
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
「片品村商工会（法人番号 2070005006934）」 

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

目標 

群馬県商工会連合会、群馬県、片品村、日本政策金融公庫、その他支援機関と連携

して、小規模事業者の経営力向上、販路開拓等の伴走型支援を実施すると共に、新

たな地域の特産品開発を通じて「観光」と「農業」の連携を図り、地域ブランドの

創出、若者の雇用創造へ向けた観光革新を目指します。 

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 

地域内における経済動向を調査・分析することで小規模事業者等が直面している課題

及び地域経済の現状・業界動向を把握し、事業計画策定の基礎資料として活用していき

ます。 

２．経営状況の分析に関すること 

小規模事業者の持続的発展に向けた、経営意識の向上を図るとともに、経営状況の分

析を行うことで経営上の課題を抽出し、課題解決に向けた支援を行います。 

３．事業計画策定支援に関すること 

「地域の経済動向調査」及び「経営状況の分析」「需要動向調査」を踏まえ、小規模事

業者の経営課題を解決するための事業計画を、専門家との連携を通じて作成していきま

す。 

また、創業塾、第二創業（経営革新）塾、第三創業（事業承継）塾を開催し、創業希望

者の知識向上及び、計画策定を図るとともに、創業後においても継続して支援を行うため

の遂行状況の確認や指導・助言を行います。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

事業計画策定後において随時進捗状況を確認しながら、事業の持続的発展を確かな

ものにするために、関係機関との連携、情報の共有化を図り伴走型の支援を行います。 

５．需要動向調査に関すること 

地域内外における需要動向の調査を行い、情報を収集・分析し、提供することで新たな

需要開拓を行う上での小規模事業者の意思決定を支援します。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

上記１から５により策定した計画に基づき、業種業態別の需要特性に応じた地域内外

への販路開拓・販促活動として展示会や商談会等への出展を促し、伴走型支援体制を

構築します。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

片品村、片品村観光協会、利根沼田森林組合、ＪＡ利根沼田、村内事業者等で構成す

る新たな委員会を組織し、地域経済活性化の方向性を検討・共有し、市場調査や新たな

特産品開発を通じて地域の魅力づくりと地域ブランドの創出を支援し地域活性化を図りま

す。 

連絡先 

群馬県利根郡片品村鎌田３９６４ 

片品村商工会 経営指導員 松井 宏明 

電話番号：０２７８－５８－２０７４  

ＦＡＸ ：０２７８－５８－２２１７ 

メールアドレス：haits@maple.ocn.ne.jp 
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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． 地域の概要 

・地域の風土(位置、気候、地理的な特徴等)の説明 

片品村は群馬県の北部に位置し、東は栃木県日光市、西は群馬県みなかみ町と川場村、南は沼田

市、北は新潟県魚沼市と福島県檜枝岐村と接している。東西 24 ㎞、南北 34 ㎞にも及ぶ 392.01km2 の

総面積があることから、県内では、みなかみ町、沼田市、高崎

市に次いで第４位の広さを持つ。 

 

村の地形は、白根山、武尊山（ほたかやま）、至仏山（しぶ

つさん）などの山々が連なり、その中央を片品川が、笠科（かさ

しな）川、小川、塗（ぬり）川と合流しながら南下している。標高

は白根山の 2,578 ㍍から 650 ㍍までの高低差があり、村内の

92％は森林に覆われた、川沿いに形成された集落である。 

 

村の中心部である鎌田地区の年間の平均気温は 11℃だ

が､夏の最高気温は 36℃､冬の最低気温はマイナス 18℃にも

なる。降水量は年平均 1,042 ㎜、冬季の積雪量は山間部では３～４ｍに達し、居住地域でも 40～100cm

程度となることから、昭和 54 年度に関東地方で唯一、豪雪地対策特別措置法による特別豪雪地帯に指

定されている。 

 

・交通網(空港、鉄道、高速道路等) 

東京からのアクセスは関越自動車道を利用すると練馬ＩＣから沼田ＩＣを経由し約３時間、東北自動車

道・日光宇都宮道路を利用すると川口ＪＣＴから約４時間、鉄道では、東京駅からＪＲ上越新幹線に乗り、

上毛高原駅で下車し関越自動車道を経由すると約３時間半である。 

 

・人口の推移 

人口は、現在は 4,458 人（平成 27年２月１日現在）となっている。高齢化率は 29.8％（平成 22年国勢

調査）である。 

 

・産業構造の推移(業種構成、業種別の事業者数の推移等) 

産業別就業者は、昭和 40 年には第 1次産業就業者数が 2,370 人（67.2％）、第２次産業就業者数が

366人（10.4％）、第３次産業就業者数が789人（22.4％）であったが、その後、バブル経済期の平成2年

には第1次が681人(21.0％)、第 2次が 884人（27.2％）、第 3次が 1,682人（51.8％）となり、直近（平成

22年国勢調査）では、第 1次が 521 人（19.8％）、第２次が 514 人（19.6％）、第３次が 1,601 人（60.6％）

となっている。全国・県と比べると第 1次産業の割合が高いが、第 2次産業の割合は低いという特徴を持

つ。 

 

・地域の名産品、地域資源 等 

片品村には、尾瀬、丸沼、武尊などの自然環境や温泉、スキー場等の観光資源があることから、平成

25年度は187万人の観光入込み客と70万人ものスキー客が訪れている。また標高がもたらす夏の冷涼

な気候と昼夜の気温差を活かし、大根、トマト、とうもろこし、レタス、花豆等の農作物が収穫されており、

森林生産物としては舞茸の人気が高い。 
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２． 地域の課題 

村の人口は昭和 35年には 8,491 人

であったが、昭和 50年には 6,228 人と

激減し、その後は 6,134 人、6,132 人、

6,109 人、6,106 人と、平成 7 年までほ

ぼ横ばいであった。 

これは、昭和57年11月の上越新幹

線の開業、昭和 60 年 10 月の関越自

動車道の全線開通、昭和 63 年７月の

県道平川沼田線の背峰峠の開通等に

より、首都圏との時間的な距離が大幅に短縮されたことや昭和 30 年代後半から 50 年代にかけてのスキ

ー場をはじめとした地域の特色を活かした観光開発や過疎対策事業等による各種施策の実施により、

村の基幹産業の活性化が図られたことによる。 

このような交通アクセスの向上と観光開発により、第 1次産業者は第 3次産業者へと経営革新を図り、

地域経済を牽引してきたことは”強み”であったが、バブル経済崩壊後の平成の大不況やリーマンショッ

ク、さらに東日本大震災は、これまでの村の”強み”を”弱み”へと転換し、平成 12 年に 5,929 人と 6 千人

を割り込むと、後継者問題、少子化対策、高齢化対策、生活環境基盤整備の遅れ等から村は急速に疲

弊し、平成 17年には 5,478 人、平成 22年には 4,904人と 5千人を割り込んだことにより、小規模事業者

は需要の低下、売上の減少に直面している。 

このため、小規模事業者は村の基幹産業である観光と農業を中心としながらも、これまでのビジネスモ

デルから脱却しなければならないという喫緊の課題に直面している。 

 

３． 片品村商工会の役割 

・これ迄の商工会の取組と課題 

本会は、昭和３５年に創設され、創設以来５５年に亘り地域の総合経済団体として、常に、地域経済の

発展、振興に尽力してきた。 

平成 26 年経済センサス基礎調査によると、本会管内事業者数は 409 件、内小規模事業者数は 378

件、組織率は 70.1％となっている。 

平成２４年 平成２５年 平成２６年 平成２７年 

商工業者数 456 456 456 409 

小規模事業者数 434 434 434 378 

会員数 319 306 289 287 

内、商業 (29 人) (28 人) (27 人) (28 人) 

内、工業 (61 人) (56 人) (52 人) (52 人) 

内、サービス業 (229 人) (222 人) (210 人) (207 人) 

組織率 70.0% 67.1% 63.4% 70.1% 

本会は、税務、経理、金融、労務などの基礎的な経営改善普及事業、及び、決算期における税務指

導、労働保険の各種手続きを中心に取り組んできたが、その一方で、収穫祭、夏祭り、商品券販売、歳

末の販売促進企画等の季節催事等においても地域貢献・地域振興も展開してきた。 

 

また、平成 27 年に策定した本会の「事業計画」では、「事業者並びに地域活性化のため、地域で最も

頼れる商工会」を基本方針とし、①会員と共に考え、②意見提案して、③最良の道へ導き、④助言を十

分に行う。を重点施策として、特に、 ・金融斡旋の充実 ・補助事業支援の充実 ・税務指導の充実 

 ・講習会、講演会の開催 ・青年部、女性部の活動の充実 ・労働保険事務代行の充実 ・各種共済の

制度の拡充と充実 ・商品券の普及と取扱加盟店の募集及び利用拡大の確立に取り組んでいる。 
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しかしながら、これまでの取組みの課題として、以下が挙げられる。 

 税務指導や記帳指導を中心とした従来の経営改善普及事業の取組を見直し、事業計画に基づ
く経営の推進、新たな需要開拓に向けた支援を通じて、小規模事業者の売上や利益を確保する

為の支援体制を構築すること。 

 需要の低下、売上の減少により、商工業者数、小規模事業者数、及び、会員数はいずれも減少
しているが、この対応策を講じること。 

 小規模事業者が求める少子高齢化に対応する創業、新たな販路開拓、事業承継という過疎化に
対応した経営改善支援体制の構築。 

 地域貢献・地域振興を踏まえ、村の基幹産業である観光と農業を活用した事業計画の構築。 
 

・地域の総合的経済団体及び小規模事業者支援機関として、今後、商工会に求められている役割(機能) 

村の基幹産業である観光と農業を中心に商工業を含む全ての小規模事業者が、これまでのビジネス

モデルから脱却し、経営を持続的に行うためのビジネスプランを再構築することが必要である。そこで、

以下の２つの中核事業により、小規模事業者の経営を全面的にサポートする。 

 

(1) 経営改善普及事業 
 現在は商工業者を中心とした記帳指導、税務指導及び労働保険の申告等の基礎的支援が中
心であるが、人口減少と需要減少に対応するための新たな販路開拓、及び、後継者難による廃

