経営発達支援計画の概要
実施者名

みなかみ町商工会

実施期間

平成２７年４月１日〜平成３０年３月３１日

目標

事業内容

連絡先

みなかみ町、群馬県商工会連合会、群馬県、地域金融機関その他支援
機関と連携し、地域における小規模事業者の売上増加と経営力向上及び 6
次産業化等を積極的に支援するとともに観光温泉地として当町をアピー
ルし「地場産業『観光関連業』の再興」と後継者の育成を目標とする。
《地域の経済動向調査に関すること》
経営指導員による巡回訪問でのヒアリングやアンケート調査により
実施する。主要産業である観光関連業は、町、町観光協会と連携し観
光消費額などを勘案し観光が地域にもたらす経済波及効果を推計す
る。過年度実施した「みなかみ町の産業実態に関する調査」を再度実
施し、ここ数年の推移を把握する。
《経営状況の分析に関すること》
目的に応じた様々な講習会、セミナーの開催や巡回訪問、各種補助
金申請の相談を通じて経営分析の対象となる小規模事業者をピックア
ップし、経営状況等の把握を行い課題に対し各分析法を用い解決を図
るとともに、経営状況を勘案し相談内容に応じた情報提供を行う。
《事業計画策定支援に関すること》
事業計画策定セミナー、個別相談会の開催。金融相談、税務相談、
各種補助金申請時に事業計画の策定支援を行う。また、創業塾を開催
し創業希望者の知識向上を図り、創業計画の策定を行う。
《事業計画策定後の実施支援に関すること》
国、県、町、その他認定支援機関の行う支援策等の広報案内により
周知し、フォローアップを実施する。
《需要動向に関すること》
地域内小規模事業者が抱える消費者ニーズの把握を行うため、専門
家と連携し地域住民や宿泊者等を対象に需要動向調査を実施する。
《新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること》
販路開拓支援として物産展や展示商談会への参加、IT を活用し EC
サイトへの登録による新たな需要の開拓へと繋げる。商品開発支援と
して既存品のブラッシュアップや地域イメージに合致した商品づくり
を専門家との連携により支援する。
《地域経済の活性化に資する取組》
地域活性化事業として、新たな着地型観光プログラムの開発やイベ
ント・祭りを開催する。また地域コミュニティー形成に寄与する事業
へ積極的に関与し、地域生活者の利便性の向上を図る。
みなかみ町商工会
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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
【当町の概要と強み】
当町は、平成 17 年に旧月夜野町、旧水上町、旧新治村の 3
ケ町村が合併して誕生した町であり、谷川連峰や水上温
泉を代表する名湯が多く存在し、観光農業も盛んな地域で
ある。平成 24 年度に商工会が町の委託を受けて実施した
「産業実態調査」によると、(調査対象事業所 790 社、回
答 579 社、回答率 73％)直接観光客相手の事業所は 46.1%
で、小売業社の 48.5％が観光客相手であることが分かり、観光
関連サービスの就業人口は 6 割程度を占有する観光立町である。
【問題点】
1.観光ニーズの変化への対応の遅れ
近年は、観光ニーズの多様化と変化に対応しきれず、入込客は減少し、基幹産業の
観光関連業の低迷により地域経済は衰退傾向にある。
2.中小小売商業の衰退
観光産業の衰退の影響を受け小売業においても全体の売上が減少している。また中
大型店の台頭による低価格競争等の激化、また業績の低迷に伴う後継者の不足といっ
た問題が顕在化している。
【課題・対応の方向性】
上述のような地域の強み、問題を踏まえ、みなかみ町が平成 25 年 3 月に計画した
※「みなかみ町観光振興計画」に沿って、町・群馬県商工会連合会・群馬県、※地域
金融機関等と連携し、観光関連業者の売上高の増加と 6 次産業化等を積極的に支援す
ることで新たな顧客の獲得と、観光温泉地として当町の魅力をアピールし、「基幹産
業である※『観光関連業』の再活性化さらにそれらを通じ後継者育成」を目標とする。
※「みなかみ町観光振興計画」
方針１．観光資源の魅力を高める 〜観光資源の有効活用と品質向上〜
方針２．もてなしの受入体制を整える 〜観光客満足度の向上〜
方針３．美しい郷土景観を整える 〜景観づくりの推進〜
方針４．みなかみ町の知名度・イメージを高める 〜観光 PR の推進〜
方針５．海外からの観光客を迎え入れる 〜国際観光の振興〜
※地域金融機関
・日本政策金融公庫前橋支店
・群馬銀行月夜野支店（水上支店）
・利根郡信用金庫月夜野支店（水上・新治支店）
・東和銀行水上支店
※『観光関連業』：宿泊、飲食、旅行、卸・小売、サービス等の業種
１

