
 

 
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
高崎市群馬商工会（法人番号 8070005002894） 

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

目標 

小規模事業者の経営状況の分析や事業計画策定を通して地域内の小規模

事業者に伴走的な支援を実施する。小規模事業者の持続的な発展を図る

ため、事業者の「強み」を活かし大型 SC や他事業者との差別化を促進
し、各事業者の魅力を向上させることにより販路拡大を図り売上・利益

を向上させることが目標となる。 

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 
各種統計調査や地域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 〒370-3521 群馬県高崎市棟高町 983-1 

TEL 027-373-0237 FAX 027-373-3397 

e-mail gunmat-cci01@kl.wind.ne.jp 

URL http://www8.wind.ne.jp/gunmat-cci/ 
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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 
 当商工会（高崎市群馬商工会）は群馬県内の中核市でありまた県内最大の人口（約

37万人）を擁する高崎市に位置している。群馬町は平成 18年 1月に新町・箕郷町・
倉渕村とともに高崎市と合併した。旧群馬町（以下「群馬地域」とする）は、群馬

県のほぼ中央、榛名山東南麓の扇状地から前橋台地にいたる緩やかな斜面に位置し

ている。標高は北部が 260 メートル、南東部が 110 メートルで、面積は 21.94 平
方キロメートルの広さとなっている。前橋市・高崎市・箕郷町そして榛東村に境を

接し、「鶴舞う形」といわれる群馬県のふところで、「空を見上げるひな鳥」のよう

な形をしている。 

 
 「群馬地域」は、約 1,500 年前の豪族が葬られたとされる保渡田古墳群や 750 年
頃に建立された上野国分寺跡などの歴史遺産が数多く存在しているほか、アララギ

派の歌人として活躍した土屋文明や明治・大正期の詩人・児童文学者である山村暮

鳥を輩出するなど文化の発信地としての役割も果たしてきた。地域内に建設された

「群馬県立土屋文明記念文学館」は、県立文学館として、歌人土屋文明に関連する

短歌などの資料を公開するとともに群馬県ゆかりの文学資料を収集・公開してい

る。また、古くから養蚕が盛んであった群馬県にちなみ、「群馬県立日本絹の里」



- 2 - 
 

が当地域内に建設されている。「群馬県立日本絹の里」には、繭や生糸に関する資

料や群馬の絹製品などが展示され、絹を使った染織体験なども実施し、伝統ある群

馬県の蚕糸絹業の足跡と天然繊維であるシルクのすばらしさを紹介している。 
 

 
   
 当地域の人口・世帯数は、40,261人・15,722世帯（平成 26年 3月 31日現在）と
なっており、ともに増加傾向である。 

 
 当地域は、前橋・高崎などの都市部に農産物を供給する近郊農村地として発展を遂
げてきた。近年は、近郊の人口密集地である前橋市や高崎市街地に比べ地価が安い

ことや交通の整備により近郊都市部への利便性が高まってきたことなどから、都市

化が進み人口増加の要因となっている。 
 群馬県は現在「群馬がはばたくための 7つの交通軸構想」をかかげ各地域の自立促
進と活性化を支援し、持続的にはばたける地域づくりの整備を進めている。「7 つ
の交通軸」とは「県央軸」「東毛軸」「西毛軸」「吾妻軸」「三国軸」「尾瀬軸」「渡良

瀬軸」の 7つを指し、地域連携（時間短縮）を強化するとともにそれぞれの軸に求
められる機能（工業・農業、観光、救急・救命、防災、日常生活）を向上させるこ

とを目的としている。 

群馬県立日本絹の里 
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 当地域には、「西毛軸」として整備される「西毛広域幹線道路」が横断する予定で
ある。「西毛広域幹線道路」は、県庁所在地である前橋市を起点とし、高崎市（旧

群馬町・箕郷町・榛名町）・安中市を経由し、世界遺産である「富岡製糸場」を擁

する富岡市に至る延長 27.8 ㎞の主要幹線道路である。整備は着々と進められてお
り、平成 27年 9月には「前橋工区・元総社蒼海工区」が開通し、「国分寺工区」（整
備済み）を含め、前橋市街地と当地域が 4車線の道路でつながった。 
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 地域内の道路が整備され、今後は地域外からの観光客や買い物客が増加することが
予想されている。そこで、当商工会は平成 27年度の「企画提案型地域経済活性化
事業」として、当地域の地図を印刷したクリアファイルを、平成 28年 2月末に 5,000
部作成する予定となっている。クリアファイルに地域内の史跡（古墳群・国分寺跡

