の森林となっており、人はほとんど住んでいない。それに対
して、南半分は緩やかな丘陵地帯であり、地区の中ほどは畑作・水田を中心とした

都市近郊農業地帯、さらに南側は近隣市街地へのベッドタウンとなっている。当地

区をその特性において大まかに類別すると、北部は赤城山を抱く「観光地区」、中

部はなだらかな稜線を活用した「農業地区」、南部は前橋都市部に隣接した「商工

業地区」に分けることができる。 

 
 

（人口推移について） 
 南側と東側は県庁所在地である前橋市に隣接しており都市部からの住民流入が続

赤城山頂 大沼 
観光地区 

農業地区 

商工業地区 

前橋市全体図 
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いた。その結果人口が増加し、合併前は全国で 4番目に人口の多い村であった。前
橋市との合併以降は、「前橋市富士見町」となり、平成 27年 3月末時点で、人口
23,167人・世帯数 8,385・面積 70.42km2となっている。前橋市街地のベッドタウ

ンとして人口・世帯数とも増加傾向となっている。 
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（交通網について） 
 地域内に鉄道は敷設されておらず、主な交通手段は「バス」「自家用車」などの車
両での移動となる。現在、当地域の南部を横断する形で上武道路（国道 17号のバ
イパス道路）が整備中であり、平成 28年度に全線開通となる予定となっている。
上武道路は、深谷バイパスと上武 IC（熊谷市西別府）で国道 17号と分岐した後、
利根川を渡って群馬県に入り、前橋市で国道 17 号に合流するバイパス道路であ
る。利根川を渡り、群馬県前橋市へと伸びる上武道路は、関東平野北部の利便性を

高める大規模なバイパス（地域高規格道路）となっている。 
 国道 17号は、東京都中央区から新潟県新潟市へ至る一般国道であり、群馬県内を
縦断する主要幹線道路である。そのバイパス道路である上武道路が全線整備される

ことにより、当地域への交通アクセスは飛躍的に向上する。それに合わせ、当地区

内に新たな道の駅の設置も予定されている。 
 
（地域の観光・資源について） 
 県内でも有数の観光スポットである赤城山を有効に活用するため、前橋市は「前橋
市観光基本計画（平成 23年度～平成 27年度）」を作成し、赤城山観光を前橋観光
の牽引役と位置づけ積極的な PR活動を行っている。また、効率的かつ一元化され
た観光情報発信のため「公益財団法人 前橋観光コンベンション協会」を設立し、

観光スポットやイベント情報などを発信している。 
 前橋市は「赤城の恵み」ブランドを設立し、地元の優れた農産物や農林水産物加工
品に認証を与え、「地産地消」の推進と「食の安全・安心」に取り組んでいる。認

証された製品は、認証マークの使用を許可され、認証後はイベントや前橋市ホー

ムページ等でＰＲされるほか、展示会への出展費用や販促物の作成費用などの販
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売促進のための経費について一部補助を受けることができる。現在の認証製品は生

鮮食品類が 16 品目、前橋産の農林水産物を使って製造された加工品が 38 品目、

合計 54品目が認証されており、当地区では、酒類で 3品目、加工品類で 2品目の
認証を受けている。 

  
 
 

 赤城山の南面に広がる緩やかな山麓は全国屈指の日照時間を誇っており、従来か
ら農産物の栽培が盛んであった。水利の良い低地は水田として、丘陵地は畑とし

て活用されている。当地区は川を境に地質が異なっており、川の東側は根菜類、西

側は葉物類の栽培に適している。そのため、多様な農産物の栽培が可能となってお

り、主な農産物として「ほうれん草」「米（ひとめぼれ）」「時沢大根」がある。 
 当地区にゆかりのある著名人として猪谷六合雄（猪谷千春の父・日本近代スキーの
草分け）・猪谷千春（冬季オリンピック銀メダリスト）・羽鳥重郎（医師・台湾の風

土病の研究）・羽鳥又男（元台湾台南市長）らがいる。当商工会では、それらの人

物を紹介する冊子を作成し地元の偉人の PRに努めている。特に羽鳥重郎・羽鳥又
男は日本の統治下にあった台湾において高い業績をあげ、敬愛される偉人として台

湾では広く認知されている。台湾の人々により知ってもらうため、羽鳥重郎・羽鳥

又男の業績を紹介する冊子の中国語版も作成した。そのような縁もあり、平成 28
年 2月に台湾への表敬訪問が実施される予定である。 

 
（地域の商工事業者について） 
 当地区における商工業者総事業所数（平成 27年度）は、608事業所となっている。
内小規模事業者数は 518 者となっており、全体の 85.2%を占めている。業種別事

赤城の恵み認証マーク及び当地区内の認証商品 
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業者数は建設業、卸売・小売業、サービス業、製造業、飲食業・宿泊業の順に多い

かが総じて業種によるばらつきは少ない。建設業は、前橋市街地や高崎市などの都

市圏に近いことや前橋市街地のベッドタウンとして発展してきた。また、製造業の

業種として、地元の農産物を加工する食品加工業の割合が高い。 
 

 
 （平成 27 年） 件数 割合 

商工業者総数 608

小規模事業者数 518 85.2%

建設業 176 28.9%

製造業 61 10.0%

卸売業・小売業 134 22.0%

飲食店・宿泊業 61 10.0%

サービス業 102 16.8%

その他 74 12.2%

 当地区内の商工業者総数は平成 26年に 621者、平成 27年に 608者と微減傾向と
なっている。一方、小規模事業者数は 562者（平成 26年）から 518者（平成 27
年）となり、商工業者総数に占める割合は低下している。業種別では卸売業・小売

業以外の業種が減少傾向となっている。しかし、どの業種においても業績不振によ

る資金繰りの悪化や事業主の高齢化などの諸問題を抱えており、経営環境は厳しい

状況となっている。 
  平成 26 年 平成27年 前年対比 

商工業者総数 621 608 97.9% 

小規模事業者数 562 518 92.2% 
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2. 当地域の内部環境（強み・弱み） 
(1) 当地域の強み 
 赤城山頂から前橋市街地に隣接する地区までが当地域に含まれており自然・人
口分布・産業分布などにおいて多様性がある。 
 県内有数の観光スポットである赤城山を有している。また前橋市においても赤
城山観光に力を入れている。 
 当地区出身の偉人を通じた台湾との交流がある。 
 人口・世帯数ともに増加傾向となっており、地域経済活性化のための基礎的な
要因を備えている。 
 県庁所在地である前橋へのアクセスが良く、居住者や事業者にとっての利便性
が高い。 
 多くの業種の事業者が混在しているため、異業種間の交流を促進することによ
り大きく飛躍する可能性のある企業が多い。 

(2) 当地域の弱み 
 地域内の多様な業種が一体化するための取組が弱く、当地域の持つポテンシャ
ルが十分に発揮できていない。 
 平成 21年の前橋市との合併以降、ベッドタウン化がさらに進行し、本来当地域
が保有していた地域の独自性や求心力が失われつつある。 
 近隣への大型 SCの進出により、地域内の商業・サービス業を中心とした小規模
事業者の顧客が奪われている。 

3. 当地域の課題 
当地域は、人口・世帯数ともに増加傾向となっており、地勢的にも赤城山を頂点と

する多様な自然を有している。また、産業構造も多様性に富んでおり地域の持つポ

テンシャルは非常に高い。しかし、商工業者総数・小規模事業者数は減少傾向とな

っており当地域の特徴を十分に活用できていない状態である。そのような現状・問

題点を考慮した当地域の課題は以下の通りである。 
 「観光」「農業」「商業」「工業」が一体となった地域づくりの振興を進めること。
 前橋市との合併やベッドタウン化により失われつつある地域の独自性や求心力の
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回復を図ること。 
 地域内経済の担い手である小規模事業者の活性化を促進すること。 
 地域内事業者へのタイムリーで有用な情報発信の実施及びその仕組みの整備を行
うこと。 

4. 小規模事業者に対する中長期的な振興のあり方 
小規模事業者が激変する外部環境に対応し継続的な発展を達成するためには、自社

の「強み」を正確に把握し他社との差別化を図ることが最も重要となる。独自の「強

み」を最大限に活用した「地域住民に愛されるキラリと光る小規模事業者」となる

ことが全業種に共通した今後 10年間における中長期的な振興のあり方となる。以下
にそれぞれの業種における具体例を記載する。 
○ 建設業 
「公共事業から民間受注の開拓を進める」「営業力向上によるプレゼンテーシ

ョン力のアップ」「高齢化に対応した建築・設備の提供」「赤城山の自然を活用

したセカンドハウスの提案」 
○ 小売業 
「ストアブランドの強化」「大型店にはできないきめ細やかなサービスの提供」

「独自の仕入による商品の差別化」「地元商品の販売」 
○ サービス業 
「独自の技術力を活かしたサービスの提案」「地元住民に安心感を与える店作

り」「赤城山観光に対応した新たなサービスの提案」「高齢者に対応したサービ

スの充実」 
○ 製造業 
「独自技術の洗練化」「独自製品の開発・製造・販売」「製造ラインの効率化」「他

業種とのコラボレーション」「需要に応じた設備投資」 
○ 飲食店 
「食の安心・安全の提供」「地元農産物を活用したメニューの開発」「高齢者に

配慮した店作り」「赤城山への観光客の対応したメニューの提案」 
5. 富士見商工会の役割 
当商工会は、地域内の小規模事業者に対して「金融支援（マル経など）」や「共済・