【本計画の短期および中期的目標】
1. 変化する観光ニーズへの対応と基幹産業である観光関連産業の活性化
(1) 宿泊者ニーズに対応した旅館、ホテル、民宿など業態に応じた経営革新の実現
・団体客から個人客への客層変化に対応した受け入れ体制整備の支援
・泊食分離など、現代消費者ニーズに対応した価格体系
・その他
(2) 利用者視点に立脚した観光プログラムの開発
・谷川岳を活用し中高年層等の特定の標的顧客を想定したきめ細かなトレッキング
・友好都市を結ぶ計画のある東京都中野区。沖縄県嘉手納町の小学校等との連携に
よる里山体験等の交流のための観光産業側の受け入れ態勢整備支援
・そのほか、名峰、動植物生態系、気象など、独自性の高い地域を活用した新たな
視点の観光プログラム開発
(3) 特産品ショッピングへの対応
・既存商品の改良
・地域の素材・地場産品を活用した商品開発
・農業の 6 次産業化等を通じた商品開発
・グループ討議等を通じた女性視点の商品開発
・その他
(4) 地元の良質な素材を活用し、現代消費者ニーズに適合した地元グルメの提供
・農商工に加え、民・官・学を交えた広範なネットワーク構築による地元グルメの
開発
・地元素材のキノコや山菜等を活用した飲食メニューの開発
2.地域中小商業の再活性化
・魅力ある店舗づくり
・オリジナル商品を含めた魅力ある品揃えの実現
・ネット通販物流会社との連携による買物利便性の向上、買物弱者対策の推進
・新たなターゲットの設定による新規顧客層への対応
・計画的に事業をやめる廃業支援、それに伴う情報提供

２

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２７年４月１日〜平成３０年３月３１日）
（２）経営発達支援事業の内容
指針① 小規模事業者の販売する商品又は提供する役務の内容、保有する技術又はノウ
ハウ、従業員等の経営資源の内容、財務の内容その他の経営状況の分析
指針② 経営状況の分析結果に基づき、需要を見据えた事業計画を策定するための指
導・助言、当該事業計画に従って行われる事業の実施に関し、必要な伴走型の
指導・助言
指針③ 小規模事業者の販売する商品又は提供する役務の需要動向、各種調査を活用し
た地域の経済動向に関する情報の収集、整理、分析及び提供
指針④ マスメディア、各種広報誌等による広報、商談会、展示会、即売会等の開催又
は参加、ホームページ、ソーシャルメディア等の IT の活用等、需要の開拓に
寄与する事業
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】
地区内の経済動向調査・分析することにより、どのような支援策が可能かを見出す
とともに、地域内の情報を得ることで、町に対する要望や提案、支援策の検討をする
基礎資料とする。
（事業内容）
(1) 経営指導員による事業所への巡回訪問により、地域の経済動向をヒアリングまたは
アンケートにて調査する。調査内容は事業所の概要、現況、資金繰り、後継者問題
等とし、集計方法は単純集計のほか多様な相談内容に対するためのクロス集計にて
多面的に様々な角度から、課題の抽出、支援策検討を図り巡回指導等の相談時に活
用する。また、調査結果は小規模事業者へのフィードバックとともに商工会ホーム
ページでも公開し、小規模事業者等が常時閲覧できる状態にする。
(2) 主要産業である「観光関連業」については、町、町観光協会と連携し入込客数や観
光消費額などの定量的なデータを活用し、商品、サービスの需要動向や観光が地域
にもたらす経済波及効果を推計する。
(3) 平成 24 年度に行った「みなかみ町の産業実態に関する調査」を再度行う事で、最
新の実態を調査するとともに、ここ数年の推移を把握する。
（目標）
様々なアンケート及び調査は、目標回収率を 80％以上とし、精度の高い定量的なデ
ータの収集・解析を行い、観光関連業者の伴走型指導に活かし、売上の増加と後継者
を育成するための資料とする。