業を回避するための事業承継といった、小規模事業者が中長期的に発展していくための持続的

経営の推進役としての役割。 

 観光客の増加という追い風に、村の基幹産業である観光と農業を中心に商工業を含む全ての
小規模事業者がいかにして売上や利益を引き上げるかといった経営革新を通じた収益性向上

に向けた推進役としての役割。 

(2) 地域振興事業 
 過去から継続した単なるイベントにとどまった地域貢献・地域振興事業を推進するのではなく、
小規模事業者同士の交流を図ったり、起業や経営革新で開発された新商品・新サービスのテス

トマーケティングの場としたりするなど、地域活性化に向けた取り組みの推進役としての役割。 

 

これにより、地域経済の中心的な支援機関としての責務を果たし、ひいては、地域経済の活性化に資

することが役割であると考えている。 

 

４． 小規模事業者振興の目標 

・地域における小規模事業者を取り巻く現状と課題を踏まえた、中長期的な小規模事業者振興の在り

方(都県や市町村の総合計画、産業振興ビジョンにおける小規模事業者振興の在り方、それを受けた

商工会･商工会議所のビジョン等) 

 

  ・観光の現状と課題 

平成17(2005)年11月に「ラムサール条約湿地」に登録された貴重な高山植物の宝庫である尾瀬を中

心に、丸沼・武尊などの自然、6 つのスキー場、９つの温泉（湯宿 100 軒）の観光資源と、キャンプ場、テ

ニスコート、サッカーコートなどの施設が整備され、旅館62、民宿78、ホテル15、ペンション・ロッジ112、

山小屋 14、合計 281軒の宿泊施設がある。スキー客依存体質からの脱却を図るため、尾瀬への登山者

の誘客を図っており、木道・登山道の整備、標識の設置、自然保護解説委員による登山客の指導や民

間のガイド協会等が組織されている。 

今後は、ウォーキングと組み合わせた温泉の魅力化や、そばなど食のブランドづくり、体験型の観光

の推進、花の郷づくりなど花の谷景観形成、国際観光の推進、夏期の雇用対策などが課題として挙げ

られる。 

また、本村の観光入り込み客数は平成 4 年に 387 万人に上ったが、その後、減少を続けた。しかし、

平成 23 年の 174 万人に底を打ってからは、平成 24 年には 183 万人、平成 25 年には 187 万人と上昇



４ 
 

傾向にある。 

今後は、この観光客の底打ちに対応するための新たな取り組みが課題として挙げられる。 

 

  ・農業の現状と課題 

農家数 450 戸（うち、認定農業者は 57 人、専業農家は 26 戸、第１種兼業農家 99 戸）、農業就業人

口は561人である。農業総生産額は15.6億円で、そのうち高原野菜が70％を占めている。大根・トマト・

とうもろこし・レタス・りんご・花豆・舞茸などの収穫量が伸びており、消費者と提携した産直やりんごやブ

ルーベリーの観光農園、農林業体験民宿（農家民宿 81 軒中、23 軒）、農家レストランなどの新しい取組

みも数多く見られる。 

今後は、高原野菜の生産の振興をさらに進めるとともに、観光客の多い本村の特性を活かした、観光

と連携した魅力のある農業の推進が課題として挙げられる。 

 

・商業の現状と課題 

統計から見ると平成６(1994)年度から現在まで商品販売額は増加しているが、現状は国道 120号線沿

いの鎌田地区に多かった商店街も、交通の利便性が向上し村民が村外で買い物をする機会が多くな

り、購買客が減少傾向にあることや、後継者不足により商売を継続できず、空き店舗が多くなっている。

鎌田地区以外の地区を見ると最小限で店舗数は確保されているが、先を考えるとさらに、商店数の減少

が予想される。 

今後は、高齢化が進む村民生活に密着した商業の振興と地域の特産品や名物料理の開発と販売を

行うことで観光商業を振興し、村の活性化を進めていくことが課題である。 

 

  ・工業の現状と課題 

本村には７つの事業所があり、従業者 147 人、製造品出荷額等は約 25.7 億円であり（平成 15 年）、

平成７(1995)年以降は事業所数、従業者数、製造品出荷額等ともに減少している。 

本村は工業にとっては交通条件が悪く、企業誘致に適している地域ではないものの、今後は、「尾

瀬」というブランド・イメージを高め、既存企業の強化育成や地域の資源を活かした新地域企業づくり、

企業誘致が課題である。 

 

・村内小規模事業者に共通して見られる現状と課題 

地域の基幹産業である観光業、とりわけスキー場にお客が入らないと小規模事業者が多い宿泊業が

不振となり、結果として村内の小規模事業者が営む食品や日用品等の小売業や清掃等のサービス業

が不振に陥る。また、建設業においても今年のような暖冬による雪不足になると除雪作業が行われない

ことから、その収入がなくなるため業況は厳しくなる。 

他方、昨年から地域内の公共工事が増加しているものの、比較的規模の大きいゼネコンが地域外か

ら参入してくるため、小規模零細の建設業者にはその恩恵は少ないのが現状である。このような状況で

あるため、今後、中学校の新築工事や役場周辺において、花を地域づくりの媒体として村づくりを推進

する「花の谷構想」による整備事業関連工事が予定されているが、地域内の小規模零細の建設業には

好影響をもたらすとは言い切れない。さらに、村内の住宅新築工事や改築工事、宿泊施設等の改装や

修繕も業況の悪さから直したくても直せない現状である。 

とはいえ、片品村には尾瀬をはじめとした観光資源が豊富に存在しており、観光業の総生産高

は全産業における総生産の 24%（5,607百万円、H24、群馬県市町村民経済計算）を占めており、
全村民の１割以上（570人、H22、国勢調査）が観光関連サービス業（宿泊業・飲食業）に従事
する観光立村と言っても過言ではないことから、新たな需要喚起と、需要を満たすためのサービス

提供体制を整えることが急務である。 

 

・片品村の総合計画 

片品村は、昭和 62 年を初年度とする第１次総合計画において「豊かな自然と調和した観光と農業の

村」、続く平成８年を初年度とする第２次総合計画において「花の谷構想－“遙かなる花の谷、微笑みの住



５ 
 

む郷に”」、そして、平成 18 年度から平成 27 年度までの第３次総合計画において、『片品村・尾瀬の郷構

想 －“小さくても輝く村”を目指して－』をテーマとして掲げ、「尾瀬の郷」の温泉や水、歴史・文化を活か

した観光を中心として、住民と共にむらづくりを進めている。 

そして、この第３次総合計画において、商工会に対して『若者の雇用創造へ向けた観光革新』の遂行が

求められている。具体的には、現在のお客様は、スキー、スポーツ合宿で尾瀬を訪れる若者であるが、こ

れを平日は中高年のリピータ、平日と休日は子供と外国人とターゲットを分け、それぞれのニーズに対応し

た商品やサービスの提供を通じて顧客の裾野を拡げる、この推進役になることである。 

 

【現状のお客様】 

主に若者：・尾瀬等 ・スキー ・スポーツ合宿 

↓↓↓ 

【今後のお客様】 

中高年のリピータ 子供 外国人 

【平日】 

・ 温泉 

・ 尾瀬ブランド食 

・ 歴史街道や田舎道ウォーキ

ング 

・ 歩くスキー 

・ （仮）尾瀬の郷駅で美術館巡

りなど 

【平日・休日】 

・ 体験修学旅行（日光～尾瀬）

・ 家族の体験旅行 

・ 夏の体験教室 

・ スポーツ合宿 

 

【平日・休日】 

・ 尾瀬等の散策 

・ スキー 

・ 温泉 

・ 日本文化 

・ 日光～尾瀬周遊 

 

 

・商工会のビジョン 

当地域は観光立村であり、村の総合計画においても商工会には村づくりの推進役としての役割が期待さ

れている。そこで、“やる気のある若者・女性・シニア”を実行者として、中期的には、彼ら小規模事業者による

創業・経営革新・事業承継を推進し、長期的には若者の雇用創造を具現化できるよう以下の２点を本事業に

おける商工会のビジョンとする。 

①やる気のある小規模事業者への集中支援 

②若者の雇用創造へ向けた各種創業の推進 

 

・小規模事業者振興の目標 

前述の通り、これまで尾瀬を中心とした雄大な自然、新幹線や高速道路による交通アクセスの良さ、気温

差を活かした農産物を強みとする片品村に、観光客が戻りつつあるが、地域の小規模事業者は総じて需要

低迷、売上高の減少に直面している。小規模事業者が地域で経営を持続的に行っていくためには、観光客

が戻り始めている現状を踏まえ、群馬県、片品村、県連合会、日本政策金融公庫等との連携体制を構築す

るとともに、高い挑戦心を持つ小規模事業者が『若者の雇用創造へ向けた観光革新』事業を推進し実践して

いくことが求められることから、今般、以下の５つを小規模事業者の振興目標として掲げる。 

 

(1) 中小企業施策普及の徹底 
現在、中小企業施策はアベノミクスにより潤沢な選択肢がある。これまでは上部団体である県連合

会を中心とした商業・工業向けの施策が多かったが、今後は、情報を入手次第、観光業・農業を含む

全ての小規模事業者に対していち早く届ける支援体制を構築する。 

 

(2) ビジネスプランを推進するための経営力の強化 
村内全ての観光業、農業、商業、工業を営む小規模事業者に対して、顧客の満足度を高めるため

の創造性・機動性・柔軟性ある新たな商品・サービスの開発を支援し、中長期的に売上や利益を上

げるための経営革新を推進する。 
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(3) 経営環境に対応するための競争力の強化 
第３次総合計画において掲げられた『若者の雇用創造へ向けた観光革新』を推進するため、新た

なビジネスチャンスに果敢に取り組む若者、さらには女性やシニアに対して、創業、第二創業（経営

革新）、第三創業（事業承継）の成功確率を高めるための支援体制を構築する。 

  

(4) 地域支援機関との連携 
本会では、これまでも上部団体である県連合会を中心に、群馬県、片品村といった行政、日本政

策金融公庫や利根郡信用金庫等の金融機関、群馬県産業支援機構、税理士、中小企業診断士等

の専門家と連携しているが、今後は、小規模事業者支援施策情報の提供や各事業計画案件の共有

化並びに実行に向けた支援体制を構築する。 

 

