
 
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

明和町商工会（法人番号 ６０７０００５００６５９１） 

実施期間 平成３０年４月１日～平成３５年３月３１日 

目標 
明和町商工会では、地域産業の現状と課題や中長期的な振興のあり方を踏

まえ、小規模事業者が行う経営の持続的発展を支援していくものとする。 

事業内容 

Ⅰ．経営支援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 

   地域の産業の状況や経済動向について、一定時期ごとに変化の実態を迅速か

つ的確に収集・提供することを目的として地域版の「中小企業景況調査」を実

施する。それらを小規模事業者に対する的確な指導を行うための基礎データと

し、地域の事業者が誰でも平易に閲覧できるよう情報を提供していく。 

２．経営状況の分析に関すること 

地域小規模事業者に経営分析の重要性を理解してもらうことを目的とした周

知活動を行い、ローカルベンチマークと経営自己診断システムを活用し財務分

析を行う。また、経営分析スキルアップセミナーを開催し、経営分析のブラッ

シュアップ支援を行っていく。 
３．事業計画策定支援に関すること 

事業計画策定の意義や重要性を理解してもらうことを目的とした周知活動を

行い、事業計画策定セミナーや専門家による個別相談会を実施し事業計画策定

支援を行う。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

上記の「事業計画策定支援に関すること」で事業計画を策定した後、経営指

導員は、四半期に１度小規模事業者へ巡回訪問し、計画の進捗状況を確認し、

必要な助言等を行うと共に専門家によるフォローアップ支援も行っていく。 
５．需要動向調査に関すること 

地域内で開催される産業祭等のイベント時に、試食会やテストマーケティン

グを実施する。また、需要動向を捉え、商品開発や商品製作へ繋げるようトレ

ンド調査を実施する。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

「マスメディア・プレスリリースによる広報支援」、「商談会・展示会・即売

会等出展アシスト支援」、「ＩＴの活用支援」を実施し、新商品・新役務などの

販路開拓支援を行う。 

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の意識の共有を図り、地域経済活性化の方向性を検討

し小規模事業者が事業を持続的に発展させるため、地元地域のブランド力向上に

取り組む。  

連絡先 

明和町商工会 

群馬県邑楽郡明和町南大島１０７３－１ 

ＴＥＬ ０２７６－８４－３１３０ 

ＦＡＸ ０２７６－８４－４９３８ 

   Ｅ－ｍａｉｌ meishou@ninus.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．明和町の概要 

明和町は、群馬県の東南端に位置している。

平成 28年 10月 1日現在で、総人口 11,455人、

気候は比較的温暖で南に利根川、北に谷田川

が流れる水と緑が豊富な地域で、町内の標高

差はほとんどない。 

人口の推移は、平成 24年以降はほぼ横ばい

だが、世帯数は増加傾向（平成 28 年 10 月 1

日現在で 4,180 世帯）にある。また、生産年

齢人口（15 歳以上 65 歳未満）が、比較的高

い町であり、県内でも７番目に高い（61.1％）

地域となっており、老年人口（65歳以上）は

逆に県下でも低い（26.1％）地域である。 

町の面積 19,670,000 ㎡のうち、田・畑の合計が約 45％、宅地が約 21％であり、山

林・原野等は殆どない。一方、農家人口は減少し続け、専業農家、第一種兼業農家、

第二種兼業農家も減少傾向にある。 

町の中央には東武伊勢崎線、国道 122 号が走り、東北自動車道へは車で約 13 分と

いう便利な地域であり、群馬県の中でも都心から一番近い自治体である。 

町の特産は、梨、巨峰、シクラメン、カーネーション、桃であり、現在梨を使った

特産品として町が中心となり、「梨の雫」（ジュース）、「梨のほほえみ」（ワイン）

等を開発している。 

 ＜人口・世帯数の推移＞（住民基本台帳 平成 28年 10月 1日現在） 

 平成 24年 平成 25年 平成 26年 平成 27年 平成 28年 

人口（人） 11,482 11,406 11,381 11,392 11,455 

世帯数 3,870 3,922 3,968 4,045 4,180 

世帯人員 

（人/世帯） 

2.97 2.91 2.87 2.82 2.74 

 

 

２．地域産業の現状と課題 

明和町における商工業者数は３８４件となっており、内小規模事業者数は３１１件 

となっている。業種別事業者数は製造業が多く全体の約３割を占めている。商工業者

数・小規模事業者数は共に減少している。 

 町内の商工業者は「製造業」の割合が多く、「飲食・宿泊業」、「卸・小売業」、

「建設業」の割合が少ない。商店・飲食店は、国道 122号線沿いに若干の集積が見ら

れ、工場は町の西部に集積が見られる。 

 

明和町 
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明和町の商工業者数及び小規模事業者数の推移（対３年前比較） 

 平成２６年 平成２９年 ３年前対比 

商工業者数 392 384 97.9％ 

小規模事業者数 326 311 95.3％ 

 