年金・保険制度の提供」を中心に地域事業者の経営安定や福利厚生に取り組んでき

た。そのような機会を通じ多くの事業者から信頼を得ているが、一方でそれらの事

務作業や手続きなどに忙殺され積極的な経営支援に結び付けるまでには至っていな

い。また、今般行ったアンケート調査においても、今後利用したい支援として「金

融支援」「労務相談」と並び「経営相談」「専門家派遣」が上位に挙げられている。

当地域の課題や現在の商工会の取組みを考慮すると当商工会には以下の役割が求め

られている。 
 前橋市や関係機関との連携による「観（観光）・農（農業）・商（商業）・工（工業）」
の一体化 
 小規模事業者の特性に応じた経営支援の実施 
 ホームページや広報誌を活用した地域内の事業者に対する適切でタイムリーな情
報発信 
 上記の役割を実施するための指導員の資質の向上 
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 当地域内に混在する様々な業種に対する指導員・専門家などの広範な知識を活用し
た適切なアドバイスの実施 

6. 小規模事業者振興の目標 
平成 26年に施行された「小規模基本法」「小規模支援法」に基づき、群馬県産業
経済部が作成した平成 27年度の産業経済部施策概要によると「伴走型」できめ細や
かな支援の実施が掲げられている。 
また、前橋市は平成 25年 10月に「前橋市中小企業振興基本条例」を策定した。
この条例は、市内事業所の大多数を占める中小企業の振興と、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る。平成 26 年 6 月、この条例の目的である
「市内中小企業の健全な発展による市民生活の向上」を実現するため、条例の趣旨

による施策を具体化したものとして「前橋市産業振興ビジョン」を策定した。当ビ

ジョンには、「既存産業の総合的支援」として以下の事項があげられている。 「１．

中小企業者の資金繰りを支援する施策の推進」「２．中小企業者の人材育成を支援す

る施策の推進」「３．中小企業者が新たな販路を開拓するための支援」「４．事業所

の経営の効率化に関する支援」「５．事業所が必要な人材を獲得でき、働く人が意欲

を持って働ける施策」「６．ものづくり労働者の技術および技能継承を円滑に進めて

いくための支援の推進」。当商工会の活動内容は、上記の事項の全てに関連している。

当商工会は上記の方針や先に掲げた「4.小規模事業者に対する中長期的な振興のあ
り方」に則り、地元に根ざした小規模事業者に対して、その特性に応じた伴走型の

支援を積極的に行う。 
当商工会の今後 5年間の目標は、当地域の豊かな資源（自然・歴史・農産物・技
術など）を活用し「観・農・商・工」の一体化を図り、当地域を活気と活力にあふ

れた地域とすることである。そのためには、各機関との連携を実施し、また各事業

者の魅力を向上させることにより販路拡大を図ることが今後必要となる。 
 
以上を勘案し、当商工会では、今後 5年間の目標達成のための方針を下記の通り
設定した。 
(1) 経営課題の解決による売上・利益の確保 
小規模事業者の中には、激変する外部環境の変化に対応しきれず、多くの経営

課題を抱えている事業者も多い。そのような事業者の中には、課題解決のため

に積極的な行動を起こさない事業者も存在する。当商工会は、小規模事業者へ

の指導員の積極的な巡回訪問や事業特性に応じた専門家派遣を行い、経営課題

の解決を図り売上・利益の確保に務める。 
(2) 各機関との連携強化 
当地域の一体化を図りそのポテンシャルを十分に引き出すためには、前橋市・

前橋商工会議所・前橋観光コンベンション協会・各金融機関・各専門家などと

の連携が欠かせない。今後は、関係諸機関と会合の機会を設け、定期的な情報

交換を行うとともに、それらの会合で得た情報を地域の小規模事業者へタイム

リーに発信することにより、自社の課題解決に取り組む事業者をサポートする。

(3) 訪問による経営課題の解決 
環境変化の激しい昨今において、その変化に対応することができず、自力で解

決できない経営課題を抱えている小規模事業者も少なくない。しかし、そのよ
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うな事業者の多くは、日々の業務に忙殺され経営課題の解決のために積極的な

行動を起こさない。当商工会は、そのような小規模事業者への積極的な訪問や

専門家派遣を行い、経営課題の解決を図る。 
(4) 地域に密着した支援機関としての機能及び能力の強化 
様々な業種が混在する当地区の小規模事業者に対して、現状分析・事業計画策

定・販路拡大などの施策を実施するためには、経営指導員が広範な知識を習得

する必要がある。そのうえで、その知識を事業者にわかりやすく提供するため

のプレゼンテーションスキルも身に付ける必要がある。群馬県商工会連合会が

主催する各種研修会に積極的に参加し、各指導員の資質向上を図ることはもと

より、研修会で学んだ知識の共有や OJTによるノウハウの習得を行い個々の指
導員の能力強化を図る。また、隣接する他地域の商工会・商工会議所などの諸

機関との情報交換も積極的に行い、会合で得た有益な情報をタイムリーに事業

者に発信する仕組み作りを構築する。 
 

経営発達支援事業の内容及び実施期間 

（１）経営発達支援事業の実施期間 

平成 28 年 4 月 1 日～ 平成 33 年 3 月 31 日 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 

Ⅰ.経営発達支援事業の内容 

1. 地域の経済動向調査に関すること【指針③】 
（現状と課題） 

現在行っている「地域の経済動向の調査」の主な取り組みは、「経営指導員の

巡回訪問」「窓口相談時の情報収集」「セミナー参加者へのアンケート」などであ

る。収集する情報については、どのような情報を収集するかについてはその時々

に応じて担当者が任意に決めており、明確な指針を設けていない。また、収集し

た情報の分析や課題抽出も行っていない。 
小規模事業者が環境変化に対応し自社の売上・利益の確保を図るためには地域

の経済動向の把握は必須である。しかし、現状、そのような取り組みを行ってい

る小規模事業者は少なく、行政や各業種が公表している資料も小規模事業者が利

用しやすい形となっていない。 
地域内への情報発信に関しては、年に 3回（9月・12月・3月）地域内の全戸
に「広報ふじみ」を配布している。しかし、その内容はイベントなどの地域内の

情報が主となっており、当商工会が収集した経済動向に関する情報はほとんど掲

載されていない。 
今後は、地域の経済動向調査を正確に把握し小規模事業者支援に役立てること

が必要となる。そのためには「収集する情報項目を明確化」「情報収集手段の増

加」「得られた情報の分析」「適切な情報発信」が課題となる。 
（改善方法） 

現状の取り組みでは、情報収集の手段が限られており、当地域を網羅した経済
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動向の把握が荒くなる可能性がある。まずは、情報収集の手段を増やし業種・地

域を横断する広範な情報を収集する。収集する情報は「景気動向」「消費動向」

を中心とした情報とし、得られた情報に関しては分析を行い、それらの情報を適

宜事業者に発信する。 
（事業内容） 

(1) 地域内の経済動向を把握するために、関東財務局が発表する「県内経済動向・
統計」や「業況判断来季予測（群馬経済研究所）」において県内の経済動向を

把握する。そのうえで地域に密着した情報として「景況レポート（しののめ信

用金庫）」「経済動向調査結果（前橋商工会議所）」から業種ごとの「業況 DI」

「経営上の問題点」などの情報を調査・収集・分析し、適宜事業者へ提供する

する。（新規事業） 

(2) 得られた情報は、経営指導員が中心となり、それらが地域内の小規模事業者に
どのような影響を及ぼすかについて、主に「販路拡大」「収益性」の視点から

分析を行う。また、必要に応じて金融機関や専門家と連携しその作業にあたる。

（新規事業） 

(3) 地域内の経済動向を直接把握するため、事業者から直接地域内の経済動向につ
いてヒアリングを行う。「経営指導員による巡回・窓口相談」「各部会を通して

の情報収集」「各種セミナー」などを活用し、事業者に対する地域内の経済動

向調査を行う。ヒアリングの際には、ヒアリングする内容を記載した「ヒアリ

ングシート」を新たに作成し情報収集の漏れを防ぎ、収集後のデータは地域

別・業種別に整理し、取引先数・来店客数・売上高・利益高などについての分

析を年 1回行う。（新規事業） 

(4) 収集後のデータは経営指導員が中心となり、地域別・業種別に分類し、それぞ
れについて取引先数・来店客数・売上高・利益高などに整理する。それらの結

果が地域内の小規模事業者にどのような影響を及ぼすかについて、主に「販路

拡大」「収益性」の視点からの分析を年１回行う。また、必要に応じて金融機

関や専門家と連携しその作業にあたる。（新規事業） 

(5) 上記調査により得られた情報については、デジタル化を進める。デジタル化し
た資料は、経営指導員間で共有し、事業者の経営指導・事業計画作成・販路拡

大のために活用する。また、当商工会のホームページ（以下 HP）や「広報ふじ

み」を通じて適宜情報発信を行う。（新規事業） 

（目標） 

当地域内の経済動向の特性を理解するために、地域内の経済動向の調査・分析

し、業種ごとの現状と課題を正確に把握する。調査・分析結果を勘案し、今後の

当商工会の取組みに繋げていくとともに、各事業者の経営課題解決・事業計画作

成・販路拡大のデータとして活用していく。 
実施内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

情報調査・収集 

 統計情報 情報収集

不足 

各機関の

情報収集

（4か所）

各機関の

情報収集

（4か所）

各機関の

情報収集

（4か所）

各機関の

情報収集 

（4か所） 

各機関の

情報収集

（4か所）

 ヒアリング情報 事業者への 事業者への 事業者への 事業者への 事業者への
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個別聞取り