など）・文化施設（群馬県立日本絹の里・群馬県立土屋文明記念文学館など）を印

刷した紙を挟むとそれらの施設が地域内のどこにあるのかがわかる仕組みになっ

ている。挟み込む紙については「史跡案内」「飲食店案内」の 2通りを作成し、フ
リーマーケットや各種イベントが催され地域内外から多くの来場者が訪れる「青年

部広場」（当商工会青年部主催 5 月開催）において配布し買い物客や観光客の誘
致に役立てる。 
             

 
 

地図を印刷したクリアファイル 
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 平成 27年における自動車保有台数が全国一位（人口 100人あたり 68.39台）の当
県において、道路整備を推進することは事業者や住民の利便性が高まり地域内の需

要喚起や活性化の一助となる。しかし一方では、地域外への就業や消費行動も促進

されることにもなる。実際、地域外に仕事に出かける人は年々増加し、旧高崎市へ

の通勤率は 24.7%・前橋市への通勤率は 22.1%（平成 17年国勢調査）となってお
り、地域外への就業者が全体の約半分を占めている。 
 当地域における商工業者の構成は、建設業・製造業・小売業・サービス業などの様々
な業種が混在している形となっている。業種別には「卸売業・小売業」の占める割

合が最も高く 30.5%となっているがそれ以外は業種によるばらつきは比較的少な
い。 

当商工会の業種別事業者割合（平成 27 年） 

業種 事業者件数 割合 

商工業者総数 1,300  

小規模事業者数 976 75.1% 

建設業 168 12.9% 

製造業 174 13.4% 

卸売業・小売業 396 30.5% 

飲食店・宿泊業 111 8.5% 

サービス業 217 16.7% 

その他 234 18.0% 

       ※平成２７年の数値は（平成２４年経済センサス－活動調査）による 
 
 地域内の商工業者総数については増加傾向となっている。しかし、商工業者総数の

伸び率（前年対比 117.3%）に比べ小規模事業者数の伸び率（前年対比 108.3%）は
低く、商工業者総数に占める小規模事業者の割合は低下している。業種別には「卸

売業・小売業」「飲食店・宿泊業」「その他」が大きく増加したが「建設業」「製造

業」は減少した。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に置かれている。
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 当地域は、近郊農村地として発展してきた経緯もあり、地域内に商店街を有してい
ない。そのため、小売・サービス業を中心とした小規模事業者のネットワークがほ

とんど形成されておらず、各事業者が独自に販売促進や情報取集を行っている状態

である。そうした中、平成 18 年 10 月に当地域内に「イオンモール高崎」が開店
した。県内 2店舗目のイオンモールということで消費者の関心を呼び、開店当初か
ら多くの地域内外の住民が訪れ、現在も週末を中心に買い物客で賑わっている。 
 当地域は、製造業の拠点として「保渡田工業団地」「足門工業団地」を有している。
そのなかの「足門工業団地」は、高崎市の工業出荷額の向上を図るため平成 29年
を目途に拡張させることとなった。「足門工業団地」は昭和 63年に中小企業向けに
開発された工業団地であり平成 27年現在 13社の企業が稼働している。 
 当地域は、農産物の供給地として発展したこともあり、現在でも様々な農作物が生
産されている。なかでも「国府白菜」は肉厚で柔らかく、甘い食味を特徴としてお

り当地域の名産となっている。また、伝統野菜として「国府にんじん」が近年復活

した。このにんじんは、葉先から根の先まで１メートル近い長さがある長細いにん

じんで、色が良くこくのある甘みがあって香りも強いうえ煮くずれしにくいのが特

徴となっている。 
 

2. 当地域の内部環境（強み・弱み） 
(1) 当地域の強み 
 幹線道路の整備により、居住者・事業者・観光客の利便性が高まっている。 
 県内の人口密集地である前橋市・高崎市市街地・渋川市や世界遺産である「富
岡製糸場」を擁する富岡市などとの交通の利便性が高く、商圏を広く設定する

ことができる。 
 人口・世帯数ともに増加傾向となっておりそれとともに地域内の需要も増加し
ているものと考えられる。 

(2) 当地域の弱み 
 地域内の小規模事業者同士の連携が弱く、地域内外の消費者にその魅力を伝え
きれていない。 
 近隣都市への利便性が高く地価が安価なため、比較的規模の大きな企業の進出
が多くなり地元の小規模事業者のシェアを侵食している。 
 地域内を上越新幹線や関越自動車道が通っているが、駅・インターチェンジが
なく、首都圏や県内の遠隔地からの利便性が低い。 



- 7 - 
 

3. 当地域の課題 
 当地域は、交通の利便性が高まったことなどにより近隣地域から人口が流入し、

人口・世帯数は増加しているものの、小規模事業者全体が一体化し事業を推進する

仕組みが整っていない。そうした中、平成 18年に高崎市と合併したが、小規模事業
者の事業の活性化には大きな効果が上がっていない。そういった現状や問題点を考

慮した「当地域の課題」は以下の通りである。 
 地域内人口の増加や道路整備などによる利便性の向上などの当地域の「強み」の有
効活用を図ること。 
 地域内の小規模事業者の連携強化を推進すること。 
 地域内外の消費者への情報発信の活性化を図ること。 
 地域内事業者へのタイムリーな情報発信の実施及びその仕組み作り。 