（１）商業の現状と課題 

地域における商業の役割は、地域住民に豊かな消費生活の提供を通じて、暮らしの

向上を支援するものであり、また、他の産業分野ともつながり、魅力ある特産品の創

出・流通や地産地消の推進等を通じて地域の人々の交流やにぎわいを生み出すものと

して、地域コミュニティーにおける中心的役割を担うことが求められている。 

しかし、近年における景気の低迷、仕入れ価格の高騰や価格破壊の進行、これに伴

う生存競争等により、明和町の商業を取り巻く環境は、より一層、厳しさを増してお

り、また、少子化、高齢化、大型店との競合等の外部環境変化により、商業者の廃業

等が増加しており、平成９年あたりをピークに年々衰退傾向にある。具体的には、買

物客の町外流出が進み商店数、従業員数とも年々減少している。町内人口については

横ばいであり、かつ世帯数は増加しており、生産年齢人口が比較的多い事から購買力

はあるのにその購買力を十分に吸収できていない状況と言える。今後は、高齢化の進

行などを踏まえ、より地域に密着した新しいサービスの創出や、魅力ある商店づくり、

他業種との連携強化等により、この購買力を十分に吸収できる商業環境を整えていく

ことが課題となっている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

明和町の業種別事業者割合（平成２９年） 

業種 事業者数 割合 

商工業者数 384  

小規模事業者数 311 80.9％ 

建設業 63 16.4％ 

製造業 111 28.9％ 

卸・小売業 59 15.4％ 

飲食・宿泊業 31 8.1％ 

サービス業 66 17.2％ 

その他 54 14.0％ 
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（２）工業の現状と課題 

明和町は、企業立地促進法に基づく基本計画の集積区域に設定され、平成 25 年度

より町内西地区の一部が同法に基づく重点促進区域にも指定され、あわせて工場立地

法に基づく工場立地届に係る事務を群馬県から権限移譲を受けるなど、これまでに工

業地域への企業誘致を積極的に行ってきた。 

しかし、平成 24 年現在、事業所数 64 所、従業員数 2,560 人、製造品出荷額 1,332

億 7,324万円となっており、平成 14年と比較して事業所数で 0.82倍、従業員数で 1.01

倍、製造品出荷額で 1.35 倍と一部の優良企業と関連製造業が景気をけん引し、一方

では全体的な底上げには至っていない状況にある。（数値は工業統計調査より） 

業種別にみると、プラスチック製品製造業が多く（約 30％）この業種が明和町製造

業の牽引役になっている。プラスチックの成形品は、本県で強い自動車関連部品だけ

でなく、家電・ＯＡ・住宅・食品・アミューズメント関連部品等も守備範囲であるた

め、幅広い取引が見られる業種である。 

今後は産学官及び企業間の強みや特性を持ち合わせた連携を推進するなどして、市

場の優位性を持つ新技術を確立したり、新製品の開発を進め、内外に発信していくこ

とが重要な課題となっている。 

 

（３）農業の現状と課題 

明和町の農業については、農業人口・専業農家数・兼業農家数は大幅に減少し続け

ており、従事者の平均年齢は 68.3 歳となっている。明和町の特産である「梨」につ

いては、栽培実経営体数で 34件（平成 25年 4月現在）であるが、最近は生産量が減

少傾向にある。一方、明るい話題としては、梨農家の若手後継者等が「梨人（なしん

ちゅ）」を結成し、農業の活性化を図っている。今後は、「農商工連携」、「６次産

業化」について周知するとともに農業者といかに連携をとりながら、事業化支援を実

施して行くかが課題と言える。 
＜農家数、農業人口の推移（農林業センサスより）＞                  

年 

農家数（戸） 兼業農家数（戸） 
農家人口

（人） 農家総数 専業農家 
第１種 

兼業農家 

第 2種 

兼業農家 

昭和 50年 1,211 120 332 759 1,735 

昭和 60年 1,075 119 202 754 1,478 

平成 7年 915 121 182 612 1,228 

平成 12年 834 107 64 663 1,031 

平成 17年 827 113 109 605 916 

平成 22年 702 104 54 544 716 

平成 27年 579 88 30 237 504 

 

３.第６次明和町総合計画から見る産業振興に関する指針 

明和町では、こうした地域産業の状況に対応していくため、第 6次明和町総合計画

（平成 27年度～平成 36年度）において、産業面では商業・工業・農業の振興を目指

し、次の目標を掲げている。 
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（１）商業振興 

   地域産業の活性化により、住民の暮らしの維持及び向上を図り、行政及び事業者、

関係団体、住民等が協働と連携により一体となって、明和町の魅力を輝かす総合的

な商業振興を目指す。 

  ①誰もが安心して買い物が出来る環境整備（商業集積施設の誘致） 

  ②行政、事業者、住民等が連携したイベント実施への支援（消費拡大イベント） 

  ③明和ブランドの育成・強化 

  ④地域を支えるコミュニケーション機能の拡充 

 

（２）工業振興 

   住民の雇用の場の確保や所得向上を図るとともに、町の財政基盤を強化させるた

め、自然環境に配慮しながら、将来性ある企業の誘致に向けた工業基盤の整備に努

めていく。また、産学官の連携を強化しながら、ものづくり企業の集積、新たな産

業の創出に努めるとともに、企業の地域貢献活動を奨励し、社会的経済的に認めら

れる優良企業の育成を図る。 

  ①工業基盤の整備（工場団地の造成、工場立地の推進、交通網の整備） 

  ②地域貢献活動の奨励 

  ③新技術・新製品の奨励 

  ④小規模企業の持続的発展 

 

（３）農業振興 

   明和町の農業経営体の特徴である水稲と施設園芸、果樹、花卉等を複合させた経

営体の生産の振興を引き続き図るとともに、流通の改善をはじめとする支援対策を

実施し、さらに、体験型農業、観光型農業を展開し、集客を通じて農業の魅力を PR

するとともに、新たな顧客の獲得に結びつけ、農業の収入の拡大を目指す。 

  ①生産基盤の整備（農業農村整備事業の推進、農業用施設の適切な維持管理） 

  ②多様な担い手の育成（認定農業者の育成、資金等支援、直販体制の強化等） 

  ③地場産品の振興、地産地消の拡大 

  ④農商工連携 

  ⑤６次産業化の推進 

 

４．明和町商工会の役割 

明和町商工会は、地域における唯一の総合経済団体として、「金融支援（融資あっ

せん等）」や「税務・記帳指導」、「労務改善指導」、「共済・年金・保険制度の提供」

といった、いわゆる経営改善普及事業を中心に地域の商工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て多くの事業者から信頼を得てきたが、一

方でそれらの事務作業や手続きなどに忙殺され、個社が直面する経営課題の克服に向

けた支援には消極的であった。 

人口減少に伴う需要の低迷やグローバル経済における競争環境の激化等によって

小規模事業者はこれまで経験したことのないような経営環境の変化に直面しており、

小規模事業者が独力で経営の持続的発展を遂げていくことは難しい時代となった。 

以上を考慮すると、今後の明和町商工会の役割は、町の産業の現状や産業振興にお
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ける指針を踏まえつつ、他の関係機関とも連携を図りながら、個々の事業者に対して

伴走型による支援を提供していくことが求められており、これまでの基礎的な経営改

善業務に加えて、新たに経営戦略にまで踏み込んだ支援を提供することで小規模事業

者の持続的発展を支えていくことが使命であると考えている。 

 