20件 

個別聞取り

50件 

個別聞取り

80件 

個別聞取り 

100件 

個別聞取り

100件 

情報の分析  

 統計情報 未実施 年1回実施 年1回実施 年1回実施 年1回実施 年1回実施

 ヒアリング情報 未実施 年1回実施 年1回実施 年1回実施 年1回実施 年1回実施

分析結果の情報発信  

 商工会 HP 未実施 年1回実施 年1回実施 年1回実施 年1回実施 年1回実施

 広報ふじみ 未実施 年1回実施 年1回実施 年1回実施 年1回実施 年1回実施

※ 各機関の情報収集の 4か所は「県内経済動向・統計」「業況判断来季予測（群馬経済

研究所）」「景況レポート（しののめ信用金庫）」「経済動向調査結果（前橋商工会議

所）」 

2. 経営状況の分析に関すること【指針①】 
（現状と課題） 

多くの小規模事業者は日々の業務に追われ「経営状況の分析」を行っておらず

その重要性や分析手法について理解していない事業者も多い。当商工会において

も、マル経などの金融支援や各種補助金の申請書作成時においてだけ、経営状況

の分析を行っており、受け身の対応となってしまっている。 
一方、自社の経営分析を行いたいが、どこに依頼すれば良いのかわからない事

業者に対して、「経営状況の分析」を当商工会で行うことができることなどにつ

いて積極的に周知していない状況である。 
現状を考慮すると、「１．地域の経済動向調査に関すること」の調査・分析結

果を勘案し、小規模事業者との折衝の機会（窓口相談や巡回など）を捉え、経営

指導員が積極的な対応を実施することが課題となる。 
（改善内容） 

「経営状況の分析」の必要性について小規模事業者への周知を図る。経営指導

員の巡回・窓口相談、各種セミナーの開催時などの小規模事業者との折衝の機会

を捉え、上記について説明する。興味を示した事業者に対しては、経営指導員が

主導し「経営状況の分析」を実施する。分析を行う主な項目は、「財務状況」と

「事業の方向性」とする。これは、資金繰りに窮する事業者や環境の変化に対応

できず自社の事業の方向性が明確になっていない事業者が多いことがその理由

である。また、専門的な分析が必要な事業者に対しては、群馬県商工会連合会・

地域金融機関・群馬県産業支援機構のコーディネーターや専門家と連携しより詳

細な分析を行う。 
（事業内容） 

(1) 「経営状況の分析」の必要性について、経営指導員の巡回・窓口相談、各種セ
ミナーの開催時の機会を捉え事業者に説明する。その際、「経営状況の分析」

を行うことにより事業の方向性が明確になった事例や財務状況の問題点が把

握できた事例などを具体的に示しその有用性を説明する。（新規事業） 

(2) （1）で掘り起こした事業者については、商工会連合会で提供している「経営
自己診断システム」を活用し「自己資本比率」「流動比率」「当座比率」「固定

長期適合率」「減価償却率」「手元現金預金比率」「借入金月商倍率」などの財

務分析を行う。分析した事業者の各数値と業界標準数値やデフォルト企業の数



- 11 - 
 

値を比較し、分析を行った事業者の財務上の問題点を把握する。（新規事業） 

「経営自己診断システム」による分析例 

 

 
(3) 小規模事業者は自社の「強み」「弱み」を正確に把握していない場合も多い。
経営状況分析時に事業者の「強み」「弱み」をヒアリングする。特に事業者の

潜在的な「強み」を聞き出すことを心がける。（新規事業） 

(4) 必要に応じて専門知識を有する中小企業診断士や各専門家と連携し、その事業
者が保有する製造技術やノウハウ、財務の内容等のさらに詳しい分析を行う。

（新規事業） 

(5) （2）（3）で行った分析結果と「⒈地域の経済動向調査に関すること」「5.需要
動向調査に関すること」で得られた外部環境の調査・分析結果にもとづき分析

対象事業者の SWOT 分析を行い、「事業の方向性」を明確にし事業計画策定や事

業計画策定後の支援に役立てる。また、財務状況や事業の方向性などの分析結

果については、指導員が事業者に個別に説明を行う。（新規事業） 

(6) 分析結果については、事業者の了解を得てその大まかな分析内容を商工会 HP

に掲載する。経営状況分析の有用性を周知するとともに小規模事業者にその必

要性を PR する。（新規事業） 

（目標） 

小規模事業者と接触する機会を活用し、経営分析の必要性を説明することによ
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り、多くの小規模事業者の経営分析に積極的に取り組む。経営分析を通じ、小規

模事業者が自社の現状を理解し、その問題点の解決と事業の発展に自発的に取り

組むことを目標とする。 
 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

経営状況分析の掘り起こし

のための巡回訪問数 
0 30 35 40 45 50

 巡回訪問数 0 20 25 30 35 40

 窓口勧誘数 0 5 5 5 5 5

 セミナー開催時勧誘数 0 5 5 5 5 5

経営分析事業者数 5  13  14  17  20  25

3. 事業計画策定支援に関すること【指針②】 
（現状と課題） 

事業計画策定支援に関しては、「2.経営状況の分析に関すること」で記載した内
容と同様に、マル経などの金融支援や各種補助金の申請書作成時においてだけ策

定支援を行っているため受け身の対応となってしまっている。また、作成した事

業計画についても「申請用の事業計画」に陥ってしまい事業者の「事業の方向性」

を考慮した具体的で実現可能な事業計画が作成されていないことも散見された。

一方、小規模事業者においても、日々の業務に忙殺され、定期的に事業計画を作

成している事業者はほとんど無く、作成の意義や作成方法を知らない事業者も多

い。 

以上を考慮すると、受け身の姿勢を改め事業計画を策定する事業者を積極的に

発掘し、「事業の方向性」に即した事業計画の策定を支援することが課題となる。

また、小規模事業者に事業計画策定の意義や必要性を理解してもらう仕組み作り

が必要となる。 

「創業・第二創業者」 

当地域は、前橋市街地などの近隣市のベッドタウンとして、人口・世帯数とも

増加傾向となっているが、地区内の事業者数は微減傾向である。事業者数の増加

を図るためには、創業者の支援が欠かせないが、創業に関しては相談があれば応

じる程度の対応となっており、創業者・第二創業者への相談窓口としての機能を

十分に果たしているとは言えない。群馬県においては平成 30 年に開業率 10％を

目標とし、創業支援のための連携会議を平成 26 年 7 月に設立、官民一体となっ

た創業支援を行っている。 

当地域内の事業者数の維持・拡大及び開業率の向上を図るためには、創業・第

二創業支援を積極的に展開することが不可欠である。当商工会が、創業計画作成

や金融支援などの創業支援を行っていることの周知や経営指導員を中心とした

創業予定者の事業計画策定を実施することが課題となる。 

「経営革新事業」 

当商工会の「経営革新計画」の承認件数は、過去 3年間で 1件にとどまってい

る。経営指導員が日々の業務に追われ「経営革新計画」に注力していなかったこ

とが原因となっている。しかし、環境の変化などから既存事業が衰退したため新
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たな事業に取り組む事業者も少なからず存在する。また、そのような意欲的な事

業者を支援することは当地域の発展に寄与するものと考えられる。 

「経営革新計画」に該当する事業者の発掘と計画作成支援を実施し小規模事業

者の新規事業への取り組みを支援することが課題としてあげられる。 

（改善内容） 

「事業計画」を作成したことのない小規模事業者や創業者・第二創業者に事業

計画策定の意義や作成方法を理解してもらうことが、「事業計画作成支援」の前

段階として必要となる。そのため、新規事業として「事業計画策定セミナー」を

開催する。 
次に、「1.地域の経済動向調査に関すること」「2.経営状況の分析に関すること」

「5.需要動向調査に関すること」で得た情報を活用し、事業計画策定支援を行う。
個々の事業者に応じた具体的で実現性の高い事業計画を策定するために、群馬県

商工会連合会・群馬県よろず支援拠点・群馬県・前橋市・各金融機関・専門家等

とも連携し、各事業者の事情を十分踏まえた伴走型の指導・助言を行い、小規模

事業者の持続的発展を図る。 

（事業内容） 

(1) 事業計画策定の前段階として「事業計画策定セミナー」を開催し、事業計画策
定の意義や必要性に対して理解が乏しい事業者に、まずその内容を理解しても

らう。セミナーの内容は事業計画策定を行ったことのない小規模事業者や創業

者・第二創業者に対しても理解できるようわかりやすい内容とする。特に、定

量的な計画を作成するための基礎データである決算書の仕組みや売上・利益計

画作成の方法については、具体的な事例をあげながらわかりやすい説明を行

い、小規模事業者の利益確保につながるセミナーとする。セミナー講師につい

ては、平成 30 年度までは外部講師に依頼するが、その後は必要に応じて経営

指導員がセミナー講師を務める。（新規事業） 

(2) 「事業計画策定セミナー」の開催については、「広報ふじみ」や「商工会 HP」
で告知する。また、参加が望まれる事業者（経営不振に陥っている事業者や事

業後継者など）については経営指導員が事前にピックアップし巡回時や地域振

興事業などの開催時に参加を促す。上記に加え各指導員は、窓口相談や巡回指

導時に事業計画策定の意義を説明し、事業計画策定を目指す小規模事業者の掘

り起こしを行う。（新規事業） 

(3) 事業計画策定支援を行う対象事業者は「2.経営状況の分析に関すること」にお
いて経営分析を行った事業者及び「事業計画策定セミナー」に参加した事業者

とする。（新規事業） 

(4) 個々の事業者の事業計画を策定する際には、「1.地域の経済動向調査に関する
こと」「2.経営状況の分析に関すること」「5.需要動向調査に関すること」で得

た事業者に関する各種情報を踏まえ、事業者の経営状況に対応した事業計画を

策定する。具体的には、小規模事業者の持つ自社の「強み」を外部環境である

「機会」にどのように活用するかに重点を置いた指導を行う。また、必要に応

じ専門家（中小企業診断士・税理士）と連携し、事業者の実態に則した実現可

能な事業計画を策定する。（新規事業） 

(5) 当商工会内に「創業相談窓口」を設置し、創業・第二創業希望者の相談にいつ
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でも対応する体制を整える。創業・第二創業予定者には経営指導員がその対応