(5) 経営支援体制の強化 
経営発達支援事業を推進するために本会に新たに「経営発達支援相談窓口」を設置する。また、

経営指導員のスキルアップを図るために、上部団体である県連合会が実施する研修会等への参加、

中小企業基盤整備機構等の関係機関が開催する講習会や事業説明会等へも積極的に参加し、経

営指導員の情報収集や資質の向上・研鑽に努める。 

  
・目標達成の為の方針(方向性)及び経営発達支援事業の概要 等 

魅力的な経営資源があり、その魅力を求めて多くの観光客が本村を訪れるが、その享受を得られる小

規模事業者は現状を鑑みると多くはない。そこで、本村の地域特性及び地域資源を活かし、新たな需要

開拓に積極的にチャレンジしようとする小規模事業者を１社でも多く支援できるような支援体制を整備す

べく、本事業を通じて、｢事業を取巻く経済動向調査･企業の経営資源を踏まえた事業計画の策定･販路

の開拓｣に至るまで、伴走型の一貫支援体制を構築する。 

また、関係機関との支援体制構築、さらには、経営指導員等の資質向上が図れるようノウハウ等の情

報交換と共有が円滑に実施できる体制を早急に構築する。 

これらを早期に実現し、片品村における地域唯一の経済団体として、商工業の総合的な改善発達を

図り、あわせて社会一般の福祉の増進に資することで地域活性化に貢献する。 

 

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） 
村の主要産業である観光に関する一般的な経済動向については、職員は県連合会における研修時に国

や県の情報を収集する機会がある。小規模事業者は取引先、同業他社等からの予約状況、宿泊人数、売上

高等の情報により大まかな地域の経済動向を把握しているが、定期・定点でなく大雑把であることから事業

計画算出の根拠とはならない。観光以外の業種についても同様で、職員は県連合会における研修時に国や

県の情報を収集する機会がある他、巡回時のヒアリングで現況を確認するに留まっており、実態把握が出来

ていない状況にある。このように地域内における経済動向調査は未実施の状況であることから、地域の小規

模事業者の多くは自社を取巻く経済動向について判断する適切な情報に接する機会が不足しており、経営

判断が後手に回ってしまう悪循環を改善する必要がある。 
また、そもそも、本会には小規模事業者に対して地域の経済動向を踏まえた的確な経営戦略を提案でき
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る経営支援体制が整備されていない。これらの対策整備が課題である。 
 

（改善方法） 

今後は、本会が独自に地域の経済動向に関する調査を行い全職員が能動的に収集、整理、分析し、小

規模事業者を取り巻く経営環境を迅速に把握し提供できる情報共有体制を構築する。 

調査結果は経営指導員等が窓口相談や巡回指導を行う際に、事業計画を策定する小規模事業者に提

供するとともに、本会のホームページや会報等で広く公開する。また、経営指導員は地域経済の現状把握と

将来予測、政策提案の基礎資料となるように更なる分析の徹底を図る。 

 

（事業内容） 

(1) 【小規模企業景気動向調査（新規事業）】 
項目 内容 

目的 全国商工会連合会による「小規模企業景気動向調査」に項目を併せて地区内小規模

企業の景気動向等についての情報を収集する。全国商工会連合会と地域内の景況感

にはどのような差があるのか、その結果を取りまとめ周知するとともに、本会の政策資料

としていく。 

対象 地域内小規模事業者約40社（仮）（商業、工業、サービス、農業観光各10社（仮）） 

調査方法 調査票に基づく聴取り調査法 

頻度 年１回（仮） 

調査項目 「売上額」「仕入単価」「採算」「資金繰り」「業況」について当該月末時点での景気について

前年同月に比べてどうなっているか、５段階から選択。 

分析方法 各調査項目について、増加（好転）企業割合から減少（悪化）企業割合を差し引いた値

（D.I.）を示す。 

活用方法 地区内小規模企業による景況感から地域経済の現状を把握し、将来予測、政策提案

の基礎資料となるように活用する。 

提供方法 本会が運営するホームページ、SNS、会報、回覧板、及び、行政の広報誌等 

小規模事業者

に対する効果 

小規模事業者が自店の業界動向を把握することで、事業計画の基礎資料とする。 

(2) 【決算データ分析調査（新規事業）】 
項目 内容 

目的 業種毎の経済動向情報として整理し、創業や経営革新、事業承継などに関する相談

等に活用していく。 

対象 地域内小規模事業者から業種毎に計40社（仮）を抽出 

調査方法 商工会記帳システム「ネットｄｅ記帳」から業種ごとの決算データを抽出 

頻度 年１回（仮） 

調査項目 「売上」「利益」「従業員」「業績推移」 

分析方法 「売上」「利益」「従業員」「業績推移」を業種毎・時系列に分析 

活用方法 地区内小規模企業による決算データから業種毎の経済動向の現状を把握し、将来予

測、政策提案の基礎資料となるように活用する。 

提供方法 本会が運営するホームページ、SNS、会報、回覧板、及び、行政の広報誌等 

小規模事業者

に対する効果 

小規模事業者が自店の業界動向を把握することで、事業計画の基礎資料とする。 

(3) 【各種統計資料による経済動向の情報収集と分析提供（新規事業）】 
項目 内容 

目的 小規模事業者等の意思決定における参考資料として情報を提供する 

対象 群馬県産業政策課が取り纏める「経営環境の変化による影響調査」、県連合会が取り
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纏める「中小企業景況調査」等 

調査方法 インターネットにより収集 

頻度 半期に1回（仮） 

調査項目 県内の商工業の経済動向 

分析方法 県全体でどのような経済動向にあるのか、その現状と課題について、群馬県産業政策

課及び県連合会がどのような見解を示しているのかを分析する。 

活用方法 本会の事業活動と小規模事業者による事業計画の構築に反映 

提供方法 本会が運営するホームページ、SNS、会報、回覧板、及び、行政の広報誌等 

小規模事業者

に対する効果 

小規模事業者の視野を広め、新たな商品・サービス等の経営革新への意欲を高める 

 
（目標） 

経営発達支援事業の目標を達成するために、地域の経済動向を調査する経営支援体制を構築し、地域

内の小規模事業者の経済動向等を把握し、その共有化を図る。なお、対象企業数、統計資料の対象と分析

の実施頻度については、本事業終了時に見直しを図る。 

 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

小規模企業景気動向

調査対象企業数 
未実施 準備 40社/回 40社/回 40社/回 40社/回 

決算データ分析調査 

対象企業数 
未実施 準備 40社/回 40社/回 40社/回 40社/回 

各種統計資料 

分析実施頻度 
未実施 半期毎 半期毎 半期毎 半期毎 半期毎 

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 
（現状と課題） 

小規模事業者の多くは経営分析の重要性や必要性についての認識が弱いのが現状である。個人事業主

を見ると、決算申告業務によりその企業の売上・仕入・経費・所得等の把握はするものの、貸借対照表まで作

成している事業所はほとんど無く、分析できる内容が限定的となっている。法人企業においては、決算書類

の提供を求める機会がほとんど無く、融資の相談を受ける際に提供を受け、３期分の財務諸表を見比べて簡

易分析はするものの、その分析を基に事業計画を策定するといった一貫したサポート体制の構築は出来て

いない。また、補助金申請やマル経融資を始めとした融資斡旋時においては、必要に駆られて経営状況の

分析を形式的に行っているに過ぎないという感覚が強い。 

今後は、売上や利益の拡大を目指す小規模事業者に対して、経営状況の分析の本質、必要性、重要性

を認識させ、その中で、経営状況の分析が必要な小規模事業者の掘り起こしを行うことが課題となる。また、

分析項目についても財務分析に偏るのではなく、業種・業態毎に特徴的な分析項目を設定していくことも課

題である。 

 

（改善方法） 

経営状況の分析が必要な小規模事業者に対して、経営指導員が巡回指導、窓口相談を中心に、各種セ

ミナーの開催、経営革新計画やマル経融資の申請時等々の様々な機会において、経営状況の分析を行

い、事業計画策定のための基礎資料としての活用を図る。 

経営状況の分析が必要と考えられる小規模事業者とは、若手経営者や事業に対する意識が高いが売上・

利益が伸び悩む小規模事業者である。リストアップし、経営指導員が中心となって経営状況の分析の必要性

と重要性について意識を高めるための指導を丁寧に実践していく。 

なお、経営分析という言葉に拒絶反応を示すような高齢の経営者に対しては、改善が必要なポイントを簡

潔に絞る指導方法へ改善を図っていく。また、専門性や特殊性が求められる業種業態については、県連合
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会と連携を図り専門的な知見を有する専門家等を招聘し、経営状況の分析を実施する。 

 

（事業内容） 

(1) 持続化補助金等中小企業施策の公募時期、巡回及び窓口による経営改善相談時に、経営上の課
題などの聞き取り調査を行う。（既存事業の改善） 

(2) 経営状況の分析の本質、必要性、重要性を説きながら、中小企業基盤整備機構が提供する「経営自
己診断システム」を利用し、「収益性」「効率性」「生産性」「安全性」「成長性」の観点からワースト３を

抽出し、課題を浮かび上がらせる。なお、パソコン操作が不得手な高齢な事業者には、経営指導員

等が操作方法のレクチャーを行う。（既存事業の改善） 

(3) 上記（１）及び（２）を踏まえ、事業に対する意識が高く、売上と利益の拡大を目指す小規模事業者に
対して、以下の個別指標による経営分析を行う。（既存事業の改善） 

 単年度分析：損益分岐点売上高、売上高対経常利益率、一人当たりの付加価値額等（仮） 
 経年分析：売上伸び率、利益伸び率、付加価値額の伸び率等（仮） 
 経営動向分析：経営理念、中長期の経営目標、従業員数、従業員教育、従業員の平均年齢、
採用計画、後継者の有無、設備更新の状況、情報化への対応等（仮） 

(4) 専門家等と連携しながら単年度、経年、経営動向分析の項目を元に、小規模事業者は現在の経営
の課題・問題点を認識することで、事業計画策定の準備を進める。（既存事業の改善） 

 