 

５．小規模事業者に対する中長期的な振興のあり方 

明和町商工会では、小規模事業者が変わり行く経営環境の中で、消費者のニーズを

把握し、売上・利益を確保しつつ、持続的発展を遂げられるよう近隣商工会や群馬県

商工会連合会、地域金融機関等と連携強化を図りながら、伴走型による経営支援を提

供していくことが求められている。前述した「地域産業の現状と課題」や「明和町の

産業振興に関する指針」、そして、「当商工会の役割」を踏まえた上で、地域内の小

規模事業者に対する今後１０年間の振興のあり方を俯瞰すると以下のとおりと考え

られる。 

<明和町の主要産業における中長期的な振興のあり方> 

主要産業 今後 10年間における小規模事業者に対する振興のあり方 

商業 

・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 

・高齢化に対応した宅配サービスの実施 

工業 

・独自技術の洗練化 

・新商品の開発・販売 

・製造ラインの効率化 

・他業種とのコラボレーション 

建設業 

・公共事業から民間受注獲得への移行 

・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 

農業 
・６次産業化による新たな産業の創出と収益力向上 

・製造業及び商業サービス業との連携強化（農商工連携の促進） 

 

 

６．経営発達支援計画の目標と目標達成に向けた今後の取組方針 

明和町商工会では、「地域産業の現状と課題」や「中長期的な振興のあり方」を踏

まえ、今後５ヵ年による経営発達支援計画において下記の目標と方針を定め、小規模

事業者が行う経営の持続的発展を支援していくものとする。 

 

（１）小規模事業者の特性に応じた経営支援の実施 

   近年の小規模事業者が直面する経営課題は、業種や業態により一定の傾向はある

ものの、以前と比べ多種多様であり、高度複雑化している。ヒト・モノ・カネとい

った経営資源が不足する小規模事業者の経営課題を克服していくためには、業種や



- 6 - 
 

業態などに応じた一律的な施策を講じるのではなく、個々の企業における「強み」

や「機会」といった特性に応じた経営支援を提供していくことが欠かせない。 

   以上のことから本会では、小規模事業者に対する経営発達支援の第１項目として

企業・事業所の特性（強みや特有の機会）を明らかにするための経営分析支援を実

施し、その特性を活かした施策の実行を支援していくものとする。 

 

（２）地域内の事業者に対するタイムリーな情報発信 

   小規模事業者に対する中長期的な振興のあり方については先に掲げたとおりで

あるが、最近ではこうした振興策に対する国や県等の支援策も充実してきている。

しかし、いかに素晴らしい支援メニューが充実していたとしても、小規模事業者に

必要なタイミングで情報が行き届かなければ、活用に結びつくことはない。 

   これまで当商工会は、会報等による定期的な情報提供を行ってきたところである

が、会員事業所に限定されたものであり、また、情報伝達の流れが文書通知等によ

る一方向であったため、その施策の活用に至らないケースがほとんどあった。 

   以上のことから本会では、小規模事業者に対する経営発達支援の第２項目として

タイムリーな情報発信を目標に掲げ、ITを活用した情報発信の導入はもとより、巡

回指導の徹底によって、必要な情報を必要なタイミングで提供できるよう支援体制

を整備していくものとする。 

 

（３）経営環境の変化に対応する戦略的経営の実践支援（経営計画策定支援の推進） 

   社会経済環境が変化する中で、小規模事業者が着実に売上や利益を確保していく

ためには事業者自らが自社の経営計画を策定・実践し、その成果を検証することが

重要であるが、小規模事業者のほとんどは経営計画を策定していない状況にある。 

   以上を踏まえると、小規模事業者に対する中長期的な振興策の前段階として、事

業者に寄り添いながら経営計画の策定・検証・改善を支援していくことが経営発達

支援の第３項目として挙げられる。 

    

（４）新たな需要の開拓に寄与する一歩踏み込んだ個社支援の強化 

   これまで当商工会では、基礎的な経営改善指導（金融・税務指導等）を中心に活

動を行ってきたが、地域の小規模事業者が商工会に求める期待は、そうした内容か

ら、新たな需要の開拓に寄与する一歩踏み込んだ支援に期待が高まっている。 

   そこで当商工会では、これまで実施してこなかった個社の取扱う商品等の「需要

動向調査」を実施することで、地域の小規模事業者の新商品開発や既存商品の改善

を支援していく。 

   また、個社の取扱う商品等の販路開拓を目的に、広報支援や商談会出展支援を通

じて、小規模事業者の売上の増加や利益の確保に寄与していくものとする。 
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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３０年４月１日～平成３５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） 

  現状において、地域の経済動向に関する調査については、「経営指導員による巡回

訪問及び窓口相談時における個別ヒアリング」や「理事会や業種別部会等の会合時に

おける出席者への業況ヒアリング」程度にとどまっており、地域の小規模事業者に対

する的確な指導を行うための体系的な調査を実施しておらず、また得られた情報を整

理・分析して発信する仕組みも持っていなかった。 

  今後は、支援を行う個社の状況はもとより、地域の状況をしっかり把握するための

調査方法・手段を確立し、得られた地域経済に関する情報を整理・分析して、地域の

事業者が容易に閲覧できるよう、情報提供していくことが課題である。 

 

（事業内容） 

（１）地域版「中小企業景況調査」の実施による地域経済動向の把握（新規事業） 

   地域の産業の状況や経済動向について、一定時期ごとに変化の実態を迅速かつ的

確に収集・提供することを目的に全国商工会連合会が実施している「中小企業景況

調査」については、過去に本会も調査対象地区として管内１５事業者の調査を実施

していたが、現在は調査対象地区から外れ、実施していない。 

   また、調査を実施していた当時においても、調査対象件数が４業種１５社程度の

過小なサンプル件数であったことから、当地域の経済動向を的確に表わすものとは

言い難いものであった。 

   そこで、本経営発達支援事業の一環として、地域版の「中小企業景況調査」を下

記実施要領に基づき実施し、地域の小規模事業者に対する的確な指導を行うための

基礎データとして活用し、併せて、地域の事業者が誰でも平易に閲覧できるよう情

報を提供していく。 

   