 
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」「交通の利便性を活用

したセカンドハウスの提案」 
○ 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」 
○ 小売業 
「絹の里に関連した商品の販売」「観光客誘致のための商品開発・販売促進の実

施」「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」 
○ 飲食業 
「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」「観光客に対応したメニューの提案」 
○ 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」「観光客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」 
 当地域は現在、人口・世帯数ともに増加傾向となっているが、中長期的にはその

傾向は逆転すると考えられる。また、それにともなう少子高齢化により市場の縮小

が予想される。今後は全業種において「後継者育成」「事業承継の計画・実行」が必

要となる。 
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5. 高崎市群馬商工会の役割 
 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と良好な関係を築いているが、一方でそれ

らの事務作業や手続き・段取り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。当地域の課題や現在の商工会の取り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。 
 小規模事業者の特性に応じた経営支援の実施 
 地域内の事業者に対する適切でタイムリーな情報発信 
 地域内の小規模事業者の一体化を推進するための拠点機能 
 地域内に混在する様々な業種に対する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、高崎市が作成した「高崎市第 5 次総合計
画 後期基本計画（平成 25 年度～平成 29 年度）」において、当地域の将来像は以
下の 2点となっている。 
① 他に誇れる地域の貴重な歴史的・文化的資源を広く内外へ発信するとともに、
保存と活用を図り、歴史・文化の里としてにぎわいのあるまちづくりを推進し

ます。 
② 人口増加に対応して、教育・福祉・都市基盤整備の各分野にわたり、バランス
のとれた施策を推進し新たな副都心としての環境を備えた地域を目指します。

 当商工会は、上記の法律や計画及び先に掲げた「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、以下の項目を経営発達支援計画における今後 5 年間の
目標とした。 
○ 人口増加や利便性の向上などの当地域のポテンシャルを最大限発揮できる仕

組み作り 
○ 広い商圏を活用した地域外からの消費者の誘致 
○ 地域内の小規模事業者の連携強化 

 上記の目標を達成し、潜在的なポテンシャルと今後の発展性を有する当地域を、

魅力にあふれた地域とすることが当商工会の重要な使命である。そのためには、事

業者の「強み」を活かし大型 SC や他事業者との差別化を促進し、各事業者の魅力
を向上させることにより販路拡大を図り売上・利益を向上させることが必要となる。

以上を勘案し、当商工会の目標達成のための方針を下記の通り設定した。 
(1) 情報発信力の強化 
 当地域の魅力を地域内外の消費者・事業者・観光客にアピールするためには、

わかりやすく継続的な情報発信を行わなければならない。Webの活用はもとよ
り、イベントや印刷物を活用した情報発信を強化し、地域内外の消費者の誘致

を推進する。また、小規模事業者の連携強化を図るためにも情報発信は重要な

役割を果たす。地域内に商店街や観光協会を持たない当地域において、事業者

に有用な情報を迅速に発信する役割を当商工会が果たす必要がある。 
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(2) 伴走型支援による経営課題の解決 
 資金繰りの悪化や事業承継など、多くの小規模事業者はさまざまな課題を抱

えている。しかし、多くの小規模事業者は、日々の業務に追われるあまり、課

題解決のために積極的な行動を起こさないことも少なくない。当商工会は、小

規模事業者への積極的な訪問や専門家派遣などを行い、小規模事業者に寄り添

った伴走型支援の実施により経営課題の解決を図る。 
(3) 関連機関との連携による支援 
 人的資源・資金的資源が限られている当商工会において、小規模事業者の特

徴に対応したきめ細やかな支援を実施するにはおのずと限界がある。既存の関

連機関との連携を図ることはもとより、高崎市や既に経営発達支援計画を取得

している高崎商工会議所・群馬県商工会連合会・(公財)群馬県産業支援機構・
群馬県よろず支援拠点などとの連携を強め、情報交換やビジネスマッチング事

業などの支援を実施する。 
(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 
 小規模事業者の現状分析・事業計画策定・経営支援を実施するためには、経

営指導員が広範な知識を習得し、かつその知識を事業者にわかりやすく提供す

るためのスキルが必要である。研修会に参加し各指導員の資質向上を図ること

はもとより、情報の共有やOJTによるノウハウの習得を行い能力の強化を図る。
また、他地域との情報交換も積極的に行い、適切な情報をタイムリーに事業者

に発信する仕組み作りに取り組むことにより地域に密着した支援機関としての

機能強化を図る。 
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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） 