にあたり、開業までのスケジュールやそれに伴う各種手続きなどの説明・支援

を行う。また、創業相談窓口の設置にあたり、「広報ふじみ」「商工会 HP」を通

して告知を行い広く周知を図る。（新規事業） 

(6) 創業者・第二創業者の事業計画策定については、最初に「事業計画策定セミナ
ー」への参加を促し実現性の高い事業計画の策定を支援する。それに加え、個

別に金融支援や法的なアドバイスなどを実施する。必要に応じて群馬県商工会

連合会・群馬県産業支援機構・よろず支援拠点・中小企業基盤整備機構との連

携を図り、専門家の派遣を依頼するなど総合的な支援を行う。（新規事業） 

(7) 「経営革新計画」の事業計画策定に関しては、まずは、申請する事業者の発掘
を行う。日々の巡回業務や窓口相談などの機会を通して、新規事業の可能性の

ある事業者に対するヒアリングを行う。「経営革新計画」に関してはその存在

を知らない事業者も多いため「経営革新計画」の主旨や作成手順などを説明し

たチラシを作成・配布し事業者への周知を図る。また、必要に応じて群馬県商

工会連合会・群馬県産業支援機構などに対して専門家の派遣を依頼するなど計

画書作成の支援を行う。（既存事業改善） 

（目標） 

自社の持続的な発展や販路拡大のためには事業計画策定が必要である。そのこ

とを「事業計画策定セミナー」を通じて小規模事業者に理解してもらうことが、

事業計画策定支援の端緒となる。セミナーに多くの事業者が参加し、具体的で実

現性の高い事業計画を作成することが目標となる。 
創業者・第二創業者に対しては、商工会に「創業相談窓口」を常設することに

より、創業・第二創業予定者が相談しやすい環境を整える。また、創業・第二創

業に関する必要な情報や創業に向けた具体的なアドバイスを実施し、当地域内事

業者数の維持・拡大が目標となる。 
 

※ 事業計画策定事業者総数＝事業計画策定数+創業・第二創業策定数+経営革新計画策

定数 

4. 事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
（現状と課題） 

現在、事業計画策定（金融支援・補助金申請書など）支援を行った事業者に対

するその後のフォローアップに関しては、事業者からの相談があった場合に対応

するという場当たり的な対応となっており計画的なフォローアップができてい

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

事業計画策定セミナー開催回数 0 1 2 2 2 2

事業計画策定セミナー参加者人数 0 15 人/回 15 人/回 20 人/回 20 人/回 25 人/回

事業計画策定勧誘訪問件数 0 20 20 30  30  35 

事業計画策定事業者総数 5 9 10 13  16  18 

 事業計画策定数 4 7 7 8  10  10 

 創業・第二創業策定数 0 1 2 3  4  5 

 経営革新計画策定数 1 1 1 2  2  3 
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ない状態である。そのため、事業計画策定後に新たに生じた経営課題に対して未

対応となり事業計画が形骸化するケースも散見される。 
上記を考慮すると、事業計画を策定した事業者に対する「計画的で継続的なフ

ォローアップ体制」「新たに生じた経営課題や状況変化に対応する事業計画の修

正」を実施することが課題となる。 
「創業・第二創業者」 

創業・第二創業者の創業時は、予想していなかった経営課題が次々に発生する

ことが多い。創業・第二創業者に対する支援を積極的に行ってこなかったことか

ら、そのような事態に陥っている事業者も多いと考えられる。 
事業が安定期に入る（創業後 2～3 年後）までは、事業計画策定後も、引き続

き手厚い支援を実施する体制を構築することが課題となる。 
「経営革新事業」 

「経営革新計画」については、計画作成時に熱心であったがその後熱が冷めて

しまった事業者や取得することが目的となってしまい計画作成後の新規事業の

進捗状況をチェックしていない事業者も多い。新規事業を軌道に乗せるためには

計画の進捗状況を確認することはもとより、状況の変化に応じて計画を修正する

ことも必要となる。 
上記を考慮すると経営革新計画策定後も、引き続き支援する体制作りを構築す

ることが課題となる。 
（改善内容） 

事業計画を策定した事業者に対して、場当たり的な対応であったフォローアップ

を改め、計画策定後の訪問目標などを定め、積極的・計画的なフォローアップを、

事業計画を策定した全事業者に対して行う。特に、事業に不慣れな創業・第二創

業者に対してはきめ細かな支援を継続して行う。 
（事業内容） 

(1) 計画的なフォローアップを実施するため、事業計画策定を行った事業者につい
て「事業者名」「事業計画策定年月日」「事業の方向性の概要」「事業計画のチ

ェックポイント（売上・利益など）」を「事業計画チェックシート（エクセル

にて作成）」にまとめ、その情報を商工会全職員が共有する。「事業計画チェッ

クシート」にはフォロー訪問予定日を事前に記入し計画的な訪問を実施する。

（新規事業） 

(2) 経営指導員は、事業計画策定後に、3 ヶ月に 1 度の巡回訪問を実施し進捗状況

の確認を行う。訪問時には必要に応じて需要の動向や経済指標などの情報を提

供し、事業計画への影響度を検討する。また、事業計画に活用できる各種補助

金などの施策について情報提供を行い、計画の円滑な進行を促進させる。訪問

時の折衝内容は（1）で作成した「事業計画チェックシート」に記入し事業計

画の進捗状況や問題点を商工会全職員が共有する。（新規事業） 

(3) 事業計画（経営革新計画を含む）策定後に、新たな経営課題や事業計画修正の
必要が生じた場合について、上記の訪問時に経営指導員がその把握に努める。

また、群馬県商工会連合会やよろず支援拠点・群馬県産業支援機構に依頼し速

やかに専門家を派遣するなど必要な指導・助言を行う。（既存事業改善） 

(4) 創業者・第二創業者に対しては、上記に加え創業後 1年間は毎月の巡回訪問を
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行い、事業の進捗状況を注意深く見守るとともに諸問題の解決を支援する。ま

た、創業後の資金繰り状態には特に留意し必要に応じて日本政策金融公庫や各

種金融機関との連携を図り資金調達支援を行う。（新規事業） 

（目標） 

計画の策定を支援することが事業計画策定支援の目標ではない。その計画を実

行し、事業者の持続的な発展や販路拡大が図られることが最も重要な目標であ

る。そのことを考慮すると、事業計画策定後の支援はその事業者の実態に即した

ものが望まれる。目標を達成するためには、事業計画策定後、各事業者の進捗状

況を把握し、状況に応じたフォローアップを行うことが必要となる。 
創業者・第二創業者に対しては、上記に加え創業後1年間は毎月の巡回訪問を

行い、事業の進捗状況を注意深く見守るとともに諸問題の解決を支援する。ま

た、創業後の資金繰り状態には特に留意し必要に応じて日本政策金融公庫や各

種金融機関との連携を図り資金調達支援を行う。 
支援内容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

事業計画策定フォロー訪問総数 5 64 92 116 148 176

 事業計画策定フォロー総数（新規） 5 44 56 76 96 112

  事業計画フォロー訪問数 5 28 28 32 40 40

  創業・第二創業フォロー訪問数 0 12 24 36 48 60

  経営革新計画フォロー訪問数 0 4 4 8 8 12

 事業計画策定フォロー総数（継続） 0 20 36 40 52 64

  事業計画フォロー訪問数 0 16 28 28 32 40

  創業・第二創業フォロー訪問数 0 0 4 8 12 16

  経営革新計画フォロー訪問数 0 4 4 4 8 8

※ 事業計画策定フォロー訪問総数＝「事業計画策定フォロー訪問総数（新規）」＋「事

業計画策定フォロー訪問数（継続）」 

※ 「事業計画策定フォロー訪問総数（新規）」は、「事業計画フォロー訪問数」「経営革

新計画フォロー訪問数」については 3ヶ月に 1回の訪問を行うため年間のフォロー

数を「事業計画策定数×4」とした。「創業・第二創業フォロー訪問数」に関しては

1ヶ月に 1回の訪問を行うため「事業計画策定数×12」とした。 

※ 「事業計画策定フォロー訪問数（継続）」は、すべての事業計画訪問数について 3

ヶ月に 1回の訪問を行うため年間のフォロー数を「前年度の事業計画策定数×4」と

した。 

5. 需要動向調査に関すること【指針③】 
（現状と課題） 

小規模事業者の売上・利益の確保を図るためには、事業者自身が提供する商

品・サービスについてその顧客である消費者・取引先の需要動向を調査・分析し

将来の予測を立てた上で事業計画を策定することが必要である。現在、消費者の

需要動向についてその必要性を理解し情報の収集・分析を行っている小規模事業

者はほとんど存在しない。当商工会においても、経営指導員が巡回訪問時に、事

業者が話す需要の動向の変化などについて受動的に聞く程度である。得られた情

報についても分析はほとんど行っておらず活用も図られていない。また、地区内
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外の消費者の需要動向についてはまったく調査を行っていない。 
地区外からの人口流入や観光需要の高まりにより従来の需要とは異なる消費

者ニーズが生じていることが考えられる。地区内外の需要動向についての情報収

集を行うとともに、その情報を分析し、活用を図ることが課題となる。 
（改善内容） 

小規模事業者が事業計画を策定する上で、消費者や取引先のニーズを予測する

ことは非常に重要である。また、外部環境の変化が激しい昨今において、消費者

ニーズの変化を捉え自社の事業計画に取り込んでいくことが持続的な発展に欠

かせない。以上を勘案し「経営状況の分析」「事業計画の策定」を行った全事業

者に対して、需要動向調査を行う。 
消費者ニーズの情報収集についてはさまざまな角度から情報法収集を行い、事

業者に応じた情報を抽出後、分析を行う。分析結果の報告は個別に行い、「4.事業
計画策定後の実施支援に関すること」における事業計画修正時や「6.新たな需要
の開拓に寄与する事業に関すること」における販路拡大の資料として活用する。