＜実施要領＞ 

  ①調査対象件数  

   当地域の経済動向を的確に把握するに足る４業種３０社を調査対象件数とし、そ

の業種構成は明和町の産業構成に基づき、製造業１１社、建設業６社、小売業６

社、サービス業７社とする。 

  ②調査項目及び調査時点・調査頻度 

   調査項目については、全国商工会連合会が実施する「中小企業景況調査」と同一



- 8 - 
 

にすることで、全国や群馬県全体との比較が可能となることから、調査項目は原

則同一とする。また、調査時点・調査頻度についても全国版と同じ６月１日・９

月１日・１１月１５日・３月１日時点の年４回とする。 

  （参考）全国商工会連合会が実施する「中小企業景況調査」の調査項目 

業 種 調査項目 

製造業 売上高の動向、加工単価、自社の業況判断、設備操業率の動向等 

建設業 売上高の動向、資金繰り、採算、引き合い、自社の業況判断等 

小売業 売上高の動向、客単価、客数、仕入単価、在庫数、自社業況判断等 

サービス業 売上高の動向、客単価、利用客数、資金繰り、自社業況判断等 

  ③調査・分析を行う手段・手法 

   調査は、全国商工会連合会が作成したものと同一の調査票を用いて、原則として

経営指導員が調査日程に従い、訪問のうえ面接、聞き取りにより行う。得られた

調査結果は、専門家を活用して集計・分析を行い、全国版の集計結果と同様に業

種別に整理した上でデータ化、グラフ化を行う。 

  ④成果の活用 

   上記③において客観的に「見える化」された当地域の業種別経済動向を全国及び

群馬県と比較することで、地域経済の実態と変化を捉え、今後の小規模事業者に

対する的確な指導の実施に活用していく。また、集計・分析された地域版「中小

企業景況調査」の結果については、本会ホームページ及び会報にて広く地域の事

業者へ情報提供を行っていく。 

 

（２）統計資料等の外部データの活用（既存事業拡充） 

   これまで、経済動向を把握する外部データとして、日本政策金融公庫の景況レポ

ートや全国商工会連合会が毎月実施している小規模企業景気動向調査のレポート

を参考に小規模事業者支援に活用していたが、新たに関東財務局が発表する「県内

経済動向・統計」や群馬経済研究所がまとめる「業況判断来季予測」などの外部デ

ータも活用し、当地域を取り巻く県内経済動向なども併せて把握していくこととす

る。 

 

（目標） 
事業内容 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

(１)地域版中小企業景況調査       

 調査回数／年 未実施 年 4回 年 4回 年 4回 年 4回 年 4回 

 調査対象事業所件数 0 30 社 30 社 30 社 30 社 30 社 

 HP・会報による公表回数 0 年 4回 年 4回 年 4回 年 4回 年 4回 

(２)外部統計情報活用 2 機関 4 機関 4 機関 4 機関 4 機関 4 機関 
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２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

（現状と課題） 

  地域における小規模事業者の多くは経験上の勘を拠り所に経営判断することが多

く、そのため自社を取り巻く経営環境の変化や自社の財務状況、強み、弱みを客観的

に捉える機会に乏しいのが現状である。また、商工会においても、こうした現状を踏

まえて、その重要性を積極的に理解してもらうとする周知活動や事業はこれまで実施

してこなかった。今後は、小規模事業者が経営の持続的発展を図るために必要となる

「事業計画の策定」を支援するため、その前段階として把握しておくべき「外部経営

環境」と「内部経営環境」の分析支援を実施していくことが重要と捉えている。 

 

（事業内容） 

  小規模事業者が経営の持続的発展を図るためには、経営計画に基づいた事業活動に

取り組むことが肝要であり、そのための「経営計画の策定」と「経営状況の分析」が

必要ということになるが、前述のとおり、小規模事業者の多くはこれまでの経験則に

基づく勘によるところの経営判断に頼っているため、近年の経営環境の変化とスピー

ドに対応することが出来ず、結果、売上の減少に繋っている。 

  そこで、今後商工会としては、経営発達支援事業の一環として、経営分析の重要性

を理解してもらうことを目的とした周知活動と具体的な経営分析支援を下記のとお

り実施していくこととする。 

 

（１）巡回・窓口・広報媒体による経営分析実施事業者の掘り起し活動（新規事業） 

   経営指導員による巡回訪問・窓口相談時に「経営状況の分析」の重要性を説明し

ていくとともに、地域の小規模事業者に対して、経営分析に取り組むことの重要性

や経営分析に取り組んだ結果、成果が得られた事業者の声などを掲載したリーフレ

ットを作成・配布することで、経営分析に主体的に取り組もうとする事業者の掘り

起こしを推進していく。反応のあった事業者に対しては、下記に記載する「（２）

経営指導員による分析ツールを活用した経営状況分析支援」や「（３）経営分析ス

キルアップセミナー」に誘導し、具体的な経営分析支援に繋げていく。 

 

（２）経営指導員による分析ツールを活用した経営状況分析支援（新規事業） 

   経営分析に取り組もうとする事業者の掘り起し活動により、自社の経営状況の分

析を希望する事業者に対しては、決算書を預かり、公的機関が提供する分析ツール

を用いて経営状況の分析支援を行っていく。具体的には経済産業省が提供する「ロ

ーカルベンチマーク」と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」

を活用していく。 

 

  ①経済産業省が提供する企業の健康診断ツール「ローカルベンチマーク」の活用 

   決算書を基に「売上高増加率」・「営業利益率」・「労働生産性」・「EBITDA 有利子負

債倍率」・「営業運転資本回転期間」・「自己資本比率」の６つの指標から財務分析

を行う。分析した事業者の各数値と業界標準数値を比較することや総合評価点の

分析を行うことにより、事業者の財務上の問題点を把握することを支援する。 
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②中小企業基盤設備機構が提供する「経営自己診断システム」の活用 

   決算書の主要な数値を入力するだけで経営診断ができるというシステムであり、

収益性・効率性・生産性・安全性・成長性等の詳細な分析を行い、課題の抽出と

改善の方向性を提案していく。パソコン操作が不得手な事業者には、経営指導員

が操作方法の支援を行っていく。 

     
 