「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」「日本政策金融公庫の業況調査」などの限られた情報に依存

していた。収集する情報についても、どのような情報を中心に収集するかについ

ては明確になっていなかった。また、収集した情報の分析や課題抽出は行ってお

らず、得られた情報に関してもほとんど発信していない。 
地域の経済動向を正確に把握し小規模事業者支援に役立てるためには、「情報

収集の手段を増やす」「収集する情報項目を明確にする」「情報を分析する」「適

切な情報発信を行う」ことが課題となる。 
（改善方法） 

現状の取り組みでは情報収集の手段が少なく地域の経済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「高崎市景況レポート（高崎信用金庫）」「高崎市 統計

季報」から業種ごとの「業況 DI」「売上高」「収益」などの地域に密着した情報

を調査・収集する。（新規事業） 

(2) 得られた情報に基づき、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把握するため、「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、事業者から直接地域

内の経済動向についてヒアリングを行う。事業者に対する地域内の経済動向調

査については、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、収集後のデータの整理・分析がスムーズに行え

るよう工夫する。「ヒアリングシート」の項目は「業種」「売上規模」「売上・

利益の増減」など地域内の業種や規模による経済動向の変化が把握できる内容

とする。（新規事業） 
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(4) 上記調査により得られた情報は、経営指導員間で情報を共有し、事業者の経営
指導や事業計画作成のために活用する。また、当商工会のホームページ（以下

HP）や「ぐんま商工会通信（年 5～6回発行）」を通じて適宜情報発信を行う。

（新規事業）

（目標） 

地域内の経済動向の調査・分析を行うことにより、その特性を理解し地域の現

状と課題を的確に把握する。その結果を踏まえ、今後の当商工会の取組みに繋げ

ていくとともに、各事業者の経営支援や事業計画作成用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

個別聞取り

30件 

事業者への

個別聞取り

30件 

事業者への

個別聞取り

40件 

事業者への

個別聞取り 

50件 

事業者への

個別聞取り

60件 

情報の分析 

 統計情報 未実施 年2回実施 年2回実施 年2回実施 年2回実施 年2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

情報発信（HP） 未実施 年 2回 年 2回 年 2回 年 2回 年 2回

※ 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）」「高崎市景況レポート（高崎信用金庫）」「高崎市統計季報」 

2. 経営状況の分析に関すること【指針①】 
（現状と課題） 

小規模事業者の経営状況の分析に関しては、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必要に応じて実施しており、受け身の対応が主と

なっている。また、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分析手法についても理解していない事業者も多い。 
一方、当商工会においても、「経営状況の分析」の必要性や当商工会において

事業者の経営分析が可能であ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。 
以上のような現状を勘案すると、「⒈地域の経済動向調査に関すること」の調

査・分析結果を踏まえ、小規模事業者との折衝の機会を捉え、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） 

受け身の対応を改め、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、「経営状況の分析」が必要であること

を説明するとともに、経営指導員が主導し事業者の経営分析を実施する。分析を

行う主な項目は、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から「財務状況」と「事業の方
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向性」とする。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・（公財）群馬県産業支援機構のコーディネーターや専門家

と連携し丁寧なサポートを行う。 
（事業内容） 

(1) 経営指導員の巡回・窓口相談、各種セミナーの開催時に「経営状況の分析」の
必要性を説明する。「経営状況の分析」を行うことにより財務状況の問題点が

把握できた事例や事業の方向性が明確になった事例などを具体的に提示しそ

の有用性を説明するとともに、経営分析が必要な小規模事業者の掘り起こしを

行う。（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

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） 
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(4) 慢性的な赤字状態となっている場合や自社の「強み」が明確に設定できない場
合などには、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

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。 

※ 「経営状況分析の掘り起こしのための活動数」＝「巡回訪問数」＋「窓口勧誘数」

＋「セミナー開催時勧誘数」 

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。 

 

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

のための活動総数 
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
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○創業・第二創業者 

当地域は、高崎市街地や前橋市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。しかし、商工業者総数の伸び率と比較し小規模

事業者の伸び率は低調なものとなっており、商工業者総数に占める小規模事業者

の割合は低下している。小規模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、現在、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。

また、高崎市は独自の創業者支援として創業支援資金（保証料補助および利子

補給制度有り）や高崎市産業創造館（起業者/ベンチャー企業支援のためのイン

キュベーションオフィス）を運用している。しかし、現在、地域内の創業者への

それらの活用頻度は少なくまた情報発信もほとんど行っていない。 

開業率の向上及び事業者数の維持・拡大を図るためには、創業・第二創業支援

が不可欠となる。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

いることや高崎市の創業支援制度の周知を図ることおよび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 

当商工会では、過去 3年間の「経営革新計画」取得件数は 2件（平成 26 年度 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することが課