３

２．経営状況の分析に関すること【指針①】
観光関連業者の持続的発展に向け、経営指導員の巡回・窓口相談、各種セミナーの
開催等を通じて、観光関連事業者の経営分析を行う。
専門的な課題等については、県連合会、県、地域金融機関等のコーディネーターと
連携し、観光関連事業者の抱える経営上の悩みに対してより丁寧にサポートする。
（事業内容）
(1) 巡回訪問、具体的な課題解決のために目的に応じた講習会の開催、主要産業であ
る観光関連業に特化したセミナーの開催や、各種補助金申請などの相談を通じ経営
分析の対象となる小規模事業者をピックアップし、経営状況等を把握して経営の現
状を分析するとともに、専門知識を有する税理士や中小企業診断士、社会保険労務
士などの専門家と連携して観光関連事業者の課題にあった経営分析も行う。
(2)

事業者の課題について SWOT・PEST・PPM 等各分析などを用い課題の解決を図
るとともに、経済状況を勘案し相談内容に応じた情報の提供を行う。

（目標）
巡回訪問は全ての職員が積極的に行う事とし、特に経営指導員においては年間 375
件と多くの小規模事業者を訪問する。またセミナー開催は多様な需要に応じたセミナ
ーとし、経営分析も最終的には経営指導員年平均 15 件とする。
尚、セミナー等に参加した小規模事業者に対しては担当指導員を決め、経営分析等
をはじめ様々な伴走型の支援を行う。
支 援 内
巡回訪問件数
セミナー開催数
経営分析件数

容

現状
1,190
5
31

27 年度
1,300
7
40

28 年度
1,400
9
50

29 年度
1,500
10
60

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】
事業者が経営課題を解決するため、上記１．の地域の経済動向調査に関すること、
上記２．の経営状況の分析に関することの結果を踏まえ、事業計画策定支援及び県連
合会、地域金融機関等とも連携し、伴走型の指導・助言を行い、小規模事業者の事業
の持続的発展を図る。
また、地域における特性及び地場産業を活用した創業・第二創業を支援するため町、
県連合会と連携して創業支援塾等を開催し、創業支援を行う。創業後も経営課題等細
部にわたりサポートすることにより、伴走型の支援を実施する。
（事業の内容）
(1) 事業計画策定等に関するセミナー、個別相談会を開催する。
(2) 個別相談、巡回指導時に、小規模事業者からの相談等を受けるとともに、事業計画
策定を目指す小規模事業者の掘り起しを行う。
(3) 金融相談、税務相談、各種補助金等の申請時に事業計画の策定支援を行う。
４

金融に関しては、既存の小規模事業者経営改善資金の融資を行うと共により多くの
資金が必要な場合には、小規模事業者経営発達支援融資制度も活用して幅広い金融
支援を行う。
(4) 創業塾（全 12 回開講）を開催し、創業希望者の知識向上を図り、創業計画の策定
支援を行うことにより、創業支援を行う。
【受講内容】
① 創業に向けて
② 経営理念の重要性と描き方
③ 地域特性を活かした創業
④ マーケティングの基礎知識
⑤ 売れる仕組みの考え方
⑥ 創業に必要な税務、経理の基礎知識
⑦ 人を雇用するために必要な基礎知識
⑧ プレゼンスキルの強化
⑨ WEBを使った販売促進法
⑩ 資金調達と公的支援制度の活用
⑪ 魅力的なビジネスプランの作成
⑫ ビジネスプランの仕上げ
(5) 第二創業（経営革新）に関する相談会を開催し、第二創業（経営革新）計画の策
定を支援し、第二創業（経営革新）支援を実施する。
（目標）
事業計画を策定していく中でセミナー・個別相談会を開催し、事業計画策定事業
者数を増やし、その後適切なフォローアップを行う。
町・県連合会及び他の支援機関と協力して、創業支援塾セミナーを幅広く周知徹
底していく。相談窓口は常時開設し、創業者をワンストップで支援し様々な創業時
の課題を解決する。また、相談者が必要とする支援の内容を判断し、適切なアドバ
イスができるように専門家派遣体制も構築する。
支援内容
セミナー・個別相談会開催回数
事業計画策定事業者数
創業支援塾開催回数
創業支援者数

27 年度
５
１５
１
３

現状
３
１０
０
１

28 年度
７
２０
１
３

29 年度
１０
２５
１
３

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】
事業計画策定後に、国、県、町、その他認定支援機関の行う支援策等の広報案内
により周知し、フォローアップを実施する。
事業計画策定後に、３ケ月に１度巡回訪問し、進捗状況の確認を行うとともに、
必要な指導・助言を行う。
第二創業（経営革新）に関する相談会を開催し、第二創業（経営革新）計画の策
定を支援し、第二創業（経営革新）支援を実施する。
５