（３）専門家による「経営分析スキルアップセミナー」の開催（新規事業） 

   外部専門家等を活用して、事業者自らが自社の経営分析を行えるよう、「経営分

析スキルアップセミナー」を開催する。セミナーは基礎編・応用編を設け、定量的

な決算データから導くことが出来る財務分析に加え、定性的要因を踏まえた今後の

経営の方向性を模索するための SWOT分析や３C分析の活用支援も行っていく。 

   参加事業者の個々の事案によっては、専門的な知識を有する税理士や中小企業診

断士などの専門家の指導助言を受けることとし、群馬県商工会連合会や群馬県よろ
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ず支援拠点と連携し、経営分析のブラッシュアップ支援を行っていくこととする。 

  ＜分析項目と狙い＞ 
  項目 分析の内容 狙い 

基

礎

編 

財務分析 売上高、経常利益、損益分岐点売上高、

売上高総利益率、売上高経常利益率、

流動比率、自己資本比率等を分析 

経営自己診断システムにより導

き出された経営指標を業種別審

査辞典の同業者間等と比較し

て、財務上の問題点を洗い出す。 

応

用

編 

SWOT分析 自社を取り巻く外部・内部環境による

影響と、それに対する自社の現状を分

析 

事業環境変化に対応した経営資

源の最適活用を検討する。 

３C分析 顧客・競合・自社の三項目より経営環

境における現状の経営課題等の分析 

外部環境や競争の状況から事業

の成功要因を導き、自社の経営

課題発見や戦略代替案の発想に

活用する。 

 

（成果の活用） 

分析結果については、当該事業者に対して提供するものとし、経営状況の把握と経

営課題の明確化による事業計画策定の支援に活用する。また、そのデータは事業所毎

に整理保管し、必要な時には誰もが対応できるよう職員間で情報の共有を図っていく

ものとする。 

 

（目標） 
事業内容 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

(１)経営状況分析の掘り起し活

動 
      

 巡回訪問時の周知活動 未実施 
巡回時 

随時 

巡回時 

随時 

巡回時 

随時 

巡回時 

随時 

巡回時 

随時 

 窓口相談時の周知活動 未実施 
窓口相談

時随時 

窓口相談

時随時 

窓口相談

時随時 

窓口相談

時随時 

窓口相談

時随時 

 リーフレットの作成・配布 未実施 年 1回 年 1回 年 1回 年 1回 年 1回 

(２)分析ツールを活用した経営

分析件数 
0 5 件 5 件 10 件 10 件 10 件 

(３)経営分析スキルアップセミ

ナー（基礎編・応用編各年 1 回

開催）による経営分析件数 

0 20 件 20 件 20 件 20 件 20 件 

経営分析合計件数(２)＋(３) 0 25 件 25 件 30 件 30 件 30 件 
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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、経営状況の分析支援同様、商工会の積極的な働きか

けによる支援はこれまで行っておらず、融資申込時や各種補助金の申請時などに事業

者からの求めに応じて受身的に取り組んできた状況にある。近年の人口減少などの小

規模事業者を取り巻く経営環境が激変していることを踏まえると、今後は金融機関へ

の融資申込み時や各種補助金の申請時だけでなく、経営の持続的発展を図る上での

“当たり前の取組み”として、その意識を事業者に根付かせていくことが商工会の役

割となっている。 

 

（事業内容） 

  前述のとおり、小規模事業者が経済社会情勢の変化に対応し、自らのビジネスモデ

ルを再構築する為、顧客ニーズや自らの強み・弱みを踏まえた事業計画に基づく経営

を推進することは極めて重要である。そこで、今後明和町商工会としては、経営発達

支援事業の一環として、事業計画策定の重要性を理解してもらうことを目的とした周

知活動と具体的な事業計画策定支援を下記のとおり実施していくこととする。 

 

（１）事業計画策定の重要性を理解いただくための啓蒙活動の実施（新規事業） 

   事業計画策定の意義や重要性の理解が乏しい小規模事業者に対して、その内容の

理解を浸透させるために、経営計画策定の意義や取組事例を掲載したリーフレット

を作成し、日頃の巡回訪問時や窓口相談時において配布説明するなどして周知を図

っていく。また、商工会のホームページや会報にも特設ページを設けて、地域の事

業者に対して広く啓蒙活動を図っていく。 

 

（２）事業計画策定セミナーの開催（新規事業） 

   事業計画策定セミナーについては、これまで補助金の申請支援を前提とした商工

会員限定の事業であったが、今後は補助金の申請に関わらず、また、参加対象者を

会員事業所に限定することなく広く周知し、経営計画策定を目指す小規模事業者の

掘り起しを行うとともに、「２．経営状況の分析に関すること」で経営分析を行っ

た事業者や後述する「５．需要動向調査に関すること」において個社支援を行った

事業者にも積極的な参加を勧奨し、経営計画策定セミナーを開催していく。 

なお、セミナーの開催要領については以下のとおりである。 

 

  ＜経営計画策定セミナー開催要領＞ 

①目 的 小規模事業者が経済社会情勢の変化に対応し、自らのビジネスモデルを

再構築する為、顧客ニーズや自らの強み・弱みを踏まえた事業計画に基

づく経営を推進することを目的とする。 

  ②名 称 経営計画策定セミナー 

  ③日 程 ２時間×３日間 

  ④会 場 ふるさと産文館 研修室 

  ⑤講 師 専門家を活用（中小企業診断士） 
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  ⑥参加者 経営計画策定を目指す事業者、経営分析を行った事業者、需要動向調査

を実施した事業者等 

  ⑦カリキュラム  
日程 テーマ 講義内容 

１日目 事業計画策定の概要 ○事業計画とは何か 

○事業計画策定の意義と重要性を理解する 

○事業計画の概要を理解する 

２日目 事業計画策定の実践① ○経営理念について考える 

○経営ビジョンの策定を行う 

○環境分析（市場機会の評価を行う） 

 ・外部環境分析 

 ・内部環境分析 

３日目 事業計画策定の実践② ○経営課題を明確化する 

○経営戦略を策定する 

 ・経営計画の作成 

 ・行動スケジュールの作成 

 ・数値計画の作成 

   