題としてあげられる。 

（改善内容） 

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

てもらうために、新規事業として「事業計画策定セミナー」を開催する。 
その後、「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。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・高崎市・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) 事業計画策定の意義や必要性に対しての理解が乏しい事業者にその内容を理
解してもらうために、事業計画策定の前段階として「事業計画策定セミナー」

を開催する。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、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

あげながら丁寧な説明を行い、小規模事業者の利益確保につながるセミナーと



- 15 - 
 

する。また、セミナー講師は平成 29 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、「ぐんま商工会通信」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（お祭りや各種イベント等）開催時に参加を促す。（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) 事業計画策定時には、「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「強み」をどのように活用するかに重点を置いたうえで「売

上・利益計画」「売上・利益を達成するための行動スケジュール」を作成する。

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。（既存事業改善） 

(5) 創業・第二創業の支援に関しては、当商工会内に「創業相談窓口」を設置し、
創業希望者の相談にいつでも対応する体制を整える。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、「ぐんま商工会通

信」「商工会 HP」での告知を行い広く周知を図る。（新規事業） 

(6) 高崎市が展開する各種創業支援（創業支援資金制度・高崎市産業創造館など）
に関する情報を「ぐんま商工会通信」「商工会 HP」を通して発信し、創業予定

者の創業意欲を喚起する。（新規事業） 

(7) 「経営革新計画」を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
などの折衝時において、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」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・（公財）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） 

小規模事業者にとって、自社の持続的な発展を図るためには事業計画策定が必

要である。そのことを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。その結果、事業計画策定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、創業予定者が相談しやすい環境を整える。 
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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 

※ 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） 

事業計画策定を支援し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ない。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対応することができず事業計画が形骸化するケースも

散見される。 
上記を勘案すると、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

ローアップを行う体制づくりや事業計画策定後に新たに生じた経営課題や状況

の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・第二創業者に対する支援を積極的に行ってこなかったことから、事業計

画策定後のフォローアップもほとんど行われていない。 
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。事業が安定期に入るまでは、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のチェックがおざなりとなっている事業者も多い。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、引き続き支援を実施する体制を構築

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、自発的で計画的なフォローアップを、事業計画を作成した全事業者に

対して行う。特に、創業・第二創業者に対しては手厚い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
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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) 事業計画策定後に新たな経営課題が発生し事業計画修正の必要が生じた場合
は、上記の訪問時に経営指導員が充分なヒアリングを行いその把握に努め具体

的な改善案について提案を行う。また、必要に応じて群馬県商工会連合会や群

馬県よろず支援拠点・（公財）群馬県産業支援機構に依頼し速やかに専門家を

派遣するなど専門的な指導・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
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） 

事業計画策定支援は計画の策定を支援することが目標ではない。その計画を実

行し事業者の持続的な発展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、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・第二創業者に対する事業計画策定後の支援を行うことにより、当地域

実情に即した小規模事業者の持続的な発展や地域の活性化を促す。 
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 2 64 92 116 148 176

 事業計画策定フォロー総数（新規） 2 44 56 76 96 112

 

 

事業計画フォロー訪問数 2 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。 
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※ 「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、地域内

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。 
地域外からの人口流入にともない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。地域内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次

ページの通りとする。 
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（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、フリーマーケッ

トや各種イベントが催され地域内外から多くの来場者が訪れる「青年部広場」

（当商工会青年部主催 5 月開催）において来場者へのアンケート調査を実施

する。調査する項目は「現在住んでいる地域」「当地域での買い物頻度」「当

地域内で現在購入している商品・サービス」「当地域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）

 

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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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、観

光に関する需要の動向については、世界遺産である「富岡製糸場」の観光に

ついて情報発信を行っている「富岡市観光協会」や高崎市の観光を促進して

いる「（一社）高崎観光協会」と連携し、予想される観光客数や観光誘致施策

などの需要の動向に関する情報収集を図る。「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 

高崎市市政情報 
「町名別人口及び世帯

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 

観光情報（（一社）高崎観光協会・

富岡市観光協会） 

観光客数の増減 

富岡製糸場への観光客

数の増減 

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

ては、「商工会 HP」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
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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」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。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 7 8 9 11 13

 イベント時のアンケート調査 

（青年部広場開催時） 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㏋」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

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】 
（現状と課題） 

「西毛広域幹線道路」の整備に代表される道路網の充実が要因となり当地域内

の商工事業者総数は増加傾向となっている。一方、地域内への大型 SC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、小規模事業者を取