創業後は、先輩経営者との意見交換会、専門家による個別フォローアップ、税務・金
融相談を重点的に行い、伴走型の支援を行う。
支援内容
周知によるフォローアップ件数
第二創業（経営革新）支援者数

27 年度
１５
３

現状
１０
３

28 年度
２０
３

29 年度
２５
３

５．需要動向調査に関すること【指針③】
小規模事業者の持続的発展や成長発展に繋げるため、小規模事業者の販売商品や提供
役務の実態把握などの企業情報の収集と、消費者ニーズを把握するため専門家との連携
により、既存店舗の品揃え、サービス面における分析、価格分析などの需要動向調査を
行い、需要を喚起した商品戦略支援、マーチャンダイジング、サービスの向上支援等の
実施により、経営計画策定における基礎資料とすると共に、地域内小規模事業者の実態、
動向、ニーズ、課題などを把握し、それぞれの事業者に必要な支援策を講じる。
(事業内容)
地域内小規模事業者が抱える消費者ニーズの把握を行うため、専門家との連携により
地域内の各小規模事業者が抱える顧客である、地域住民や宿泊者などの観光客を対象と
した需要動向調査を行なう。具体的な内容として、地域住民に対しては既存店舗の品揃
え、サービス面における分析、価格分析などの項目に対し来店時のアンケートやヒアリ
ング、インタビューにて需要動向を調査することで、課題の抽出を行い、ABC 分析やポ
ジショニングマップでの分析により、マーチャンダイジングの実施に繋げることや、事
業者の販売計画や経営計画策定における基礎的な情報とする。
宿泊者や観光客に対しては、サービス面における、おもてなし調査、価格分析、ニー
ズ等の項目にて、アンケートやヒアリングにて調査を実施し課題の把握を行い、PSM 分
析などを用い、適正な価格の調査や市場競争力の動向等を判断する資料とする。
（目標）
小規模事業者の持続的発展や成長発展に繋げるため、需要動向調査を行う。
支援内容
需要動向調査支援事業者数

27 年度
１０

現状
未実施

28 年度
１５

29 年度
２０

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】
地域における小規模事業者の持続的発展や成長発展のため、販路開拓として展示商談
会や全国商工会連合会主催の「ニッポン全国物産展」、県連合会主催の「美味しい群馬
再発見！」等の物産展への機会を提供し販路開拓支援を行ってきた実績がある。
また、現在まで積極的に取り組んでいる全国展開支援事業の成果により、地域内にお
いては地元の素材を活用した加工品を製造する事業者が多くなっているが、小規模事業
者にとって、展示会等の出展経費や人的な問題、ノウハウの不足などの課題から販路の
拡大に繋がらない事が多い。
そのため、小規模事業者ならではのニッチな商品、きめ細かいサービスを提供する事業
６

者の販路開拓を支援するため、既存の需要開拓支援のほか、新たな展示商談会等への出
展による販路開拓支援や、EC など IT の活用による販売チャネルの拡大による新たな需
要の開拓に繋がる支援を行っていく。
また、商品開発においても、プロダクトアウトの製品から脱却し、マーケットインの
視点を重要視した商品開発支援を行っていく。
（事業内容）
①．販路開拓支援
(1) 首都圏の顧客をターゲットとし、直近の大都市圏である東京池袋において開催され
る全国商工会連合会主催の「ニッポン全国物産展」への出展や、全国商工会連合会
が運営する「むらからまちから館」への出展を行い、首都圏に向けた情報発信、販
路開拓を行う。首都圏からの観光客をターゲットとし、関東一の集客力を誇る道の
駅「川場田園プラザ」で開催される県連合会主催の「美味しい群馬再発見！in 川場
田園プラザ」への出展を行う。
(2) 県が東京都銀座で開業しているアンテナショップ「ぐんまちゃん家」を活用し物産
展を開催し、新たな顧客の獲得や販路開拓へと繋げる。同時にアンテナショップと
の連携により、小規模事業者の取り扱っている商品をアンテナショップの展示販売
コーナーで販売へと繋がる支援を行っていく。
(3) バイヤーとの商談を目的として県主催の「地場産業フェスタ in 東京」への出展を促
し、販路開拓の機会を創出する。バイヤーとのやり取りにより、既存商品の改良点
等を把握し、商品のブラッシュアップへと繋げる。その他の支援機関が実施する展
示商談会へも積極的に参加を促し、新たな販路開拓の支援をする。
(4) 新たな販売チャネルとして IT を活用した EC サイトへの出展を支援する。全国商工
会連合会が運営する地域産品の通販サイト「ニッポンセレクト.com」への登録を巡
回、相談時に周知し、小規模事業者の販路拡大へと繋げる。
(5)全国展開支援事業などの補助金や町からの補助金を活用し、東京ビッグサイトや幕張
メッセ等にて開催される展示商談会へ出展し、バイヤーやエージェントに対して PR
を行い販路開拓の機会を提供する。
②．商品開発支援
(1) 商品開発においては、現在まで全国展開支援事業の活用により数々の商品開発を行
っている。今後も、継続して行っていくことであるが、今まで商品化にならなかっ
た商品や売上の目処が立たない商品のブラッシュアップを行う。
事業者への巡回時や窓口相談時に商品のターゲット、利用シーン、ベネフィットな
どヒアリングを行い、実際のブラッシュアップとしてデザイン、用途の検討、ストー
リー性など加味し消費者へ強くアピールできる商品へと変えるため群馬県商工会連合
会が設ける無料専門家派遣制度を活用して専門家等と連携し支援を行う。
(2)全国展開支援事業や町の補助金を活用し、顧客ニーズ、小規模事業者のシーズを把握
し、地域の素材を活用し地域イメージに合致した商品づくりの支援を行っていく。
「みなかみ」らしさの感じられる商品へと変わることにより道の駅等の販路拡大が可
能となり、観光客への訴求やギフトにも対応することで地元住民への消費を促してい
くことに繋がる。
７