収集・分析した資料については業種別の需要の動向の推移などの情報を「商工

会㏋」で広く発信し、当地域内の事業者の販路開拓、新商品・新サービスの開発

に役立てる。 
需要動向調査については、「①情報収集」「②情報の整理・分析」「③調査結果

の報告」「④情報提供」の仕組みを構築する必要がある。スキームについては下

記の通りとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（事業内容） 
(1) 情報収集 
① 自社におけるアンケート調査 

小売業・サービス業などを営む事業者にとって、消費者の需要動向を把握す

各種統計資料調査 
イベント時の 
アンケート調査 

自社における 
アンケート調査 

②情報の整理・分析 
（商工会） 

小規模事業者（個社） 
・事業計画の修正 
・経営状況の分析 
・新たな需要の開拓 

地域内事業者 
・需要動向の把握 

① 情報収集 

③調査結果の報告 

④情報提供 
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るには、自店に来店する顧客へのアンケート調査を行うことがもっとも現状

に則した調査となる。しかし、小規模事業者において、そのようなアンケー

トを定期的に実施している事業者はほとんどない。当商工会において、事業

者の業種・商圏・取扱商品・来店顧客層に応じたアンケートを作成し、情報

収集の支援を実施する。アンケートの項目は「住んでいる地域・年齢などの

基礎的情報」「来店頻度」「よく購入する商品・サービス」「今後欲しい商品」

「改善して欲しい事項」などとする。アンケートの回収率を向上させるため

にクーポンを付加するなどの工夫を行う。（新規事業） 

② イベント時のアンケート調査 

上記の「自社におけるアンケート調査」では、自社に来店する消費者のニー

ズは把握できるが来店しない消費者のニーズを把握することができない。そ

のため、地域内外の需要動向を把握することを目的とし、毎年 11 月に開催さ

れる「富士見地区産業祭」において来場者へのアンケート調査を実施する。

「富士見地区産業祭」には地区内外から多くの来場者が訪れ需要調査に適し

ている。調査する項目は「現在住んでいる地区」「当地区での買い物頻度」「当

地区内で現在購入している商品・サービス」「当地区内で今後購入したい商

品・サービス」「商品・サービス・店舗などの改善点」などとなる。（新規事

業） 

③ 各種統計資料調査 

事業者が属している業界全体の需要動向の変化を把握するため、マクロ的な

需要動向の把握を目的として各種統計資料から情報を収集する。また、イン

バウンド需要については、群馬県のインバウンド情報を豊富に持つ「群馬県

観光物産国際協会」との連携を図り情報収集に努める。「調査する統計資料」

「調査する項目」「調査の目的」は下記の図表のとおりである。（新規事業）

調査する統計資料 調査する項目 調査の目的 

「工業統計調査」（経済産業省） 業種別の製造品出荷額 
製造業における取引先の需

要動向の把握 

「商業統計調査」（群馬県統計情

報提供システム） 

業種別の商店数商品年

間販売額 

商圏の変化 

消費者の嗜好変化 

日経 MJ などの商業誌 トレンド情報 
消費者の嗜好の変化 

新商品・新サービスの開発 

「新設住宅着工戸数」（群馬県統

計情報提供システム） 

地域別住宅着工戸数 

構造別着工件数 

商圏の把握 

消費者の嗜好の変化 

前橋市統計資料 
「人口及び世帯数」

「年齢別人口」 

ターゲットエリアの選定 

ターゲット顧客の選定 

群馬県観光客数・消費額調査結果

（群馬県統計情報提供システム）

観光入込客数推移 

観光消費額推計 

観光客向けの新商品・新サ

ービスの開発 

群馬県インバウンド情報（群馬県

観光物産国際協会） 

インバウンド需要の推

移 

インバウンド観光客向けの

新商品・新サービスの開発 

(2) 情報の整理・分析 
① 情報の整理 

情報収集の②③で収集した情報については、業種別に整理し資料として活用

しやすいエクセルのデータベースとして蓄積する。整理したデータについて
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は、「商工会 HP」「広報ふじみ」に掲載し、地域内の小規模事業者に広く発信

し新商品・新サービスの開発などに役立てる。（新規事業） 

② 情報の分析 

事業計画を作成した事業者については、上記で整理したデータから事業者に

関連した情報を抽出するとともに情報収集の①で得られた情報を加え、事業

計画の進捗に影響を与える可能性のある項目（消費者の嗜好の変化・商品別

売上傾向・業界内の需要動向など）について分析を行う。（新規事業） 

事業計画の作成に至っていない事業者については、分析した情報を「2.経営

状況の分析に関すること」における SWOT 分析の外部環境分析の資料として活

用する。（新規事業） 

事業者に対する情報の分析において分析内容が多岐に亘る場合や事業計画に

与える影響などを詳しく分析する必要がある場合などは、必要に応じて専門

家に分析作業の依頼を行う（新規事業） 

(3) 調査結果の報告・情報提供 
①小規模事業者（個社）への調査結果の報告 

個社に対して個別に行った需要動向調査の分析結果は、事業者に訪問し報告

する。分析結果に基づき、需要動向の変化が事業計画に与える影響などを検

討し事業計画修正の有無などを判断する。また、「6.新たな需要の開拓に寄与

する事業に関すること」における展示会・イベントへの出展可能性を検討す

る資料や新規店舗出店計画などの資料として活用する。（新規事業） 

②地域内事業者への情報提供 

情報収集の②③で収集した情報は、地域内の大まかな需要動向の把握に役立

つ。「商工会 HP」「広報ふじみ」にそれらの情報を定期的に掲載することによ

り、地域内の小規模事業者に広く発信し、「事業の方向性の明確化」「新商

品・新サービスの開発」「新規店舗の出店」などに役立ててもらう。情報の掲

載時に「経営状況分析」「事業計画策定」などを商工会が実施している旨掲載

し、事業者の誘致を図る。（新規事業） 

（目標） 

小規模事業者の販売する商品、提供する役務の需要動向に関する情報の収

集、分析を行うことにより、当地域内外の消費者の需要動向を正確に把握す

る。また、得られた情報は、小規模事業者の事業計画策定や新商品・新サービス

の開発に役立てる。 
支援内容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

情報収集       

 自社におけるアンケート調査件数 0 6 7 9 11 13

 イベント時のアンケート調査 

（富士見地区産業祭開催時） 0 年1回 年1回 年1回 年1回 年1回

 各種統計調査 0 年1回 年1回 年1回 年1回 年1回

情報の整理・分析 0  13  14  17  20  25

需要動向調査報告件数 0  13  14  17  20  25

「商工会㏋」「広報ふじみ」による情

報発信 
0 年1回 年1回 年1回 年1回 年1回

※ 「自社におけるアンケート調査件数」については、「経営分析」を行った小売業・飲
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食業・サービス業を営む事業者の件数（当地域の事業構成比を考慮）とした。 

※ 「情報の整理・分析」「需要動向調査報告件数」については「経営分析」を行った全

事業者に対して行うものとした。 

6. 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 
（現状） 

近隣市への就業者が多いことや前橋市街地へのアクセスが良いことから当地

域内の住民の需要は減少傾向となっている。また、郊外型ショッピングモール（ベ

イシア前橋店・けやきウォーク前橋など）の進出やインターネット通販の普及、

海外製の安価な商品の流入など、小規模事業者にとって厳しい経営環境となって

いる。 
製造業に関しては、特長のある技術を持ちながら新規取引先を獲得できていな

い事業者も少なくない。小規模な製造業者は独立した営業部門を持っていないた

め自社の技術力を PRすることが苦手な場合も多い。また、当商工会もそのよう
な事業者への取引先拡大支援をほとんど行ってこなかった。特に食品加工業にお

いては、「赤城の恵み」認証を受けている企業が少なく、事業者によってはその

取得方法を知らない場合もある。 
現在、台湾との観光客誘致が端緒についたばかりである。インバウンド施策は

当商工会が単独で実施することはできないが、前橋市や前橋観光コンベンション

協会との連携を図り、需要を開拓することは可能である。 
平成 28 年度に全線開通する上武道路は当地域の南側を横断する形となる。上
武道路開通により当地域への利便性は大きく向上するが、一方で当地域の魅力を

高めなければ観光客は素通りしてしまう。また、平成 32 年度には上武道路沿い
に道の駅が新設される予定となっているが、事業者への情報発信が乏しくどのよ

うな準備を行えばよいのか事業者が理解できていない状態となっている。 
このような状況にもかかわらず、当地域内の小規模事業者は、積極的な需要の

拡大に取り組んでいない場合も多い。特に、IT技術やWebを利用した販売促進
策が不得手な事業者が目立つ。 

  （課題） 
上記を勘案すると、課題は以下の通りであると考えられる。 
新たな需要を開拓するためには、「赤城の恵み」ブランドを活用し自社のブラ

ンド力の向上を図るとともに地域内外への PR活動を積極的に展開することが必
要となる。また、未知数ではあるものの海外からの観光客の増加に対する需要の

開拓や上武道路に新設される道の駅を活用した需要の開拓にも取り組む必要が

ある。そのうえで、地域内の各種地域振興事業（桜フェスタ・つつじ祭・産業祭

など）の活用や地域内外のビジネスマッチング事業への出展などを積極的に誘致

する。 
パソコンの普及が進んだとはいえ、パソコンを有効に活用し自ら需要の開拓を

切り開くことができる事業者はまだまだ少ない。各小規模事業者においては、IT
を活用した需要の開拓を図ることが課題となる。 

（改善内容） 

現在 5品目である「赤城の恵み」ブランドの認証企業の増加に取り組む。認証
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のためには「商品の特長（コンセプト）」「加工品の原材料（前橋産の農畜産物が