（３）専門家による個別相談会の実施（新規事業） 

   経営計画策定セミナーにおいて策定された参加事業者の事業計画をブラッシュ

アップすることを目的に、群馬県商工会連合会やよろず支援拠点等と連携を図りな

がら、専門家（中小企業診断士等）による個別相談会を実施する。個別相談会の席

上には、事業者毎に経営指導員を担当割することとし、同席することで事業計画策

定後の実施支援に繋げていく。 

 

（目標） 
事業内容 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

(１)経営計画策定事業者の掘り

起し活動 
      

 巡回訪問時の周知活動 未実施 
巡回時 

随時 

巡回時 

随時 

巡回時 

随時 

巡回時 

随時 

巡回時 

随時 

 窓口相談時の周知活動 未実施 
窓口相談

時随時 

窓口相談

時随時 

窓口相談

時随時 

窓口相談

時随時 

窓口相談

時随時 

 リーフレットの作成 未実施 年 1回 年 1回 年 1回 年 1回 年 1回 

(２)経営計画策定セミナー参加

事業者数 
未実施 15 社 15 社 20 社 20 社 20 社 

(３)個別相談会参加事業者数 未実施 10 社 10 社 15 社 15 社 15 社 

経営計画策定事業者数 0 10 社 10 社 15 社 15 社 15 社 
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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

なフォローアップに取り組んでこなかった。今後は、事業計画策定後の実施支援につ

いては、定期的な巡回訪問を行い、策定した事業計画に沿って事業が進捗しているか

否かのフォローアップをきめ細かく丁寧に実施していく必要がある。 

 

（事業内容） 

  事業計画を策定した小規模事業者に対する支援については、立案された事業計画の

内容が着実に実行されるよう、定期的な巡回訪問等の機会を通じて進捗状況を把握

し、フォローアップを行っていく。 

  また、事業計画策定後の支援にあたって、新たな問題・課題が生じた場合などは、

群馬県商工会連合会、群馬県よろず支援拠点等の専門家と連携して指導・助言を行い、

課題解決のために事業者と一体となって対応し、計画の見直しを図るなど伴走型の支

援を提供していく。 

 

（１）定期的な巡回訪問によるフォローアップ支援（新規事業） 

   事業計画を策定した小規模事業者に対し、年４回、四半期に１度の頻度で経営指

導員による定期的な巡回訪問を行い、事業の進捗状況を確認し必要に応じたフォロ

ーアップを行い、売上高や利益額、販売数量などの定量的な評価と数値で表せない

定性的な評価については、事業者自身による評価とヒアリングにより分析し、利益

の確保が可能となる策についてアドバイスする。 

 

（２）中小企業診断士等の専門家によるフォローアップ支援（新規事業） 

   課題解決が困難な場合においては、随時、中小企業診断士や税理士による個別相

談会を活用するとともに、群馬県商工会連合会、群馬県よろず支援拠点等の専門家

派遣制度を活用しながら、その要因等を分析し、計画のブラッシュアップまたは見

直しを図るなど課題解決に向け進捗状況に応じた適切な支援を行う。 

 

（目標） 
事業内容 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

事業計画策定フォロー 

対象事業者数 
0 10 社 10 社 15 社 15 社 15 社 

事業計画策定フォロー頻度 未実施 四半期毎 四半期毎 四半期毎 四半期毎 四半期毎 

事業計画策定フォロー総数 0 40 回 40 回 60 回 60 回 60 回 
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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極めて少な

く、また、商工会においても、こうした状況を踏まえて、需要動向調査に係る個社支

援など実施してこなかった。 

今後は、買い手のニーズを踏まえた商品開発や品揃えの検討を支援するために小規

模事業者に対してマーケットインの考え方を浸透させるとともに、需要動向の把握に

係る具体的な個社支援を通じて、小規模事業者の持続的発展を支援していく。 

 

（事業内容） 

小規模事業者の殆どは、大企業からの下請的業務が中心であったが故に、製造業で

あれば「売れる商品を作る」という視点に欠けていることが多く、新商品を開発して

展示会や商談会で売り込む場合にも、買い手のニーズを踏まえたものになっていない

ケースが散見される。小売業においても、消費者の欲求・要求に適う商品を、適切な

数量、適切な価格、適切なタイミング等で提供するための商品政策（マーチャンダイ

ジング）に取り組んでいる事業者は極めて少なく、その結果、機会損失や客離れを引

き起こしている恐れがある。こうした地域の状況を踏まえ、明和町商工会では、経営

発達支援事業の一環として、下記事業に取り組んでいくものとする。 

 

（１）地域内消費者ニーズ調査の実施（新規事業）＜個社支援＞ 

   明和町の特産品である“梨”を利用した食料加工品を製造販売している事業者は、

現在、町内に５社程あり、「梨ジュース」や「梨ワイン」、「梨ゼリー」等を販売し

ている。地元住民には地域の特産品として、贈答品や土産品として購入されるもの

であるが、その売上は伸び悩んでいる状況にある。味や価格はもちろんのこと、容

量やデザインなど、地域内消費者のニーズに適ったものでなければ売上の拡大を見

込むことは出来ないため、商工会として新商品開発や商品改善を支援するために、

当地域最大の産業イベントである「明和町産業祭」において、当該商品の試食会や

開発中商品のテストマーケティングを実施していく。調査方法、調査項目等は以下

のとおりである。 

 

  ①調査方法 

  ・事業者と協議の上、当該商品のニーズを把握するためのアンケート票またはヒア

リングシートを作成する。 

  ・毎年１１月に開催される「明和町産業祭」に商工会としてブース出展し、梨関連

商品の想定顧客である主婦層を中心に試食や商品を手に取ってもらい、アンケー

ト票への記入やヒアリングを通じて顧客の生の声を収集する。 

  ②調査項目 

  ・（属性）性別、年代、居住地（町内・町外・県外）、家族構成等の基本情報 
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・（商品）味、価格、容量、商品デザイン（パッケージ含）等の満足度及び改善点 

  ・（その他）贈答品・土産品購入時の選定ポイントや購入先 

  ③活用方法 

  ・商工会では、調査結果について集計・分析を行い、調査結果報告書にまとめて事

業者にフィードバックする。 

  ・その結果を基に、必要に応じて専門家派遣を活用し、販売戦略の見直しや商品改

善、新商品開発につなげ、新たな需要の開拓に繋げて行く。 

 