(3)開発した商品やブラッシュアップした商品は、商工会の発行する会報への掲載や商工
会ホームページで掲載し周知を行う。また、上記の展示商談会や物産展への出展へと
繋げることで販路開拓支援も行なっていく。
（目標）
既存の物産展等への出展をすると共に、他の支援機関が実施する商談会等に参加して
新たな販路の拡大へと繋げる。また、新たな販売チャネルとして EC サイト「ニッポン
セレクト.com」を利用し小規模事業者の販路開拓や新たな需要の開拓に繋げていく。
項目
展示商談会出展回数
（参加事業者数）
物産展出展回数
（参加事業者数）
EC サイト「ニッポンセレク
ト.com」への登録件数
商品開発支援
商品のブラッシュアップ件数

２
５
３
１２
未実施

27 年度
２
５
３
１５
５

28 年度
４
８
４
２０
１０

29 年度
５
１０
５
２５
１５

５
未実施

５
２

５
３

５
３

現状

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組
１．地域活性化事業
当町は、かつて会社等の団体旅行客を主要顧客層としていた。このため、旅行会社
を仲介した大規模な集客を中心とし、現在も基本的にはこの流れを引き継いでいる。
団体客から個人客へのシフトが進む中、いかにこのトレンドに対応していくかが課題
となっている。
かつて当町では旅行会社の企画による定型的なパッケージツアーで充分な集客を確
保でき、この体制に安住し続けたことが今日の入りこみ客の減少の一因になっている
ものと考える。
近年、着地型観光が注目されているが、地元主導によるこうした取り組みが多様化
する観光ニーズに対応する有効な方策と思われる。
現在当町は東京都中野区、沖縄県嘉手納町との連携を模索しており、前者とは中野
ブロードウェイでの定期的な観光キャラバン・特産品販売イベントを、後者とは 3 年
連続で同町産業まつりに出展している。こうした地域交流ネットワークを有力な販路
と位置づけ、「着地型観光プログラム」を宿泊施設・飲食店等の観光関連事業者、交通
機関、学校、農業者、ガイド協会等の地域団体等を適切にコーディネートすることに
より、きめ細かなメニューを開発し提案する。
観光協会、行政との連携により、旅行会社を仲介せず、「ありのままのみなかみ」を
体感いただけるような独自性の高いプログラムを開発する。