使用されていること）」などの要件を満たす必要があるが、認証に向けての積極

的な支援を実施する。 
インバウンド需要の取り込みに関して前橋市・群馬県観光物産国際協会・前橋

コンベンション協会との連携を密にし情報を収集するとともに、観光需要を取り

込む新商品開発・新サービス開発の支援を行う。 
新設される道の駅の情報をタイムリーに発信する。また、出展準備に対しての

支援を積極的に行う。 
小規模事業者が自ら需要の開拓が可能となるよう IT 能力のアップを図る。そ
のための IT教室を開催し、個々の事業者の IT能力の向上を支援する。 
地域内の各種地域振興事業に小売業・サービス業を中心とした小規模事業者の

出展を誘致する。また、地域内外のビジネスマッチング事業へは製造業を中心と

した事業者の出展を図る。 
（事業内容） 

(1) 前橋市が地元の優れた農産物や農林水産物加工品に認証を与える「赤城の恵
み」ブランドは、平成 22 年にその制度が創設された比較的新しい取り組みで
ある。そのため、県内はもとより、当地域内においてもその存在が周知されて

いるとは言い難い。そこで、その内容や取得のメリットなどをわかりやすく記

載したチラシを作成し、事業者への周知を図る。また、認証可能な農作物や加

工食品を生産・製造している事業者に対しては、認証申請書類の作成などの支

援を行う。（新規事業） 

(2) 「5.需要動向調査に関すること」で得た農作物生産者と食品加工業者の需要を
マッチングさせるため、両者のビジネスマッチングを積極的に行う。訪問時に

両業者にマッチングを提案することはもとより、可能な場合は両業者の折衝の

場を当商工会が設ける。開発する商品によっては、国内外の観光客への販売も

可能な商品となる場合も考えられるため、その場合は、販売業者・観光業者も

交えた検討会を開催する。（新規事業） 

(3) インバウンド施策に対する情報を前橋市・群馬県観光物産国際協会・前橋コン
ベンション協会との会合時に収集し需要の動向に対応する。また、台湾との直

接の交流を通じて、観光客の商品・サービスの需要の動向を把握し、事業者へ

の情報提供を行う。（新規事業） 

(4) 県内外で行われているビジネスマッチング事業や各種展示会・商談会等の情報
提供を行う。製造業に対しては、群馬県が開催している「ものづくり技術展示

商談会」への出展を促す。また、食品加工業・小売業・サービス業に対しては、

東京銀座に出店している群馬県の情報発信の拠点である「ぐんまちゃん家

（ち）」で行われる物産展への出展を呼びかける。特に、「赤城の恵み」の認証

を受けている事業者へは積極的に出店を促す。出展を希望する事業者に対して

は、群馬県及び前橋市、群馬県商工会連合会等と連携して出展支援を行い、出

展企業の販路開拓と知名度の向上を図る。出展に不慣れな小規模事業者を支援

するため、群馬県・前橋市・群馬県商工会連合会・地区内金融機関などと連携

し、出展のために活用可能な補助事業などの情報を収集する。また、必要に応

じて連携機関から出展に必要なノウハウ（商品の展示方法・販売促進の具体的
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な進め方など）の提供を受け事業者の出展を支援する。出展後についても継続

的なフォローアップを実施し小規模事業者の需要開拓について伴走的な支援

を実施する。（既存事業改善） 

(5) 地域内で開催される地域振興事業（桜フェスタ・つつじ祭・まえばし赤城山ヒ
ルクライム・富士見地区産業祭）には事業者の出展が可能なものも多い。その

ような地域振興事業を活用し、小売業・サービス業を中心とした事業者の需要

の開拓を図る。そのためには、各地域振興事業の来場者の傾向を把握し傾向に

応じた事業者への出展を誘致する。出展誘致を積極的に行うことにより、新規

に出展する事業者を増やし、多くの事業者に需要開拓の機会を設ける。（既存

事業改善） 

(6) 上武道路の全線開通に伴い、当地域内に道の駅が新設される予定（平成 32 年
オープン予定）である。上武道路は近隣からのアクセスが良く、新設される道

の駅は赤城山観光の入り口として多くの利用客が見込まれる。平成 27 年に前

橋市政策推進課が発表した道の駅のコンセプトは「前橋の魅力を発信し、地域

資源が体感できる、都市と農村の交流空間」となっており、当商工会の目標で

ある「観・農・商・工」の一体化と軌を一にしている。当商工会では道の駅に

関する情報収集をおこなっているが、オープンに向け引き続き情報収集・情報

発信に努めるとともに、道の駅への出展を希望する事業者に対して、事業計画

策定・販売促進策の立案などの支援を実施する。特に、当地域の南側は「商工

業地区」となっており、地元の製品・商品・サービスを PR する絶好の機会で

ある。道の駅に「農」「工」が連携した「赤城の恵み」ブランド商品を展開し、

「商」が地元の商品・サービスを提供し、「観」が赤城山観光の PR を行うなど、

当地域の一体化が具現化する場所として活用を図る。（新規事業） 

(7) 小規模事業者の IT能力を向上させるために、外部の専門家が実施する IT教室
を開催する。IT教室においては、チラシ・名刺などの作成に役立つ「Word」、
ポスターやプレゼンテーション作成に役立つ「PowerPoint」、オンラインホー
ムページ作成に役立つ「Jimdo（http://jp.jimdo.com/）」などの講義を行う。（新
規事業） 

（目標） 

「観・農・商・工」の一体化を図り、新たな需要を取り込むことが第一の目標

となる。そのためには、現在個別に活動している各事業者を当商工会がハブとな

り、業者間の情報交換・ビジネスマッチングの出展誘致を実施することにより、

需要の促進を働き掛ける。 
また、地域内外でのビジネスマッチングや各種展示会・商談会に積極的に出展

することにより新規の需要開拓を図る。また、各種地域振興事業に出展すること

により、地域住民への認知度を向上させ、新たな需要の開拓を図る。 
各小規模事業者が IT技術を高めることを支援し、自らが ITを活用した需要の
開拓を実現する事業者となる。 

 
支援内容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

「ものづくり技術展示商談会」への出展企

業数 1 2 2 3 4 5
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 内商談件数 0 4 4 6 8 10

 内成約件数 0 1 1 2 3 4

ぐんまちゃん家への出展件数 2 2 3 3 4 5

「赤城の恵み」認証品目 5 5 6 7 8 10

IT 教室の開催 0 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年

地域振興事業への出展事業者数 23 23 27 28 32 33

「観・農・商・工」のビジネスマッチング 0 1 1 2 2 3

「道の駅」出展企業に対する指導件数 0 1 3 5 10 15

※ 「地域振興事業への出展事業者数」についてはⅡ.地域経済の活性化に資する取組に

て詳述 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組 

（現状と課題） 

当地区では、県内有数の観光地である赤城山を活用したイベントが季節ごとに

開催されている。当商工会はそのような地域振興事業を通じ地域経済の活性化に

長年貢献してきた。しかし、このようなイベントは季節ごとに開催される一過性

の事業となっており、地域経済の活性化策として継続的な取組が図られていない

状態となっている。 
各イベントに関しては、商工会 HP・広報ふじみ・チラシの配布などにより、
周知を図っている。また、巡回時やセミナー開催時においてもチラシを配布し来

場者・出展者の増加を図っているが、出展件数は伸び悩んでいる。イベントには

県内はもとより県外からの来場者も多く、当地域の製品・サービスの PRの機会
であるが活用が図られていないのが現状である。 
なかでも、「まえばし赤城山ヒルクライム」は昨今の自転車ブームの影響もあ

り年々参加者が増加している。「前橋市立前橋高等学校臨時駐車場」などでは各

種イベントも開催され、多くの事業者が出展している。 
今後は、各種地域振興事業の開催を通じ、前橋市や地元企業・金融機関等との

情報交換を行い、地域経済の活性化について連携を深めるとともに前橋市富士見

町の独自性と求心力の向上を図ることが課題となる。 
（改善内容） 

前橋市・前橋商工会議所・前橋観光コンベンション協会・地元企業・金融機関

等とともに当地区の地域活性化の方向性を検討する「富士見地区活性化検討会

（仮称）」を開催する。特に、観光客の誘致に関して赤城山観光を中心とした地

域のブランド化を推進し、当地域のブランド力向上を図ると同時に地域のにぎわ

い創出や地域経済の活性化を実現し小規模事業者が事業を継続的に発展させる

ための良好な環境の整備に努める。 
（事業内容） 

(1) 地域経済の活性化を図る土台作りとして「富士見地区活性化検討会」を年 1回
開催する。「富士見地区活性化検討会」は、前橋市・前橋商工会議所・前橋観

光コンベンション協会・地元企業・金融機関等で構成され、検討会においては

「桜フェスタ」「つつじ祭」「前橋ヒルクライム」「富士見地区産業祭」の継続

的な活性化策や観光資源である赤城山のブランド推進などの地域活性化につ
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いて検討を行う。（新規事業） 
(2) 桜フェスタ（4月）においては、飲食店を中心に 5件程度の事業者が毎年出展
し自社の販売促進を図るとともに地域経済の活性化に取り組んでいる。今後

は、出展者数の増加を図り、地域経済の活性化に役立てる。また、当商工会は、

主催者としての役割を果たすとともに当商工会の会員を含む多くの来場者と

の懇親を深め当地区の魅力を再発見してもらうことにより地域のブランド力

向上を図る。（既存事業改善） 
(3) つつじ祭（5 月）には、飲食販売を中心として毎年 5 件程度の事業者が出展し
ている。今後も出展を誘致することにより、地域経済の活性化を推進する。（既