（２）商工会モニタリング支援事業（仮称）の実施（新規事業）＜個社支援＞ 

   以前、地域の小規模事業者から新商品開発に係る商品評価の依頼があり、想定顧

客として捉えているシニア女性からの意見を伺いたいとの要望から、商工会女性部

の役員に協力してもらい試食を通じて忌憚のない意見や改善点を指摘してもらっ

たことがあった。依頼者からは「商品改善や価格設定、パッケージの検討に大いに

役立った」との感想が寄せられ、こうしたモニタリング支援の有効性を感じること

が出来た。商工会には前述した「女性部」のほか、若手経営者・後継者で組織する

「青年部」や業種別に組織する「業種別部会」などがある。商工会の強みを活かし

て、こうした多種多様な属性を持つ事業者を一般消費者としてモニター登録し、個

社の商品やサービスに対する評価を整理・分析・提供する「商工会モニタリング支

援事業」を実施していく。事業の具体的な流れは以下のとおりである。 

 

  ＜商工会モニタリング事業の流れ＞ 

  ①モニター登録者の募集 

   女性部、青年部、各種団体等に対して本事業の趣旨を説明し、モニター登録への

協力を呼びかける。 

  ②モニタリング事業の活用周知（広報）  

   本事業の概要及び申込方法等を記載した案内リーフレットを作成・配布。併せて、

本会ホームページや広報誌においても事業周知を図る。 

  ③依頼者との事前打ち合わせ 

   モニタリングを希望する事業者は、「誰（どのような属性）に対して」「何を」「ど

んな点」についてモニタリングを受けたいかを経営指導員に伝え、その依頼内容

に応じたアンケート票を設計する。 

  ④モニタリングの実施 

   モニタリングは依頼者が想定する顧客ターゲットに近い登録者に協力を呼びか

け、原則、依頼者不在のもと商工会館にて経営指導員または専門家がファシリテ

ーターとなって、対象商品・サービスのモニタリングを実施する。（一定期間の

試用が必要な場合は会場テストではなく、ホームユーステストにより調査を実施

する。） 

  ⑤評価の集計・分析 

   商工会では、モニタリング支援事業にて得られた評価・意見等を集計・整理し、

専門家の意見も交えながら分析を行い、モニタリング結果報告書を作成する。 

  ⑥モニタリング結果報告書の説明 

   経営指導員は、依頼者に対してモニタリング結果報告書の説明を行い、モニタリ
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ング商品の改善点や価格の見直し、売り方等に対してアドバイスを提供する。新

たに明らかとなった課題については、群馬県商工会連合会や群馬県よろず支援拠

点が実施する専門家派遣制度等を活用して、専門家より的確な指導・助言を受け

ることとする。 

  ⑦成果の活用 

   モニタリング支援事業における成果の活用については、当然のことながら依頼者

の今後の商品開発や既存商品の改善に役立てるものであるが、同時に依頼者の了

承のもと商工会で活用事例集にまとめ、今後の更なる事業推進に活用していくも

のとする。 

 

（３）展示会・見本市等出展時のアンケート調査実施支援（新規事業）＜個社支援＞ 

   製造業など主に企業間取引（BtoB）が中心の小規模事業者が行う新製品開発や既

存商品の改善・改良活動を支援するため、県内外で開催される展示会や見本市等に

出展する事業者が行う来場者アンケート調査を支援する。具体的には、群馬県工業

振興課が主催する『ものづくりフェア in ぐんま』や地元金融機関が主催する『ビ

ジネスマッチング商談会』、中小企業基盤整備機構が主催する『中小企業総合展』

などの展示会等を活用し、個社が取り扱う商品（製品）・サービスを「売る」・「宣

伝する」だけでなく、アンケート調査を実施して、得られた評価を集計・分析する

ことで今後の新商品開発や改善に活かしていく。 

 

  ＜アンケート調査実施支援の流れ＞ 

  ①出展事業者との打合せ（アンケート設計） 

   出展事業者が取り扱う商品・サービスに対する顧客（見込顧客・バイヤー等）の

評価を吸い上げるために、専門家の知見も借りながらアンケート票を設計する。 

  ②アンケート調査実施支援 

   出展事業者が参加する展示会や見本市等に商工会職員も同席し、需要動向を捉え

ようとする対象商品・サービスのアンケート調査を実施支援していく。調査項目

については、対象とする個別商品・サービスにより異なるが、調査対象が消費財

であれば「商品に関すること」・「価格に関すること」・「販売方法に関すること」・

「販売場所に関すること」など主に商品政策に関することとし、製造業における

工業製品については、「機能性」や「デザイン」、「使いやすさ」等を中心に調査

を実施する。 

  ③評価の集計・分析 

   商工会では、アンケート調査によって得られた評価・意見等を集計・整理し、専

門家の意見も交えながら分析を行い、アンケート調査結果報告書を作成する。 

  ④アンケート調査結果報告書の説明 

   経営指導員は、当該事業者に対してアンケート調査結果報告書の説明を行い、対

象商品（製品）・サービスの改善点や価格の見直し、売り方等に対してアドバイ

スを提供する。新たに明らかとなった課題については、群馬県商工会連合会や群

馬県よろず支援拠点が実施する専門家派遣制度等を活用して、専門家より的確な

指導・助言を受けることとする。 

  ⑤成果の活用 
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   アンケート調査の実施支援における成果の活用については、当然のことながら当

該事業者の今後の商品開発や既存商品の改善に役立てるものであるが、同時に事

業者の了承のもと商工会で活用事例集にまとめ、今後の更なる事業推進に活用し

ていくものとする。 

 

（４）各種統計資料等によるトレンド調査の実施（新規事業） 

上記の特定の商品・サービスを対象とした需要動向調査に係る個社支援とは別 

に、品目別といった少し大きな単位で「売れ筋」や「注目製品」を把握するための

トレンド調査を実施する。具体的には、下記統計資料・参考図書から、地域の小規

模事業者が属する業界全体の業種別・品目別の需要動向の変化やトレンドを把握す

る。得られたトレンド情報は職員間で共有し、事業計画策定支援をはじめとした経

営発達支援事業において活用するものとする。 

 
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 

業種別審査辞典 

(金融財政事情研究会) 