り巻く経営環境は厳しさを増している。そのような中、平成 27年 12月に「ぐん
ま青空マルシェ」（主催 ぐんま青空マルシェ実行委員会）を開始した。「ぐんま

青空マルシェ」は「JAはぐくみ」「高崎市群馬商工会」などが主体となり、当地
域の継続的な賑わいの創出を図るため、2か月に 1回開催される「軽トラ市」で
ある。平成 27年 12月に開催された「第 1回ぐんま青空マルシェ」には 26社の
事業者や生産農家が参加し、約 2,500人の来場者が訪れた。 
製造業に関しては、特長のある技術を持ちながらあらたな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が多い。また、当商工会もその
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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。 
上記を勘案すると、小売・サービス業においては自社の商品・サービスの PR
の強化、製造業においては地域内外のビジネスマッチング事業への出展などを積

極的に誘致することが課題となる。 
（改善内容） 

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。 
「青年部広場」への誘致による需要の喚起やビジネスマッチング事業の展開を

図るためには多くの消費者や事業者に幅広く情報発信を行う必要がある。そのた

めには、情報発信拠点として当商工会を機能させる必要がある。現在、ほとんど

更新されていない商工会HPをリニューアルし消費者や事業者へのポータルサイ
トとして活用する。 

（事業内容） 

(1) 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、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。出展を希望する事業者に対しては、群馬県

及び高崎市、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・高崎市・群馬県商工会連合会・地域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行う。 

                                                      （既存事業改善）

(2) 平成 29 年に拡張が予定されている「足門工業団地」への進出企業と地域内の
製造業のビジネスマッチングを進める。進出企業が具体的になり次第、取引が

可能な地域内事業者をピックアップしビジネスマッチングの機会を設ける。

（新規事業） 

(3) 平成 27 年 12 月から開催された「ぐんま青空マルシェ」への出展を誘致する。
飲食業や食品加工業を中心に、出展が見込まれる事業者をリストアップし経営

指導員の巡回時に出展を促す。（既存事業改善） 

(4) 毎年 5月に開催される「青年部広場」については、来場者の増加を図る。具体
的にはチラシ配布と「広報高崎」へのイベント案内記事を掲載する。チラシに

ついては当商工会青年部が作成し地域内外の自社の取引先や関連事業所に配

布する。また、高崎市が市内の全世帯に配布している「広報高崎」に「イベン

トガイド」として記事を掲載し来場者の増加を図る。（新規事業） 

(5) 事業者が出展する各種イベントについて、地元紙（上毛新聞など）への情報発
信を行い、取材や記事の掲載を依頼する。記事として掲載されることにより、

地域内外の住民の関心が高まり来場者の増加が期待できる。（新規事業） 
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(6) 商工会 HP の大幅リニューアルを行う。現在の HP は平成 21 年以降リニュー
アルを行っておらず、フレキシブルな情報発信を行うことのできる仕組みにな

っていない。地域内の事業者に有用な情報をタイムリーに発信するためには、

HP のリニューアルは欠かせない。現在の問題点・課題を把握し、専門家の意
見も取り入れながら魅力のある HPを作成する。HPには、バーチャル商店街・
ビジネスマッチング情報・工業団地の紹介・各種イベント情報を掲載し、地域

内事業者の新たな需要を開拓する。（既存事業改善） 

（目標） 

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

とにより新たな取引先や顧客を掘り起こす。 
「ぐんま青空マルシェ」に出展することにより地域内外の消費者の認知度を向

上させ、新たな需要の開拓を図る。 
当商工会のHPに小規模事業者のポータルサイトとしての機能を付加すること
により、地域内外の消費者・事業者への情報発信を行い新たな需要を開拓する。

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 3 ４

 内商談件数 0 4 4 6 6 8

 内成約件数 0 1 1 2 2 3

ぐんまちゃん家への出展件数 2 2 2 2 3 3

地元工業団地とのビジネスマッチング 0 2 2 3 3 4

 内商談件数 0 2 2 3 3 4

 内成約件数 0 1 1 2 2 3

「青年部広場」への出展事業者数 7 7 8 9 10 11

 チラシ作成・配布 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

  内地域内配布 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

  内地域外配布 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

 「広報高崎」記事掲載 未掲載 1回 1回 1回 1 回 1 回

「ぐんま青空マルシェ」への出展事業

者数 
5/回 5/回 5/回 5/回 6/回 6/回

商工会 HP のリニューアル  

問題点

や課題

の把握 

HP の作

成・試験

運用 

HP の本

格運用 
適宜更新 適宜更新
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Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組 

（現状と課題） 

「群馬地域」は、平成 18 年の高崎市への合併により、行政区分は高崎市とな
ったが、旧群馬町時代から開催されている各種イベントも多い。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、チラシの配布や商工会 HP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。 
今後は、高崎市・高崎商工会議所・（一社）高崎観光協会・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群馬