存事業改善） 
(4) 一般の自転車愛好家も参加できる「まえばし赤城山ヒルクライム」が毎年 9月
に開催されており、今年で 5回目となった。レース参加者数は 3,000名を超え、
地域内のイベントとして定着してきている。出発地点である前橋合同庁舎（前

橋市立前橋高等学校エリア）において、当地域の名産品を販売している。今後

は地域ブランドの強化を図るため出展企業を誘致する。（既存事業改善） 
(5) 富士見地区産業祭（11月）は、地域内の商工業者が自社の製品やサービスを来
場者に提供する地区内最大のイベントである。当商工会は、主催者としてその

運営が円滑に行えるよう努めるとともに、他市町村及び地域住民と事業者の交

流を図り、地域経済の活性化に役立てる。（既存事業改善） 
（目標） 

「富士見地区活性化検討会」において観光客誘致・地域振興事業を中心とした

当地区の地域経済活性化の方向性について検討する。地域経済の活性化について

は、当地区の利便性や観光資源などの魅力を踏まえ地域のブランド化を推進し、

にぎわい創出を促進することが目標となる。 
支援内容  現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

桜フェスタ 出展者数 5 5 6 6 7 7

来場者数 3,000 3,000 3,100 3,100 3,200 3,200

つつじ祭 
出展者数 5 5 6 6 7 7

来場者数 2,000 2,000 2,100 2,100 2,200 2,200

まえばし赤城山ヒルク

ライム 

出展者数 5 5 6 7 8 9

来場者数 4,000 4,000 4,200 4,200 4,500 4,500

富士見地区産業祭 
出展者数 8 8 9 9 10 10

来場者数 3,000 3,000 3,100 3,100 3,200 3,200

Ⅲ.経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

１.他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

（現状と課題） 

支援ノウハウ等の情報交換については、群馬県商工会連合会の研修時や金融支

援時の金融機関との場において各経営指導員が個別に行っている。このような会

合は、情報交換を目的とした会合ではないため雑談程度の情報交換に終わる場合

も多い。そのため、当商工会内での支援ノウハウの共有や習得は充分な状態とは
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言えず事業者への支援力向上にも効果を発揮するには至っていない。 
他の支援機関と連携した情報交換については、その機会はほとんど設けられて

おらず、また情報交換に対する組織的な取り組みは行われていない。 
今後は、他支援機関と支援力向上を目的とした情報交換会や研修会を実施する

とともに、その際得られた各種情報をタイムリーに事業者に発信することが課題

となる。 
（改善内容） 

他支援機関と定期的な情報交換会を新たに開催する。その交換会において、支

援ノウハウや支援の現状等の情報交換を行う。また、得られた情報を事業者にフ

ィードバックする仕組みを構築する。 
（事業内容） 

(1) 中部地区 4商工会による経営指導員情報交換会を年 2回（現状 0回）開催する。
その会合において、支援ノウハウ、支援の現状等の意見交換を行い、経営指導

員の支援力向上に役立てる。（新規事業） 
(2) 前橋市の「前橋市産業振興ビジョン」との整合性を図るため、前橋市の担当部
局並びに前橋商工会議所との意見交換を年１回程度実施する。（新規事業） 

(3) 「前橋観光コンベンション協会」との情報交換会を年 2回（現状 0回）開催す
る。県内や前橋市の観光事業についての動向を把握するとともに、赤城山観光

についてのインバウンド施策も含めた具体的な方向性の検討を行う。（新規事

業） 
(4) 各支援機関（群馬県商工会連合会・前橋商工会議所・群馬県中小企業診断士協
会など）と支援ノウハウ、支援の現状、地域内経済動向の共有を図ることを目

的とした会合を年 1回開催（現状 0回）し、情報交換を行う。（新規事業） 
(5) 日本政策金融公庫などの金融機関と金融懇談会を年 1回開催（現状 0回）し、
情報交換を行うとともに地元の経済動向、小規模事業者の現状、需要の動向な

どを把握し支援力の強化に取り組む。（新規事業） 
(6) 上記において得られた「補助金などの情報」「金融機関における融資制度など
の情報」「行政の新たな取り組み」「観光業界の動向」などの事業者に直結する

情報については、「商工会 HP」「広報ふじみ」を活用し情報発信を行うととも
に、必要に応じて経営指導員が巡回時に直接事業者に説明するなど情報のフィ

ードバックを実施する。（新規事業） 
（目標） 

他の支援機関と連携した支援ノウハウ等の情報交換の機会を定期的に実施す

ることにより、経営指導員の支援ノウハウの向上を図る。また、習得したノウハ

ウを事業者の経営指導に活用するとともに、必要な情報に関しては適宜情報発信

を行い、事業者の新たな需要の開拓を進める基盤の構築を図る。 
 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

中部地区情報交換会 0 2 2 2 2 2

各支援機関との会合 0 1 1 1 1 1

金融懇談会 1 1 2 2 2 2

前橋市・前橋商工会議所との意見交換 0 1 1 1 1 1

前橋観光コンベンション協会との会合 0 2 2 2 2 2
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補助金・融資制度の情報発信 適宜発信 適宜発信 適宜発信 適宜発信 適宜発信 適宜発信

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

（現状と課題） 

群馬県商工会連合会が実施する参加が義務付けられている各種研修会におい

て、各経営指導員が知識の習得や資質の向上に取り組んでいる。しかし、指導員

間での知識の共有が図られていないため、ベテラン指導員と若手指導員の支援能

力にバラツキが生じている。また、経営指導員の支援能力向上のみに重点が置か

れ、その他の職員（補助員・記帳指導員）も含めた組織全体のレベルアップが意

識されていない。 
経営指導員の知識の共有のための仕組みを構築するとともに、組織全体のレベ

ルアップを図ることが課題となる。 
（改善内容） 

経営指導員の支援能力の差に関しては OJT を積極的に取り入れることにより
改善を図る。また、組織全体の支援力向上のために、「支援力レベルアップ会議」

を新たに実施し、組織全体の支援力のレベルアップを図る。 
（事業内容） 

(1) 群馬県商工会連合会が主催する研修に積極的に参加するとともに、職員協議会
が企画する職員向け研修会への参加、中小企業大学校の主催する中小企業支援

担当者等研修に参加することなどにより、経営指導員の支援力向上を図る。（既

存事業改善） 
(2) 経営指導員の支援力を高めるために、積極的に OJT の機会を設ける。巡回、
窓口相談時において、必要に応じ、若手経営指導員は、ベテラン経営指導員と

チームで小規模事業者の支援に当たり、指導、助言内容、情報収集方法等を学

び資質を向上させる。また若手指導員はベテラン指導員との意見交換を通じ、

経営指導のノウハウを習得する。また、専門家派遣による事業者への指導時に、

経営指導員が必ず同行し、専門家の行う指導、助言内容、情報収集方法を学ぶ

など OJTによる経営指導員の支援能力向上を図る。（既存事業改善） 
(3) 組織全体の支援力のレベルアップを図るため、全職員（経営指導員・補助員・
記帳指導員）が参加し、定期的（毎月 1回）に「支援力レベルアップ会議」を
行う。会議では、経営指導員が、小規模事業者の経営状況、事業計画策定状況、

「赤城の恵み」ブランド取得状況等、支援状況について報告を行う。それらの

情報や支援ノウハウの共有化を図ることにより、組織全体の支援力を強化す

る。（既存事業改善） 
(4) 当商工会職員が全員参加する「支援力向上勉強会」を年 4回開催する。勉強会
は経営指導員が主導し、研修会や専門家への同行などにおいて習得した経営支

援スキルや小規模事業者の事業事例などを発表し、組織全体のスキルアップを

図るとともに支援スキルの共有化を推進し、経営発達支援計画の遂行に役立て

る。また、必要に応じて勉強会に専門家を招聘し支援スキル向上に役立つアド

バイスを受ける。（新規事業） 
(5) 専門家派遣による指導時に経営指導員が必ず同行し、専門家の行う指導、助言
内容、情報収集方法を学ぶなど OJT により支援能力の向上を図る。その際、



- 27 - 
 

経営指導員は自分にどのような支援能力が不足しているかについて分析を行

い、研修時にその能力の補充に努める。（既存事業改善） 
(6) 商工会基幹システムに事業者ごとの支援内容を詳細に入力する。商工会基幹シ
ステムは当商工会の職員であれば誰でも閲覧できるため、担当指導員が不在の

場合でも事業者への対応が可能となる。また、効果のあった支援内容や注意す

べき失敗事例については事業者情報をプリントアウトし全職員がいつでも活

用できるよう共有化を進める。ファイル内容については毎年見直し、当商工会

の支援ノウハウとして蓄積する。（新規事業） 
（目標） 

経営指導員の支援力を向上させ、習得した支援ノウハウや情報を組織内で共有

し組織全体のレベルアップを図るとともに、小規模事業者の事業の発展に寄与す

る体制を構築する。 
 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

研修会への参加  

支援力レベルアップ会議の実施 0 1 回/月 1回/月 1回/月 1回/月 1 回/月

OJT の実施  

ファイル作成 未実施 適宜作成 適宜作成 適宜作成 適宜作成 適宜作成

３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

（現状と課題） 

毎年開催される総代会において事業の報告が行われているが、総代会出席者は

商工会役員・商工会職員のみとなっており、外部評価は行われていない。今後は、

事業を客観的に評価し見直すための仕組みを構築することが課題となる。 
（改善内容） 

本計画に記載された事業の実施状況や問題点について、当商工会の商工会役

員・商工会職員に外部有識者を加えた報告会を開催し評価・検証を行う。 
（事業内容） 

(1) 当商工会役員に加え、前橋市産業経済部にぎわい商業課職員・外部有識者（税
理士・中小企業診断士などの専門家）が参加する報告会を年度末に開催し、事

業の実施状況、成果などを報告する。（新規事業） 
(2) 報告会において、その内容を検討し、成果の評価・見直し方針を検討し、見直
し案の提示を行う。（新規事業） 

(3) 報告会において作成された評価・見直し案については、当商工会理事会へ報告
し承認を受ける。（新規事業） 

(4) 事業の成果・見直しの結果については、その内容を「商工会 HP」において公
表する。（新規事業） 

（目標） 

本計画に記載の事業の実施状況、及び成果について、PDCAサイクルに基づい
た評価・検証を、外部有識者を交え毎年度実施する。PDCAサイクルを活用する
ことにより、計画の改善プロセスを明確にするとともに、経営発達支援計画に基