８

（事業内容）
(1) 中野ブロードウェイでの販売
アンケート調査より、イベント等の開催によりみなかみ町の知名度や親しみやすさ
が向上していることを確認している中野ブロードウェイ利用者を標的として着地型観
光パッケージを実験的に販売する。
バス 2 台、40 名程度の商品を 3 回販売する。ターゲットは自家用車を持たず、公共
交通機関利用に不便があると思われる高齢者層、および当該地域に多く在住する学生
グループと想定。低価格にてモニターツアー的な展開を図る。
(2) 沖縄県嘉手納町との連携
学校を対象として、冬季の学習体験的なパッケージを試作し、少人数にて実験試行
する。
(3) 商工会役員及び町内の各種団体で構成した実行委員会を組織し、町を訪れた
観光客と地元住民の「笑顔と幸せ」をスローガンに「みなかみ町花火大会」を毎年 8
月に行う。（全町・旧月夜野町地区対象事業）
(4) 「観光業」の PR、消費拡大を目的とした「復活！上杉謙信武者行列」祭りを、猿
ヶ京温泉内「まんてん星の湯」付近で開催し、近隣の「たくみの里」で開催される
「豊楽まつり」と連携して実施する。（旧新治村地区対象事業）
(5) 利根川水系の中下流域の方達に住民との交流の場を創出することで、水源地の保
全と水辺環境を考える契機とした「利根川源流祭り」を開催し、新たな観光客の誘
客を図る。（旧水上町地区対象事業）
（目標）
中野ブロードウェイでの販売や沖縄県嘉手納町との連携実験展開をふまえ、商品性
の向上を図りつつ、持続可能な展開を目指した活動を継続する。
また各種イベント・祭りを開催することにより観光立町をアピールし、みなかみ町
の更なる魅力を発信して観光業の入込客増と知名度アップを図る。
項
目
現状
27 年度
28 年度
29 年度
3
3
3
3
開催回数
20
30
30
30
出展者数
12,000
15,000
15,000
15,000
来場者数
２．地域コミュニティーの形成に寄与する事業への積極的関与
当会では、過去において廃業を予定していたガソリンスタンドの継続営業のため、
町と協力し会社を設立し営業の継続を実現した経緯がある。このような公益的な活動
は商工会ならではの取り組みと考える。
今後も、生活に密着する小売業の活性化および創出、買物弱者への対応など、地域
生活者の利便性に寄与する活動の充実を図る。
(事業内容)
(1)日帰り温泉施設を利用したミニスーパーの運営
(2)タブレット端末を活用した買物支援
(3)顧客ニーズにきめ細かく対応するための地域住民からの情報収集
９

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
経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上を目的とした情報交換等を以下
のとおり実施する。
(1) 利根・沼田地区５商工会による情報交換会（年３回）
利根・沼田地区５商工会（片品村商工会・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）で、支援ノウハウ、支援の現状等の共有を目的とし
た定期的な情報交換会を開催する。
(2) 金融懇談会（年１回）
日本政策金融公庫（前橋支店）、地域金融機関（群馬銀行、東和銀行、利根郡信用金
庫）、群馬県信用保証協会と地域の経済動向、小規模事業者の現状、需要の動向など
を把握することを目的とした情報交換会を開催する。
２．経営指導員等の資質向上等に関すること
県商工会連合会・県商工会議所連合会が主催する研修会の参加に加え、中小
企業庁が主催する経営指導員研修会や中小企業大学校の主催する研修会に経営
指導員が積極的に参加することで、経営指導員の支援能力の向上を図る。
経営指導員勉強会は毎月開催し、時に事務局長、支援アドバイザー及び、行政・金
融機関の職員も交えて金融斡旋・決算申告指指導等で得られた情報から経営状況、分
析結果等支援状況について確認し、スキルアップを強化する。
経営指導員研修生及び若手経営指導員については、ベテラン経営指導員と同行し、
一緒に小規模事業者を支援すること等を通じて、指導・助言内容、情報収集方法を学
ぶなど OJT により伴走型の支援能力の向上を図る。
その他必要に応じて、専門家（中小企業診断士等）を講師に、職員を対象とした勉
強会を開催し支援のスキルアップを図る。
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
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。
① 年度末、外部有識者（町、県連、専門家等）、当商工会役員（正副会長）により構成
された報告会を開催し、事業の実施状況、成果の評価・見直し案の提示を行う。
② 事業の成果・評価・見直しの結果を理事会に報告し、承認を受ける。
③ 事業の成果・評価・見直しの結果をみなかみ町商工会のホームページ
（http://www.minakami.or.jp）及び、会報等で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 27 年 8 月現在）
（１）組織体制
・事務局長 1 名、経営指導員 3 名、経営指導員研修生 1 名、補助員 2 名、
記帳専任職員 3 名、記帳指導員 2 名、臨時職員 1 名の合計 13 名で実施する。
・商工会全体の組織図
会