（目標） 

小規模事業者の経営状況の分析を通じて経営課題の抽出・整理を図り、その課題の解決に向けて、経営

指導員がハンズオンで支援する。目標件数は、小規模事業者に対して、5 年後に経営指導員一人当たり年

間 50 社以上の経営分析ができる経営支援体制を構築していくことである。 

 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

指導員一人当たりの経営状況の分析件数 30 社 35 社 35 社 40 社 45 社 50 社 

 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 
（現状と課題） 

本会ではこれまで持続化補助金、ものづくり補助金等の補助金申請を中心に、経営革新計画、マル経融

資、地域資源認定等、専門家と連携して事業計画の策定を行ってきた。 

地域内の小規模事業者のほとんどは事業を始めた時にはしっかりと持っていたはずの経営理念や経営目

標を今は見失っており、昨今では事業計画を策定したことも皆無に等しい。そのため、通常の巡回時に事業

計画策定の重要性をいくら説いても、事業者は日々の業務に追われ右から左へと聞き流してしまうことも珍し

くない。 

このような状況であるため、先般の持続化補助金の申請においては、最初からさじを投げて、経営指導員

に丸投げしようとする事業者もいるが、補助金が採択になって事業が実施されても、意識改革がされていな

いため持続的な発展は見込めないと判断し、事業計画は事業者自らが書くことを指導した結果、小規模事

業者は、補助金申請をきっかけに、自社を客観的に見つめ、分析し、強みを箇条書きで書き出し、その強み

を活かした事業計画をまとめようとする姿を数多く見ることができた。最終的に経営指導員が補完しながら仕

上げるものの、補助金申請は事業者の事業計画に対する意識改革のきっかけとなることを再認識したところ

である。 

このように、小規模事業者の多くは自ら事業計画を策定した経験が無い、或いは策定したことがあっても、

経営理念や経営目標、経営戦略等が明確になっていないケースがほとんどであり、小規模事業者自身が事

業計画策定の必要性や重要性を認識しているとは言い難い状況にある。 

さらに小規模事業者の多くは経営計画策定にあたり、策定経験の無さや経営分析及び自社の強みを事

業計画に落とし込む作業の難しさに抵抗を示し、事業計画の策定を避けてきた傾向にある。 

また、事業計画を策定しても、そもそも１の「地域の経済動向」、２の「経営状況の分析」、５の「需要動向」
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が不正確であったことから、的確な事業計画の策定には至っておらず、その進捗状況を把握する本会の支

援体制も構築されていなかった。 

今後の課題は、１の「地域の経済動向」、２の「経営状況の分析」、５の「需要動向」を踏まえた最適な事業

計画の策定支援をタイムリーに行うこと、そして、その事業計画に対する PDCA を実施する本会の支援体制

を整備することである。 

 

（改善方法） 

今後は、地域内の小規模事業者に対して、経営指導員が巡回指導、窓口相談を中心に、各種セミナーの

開催、経営革新計画やマル経融資の申請時等々の様々な機会において、事業計画に基づいた経営の必

要性と重要性について意識を高めるための指導を丁寧に実践していく。 

並行して、高い事業意欲を持つ小規模事業者に対しては、「１.地域の経済動向調査」、「２.経営状況の分

析」、「５.需要動向調査」を踏まえ、売上と利益の拡大に向けた実現可能性の高い事業計画の作成を伴走型

で支援していく。 

 

（事業内容） 

(1) 巡回指導・窓口相談時の事業計画策定支援（既存事業の改善） 
小規模事業者からの相談時にその場で１の「地域の経済動向」、２の「経営状況の分析」、５の「需

要動向」等に関するデータをタイムリーに情報提供できるよう、先般、県連合会から経営指導員に配

布されたタブレット等を活用し、情報提供及び事業計画策定支援体制を整備する。 

(2) 「事業計画策定セミナー（仮）」による指導の強化（既存事業の改善） 
県連合会、行政、群馬県産業支援機構、及び、近隣商工会等の支援機関と連携し、「事業計画策

定セミナー」を補助金や融資等の申請に係わらず、年１回開催する。高い事業意欲を持つ小規模事

業者が効率的に事業計画を策定できるよう、作成には、中小企業基盤整備機構が提供する「経営計

画作成アプリ 経営計画つくるくん」を使用する。 

なお、ＰＣ・タブレット操作が苦手、内容が難しすぎる等々、事業計画の策定が難しいと判断し策定

をあきらめてしまう事業者も多く存在する。このような小規模事業者に対しては経営指導員等が担当

者として張り付き、多くの事業者が事業計画の策定ができるよう、指導体制を強化する。 

(3) 補助金制度の積極的な活用に向けた「補助金活用相談日（仮）」の開催（既存事業の改善） 
持続化補助金やものづくり補助金等の補助金制度に向けて事業計画の策定を支援する際に、こ

れまでは募集期間内に短期集中で対応してきたが、今後は、募集期間とは別に、年１回「補助金活

用相談日」を設定し、伴走型で事業計画策定支援を行う体制を整備する。なお開催については県連

合会及び近隣商工会と連携し、実施していく。 

(4) 各種創業に向けた「創業塾、第二創業塾、第三創業塾（仮）」の開催（既存事業の改善） 
創業・第二創業（経営革新）・第三創業（事業承継）の相談においても、事案が生じてから事業計画

の作成対応を図ってきたが、今後は地域内の潜在的な起業家の掘り起こしを含め、年１回「創業塾、

第二創業塾、第三創業塾の開催」を日本政策金融公庫、利根郡信用金庫、群馬銀行、及び、近隣

商工会と連携して開催し、伴走型で事業計画策定支援を行う体制を整備する。 

(5) マル経等の「融資相談会（仮）」の開催（既存事業の改善） 
融資相談においても事案が生じてから事業計画の作成対応を図ってきたが、今後は、上記（１）～

（４）により生じる融資相談については、年１回「融資相談会」を、日本政策金融公庫、利根郡信用金

庫、群馬銀行と連携して開催し、伴走型で事業計画策定支援を行う体制を整備する。 

(6) PDCA チェック項目の整備（既存事業の改善） 
事業計画を策定し、それに沿った経営を実行していくことが持続的経営には有効である。よって、

「４.事業計画後の実施支援」に向けた PDCA を担保するために、この段階で「売上伸び率」「利益伸

び率」「付加価値額の伸び率」等の経年分析について年度毎に目標と実績の差異を確認することを

事業者と確認しておく。 
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（目標） 

これまでも小規模事業者持続化補助金や経営革新に向けたセミナーを開催し、事業計画の策定を支援し

てきた。今後においては、「事業計画策定セミナー」「補助金相談日」「創業塾、第二創業塾、第三創業塾」に

より、高い事業意欲を持つ小規模事業者の事業計画策定を5年後に経営指導員一人当たり年間10社以上

支援できる体制を構築する。なお、セミナー開催数と指導員による事業計画の支援数については、本事業終

了時にその数と体制について見直しを図る。 

 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」の開催数 未実施 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

「補助金活用相談日」の開催数 未実施 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

「創業塾、第二創業塾、第三創業塾」の開催数 未実施 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

「融資相談会」の開催数 未実施 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

指導員一人当たりの事業計画支援事業者数 未実施 4 社/人 6 社/人 8 社/人 10 社/人 10 社/人

 

 

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） 

持続化補助金等の補助金事業においては、事業に関する進捗確認を行うが、確実な事業完了を目指す

ために物品納入や工事完了、経費支出と証憑書類確認等の事務的なフォローが主となっていた。その他の

創業や経営革新においては、承認申請の計画策定に全精力を費やしているのが現状である。そこで一段落

という雰囲気が流れることから、特段問題がなければ進捗管理の確認をすることはなかった。 

今後は、事業計画の進捗状況を定期的・計画的に把握し、計画に遅延が見られる場合にはタイムリーに

アドバイスを提供し、確実な計画の実現を遂行できる PDCA サイクルを取り、且つ実施方法の構築が課題で

ある。 

 

（改善方法） 

今後は、事業計画を策定した小規模事業者に対して、年度当初にフォローアップ計画を策定し、その定

期的な窓口相談や巡回指導により、進捗を管理していく。事業計画と比較し、計画との乖離を表面化させ、

遅延が見られる場合には、その対応策を探る。専門的な課題が生じた場合には、専門家派遣や金融機関等

との連携によるフォローアップの実施を行う。 

 

（事業内容） 

(1) 経営指導員等による定期的なフォローアップ（既存事業改善） 
これまでは経営指導員等が個々の判断で行っていたフォローアップを、今後は四半期に一度を目

標に巡回訪問を実施し、進捗状況の確認、現状把握を行う。具体的には、「３．事業計画策定支援に

関すること」で設定した「PDCA チェック項目」により、年度毎の「売上伸び率」「利益伸び率」「付加価

値額の伸び率」の進捗状況の確認を行う。進捗に乖離が見られる場合には、改善策を一緒に考え、

各種施策の活用やマッチング機会の提供等、課題に応じた必要な支援を行う。なお、創業・第二創

業・第三創業塾の卒業生については以下のような重点的な支援を行う。 

 創業塾卒業生に対する個別のフォローアップ（既存事業の改善） 
これまで本会では、卒業生に対する計画実施支援が十分ではなかった。今後は開業に向けた

各種手続き支援、資金調達支援、研究開発支援、販路開拓支援等の手厚いフォローを四半期に

一度を目標に継続的に行い、創業者の個別の計画実現を支援していく。 

 第二創業塾卒業生に対する個別のフォローアップ（既存事業の改善） 
これまで本会では、経営革新計画承認事業所に対し、計画期間中年一度程度のフォローアッ

プ調査を行い、経営革新計画の進捗状況を確認していた。今後は形式的な調査に留まることな

く、事業の進捗状況に応じて、四半期に一度を目標に補助金や制度融資等の支援策の活用提案

と申請手続きのサポートを行い確実な事業化を支援していく。 
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 第三創業塾卒業生に対する個別のフォローアップ（既存事業の改善） 
これまで本会では、事業承継を予定または実施している事業者に対し、適宜相談に乗っていた