づいた事業者への支援施策の周知を図る。 
 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度
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報告会の開催・評価・見直し 未実施 年度末 年度末 年度末 年度末 年度末

事業の成果・見直しの公表 未実施 年度初 年度初 年度初 年度初 年度初
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（平成 28 年 1 月現在）

（１）組織体制 

（実施体制） 

経営発達支援事業の遂行は、事務局長を長とし、「直接支援」（伴走型支援の実施）

を経営指導員が担当する。それに加え補助員・記帳指導員が主に側面からの支援と

しての「間接支援」（各種機関との連絡業務等）を担当する。全職員が参加し毎月

行われる「支援力レベルアップ会議」において「進捗状況の確認」「問題点とその

改善方法の検討」を実施する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施人員（商工会全体） 

会長 1 名 

副会長 2 名 

理事 15 名 

事務局長 1 名 

経営指導員 2 名 

補助員 1 名 

記帳指導員 1 名  

 計 23 名 

 

 

理事会 

報告会 
商工会正副会長 3名 
前橋市にぎわい商業課職員 
中小企業診断士 1名 
税理士 1名 

小規模事業者 

承認 

事務局 
事務局長 1名 
経営指導員  2名 
補助員  1名 
記帳指導員 1名  計 5名 

報告 

富士見商工会 

報告 

チェック・指示 

情報提供 
伴走型支援 
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（２）連絡先 
 
住所 〒371-0103 

 群馬県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 

URL http://www.fujimi-shoko.com 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                  （単位 千円） 

 ２８年度 
（4 月以降）

２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 

必要な資金の額 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700

  地域の経済動向調査に関する事業 

 経営状況の分析に関する事業 

 事業計画策定支援に関する事業 

 事業計画策定後の実施支援に関す

る事業 

 需要動向調査に関する事業 

 新たな需要の開拓に寄与する事業に

関する事業 

 地域経済の活性化に資する取り組み

に関する事業 

 他の支援機関との連携を通じた支援ノウハ

ウ等の情報交換に関する事業 

 経営指導員等の資質向上等に関す

る事業 

500

500

800

800

800

800

500

500

500

500

500

800

800

800

800

500

500

500

500 

500 

800 

800 

 

800 

800 

 

500 

 

500 

 

500 

500

500

800

800

800

800

500

500

500

500

500

800

800

800

800

500

500

500

 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

会費、国補助金、県補助金、市補助金、全国連補助金、県連補助金、事業受託費、参加者負担金 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に

関する事項 

連携する内容 

Ⅰ.経営発達支援事業の内容 

1. 地域の経済動向調査に関すること 
 地域経済動向調査においては、また、前橋市や前橋商工会議所などとも連携し業況
調査などの結果を共有する。 

2. 経営状況の分析に関すること 
 群馬県商工会連合会・地域金融機関などと連携し、需要動向調査を行う。また、地
域振興事業やセミナーなどを通じ分析の対象となる小規模事業者をピックアップ

し専門家と連携しながら問題解決に向けた分析を行う。 

3. 事業計画策定支援に関すること 
 専門家（中小企業診断士など）と連携し事業計画策定に関するセミナーの開催や具
体的な事業計画を作成する。 

 事業計画策定において顕在化した課題に対し、群馬県商工会連合会・群馬県よろず
支援拠点・群馬県・前橋市・各金融機関・専門家等と連携し指導・助言を行う。 

 創業の際に生じる様々な問題点・課題に対して、群馬県商工会連合会・税理士会・
専門家等と連携を図りその解決に尽力する。 

 第二創業および経営革新については、計画策定において必要に応じ専門家（中小企
業診断士など）と連携を図る。 

4. 事業計画策定後の実施支援に関すること 
 事業計画策定後の生じた課題に対し群馬県商工会連合会・群馬県よろず支援拠点・
群馬県・前橋市・各金融機関・専門家等と連携し指導・助言を行う。 

 創業・第二創業・経営革新の事業計画のフォローアップについて必要に応じ専門家
（中小企業診断士など）と連携を図る。 

5. 需要動向調査に関すること 
 業種別需要動向などの小規模事業者の特徴に応じた情報収集に関しては群馬県や
地元金融機関との連携を図る。 

 収集した情報の分析に関しては、中小企業診断士などの専門家との連携を図る。 
 専門家と連携しアンケートを作成・配布し会員企業の動向調査を行う。 

6. 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 
 「赤城の恵み」ブランド承認については前橋市と連携を図り承認の促進を図る。 
 前橋市・前橋商工会議所・地元企業・金融機関等と連携を図り各種地域振興事業を
実施することにより、地域に密着した需要開拓を推進する。 

 今後進展が期待される観光事業については、前橋観光コンベンション協会と連携を
図り、インバウンドを含めた観光需要の取り込みを推進する。 

 新設される道の駅に関しては、 
 販路開拓に関しては、全国商工会連合会・群馬県商工会連合会などと連携し県外・
県内の展示会や商談会への出展を促し販路開拓を支援するとともに出展後のフォ

ローアップも行い伴走型支援を実施する。 
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Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組 

 前橋市・前橋商工会議所・地元企業・金融機関等と連携を図り各種地域振興事業を
実施することにより、地域経済の活性化を推進する。 

Ⅲ.経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

1. 他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 
 中部地区 4商工会と連携し、支援ノウハウを共有するとともに支援の現状や問題点
について意見交換を行い、支援力向上を図る。 

2. 経営指導員の資質向上等に関すること 
 指導員の研修事業を実施している各種団体や専門家と連携し、計画的な指導員の能
力向上を図る。 

3. 事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 
 事業評価においては外部有識者との連携を図り事業の成果・問題点などについて検
討を行う。 

連携者及びその役割 

 
連携者 氏名 住所 電話番号 

前橋市役所 市長  
山本 龍 前橋市大手町 2－12－1 027-224-1111 

前橋商工会議所 会頭  
曽我 孝之 前橋市日吉町 1-8-1 027-234-5111 

群馬県商工会連合会 会長  
髙橋 基治 前橋市関根町 3-8-1 027-231-9779  

群馬県よろず支援拠点 理事長  
根岸 冨士夫 

前橋市大渡町 1-10-7 群馬県公社
総合ビル 2階 027-255-6631 

群馬県産業支援機構 理事長  
根岸 冨士夫 

前橋市大渡町 1-10-7 群馬県公社
総合ビル 2階 027-255-6500 

群馬県中小企業診断士

協会 
会長 
矢島 治夫 前橋市敷島町 244-1 027-231-2249 

利根信用金庫前橋支店 支店長 
吉野 滋樹 前橋市下小出町 2-33-8 027-232-3311 

ぐんまみらい信用組合

前橋北支店 
支店長 
深澤 義則 前橋市荒牧町 1-45-3 027-233-3222 

㈱日本政策金融公庫 事業統括 
髙橋 智 前橋市本町 1-6-19 027-223-7311 

関東信越税理士会 
前橋支部 

支部長  
澤口 俊行 大手町 3-3-1 027-234-6131 

前橋観光コンベンショ

ン協会 
理事長 
曽我 孝之 前橋市本町 2－12－1 027-235-2211  

 

（役割） 

○ 前橋市役所 

地域経済動向等の調査・地域振興事業の共催・各種セミナーの支援 

○ 前橋商工会議所 

地域経済動向等の調査・需要動向分析・地域振興事業の共催 
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○ 群馬県商工会連合会 

地域経済動向等の調査・事業計画策定支援・専門家派遣支援・各種研修会 

○ 群馬県よろず支援拠点 

地域経済動向等の調査・需要動向分析・事業計画策定支援・専門家派遣支援・ビジネ

スマッチング支援 

○ 群馬県産業支援機構 

地域経済動向等の調査・需要動向分析・事業計画策定支援・専門家派遣支援・ビジネ

スマッチング支援 

○ 群馬県中小企業診断士協会 

事業計画策定支援・専門家派遣支援・事業計画策定セミナー支援 

○ 利根信用金庫 

地域経済動向等の調査・金融情報収集・事業者への金融支援 

○ ぐんまみらい信用組合 

地域経済動向等の調査・金融情報収集・事業者への金融支援 

○ 日本政策金融公庫 

地域経済動向等の調査・金融情報収集・事業者への金融支援 

○ 関東信越税理士会 前橋支部 

財務分析支援・税務等法的支援 

○ 橋観光コンベンション協会 

需要動向分析・観光事業の連携 

連携体制図等 

 

 
 

 
富士見商工会 

前橋市役所 前橋商工会議所 群馬県商工会連合会 
群馬県よろず支援拠点 

群馬県産業支援機構

 

小規模事業者 

情報提供 
情報共有 

地区内金融機関 

・利根信用金庫 

・ぐんまみらい信用組合

情報提供・共有 

外部専門家 

・診断士協会 

・税理士会 

情報提供 
支援依頼各種支援 支援依頼 

各種支援

指導依頼 

専門家派遣 

 

経営発達支援 

前橋観光コンベン

ション協会 

情報交換 