長

事務局長

経営支援課

⇔

振興課

・実際に事業を実施する人員
経営支援課 課 長
星 野 雅 信（経営指導員）
係 長
斎 藤 真 弓（補助員）
主 任
高橋 ゆり子（記帳専任職員）
主 事
阿 部 真 也（記帳専任職員）
支援員
安 藤 和 代（記帳指導員）
支援員
河 合 慶 子（臨時職員）
振 興 課 課 長
林
政 道（経営指導員）
係 長
笹 川 道 代（補助員）
主 任
山 賀 英 彦（経営指導員）
主 任
林 真 知 子（記帳専任職員）
主 事
片 貝 晃 久（経営指導員研修生）
支援員
片 野 千 恵（記帳指導員）
（２）連絡先
みなかみ町商工会
群馬県利根郡みなかみ町月夜野 1744-1
電話番号 ０２７８−６２−１１５５
ホームページ http://www.minakami.or.jp
代表メール
shokokai@minakami.or.jp
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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）

平成 27 年度
平成 28 年度 平成 29 年度
(27 年 4 月以降)
151,684
151,684
151,684
必要な資金の額
Ⅰ．経営改善普及事業費
69,230
69,230
69,230
1. 人件費
55,500
55,500
55,500
2. 福利厚生費
7,500
7,500
7,500
3. 旅費
30
30
30
650
4. 事務費
650
650
5. 福利環境整備費
4,400
4,400
4,400
6. 指導事業費
1,150
1,150
1,150
46,070
Ⅱ．一般事業費
46,070
46,070
40,930
1. 総合振興費
40,930
40,930
2. 業種別振興費
600
600
600
3. 金融対策費
300
300
300
4. 労務対策費
700
700
700
5. 珠算振興費
100
100
100
6. 支部活動費
1,040
1,040
1,040
7. 青年・女性部対策費
1,200
1,200
1,200
8. 記帳機械化対策費
1,200
1,200
1,200
Ⅲ．管理費
27,500
27,500
27,500
1. 人件費
3,300
3,300
3,300
2. 旅費
1,200
1,200
1,200
3. 事務費
7,100
7,100
7,100
4. 家屋費
3,000
3,000
3,000
5. 会議費
400
400
400
6. 広報費
350
350
350
7. 渉外費
800
800
800
8. 福利厚生費
1,000
1,000
1,000
9. 負担金
2,360
2,360
2,360
10. 役員退任慰労金
350
350
350
11. 財政調整基金積立金
1,010
1,010
1,010
12. 支払利息
30
30
30
13. 指定管理費
6,600
6,600
6,600
Ⅳ．経営発達支援事業費
8,000
8,000
8,000
Ⅴ．予備費
884
884
884
（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。
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調達方法
県 補 助 金：
45,844 千円
町補助金：
13,000 千円
県連補助金：
466 千円
経営発達支援事業補助金： 8,000 千円 （国、県、町）
自己財源：
79,157 千円 （会費、手数料等）
繰 越 金：
5,217 千円
合
計：
151,684 千円

（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。

１３

（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
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専門家と連携し、ヒアリング・アンケート結果を単純集
計、クロス集計にて分析し、課題の抽出、支援策の検討を行う。また観光業について
は町、町観光協会と連携し、入込客数や観光消費額などの定量的なデータを用い、商
品、サービスの需要動向や、観光の経済波及効果を推計する。
２．経営状況の分析に関すること
講習会やセミナーの開催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、
専門家と連携し商品の需要動向やマクロ環境の調査など課題解決に向けた分析を行な
う。
３．事業計画策定支援に関すること
専門家と連携し事業計画策定等に関するセミナーの開催や、事業計画策定の支援を
行なう。町、県商工会連合会（専門家派遣）と連携し以下の創業塾セミナーを行う。
① 創業に向けて
② 経営理念の重要性と描き方
③ 地域特性を活かした創業
④ マーケティングの基礎知識
⑤ 売れる仕組みの考え方
⑥ 創業に必要な税務、経理の基礎知識
⑦ 人を雇用するために必要な基礎知識
⑧ プレゼンスキルの強化
⑨ WEBを使った販売促進法
⑩ 資金調達と公的支援制度の活用
⑪ 魅力的なビジネスプランの作成
⑫ ビジネスプランの仕上げ
以上12のテーマで開催し、創業後はフォローアップ及び適切なアドバイスを行う。
４．事業計画策定後の実施支援に関すること
事業計画策定後は、国、県、町、その他の認定支援機関の行う支援策等の広報案内
の周知によりフォローアップを行う。
５．需要動向調査に関すること
消費者ニーズを把握するため専門家と連携し、既存店舗の品揃え、サービス面に関
する分析、価格分析などの需要動向調査を実施する。宿泊者に対しては、サービス面
に関する分析、おもてなし調査、価格分析、ニーズ等の調査を実施し課題の把握によ
り市場競争力の動向等を判断する。
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６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること
専門家と連携し地域の素材を活用した商品や既存商品のブラッシュアップを行う。
商品開発の在り方の検討、魅力ある商品にしていく上で必要な差別化のポイントや現
状の問題把握、分析を行なう。
連携者及びその役割
１．地域の経済動向調査に関すること
(株)地域振興総合研究所 所長 星野厚志
東京都港区新橋 2-16-1 ニュー新橋ビル 803
℡ 03-3503-1099
経営指導員によるデータの分析では当たり前の結果を多く抽出するにとどまるが、専
門家には、それでは見えない部分を体系的に整理してもらい、課題抽出、支援策の検
討の意思決定をしていく上での良し悪しの検討材料となるデータを解りやすく提示
してもらう。
２．経営分析の分析に関すること
群馬県商工会連合会 会長 髙橋基治
群馬県前橋市関根町 3-8-1
℡ 027-231-9779
専門家：小林広之（中小企業診断士）
セミナーの開催や経営分析を行なう上での、専門的な課題に対しては県連合会のエ
キスパート事業等の利用により税理士・中小企業診断士・社会保険労務士などの専
門家を派遣し具体的な解決策を見出しサポートしていく。
製品の需要動向に関わる調査を行う上での、マクロ環境の調査や市場規模、価格競争
力などの情報提供・分析を専門家に依頼することで効率的かつ効果的に対処して行
く。
３．事業計画策定支援に関すること
(株)日本旅行（日本旅行総研）社長 丸尾和明
東京都中央区日本橋 1-19-1
日本橋ダイヤビルディング 12 階
℡ 03-6895-7865
専門家：砂子隆志（経営管理部チーフマネージャー）
みなかみ町 町長 岸良昌
群馬県利根郡みなかみ町後閑 318
群馬県商工会連合会 会長
群馬県前橋市関根町 3-8-1
専門家：登録講師より選定