が、それは形式的な対応となっていた。今後は、専門家と連携し、現経営者だけでなく、前経営者

や従業員等の利害関係者からもヒアリングを行い、事業承継後の在るべき姿と事業計画の整合性

を確認した上で、事業計画に対するコンセンサスを形成する。フォローアップに際しては、四半期

に一度を目標に専門家派遣、補助金、制度融資等の支援策の活用提案と申請手続きのサポート

を行い確実な事業承継を支援していく。 

(2) 支援施策の提供（新規事業） 
中小企業庁のホームページや中小企業ネットマガジン等を通じて、中小企業施策を収集し、小規

模事業者の計画推進に役立つ情報提供と補助金申請支援等の支援を行う。 

(3) 専門家の活用（新規事業） 
業種･業態特有の課題解決やマーケティング、IT 活用、デザイン等機能に特化した専門的な支援

が必要な場合は、県連合会やミラサポによる専門家派遣制度を活用する。 

(4) 金融斡旋（新規事業） 
必要な設備資金及びそれに付随する運転資金の融資を希望する小規模事業者には日本政策金

融公庫による「小規模事業者経営発達支援融資制度」の積極的な活用を助言する。 

 

（目標） 

事業計画策定後においては、支援機関と連携した伴走型フォローアップを通じて、小規模事業者の持続

的発展を確実なものとしていく。なお、32 年度の目標は、指導員が担当するフォローアップ件数を年間 40

社、その進捗状況確認を四半期に一度を目標に行うことから、継続分のフォローアップ回数は年間 160 回と

する。なお、この数字については、本事業終了時にその数と体制について見直しを図る。 

 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度
指導員一人当たりのフォローアップ事業所数（新規分） 未実施 4社/人 6社/人 10社/人 10社/人 10社/人
指導員一人当たりのフォローアップ回数（新規分） 未実施 16回/人 24回人 40回/人 40回/人 40回/人
指導員一人当たりのフォローアップ事業所数（継続分） 未実施 － 10社/人 20社/人 30社/人 40社/人
指導員一人当たりのフォローアップ回数（継続分） 未実施 － 40回人 80回/人 120回/人 160回/人
 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 
（現状と課題） 

本会においては、先般の持続化補助金の事業計画を策定する際には、総務省の家計調査や日経テレコ

ンを使って商品カテゴリーのランキングやトレンドを調べ、市場動向や消費者ニーズを確認したものの、日々

の巡回の中で需要動向について意見を求められる機会は少ないことから、一定の調査事項を定めた定期的

な需要動向に関する調査は行ってはいない。 

小規模事業者は商品・サービスを提供する際、「売れている」「売りたい」「作れる」「作りたい」という思いが

先行してしまうため、「顧客ニーズ」に基づく事業計画の策定という視点が欠けることが少なくなかった。また、

事業計画の客観性を担保するためには、売上・利益の目標を設定し、その達成により、小規模事業者の持

続的発展を促進することが求められるが、そのためにも事前の需要動向調査は不可欠である。 

今後は、小規模事業者に対して、プロダクトアウトからマーケットインへ意識改革を図るために、経営者の

勘や経験に対して裏付けできる需要動向調査を実施し、そのデータを事業計画に反映させることの必要性

の認識を促すとともに、その手法を理解し実施することが課題となる。 

 

（改善方法） 

経営指導員等が小規模事業者に対して、巡回や窓口相談等を通じて、販路開拓のためには需要動向調

査の本質、必要性、重要性が必要であることを説いていく。需要動向調査の項目は、①市場動向、②地域住

民・観光客・バイヤー等の消費者動向、③競合他社の動向という３つの動向分析を中心に年に 1 回以上実
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施する。情報収集の効率化を図るために、県連合会と専門家と連携しながら、行政や公的機関、各業界団

体、地域の支援機関等が持つ情報を活用していく。 

 

（事業内容） 

(1) 需要動向調査の必要性の啓蒙による支援先の掘り起こし（既存事業改善） 
本会は、上記「２．経営状況の分析に関すること」と同様、小規模事業者に対し巡回相談、セミナー

開催、ホームページによる啓蒙を通じて需要動向調査の必要性を説く。また、「経営状況の分析」を

行った事業所には、「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」、そ

して、この「５．需要動向調査に関すること」により「SWOT 分析」が完了することを理解させ、需要動向

調査実施事業所を増やし、「６．新たな需要開拓に寄与する事業に関すること」で実施する事業への

参加を促す。 

 

(2) 需要動向調査の実施（新規事業） 
小規模事業者がターゲットとしている市場が具体的にどのようなニーズを求めているのか、その需

要動向を調査する。調査方法は、一つは地域内消費者をターゲットとしている事業者に向けた「地域

内消費者意識調査」、二つ目は地域外で開催される展示会・商談会に出展する事業者に向けた「展

示会・商談会等による需要動向調査」、三つ目は総務省統計局「家計消費状況調査」を想定してい

る。 

 

【地域内消費者意識調査（新規事業）】 

項目 内容 

目的 地域内に居住する住民の商工業に求めるニーズを顕在化させる 

対象 地域住民約１００名（仮） 

調査方法 調査票に基づく聴取り調査法 

頻度 年１回（仮） 

調査項目 日常の買い物行動、買物頻度、購入品目、交通手段、イベント等に対するニーズ、その他

の意見・要望等 

分析方法 消費者のニーズを定性的に把握し、消費者の潜在的なニーズを浮かび上がらせる。 

活用方法 本会の事業活動と小規模事業者による新たな営業活動に反映 

提供方法 本会が運営するホームページ、SNS、会報、回覧板、及び、行政の広報誌等 

小規模事業者

に対する効果 
小規模事業者の新たな商品・サービス等の経営革新への意欲を高める。 

 

【展示会・商談会等による需要動向調査（新規事業）】 

項目 内容 

目的 小規模事業者が「６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること」で出展・出品す

る展示会・商談会等に関する事前情報の収集 

対象 展示会や商談会を担当するバイヤー 

調査方法 郵送、電話による聴取り 

頻度 「６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること」による出展・出品が決定次第 

調査項目 売れ筋商品、死に筋商品、売価、顧客特性、平均買上単価、競合商品、その他出店者に

対する意見・要望等 

分析方法 「売れ筋商品」、「価格帯」、「来店する消費者の属性」、「同業他社」等の傾向を分析

し、報告書にまとめる。 

活用方法 顧客のニーズに基づいた“売れる”商品の開発に向けて活用する。 

提供方法 分析した報告書を当該展示会・商談会に出展・出品する小規模事業者に提供する。 

小規模事業者 展示会・商談会前に予め顧客のニーズを把握することができれば、それに対応するこ
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に対する効果 とができ、売上が増加する可能性が高まる。これにより需要動向調査の重要性を認識

させることができる効果が期待される。 

 

【各種統計資料による需要動向調査（新規事業）】 

項目 内容 

目的 各種統計資料の情報を提供することで、小規模事業者の意思決定を支援する。 

対象 総務省統計局「家計消費状況調査」「家計調査」等 

調査方法 インターネットにより収集 

頻度 「家計消費状況調査」「家計調査」は年１回 

調査項目 主な商品・サービスへの消費者の支出動向 

分析方法 家計消費の動向について、国はどのような見解を示しているのかを分析し、提供する。

活用方法 消費者の消費行動に基づいた“売れる”商品の開発に向けて活用する。 

提供方法 本会が運営するホームページ、SNS、会報、回覧板、及び、行政の広報誌等 

小規模事業者

に対する効果 

小規模事業者の視野を広め、新たな商品・サービス等の経営革新への意欲を高め

る。 

 

(3) 需要動向調査の分析支援（既存事業改善） 
需要動向調査の分析は小規模事業者には難易度が高いことから、県連合会の専門家と連携しな

がら分析支援を行う。具体的には、販路開拓を目指す市場における①「地域住民、観光客、バイヤー

等の消費者ニーズ」、②「その商品・サービスの価格帯」、③「競合他社の動向」の 3 点から、機会と脅

威を把握し、その中で、自社で強みを活かした新たな需要を開拓するための方法についてアドバイス

を行う。 

 

(4) 情報の共有化（新規事業） 
需要動向調査の結果は小規模事業者に提供するとともに、報告書として取り纏める。これらは日本

標準産業分類項目（中分類）毎にファイリングし、職員間でいつでも情報共有できるようにしておく。 

 

（目標） 

小規模事業者の販売する商品やサービスに対する需要動向調査の実施を支援メニューとして盛り込むこ

とで、小規模事業者に対してマーケットインの考え方を浸透させていく。なお、その数は地域内消費者意識

調査については毎年１回地域住民１００人を対象とする。小規模事業者の事業毎に異なる需要動向は「３．

事業計画策定支援に関すること」と連動し、5 年後に経営指導員一人当たり年間 10 社以上を目標とする。

「家計消費状況調査」等の各種統計資料による調査は年に 1 回とする。これらを踏まえた需要動向調査の支

援分析は「３．事業計画策定支援に関すること」と連動し、5 年後に経営指導員一人当たり年間 10 社以上を

目標とする。 

 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 
消費者意識調査 未実施 準備 100人/回 100人/回 100人/回 100人/回
展示会等による需要動向調査 未実施 4件/人 6件/人 8件/人 10件/人 10件/人 
各種統計資料による調査回数 未実施 1回 1回 1回 1回 1回 
需要動向調査の分析支援 未実施 4社/人 6社/人 8社/人 10社/人 10社/人 
 

 

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） 

新たな需要の開拓に向けて本会単独で行っている展示会、商談会等は無く、全て県連合会や群馬県・金

融機関等が主催または共催する展示会等を活用しているのが現状である。 

多くの小規模事業者が持続的発展を目指すために売上アップを目指しているが、長引く不況や少子高齢
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化による内需の減少といった経営環境の悪化により、思い描く経営が実現できていない状況にある。 

このような状況を打開するために、本会は、小規模事業者へ販路開拓を目的に展示会等への出展を呼び

掛けるが、参加する企業は毎回ほぼ同じとなっている。これは、出展料や小間代費用が高額であるため、補

助事業等の採択を受けていないと全額自己負担となってしまうため、出展が難しいことが理由である。 

また、このような小規模事業者の中には、商品の評価が高く、商工会としても積極的に販路開拓支援を行

いたい事業者がいる。しかし、事業主と妻と子どもという家族経営である為、展示会に２～３日出展するとなる

と、出展費用も負担増であるが、それ以上に展示会開催中店を離れることにより、店が回らなくなってしまうこ

とから、この本末転倒を避けるために出展に二の足を踏むことも少なくない。 

他方、田園プラザ川場の様な近隣エリア内で開催される場合は、小規模事業者の負担は軽減されるため

出展は活発となる。そして、中には新規顧客と出会い、ネット販売によりリピート需要に繋げる事業者や、B2B

市場への進出に成功し、大きく売上を増やした企業もある。しかしながら、多くの事業者はその場限り販売に

留まってしまうことから、確実な成果を得られているとは言い難い状況にある。 

このような現状を踏まえ、本会には、小規模事業者に対する新たな需要開拓支援がこれまで以上に求めら

れている。新たな需要の開拓を図るためには、小規模事業者の販売先を、例えば、B2B（対企業向け）とB2C

（対消費者向け）に分けたり、地域内と地域外に分けたりすることが考えられ、さらに、それぞれの需要特性に

応じた販路開拓が求められるが、現状においてそのような活動を行える経営支援体制は構築されていない。

また人員不足で販路開拓を実施できないという問題も踏まえて、需要開拓の橋頭堡を築く必要がある。 

 