地域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） 

高崎市・高崎商工会議所・（一社）高崎観光協会・地元企業・金融機関等とと

もに当地域の地域活性化の方向性を検討する「群馬地域活性化検討会（仮称）」

を開催する。特に、観光客の誘致に関して富岡製糸場ともゆかりの深い「群馬県

立日本絹の里」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「群馬地域活性化検討会」を年 1回開
催する。「群馬地域活性化検討会」は、高崎市・高崎商工会議所・（一社）高崎

観光協会・地元企業・金融機関等で構成され、検討会においては「青年部広場」

「ぐんま青空マルシェ」「ぐんまはにわの里夏まつり・花火大会」の継続的な

活性化策や観光資源である「群馬県立日本絹の里」「群馬県立土屋文明記念文

学館」のブランド推進などの地域活性化について検討を行う。（新規事業） 
(2) 「ぐんまはにわの里夏まつり」（8月）は花火大会が同日夜に開催される当地域
最大のイベントとなっており地域内外から多くの来場者が訪れる。会場では、

当商工会青年部・女性部を中心とした事業者が飲食店を中心に 5社程度出展し
自社の販売促進を図るとともに地域経済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多くの来場者との懇親を深め当地域の魅力

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) 当商工会青年部が主催する青年部広場（5 月）は、「フリーマーケット」「模擬
店」「ちびっこ相撲」などの催しが行われ地域内外から家族連れを含む多くの

来場者が訪れる。今後も地域のイベントとして注力することにより、出展事業

者数を増やし地域経済の活性化を推進する。（既存事業改善） 
(4) 「ぐんま青空マルシェ」は平成 27年 12月から開催された新しいイベントであ
るが 2ヶ月毎に開かれることが決まっており、今後も多くの来場者が見込まれ
ている。当地域内の事業者の出展数の増加を図りにぎわい創出に役立てる。 
                                                      （既存事業改善）
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（目標） 

「群馬地域活性化検討会」において観光客誘致・地域振興事業を中心とした当

地域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、当地域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

ぐんま「はにわの里」

夏まつり・花火大会 
出展者数 5 5 5 6 6 7

来場者数 約2万人 約2万人 約2万人 約2万人 約2万人 約2万人

青年部広場 出展者数 7 7 8 9 10 11

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

ぐんま青空マルシェ 出展者数 5/回 5/回 5/回 5/回 6/回 6/回

来場者数 2,500/回 2,500/回 2,600/回 2,600/回 2,700/回 2,800/回

 

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） 

支援機関との連携については、現在日本政策金融公庫が主催する情報交換会を

年 1回（10月）、群馬地域の金融機関（5行 7支店）との金融懇談会を年 1回に
行っているほかは目立った連携は行っていない。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において経営指導員同士が個別に情報交換

を行う程度となっている。現状の取り組みでは、支援ノウハウの共有や習得が充

分とは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。 
金融機関（日本政策金融公庫・地元金融機関）以外の支援機関と連携した情報

交換については、その機会がほとんどなく、また、情報交換に対する組織的な取

り組みも行われていない。 
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。その際得られた各種情報を事業者にフィードバック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) 西部地区 8商工会による情報交換会を年 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) 各支援機関（群馬県商工会連合会・高崎商工会議所・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） 
(3) 群馬地域の金融機関（5行 7支店）との金融懇談会を年 2回（現状 1回）実
施する。また、各支店の金融担当者と指導員の情報交換会を年 1回実施し、支
援ノウハウの等の情報交換を行う。（既存事業改善） 
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(4) 高崎市の「高崎市第 5次総合計画」との整合性を図るため、高崎市の担当部局
並びに高崎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） 

(5) 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」「行政の新たな取組」などの事業者に直結する情報については、「ぐん

ま商工会通信」「商工会 HP」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

西部地区情報交換会 未実施 2 2 2 2 2

各支援機関との会合 未実施 1 1 1 1 1

金融懇談会（５行７支店） 1 2 2 2 2 2

高崎市・高崎商工会議所との意見交換 未実施 1 1 1 1 1

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（事務局長・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バラツキに関しては OJT を積極的に取り入れること
により改善を図る。 
組織全体の支援力向上のために、「支援力向上会議」を新たに実施し、支援ノ

ウハウの共有化を図る。また、商工会基幹システム（事業者データを入力する情

報システム）に支援内容（売上・利益状況、助言内容、反省点、連携内容など）

を詳細に入力しノウハウの共有を図る。 
（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）
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(2) 全職員（事務局長・経営指導員・補助員・記帳職員）が参加し、定期的（毎月
1 回）に「支援力向上会議」を行う。会議において、経営指導員が、小規模事
業者の経営状況、分析結果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。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。（既存事業改善） 
(3) 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） 
(4) 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。（既存事業改善） 
(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、
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を組織内で共有し、組