℡0278-62-2111

髙橋基治
℡ 027-231-9779

専門家等との連携により、事業計画の策定に向けたセミナーや、個別相談会開催で
の講師、事業計画策定後のフォローアップを行なう。専門家等が加わることにより、
より具体的で包括的な支援が可能となりスムーズな支援が行える。
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４．事業計画策定後の実施支援に関すること
群馬県商工会連合会 会長 髙橋基治
群馬県前橋市関根町 3-8-1
℡ 027-231-9779
専門家：登録講師より選定
12個のテーマに沿ったセミナーの講師を依頼し、創業へ向けた支援を行なう。
専門家との連携により、より具体的かつ明確な創業計画ができ効果的に事業の実施が
可能となる。

５．需要動向調査に関すること
(株)日本旅行（日本旅行総研）社長 丸尾和明
東京都中央区日本橋 1-19-1
日本橋ダイヤビルディング 12 階
℡ 03-6895-7865
専門家：砂子隆志（経営管理部チーフマネージャー）
消費者ニーズの把握を専門家との連携により地域住民や宿泊者を対象とした需要動
向調査を実施する。需要動向調査の実施により、マーチャンダイジングの実施、事
業者の販売計画や経営計画策定に役立てる。
６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること
オフィス・ハナタニ 花谷みどり
東京都世田谷区上馬 1-26-9 ℡ 03-3424-5661
みなかみ町 町長 岸良昌
群馬県利根郡みなかみ町後閑 318

℡0278-62-2111

（一社）みなかみ町観光協会 代表理事 須藤温
群馬県利根郡みなかみ町月夜野 1744-1 ℡0278-62-0401
群馬県商工会連合会 会長
群馬県前橋市関根町 3-8-1

髙橋基治
℡ 027-231-9779

専門家等との連携により、商品動向や業界トレンド、市場規模などを鑑みた商品開発、
改良が可能となる。また、商品開発におけるプロセスの明確化やマーケティング業務
に関わる役割を担ってもらう。
具体的にはコンセプトの作り方、他社との差別化、ターゲットの設定、地域イメージ
との適合などに配慮した商品開発の仕組みを整えてもらう。
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連携体制図等

《

連携体制図

連 携
みなかみ町・群馬県

》

群馬県商工会連合会

・情報提供、専門家派遣
・起業支援補助金等による支援

みなかみ町商工会
・経営発達支援計画事業

共同支援機関
連携機関等

・日本政策金融公庫前橋支店
・群馬銀行月夜野支店・水上支店
・利根郡信用金庫月夜野支店
新治支店・水上支店
・東和銀行水上支店

・みなかみ町観光協会
・㈱地域振興総合研究所
・日本旅行総研
・オフィスハナタニ等
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