（改善方法） 

１から５で策定した事業計画に基づき、業種別に顧客を「地域内新販路開拓」と「地域外新販路開拓」に分

け、それぞれの需要特性に応じた販路開拓を支援する。 

 

（事業内容） 

(1) 地域内の新たな需要開拓への支援（訴求対象：主に小売業・サービス業・飲食業・建築業等） 
（現状と課題） 

古くから小売業を主体に地域内の購買ニーズに応えてきたが、小規模個人経営が大半を占め、車社会

の一層の進展や消費者ニーズの高度化・多様化等を背景に、大型店等への購買力の流出が進み、高齢

化や後継者不足とも相まって、取り巻く環境は一層厳しさを増している。 

これらの構造変化に直面している当地の小規模事業者は、地域住民に支持され選ばれる個店づくりを

実現する必要があるものの、その満足度は低くなっていることから、住民に支持される店とはなっていな

い。よって、地域住民への満足度を高めることで、新たな需要取り込む販路開拓を進める必要がある。 

 

（改善方法） 

① 地域にはない斬新なアイデアやノウハウを学ぶため、他地域の成功事業者の視察や勉強会を行
い、その新たな需要開拓に向けた取り組みを学ぶ。 

② 新たな需要開拓の中核となるプロモーションスキルを持ったマーケティング専門家を派遣し、販売
促進ノウハウを提供する。 

③ 売上高平均伸び率 3％を目指す。 
 

（事業内容） 

①  先進地事例研究（既存事業改善） 

項目 内容 

目的 
新たな需要開拓に向けて興味深い取り組みを行っている日本全国の事業者の取り組

みについて事例研究を行う。 

対象者 本事業により地域内の新たな需要開拓を目指す事業計画を策定した小規模事業者 

支援方法 
経営指導員が「４．事業計画策定後の実施支援に関すること」と連動し、四半期に一度、

テーマを掲げ、実施する。 

支援内容 事例収集が得意な中小企業診断士等を県連合会と連携し招聘する。 



１６ 
 

手段 テレビや新聞、雑誌等から事例を収集する。 

小規模事業者

に対する効果 

どのような商品やサービスが今売れているのかを知る習慣を小規模事業者につける。また

その事例の中から、自店でも実施可能な取り組みを積極的に取り入れることで、新しい行

動を起こす習慣をつけることができる。 

 

②  個店プロモーション支援事業（既存事業改善） 

項目 内容 

目的 
１から５で策定した事業計画に基づき、ターゲットを明確にした商品陳列、チラシ作り、

接客スキルといった個別のプロモーションスキルを向上させる。 

対象者 本事業により地域内の新たな需要開拓を目指す事業計画を策定した小規模事業者 

支援方法 
経営指導員が「４．事業計画策定後の実施支援に関すること」と連動し、四半期に一度、

テーマを掲げ、実施する。 

支援内容 プロモーションが得意なデザイナー等を県連合会と連携し招聘する。 

手段 デザイナー等が有するスキル・ノウハウから学ぶ 

小規模事業者

に対する効果 

経営資源の乏しい小規模事業者であっても、より多くの顧客を集客できるようセミナー

や店舗診断を行っているが、更にコストパフォーマンスの良いプロモーション方法につい

て経験値を高めることができる。 

 

③  地域住民が集まる催事スペースの活用（既存事業改善） 

項目 内容 

目的 小規模事業者にとって最も身近な地域内の需要を開拓する機会を与える。 

対象者 本事業により地域内の新たな需要開拓を目指す事業計画を策定した小規模事業者 

支援方法 多数の集客が期待できる場所を本会が確保し、催事スペースとして提供する。 

支援内容 
本会が主催する催事であることを本会ホームページや折り込みチラシ等を通じて、地

域住民に周知する 

手段 
村内のイベント会場等の大型スペースにて小規模事業者の商品やサービスを周知す

る。 

小規模事業者

に対する効果 

自社商品の周知を図るとともに、商品・サービスに対する改善点など、消費者の生の声を

聞くことで、自店の経営力を高め、売上高平均伸び率3％を目指す。 

 

④  地域住民向け情報誌の配布（新規事業） 

項目 内容 

目的 
小規模事業者が業としている食料品や日用品の配達、住宅リフォーム等サービス等を

取り纏めた情報誌を編集し、地域住民に配布する 

対象者 本事業により地域内の新たな需要開拓を目指す事業計画を策定した小規模事業者 

支援方法 
地域内の新たな需要開拓を目指す商品やサービスを紹介する情報誌を作成し、地域

住民に提供する。 

支援内容 
商品・サービスの説明文、キャッチフレーズ、写真等の作成について専門家を招聘し

作成する。 

手段 本会、片品村、地域内の金融機関 

小規模事業者

に対する効果 

地域内の新たな需要開拓が期待されるが、期待通り進展しない場合には、価格・商品

力・販売方法・広告宣伝のどこに問題があるのかを見直す機会となる。 

 

(2) 地域外の新たな需要開拓への支援（訴求対象：主に観光業・農業） 
（現状と課題） 

本会地域は、多彩で魅力ある観光・リゾート資源を有するものの、現状においては、その魅力が 100％
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消費者に伝わっているとは言い難い。そこで、観光と農業の両面から当地域をブランド化させる新たな販

路開拓策を構築することが課題である。 

 

（改善方法） 

① 小規模事業者が地域外の新たな需要を開拓するためには、「顧客ニーズに基づく商品開発」「タ
ーゲットへのアプローチ」、「展示会・商談会等への出展」の３段階のステップが必要である。 

② まず新たな需要開拓の中核となるプロモーションスキルを持ったマーケティング専門家を派遣し、
自分たちの強みを活かしたプレゼンテーションスキルを高める。 

③ 展示会・商談会等を、顧客ニーズに基づく商品開発ができたのかを確認する実践の場として、そ
の定量的な成果として、売上高平均伸び率 3％を目指す。 

 

（事業内容） 

①  「新たな販路開拓塾（仮）」の開催（既存事業改善） 

項目 内容 

目的 

商談会等において小規模事業者が自らその強みをプレゼンツールと話術により、新た

な取引先を獲得していくことは地域外の新たな需要を開拓するためには非常に重要。

よって、このプレゼンテーションスキルを高めるための研修会を実施する。 

対象者 本事業により地域外の新たな需要開拓を目指す事業計画を策定した小規模事業者 

支援方法 
経営指導員が「４．事業計画策定後の実施支援に関すること」と連動し、四半期に一度、

テーマを掲げ、実施する。 

支援内容 

本事業計画で再認識した自社及び商品の強みを書き出し、この強みと最も相性が良

いと考えられる顧客を設定する。次いで、この顧客に向けたメッセージである商品コン

セプトを検討し、それをプレゼンテーションツールとしてまとめる。このツールをもとにど

のような話術で顧客と会話することが良いのか等々、展示会・商談会の現場を想定し、

徹底的にプレゼンテーションスキルを高める。 

手段 プレゼンテーションを専門とするコンサルタントを招聘する。 

小規模事業者

に対する効果 

プレゼンテーションスキルを高めると同時に、これまで交換した名刺をダイレクトメール

に活用する、既存のチラシを見直す等、展示会や商談会という機会を最大限に活か

すための事前準備の場とする。 

 

②  展示会・商談会等への出展（既存事業改善） 

項目 内容 

目的 
「顧客ニーズに基づく商品開発」「ターゲットへのアプローチ」が正しく機能しているか

を「展示会・商談会等への出展」で確認し、売上高平均伸び率3％を実現する。 

対象者 本事業により地域外の新たな需要開拓を目指す事業計画を策定した小規模事業者 

支援方法 

多数の集客が期待できる場所を本会が確保し、催事スペースとして提供する。具体的

には、以下の通り。 

 県連合会が主催する「おいしい群馬再発見！絶品ご当地グルメ大集合（道の駅
田園プラザ川場、１０月他）」、「はばたけ！ぐんま農と食のビジネス商談会（アニ

バーサリーコート・ラシーネ、２月）」等の展示会や商談会 

 全国商工会連合会が主催する「ニッポン全国物産展（池袋サンシャインシティ展
示ホール、11 月）」等の展示会 

 首都圏で開催される「グルメ＆ダイニングショー（東京ビッグサイト、2・9月）」や・「 
FOODEX JAPAN（幕張メッセ、3月）」等の国際見本市 

支援内容 ①の「新たな販路開拓塾（仮）」での検証を行うための支援を行う。 

手段 
経営指導員は展示会・商談会等に同行し、小規模事業者の顧客への対応、顧客の声・反

応を収集し、良い点・改善すべき点を把握する。 
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小規模事業者

に対する効果 

「顧客ニーズに基づく商品開発」「ターゲットへのアプローチ」、「展示会・商談会等へ

の出展」の３段階のステップについて確認する。差異が生じている場合は、その原因を

追及し、次回の展示会・商談会ではその課題を解決できるようにする。 

 

(3) 地域外の新たな需要開拓への支援（訴求対象：主にものづくり企業） 
（現状と課題） 

バブル崩壊以降、大企業による海外移転が加速したことによる産業の空洞化が発端であるが、現在で

も、中国をはじめとするアジア勢との価格競争や東日本大震災、その後の電力不足、急速な為替変動な

どにより、本地域の工業を取り巻く環境は厳しい状況にある。 

そこで、ものづくり企業の独創性や挑戦意欲に富んだ新たな地域産業の創出を促すための地域外の新

たな需要開拓を支援することが課題となる。 

 