織をあげて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  

支援力向上会議の実施 未実施 1回/月 1回/月 1回/月 1回/月 1 回/月

支援力向上勉強会の実施 未実施 4回/年 4回/年 4回/年 4回/年 4 回/年

OJT の実施  

ファイル作成 未作成 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。 
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（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・高崎市群馬支所産業課職員・外部有識者（税理士・中小企業診
断士などの専門家）により構成された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

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２７年４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し、「間接支援」（各種機関との連絡業務等）を補助員・記帳職

員が担当する。全職員が参加し毎月行われる「支援力向上会議」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     20 名 

事務局長 1 名 

経営指導員 2 名 

補助員  1 名 

記帳指導員 3 名  計 30 名 

 

 

 

理事会 

【報告会】 
正副商工会長 3名 
高崎市群馬支所産業課 1名 
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 3名  計 7名 

報告 

高崎市群馬商工会 

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 〒370-3521 

 群馬県高崎市棟高町 983－1 

TEL 027-373-0237 

FAX 027-373-3397 

e-mail gunmat-cci01@kl.wind.ne.jp 

URL http://www8.wind.ne.jp/gunmat-cci/ 

 

（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組に

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、高崎市や高崎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（お祭りや各種イベント等）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・高崎市・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、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・高崎市・各金融機関・専門家等と連携し指導・助言を行う。 

 創業・第二創業者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 
 高崎市・高崎商工会議所・地元企業・金融機関等と連携を図り各種地域振興事業（お
祭りや各種イベント等）を実施し、地域に密着した需要開拓を推進する。 

 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。 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組 

 高崎市・高崎商工会議所・（一社）高崎観光協会・地元企業・金融機関等と連携を
図り各種地域振興事業（お祭りや各種イベント等）を実施することにより、地域経

済の活性化を推進する。 
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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 
 西部地区 8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 
 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 
 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 

高崎市役所 市長 
富岡 賢治 高崎市高松町 35-1 027-327-6470 

高崎商工会議所 会頭 
原  浩一郎 高崎市問屋町 2-7-8 027-361-5171 

（一社）高崎観光協会 理事長 
末村 歓也 高崎市八島町 32番地 2 027-330-5333 

富岡市観光協会 会長 
小堀 良夫 富岡市富岡 1151 0274-62-6001 

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 ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 
小畑 満芳 

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

（公財）群馬県産業支援

機構 
理事長 
根岸 富士夫 

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

(一社)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 

㈱日本政策金融公庫 
高崎支店 

支店長 
井上 純夫 

高崎市連雀町 81 
日本生命高崎ビル 5階 027-326-1621 

㈱群馬銀行金古支店 支店長 
信沢 正樹 高崎市足門町 824-7 027-373-1511 

㈱群馬銀行中泉支店 支店長 
養田  稔 高崎市中泉町 630-4 027-372-0022 

㈱東和銀行群馬町支店 支店長 
岩船 智彦 高崎市中泉町 44-1 027-373-6225 

高崎信用金庫 
群馬町支店 

支店長 
三ツ澤政弘 高崎市金古町 1319-1 027-372-1711 

しののめ信用金庫 
中泉支店 

支店長 
石川 良一 高崎市中泉町 667-1 027-373-1111 

しののめ信用金庫 
群馬町支店 

支店長 
柴崎  昭 高崎市棟高町 1868-111 027-372-2111 

ぐんまみらい信用組合

群馬町支店 
支店長 
吉田 勝義 高崎市棟高町 709 027-373-6711 

関東信越税理士会 
高崎支部 

支部長 
折田 慶太 

高崎市問屋町 3-10-3 
問屋町センタービル 027-361-7788 
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（役割） 

○ 高崎市役所 

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 

○ 高崎商工会議所 

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 

○ （一社）高崎観光協会 

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 

○ 富岡市観光協会 

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 

○ 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 

○ （公財）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 

○ ㈱日本政策金融公庫(高崎支店) 

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 

○ （一社）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 

○ ㈱群馬銀行（金古支店・中泉支店） 

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 

○ ㈱東和銀行（群馬町支店） 

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 

○ 高崎信用金庫（群馬町支店） 

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 

○ しののめ信用金庫（中泉支店・群馬町支店） 

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（群馬町支店） 

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 高崎支部 

財務分析支援・税務等法的支援 
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連携体制図等 

 

 
 

 
高崎市群馬商工会 

高崎市役所 高崎商工会議所 群馬県商工会連合会 
群馬県よろず支援拠点 

(公財)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 

 ・㈱群馬銀行 

 ・㈱東和銀行 

 ・高崎信用金庫 

 ・しののめ信用金庫 

 ・ぐんまみらい信用組合

 ・㈱日本政策金融公庫 

情報提供・共有 

外部専門家 

 ・診断士協会 

 ・税理士会 

情報提供・共有
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 

（一社）高崎観光協会

富岡市観光協会 

情報提供・共有 