（改善方法） 

① ものづくり企業は、自社の技術力を誇示する「プロダクトアウト」になることが散見されるが、本事業
では事業計画の策定においては、技術開発に至る背景を整理し「マーケットイン」によるものづくり

を推進する。 

② また、ものづくりにおいては、「品質（Quality）」「価格（Cost）」「納期（Delivery）」の３項目の中で何
に競争力を持たせるのかを明確にする。 

③ 展示会・商談会等を、顧客ニーズに基づく技術開発の検証の場とする。またその定量的な成果と
して、売上高平均伸び率 3％を目指す。 

 

（事業内容） 

①  「新たな販路開拓塾（仮）」の開催（既存事業改善） 

項目 内容 

目的 

ものづくり企業においても、商談会等において小規模事業者が自らその強みをプレゼ

ンツールと話術により、新たな取引先を獲得していくことは地域外の新たな需要を開拓

するためには非常に重要。しかし、ものづくり企業は技術開発には注力するが、プレゼ

ンテーションはお粗末であることが少なくない。よって、このプレゼンテーションスキル

を高めるための研修会を実施する。 

対象者 本事業により地域外の新たな需要開拓を目指す事業計画を策定した小規模事業者 

支援方法 
経営指導員が「４．事業計画策定後の実施支援に関すること」と連動し、四半期に一度、

テーマを掲げ、実施する。 

支援内容 

本事業計画で再認識した自社及び商品の強みを書き出し、この強みと最も相性が良

いと考えられる顧客を設定する。次いで、この顧客に向けたメッセージである商品コン

セプトを検討し、それをプレゼンテーションツールとしてまとめる。このツールをもとにど

のような話術で顧客と会話することが良いのか等々、展示会・商談会の現場を想定し、

徹底的にプレゼンテーションスキルを高める。 

手段 プレゼンテーションを専門とするコンサルタントを招聘する。 

小規模事業者

に対する効果 

プレゼンテーションスキルを高めると同時に、これまで交換した名刺をダイレクトメール

に活用する、既存のチラシを見直す等、展示会や商談会という機会を最大限に活か

すための事前準備の場とする。 

 

②  展示会・商談会等への出展（既存事業改善） 

項目 内容 

目的 
「顧客ニーズに基づく商品開発」「ターゲットへのアプローチ」が正しく機能しているか

を「展示会・商談会等への出展」で確認し、売上高平均伸び率3％を実現する。 

対象者 本事業により地域外の新たな需要開拓を目指す事業計画を策定した小規模事業者 
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支援方法 

多数の集客が期待できる場所を本会が確保し、催事スペースとして提供する。具体的

には、以下の通り。 

 中小企業基盤整備機構が主催する新価値創造展（中小企業総合展） 

支援内容 ①の「新たな販路開拓塾（仮）」での検証を行うための支援を行う。 

手段 
経営指導員は展示会・商談会等に同行し、小規模事業者の顧客への対応、顧客の声・反

応を収集し、良い点・改善すべき点を把握する。 

小規模事業者

に対する効果 

「品質（Quality）」「価格（Cost）」「納期（Delivery）」の３項目に対する顧客の評価を確

認する。差異が生じている場合は、その原因を追及し、次回の展示会・商談会ではそ

の課題を解決できるようにする。 

 

（目標） 

上記の例の通り本会が提供可能な様々な展示会・商談会等への出展の機会の活用を通じて、小規模事

業者による新商品、新製品、新サービス等の認知度向上を通じた、新たな販路開拓を実現させる。またより

広域的・全国的な販路開拓を目指すための後方支援として、本会のホームページ等の SNS、商工会誌、県

連合会等関係機関の広報誌、マスコミへのプレスリリース等の情報提供を行う。 

 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

展示会等への出展数 未実施 4回 6回 8回 10回 10回 
展示会等での商談件数 未実施 40件/回 60件/回 80件/回 100件/回 100件/回
展示会等での成約件数 未実施 4件/回 6件/回 8件/回 10件/回 10件/回
展示会等での受注件数 未実施 1件/回 2件/回 3件/回 4件/回 5件/回 
展示会等での売上高増加率 未実施 3%UP/回 3%UP/回 3%UP/回 3%UP/回 3%UP/回
 
 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

（現状と課題） 

これまでも地域活性化を支援するため、旅館業の女将等に対してお料理教室やフラワーアレンジメント

教室の開催、農家と商業者に対しては、「片品村ふるさと便」として地域外への野菜の発送事業を行ってき

た。 

しかし、当地域には未だ多くの地域資源が埋没していることから、これらの掘り起こしを行い、小規模事

業者の経営改善発達と地域経済活性化を一体的に行っていく必要がある。 

 

（改善方法） 

村の第３次総合計画である『若者の雇用創造へ向けた観光革新』には「尾瀬の郷駅（仮）」が構想されて

いる。これは国道 120 号線沿いにある、村の産物屋「かたしなや」から花の谷公園までの約１㎞を「花の谷

シンボルロード」として散策路を整備することである。 

本会はこの構想の具現化を図るため、現在、空き店舗や空き地となっている箇所を、若者・女性・高齢

者が起業する場所へと変革し、地域外観光客によるインバウンドの拠点とするための支援体制を構築す

る。 

この具現化を図るため、片品村、片品村観光協会、利根沼田森林組合、ＪＡ利根沼田、村内事業者、さ

らには、今後起業を志す者等、幅広い地域住民から参加者を募り、新たに「地域活性化委員会（仮）」を立

ち上げ、地域活性化に向けた新たなテーマを募集し、この具現化を図るために、全国商工会連合会の「地

域力活用新事業全国展開支援事業」等の補助事業を活用しながら事業を推進する。 

 

（事業内容） 

(1) 片品村、片品村観光協会、利根沼田森林組合、ＪＡ利根沼田、村内農業者、飲食店、宿泊業者、サ
ービス業者等で構成する「地域活性化委員会（仮）」を組織し、年３回会議を開催し地域活性化に資

する取組みを検討していく。 
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(2) 新たに生産・販売する商品やサービスが内在する課題・問題点について、その解決を図るための情
報収集、整理、分析を通じて、その結果を提供するとともに、専門的な課題については、県連合会と

連携し、専門家の知見を受けながら、方向性を提示していく。 

(3) 新たな特産品開発の具現化を図るために、全国商工会連合会の「地域力活用新事業全国展開支援
事業」等の採択を受けて事業を推進していく。 

 

（目標） 

毎年度、新たなテーマを掲げた委員会を組織し、市場調査や新たな特産品開発を通じて、地域の魅力

を地域ブランドの創出を目指す。なお、数値目標は下表のとおり。 

 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

委員会開催 

未実施 

－ ①②③ ①②③ ①②③ ①②③
先進地市場調査 － → → → → 
新たな商品の開発 － →→→ →→→ →→→ →→→
報告書作成 － →→ →→ →→ →→
 

 

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） 

現状としては、近隣商工会、及び、県連合会の経営指導員による情報交換を図るための定期的な会議は

行っていない。今後は、実施時期、テーマを明確にした密度の濃い情報交換会を開催する。 

 

（改善方法） 

様々な角度からの小規模事業者への面的支援体制を構築するため、積極的な情報交換の場を設置す

る。具体的には、本会、近隣商工会、及び、県連合会の経営指導員による情報交換を図るための会議を 2 ヶ

月に一度程度開催し、本事業に対する実施状況の情報共有を実施する。また、県連合会の専門家や地域

の金融機関等の支援機関等と連携し、新規の起業・創業に関する情報、小規模事業者が地域で直面してい

る課題や問題点、支援機関に求めるニーズ、小規模事業者に対する販路開拓の支援ノウハウの成功例等に

関する情報交換も定期的に実施する。 

 

（事業内容） 

・近隣商工会や県連合会との本発達支援計画に関する情報交換会の実施（既存事業改善） 

・支援ノウハウに関する情報交換会の実施（新規事業） 

 

（目標） 

小規模事業者の経済活動は地域の経済環境と密接な関連があることから、本会は地域における総合経済

団体として商工業の総合的な改善発達を目指すとともに、社会一般の福祉の増進を図っていくための情報

交換会を実施する。なお、数値目標は下表のとおり。 

 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

発達計画情報交換会 － 3 3 4 4 4 

支援ノウハウ情報交換会 1 1 2 2 2 2 

 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 
（現状と課題） 

時間と予算の関係で、経営指導員等が参加する研修は県連合会主催が中心となっている。今後は、経営
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指導員等の資質向上を図るために、より実践的なテーマを体系的に学ぶ人材育成環境を整備することで経

営発達支援計画に適した支援能力の向上を目指す。 

 

（改善方法） 

記帳指導・税務指導といった従来の経営指導に加え、経済動向調査、経営分析、需要動向調査、販路開

拓が求められる経営発達支援においては、経営指導員をはじめとする職員全員に、これまで以上に高度な

専門知識が問われることになる。 

このような経営指導員等の資質向上を図るため、事務局長は人材育成計画を策定し、OJT だけでなく、県

連合会及び中小企業基盤整備機構による外部研修という Off-JT への参加を促し、小規模事業者が事業計

画に基づいた経営を進めることができるノウハウを習得するとともに、職員間のスキルのバラつきを極力解消

し、対応の差が生じないようにする。 

経営指導員は、本事業の中核的牽引者として、組織内において支援ノウハウや成功事例を共有できる仕

組みを構築するとともに、施策情報、個々の事業者に対する支援状況も共有し、経営指導員等個人が有す

るノウハウや情報を組織の財産として保有していく体制に変革する。 

これにより、小規模事業者に対する情報提供を円滑に行うとともに、職員間による支援のバラつき、異動に

よる滞りを解消し、また、事務局長が本事業による伴走型支援を通じて得られた小規模事業者に関する個人

情報・企業情報等を厳重に管理することで、小規模事業者の本会に対する満足度･信頼度を高める。 

 

（事業内容） 

・県連合会で開催される研修会への参加（既存事業の拡充） 

項目 内容 

主催 群馬県商工会連合会 

目的 経営指導員、補助員、記帳指導員に求められる専門的スキルを学ぶ 

内容 

 経営発達支援計画の取り組み事例 
 経済動向調査、経営分析、需要動向調査、販路開拓の各理論 
 小規模事業者からのヒアリングスキル 
 小規模事業者に求められるプレゼンテーションスキル等々 

組織への定着方法 復命書の作成・回覧、及び、翌週の朝礼での発表 

開催頻度 職員は一年に 1回以上参加 

組織及び小規模事業

者に対する効果等 

経営発達支援計画を踏まえた商工会職員の在り方を学び、職員間による支援の

バラつき、異動による滞りを解消することで、小規模事業者の本会に対する満足

度･信頼度を高める。 

 

・中小企業基盤整備機構で開催される研修会への参加（新規事業） 

項目 内容 

主催 中小企業基盤整備機構 

目的 特定の専門分野に特化した実践的で高度なスキルを学ぶ 

内容 

 「小規模企業からの相談スキル」 
 「新商品開発」 
 「営業販路開拓」 
 「事業承継」 
 「IT 活用支援」等々 

組織への定着方法 復命書の作成・回覧、及び、翌週の朝礼での発表 

開催頻度 職員は一年に 1回以上参加 

組織及び小規模事業

者に対する効果等 

小規模事業者の売上・利益の向上に直結する支援能力の向上を図り、小規模

事業者の本会に対する満足度･信頼度を高める。 
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・職位別、伴走型の支援を通じて得られた支援ノウハウの扱い方（既存事業の拡充） 

担当 支援ノウハウの取扱 

事務局長 
職員の計画的人材育成と支援ノウハウの共有、及び、職員間において支援を受

けた案件に係る個人情報・企業情報の守秘義務・社外秘を徹底する。 

経営指導員 

本事業で開催されるセミナーや勉強会の遂行を円滑化させるため、小規模事業

者と共に学習し、アンケート調査分析の方法など小規模事業者の売上増加支援

に役立つ専門知識を体得する。 

また、ＯＪＴにより資質向上を図ることを基本に、Off-JT として県連合会や中小企

業大学校が実施する研修に年間１回以上参加し、支援能力の向上を図る。 

記帳指導員 

補助員 

次期経営指導員として、ＯＪＴを中心に経営指導員から指導・助言内容、情報収

集方法を学び、伴走型支援能力の向上を図る。 

情報の共有化 

取得した支援ノウハウは職員全員で月曜日の朝にミーティングを行い、ノウハウ

を共有化し、小規模事業者の支援能力向上を図る。さらに、ミーティング後、関

連資料等はファイリングし、全員が閲覧出来るように整理しておく。 

 

（目標） 

商工会のスローガンでもある「商工会は行きます 聞きます 提案します」を本事業により実践するため中

小・小規模事業者の売上と利益に直結するための経営指導員等の資質向上と小規模事業者の本会に対す

る満足度･信頼度の向上を目指す。 

 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

県連合会の研修参加 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

中小企業基盤整備機構の研修参加 不定期 1回 1 回 1 回 1 回 1 回 

 

 

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 
（今後の方向性） 

毎年度、本計画に記載の事業の実施状況及び成果について、以下の方法により評価・検証を行う。 

 

（事業内容） 

(1) 群馬県商工会連合会をはじめ、外部有識者を招聘した経営発達支援事業検討委員会を設定し、事
業の実施状況、成果の評価・見直し案の提示を行う。 

(2) 理事会において、評価・見直しの方針を決定する。 
(3) 事業の成果・評価・見直しの結果については、理事会に報告し承認を受ける。 
(4) 事業の成果・評価・見直しの結果を総代会や本会ホームページにて計画期間中公表する。 
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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 

（商工会の体制） 

本会の組織体制は右図の通り。本会は事務局長をはじめ 2 名の経営指導員、補助員、

記帳指導員の 5 名で

これまで多くの事業

実績を有している。

また中小企業診断士

等の専門家との連携

が図られ、アドバイ

ス体制も構築されて

いることから、専門

的な課題にも対応で

きることを大きな強

みとしている。 

 

（経営発達支援事業の実施体制） 

経営発達支援事業を促進するため、本会に新たに「経営発達支援相談窓口」を設置し、

その周知については本会ホームページ、及び、地域内の回覧板、行政が発行している広

報誌にて行う。組織マネージャは事務局長、プロジェクトマネージャは経営指導員とし、

補助員、記帳指導員がスタッフとして補佐する体制とする。 

事業実施の有益性を担保するため「地域活性化委員会（仮）」を組織し、委員等の協力

を仰ぎながら経営指導員が中心となって推進する。 

事業の成果・評価・見直しの結果の周知については、会員や地域住民の意見聴取を踏

まえて実施することに加え、理事会にて評価・見直しを決定し、総会における承認後に、

本会ホームページにて事務局長が公表する。 

 

【経営発達支援相談窓口】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織マネージャ 

事務局長（1 名） 

プロジェクトマネージャ

経営指導員（2 名） 

スタッフ スタッフ 

支援方針と事業成果の共有・明確化を図るためのマネジメン

ト全般を担う。プロジェクトマネージャやスタッフの配置・役割

付与、及び、情報管理を担当する総括責任者。 

対象となる小規模事業者の課題の明確化とその解決に向け

た支援計画の立案。支援の進捗と事業者による満足度の把

握から機動性、柔軟性、創造性ある経営発達支援を実施。 

事務局長、プロジェクトマネージャの業務

をサポートしながら、支援技術の向上を図

る。 補助員（1 名） 記帳指導員（1 名） 
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担当 担当者 業務内容 
事業責任者 事務局長 

白井栄三郎 
・ 経営発達支援窓口の総括
・ 経営発達支援計画の作成 

実施責任者 経営指導員 
清水道浩 

・ 経営発達支援事業の総括
・ 経営発達支援事業の推進 

事業実施者 経営指導員 
松井宏明 

・ セミナー、研修会の開催
・ 外部講師、専門家の招聘 

実施補佐 補助員
福田和枝 
記帳指導員 
松浦あすみ 

・ 組織運営に係る予算管理
・ 経営発達支援事業の実行補佐 

 

（２）連絡先 

名称 片品村商工会 

住所 群馬県利根郡片品村鎌田３９６４ 

担当部署 経営指導員  担当者氏名 松井 宏明 

電話番号 0278-58-2074 ＦＡＸ番号 0278-58-2217 

メールアドレス haits@maple.ocn.ne.jp 

ホームページ http://www.gcis.or.jp/katasina/katasinatop.htm 
 

 

（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 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

必要な資金の額 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

 

１．経営発達支援事業 

２．地域経済の活性化 

３．支援力向上 

2,000

2,500

500

2,000

2,500

500

2,000

2,500

500

2,000 

2,500 

500 

2,000

2,500

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 

本事業実施のための国補助金を中心に、県商工会連合会の専門家派遣、県村補助金によ

る捻出を想定している。 

（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 

２．経営状況の分析 

３．事業計画策定支援 

４．事業計画策定後の実施支援 

５．需要動向調査 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

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 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

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 

連携者及びその役割 

本会が中核となって、群馬県商工会連合会を中心に関係機関で構成する連携体制を構築する。なお、

連携者とその役割は下表の通り。 

支援機関名 役割 
群馬県商工会連合会 県下商工会に対する中核支援機関 
代表者： 会長：髙橋基治 住所： 群馬県前橋市関根町３-8-1 連絡先： 027-231-9779 
群馬県 産業経済部商政課 県内小規模事業者への施策支援を行う 
代表者： 担当課長：上原英之 住所： 群馬県前橋市大手町 1-1-1 連絡先： 027-226-3336 
片品村 むらづくり観光課 商工観光係 市内小規模事業者への施策支援を行う 
代表者： 課長補佐 戸丸権次 住所： 群馬県利根郡片品村鎌田 3967-3 連絡先： 0278-58-2111 
片品村観光協会  地域観光への振興支援を図る 
代表者： 局長 倉田剛 住所： 群馬県利根郡片品村鎌田 3964 連絡先： 0278-58-3222 
ぐんまちゃん家 （ぐんま総合情報センター） 首都圏での販路開拓支援を行う 
代表者： 所長 宮﨑信雄 住所： 東京都中央区銀座 5丁目 13番地 19 連絡先： 03-3546-8511 
日本政策金融公庫 前橋支店 国民生活事業 県内小規模事業者への金融支援を行う。 
代表者： 総括 高橋智 住所： 群馬県前橋市本町 1-6-19 連絡先： 027-223-7311 
群馬銀行 尾瀬支店 県内小規模事業者への金融支援を行う。 
代表者： 支店長 鳥羽敏彦 住所： 群馬県利根郡片品村鎌田 4079 連絡先： 0278-58-2222 
利根郡信用金庫 片品支店 県内小規模事業者への金融支援を行う。 
代表者： 支店長 高橋辰男 住所： 群馬県利根郡片品村鎌田 4284 連絡先： 0278-58-4334 
ＪＡ利根沼田 片品支店 県内小規模事業者への金融支援を行う。 
代表者： 支店長 角田秀夫 住所： 群馬県利根郡片品村鎌田 4052-1 連絡先： 0278-58-2321 
（公財）群馬県産業支援機構 県内事業者への産業支援を行う 
代表者： 理事長：根岸富士夫 住所： 群馬県前橋市大渡町 1-10-7 連絡先： 027-255-6500 
中小企業基盤整備機構 職員の資質向上支援を行う 
代表者： 理事長 高田担史 住所： 東京都港区虎ノ門 3-5-1 連絡先： 09-3433-8811 
中小企業診断士 地域経済動向等調査、経営分析・需要動向、計画策定・実施支援 
代表者： 長岡 力 住所： 東京都杉並区堀ノ内 2-31-2-401 連絡先： 090-412-3569 
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連携体制図等 

 

 

 

片品村商工会 

（経営発達支援事業） 
・地域の経済動向調査 
・経営状況の分析 
・事業計画策定・実施支援
・需要動向調査 
・新たな需要の開拓に寄与
する事業 

・片品村観光協会 
・ＪＡ利根沼田 
・群馬銀行 
・利根郡信用金庫 
・日本政策金融公庫 
・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 
・中小企業診断士 

伴走型支

近隣商工会（広域連携） 

沼田市東部商工会 

川場村商工会 

昭和村商工会 

みなかみ町商工会 

群馬県商工会連合会 
・情報の提供 
・専門家派遣 

国・群馬県・片品村 
・事業者支援施策 
・補助金制度等 

小規模事業者 
・経営力の強化 
・経営の持続的発展 

地域経済活性化

実行
支援

実施 
協力 