業種別の市場シェア、ト

レンドの変遷 

消費者ニーズの変化 

需要動向の把握 

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・新サービスの動向 

 

（目標） 
事業内容 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

(1)地域内消費者ニーズ調査支援

事業者数 

(1 商品あたりの調査標本数) 

未実施 
5 社 

(100) 

5 社 

(100) 

5 社 

(100) 

5 社 

(100) 

5 社 

(100) 

(2)モニタリング支援事業者数 

（1商品あたりのモニター人数） 
未実施 

10 社 

（20人） 

10 社 

（20人） 

10 社 

（20人） 

10 社 

（20人） 

10 社 

（20人） 

(3)展示会等出展時アンケート調

査支援事業者数 

（1商品あたりの調査標本数） 

未実施 
10 社 

（100） 

10 社 

（100） 

10 社 

（100） 

10 社 

（100） 

10 社 

（100） 

(4)各種統計資料によるトレンド

調査 
未実施 随時 随時 随時 随時 随時 
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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【指針④】 

 

（現状と課題） 

小規模事業者が直面する最大の課題である需要の創造や掘り起しに向け、多様な顧

客のニーズに合った商品・サービスを提供・発信する機会を増大させるためには、①

マスメディアや各種広報誌等による広報支援、②商談会・展示会等の出展支援、そし

て、③ホームページ等を活用した IT 支援などが考えられるが、これまで当商工会に

おいては、事業者の求めに応じて商談会等の開催情報を提供する程度で、ITの活用支

援に関しても操作研修を実施する程度にとどまっていた。 

今後は、地域の事業者の新たな需要の開拓に寄与する事業として、①広報支援、②

商談会等出展支援、③IT 活用支援の３分野において、その支援に対する考え方や支援

対象・目標を明らかにした上で、下記の経営発達支援事業に取り組んでいく。 

 

（事業内容） 

（１）【広報支援】販路拡大のためのメディア戦略支援の実施（新規事業） 

   地域の小規模事業者が、限られた経営資源で効果的な販路拡大を図るためには、

テレビや新聞、雑誌などのメディアを活用した広報支援が有効と考えられる。そこ

で、新商品開発に取り組む事業者や特徴的な商品・サービスを取扱う事業者に対し

て、年間を通じて計画的にプレスリリースを行うことが出来る手法の習得機会を提

供し、事業者が出来るだけお金をかけずに販路拡大を図るための「プレスリリース

活用セミナー」を下記要領にて開催する。 

 

  ＜開催要領＞ 

  ①目 的 お金をかけずに効果的に広報を行うプレスリリースの活用手法を学ぶ 

  ②事業名 プレスリリース活用セミナー 

  ③日 程 ３時間×５日間 

  ④場 所 ふるさと産文館 研修室 

  ⑤講 師 プレスリリースの活用支援に実績を有する専門家等 

  ⑥参加者 新商品開発に取組む事業者、特徴的な商品・サービスを取扱う事業者 

  ⑦定 員 １５名程度 

  ⑧カリキュラム（案） 
 テーマ 狙い 

第１回 広報の基礎知識の習得①

（広報の考え方） 

広報とは何か？まずは広告と広報の違いを理解

し、PR したい商品サービスや広報すべき経営理

念・コンセプト・ビジョンを明確にする。 

第２回 広報の基礎知識の習得②

（広報のやり方） 

プレスリリースマニュアルに従い①顧客ターゲ

ット、②PRの切り口、③情報発信先、④WONDER、

⑤タイトルのコンセプト作成に関して学ぶ 

第３回 マスコミへの情報発信

（出口戦略）について 

どのマスメディアへ情報発信すれば効果的か？

テレビ・新聞・雑誌への情報発信についてのやり

方と各マスコミ毎の特性や記者クラブの活用方

法について学び、プレスリリースを活用した出口

戦略の考え方について学ぶ 



- 20 - 
 

第４回 広報年間計画シートの作

成【グループワーク】 

グループワークを通じて、事例を元にした年間広

報計画を作成する手法を学ぶ 

第５回 プレスリリースの作成・

発表 

広報を活用した販路開拓手法を踏まえ、これまで

学んだ知識を活用して自社のプレスリリースを

作成する。 

⑨成果の検証 

   セミナーで作成した自社のプレスリリースを掲載希望するメディアに送付し、実

際にマスコミに取り上げられるか否かの検証を行う。マスコミに取り上げられた

際には、それによる定量・定性的な経済効果を測るものとする。また、マスコミ

の反応が得られなかった際には、専門家（セミナー講師）の個別指導により、リ

リース内容のブラッシュアップやリリース先の変更を検討する。 

 

 （２）【商談会等出展支援】商談会等出展アシスト支援事業の実施（新規事業） 

   これまで商談会や展示会出展支援に係る商工会の取組みについては、事業者から

の求めに応じて開催情報を提供する程度にとどまっており、出展事業者の取引拡大

に繋がる直接的な支援には取り組んでこなかった。今後は単に開催情報を提供する

だけではなく、商談会（群馬県工業振興課主催『ものづくりフェア inぐんま』、群

馬県商工会連合会主催『美味しい群馬再発見！ビジネス商談会』、桐生信用金庫主

催『ビジネスマッチングフェア』など）や展示会（中小企業基盤整備機構主催『中

小企業総合展』、明和町主催『明和町産業祭』など）に出展する事業者の取引拡大

や商談時の成約率を高めていくための「商談会等出展アシスト支援事業」に取り組

んでいく。なお、商談会等出展アシスト事業の支援メニューは以下のとおりである。 

  ①PRツール作成支援 

   小規模事業者の多くは販路の拡大を図ろうとする対象商品の PR ツールが不足し

ており、展示会等に出展する際にも簡易なチラシ程度しか持ち合わせていないケ

ースが多い。そこで本事業では、新たな販路を求めて商談会や展示会等に出展す

る小規模事業者を対象に PR ツールの作成支援を行う。具体的には商業デザイナ

ーやプロカメラマン等の専門家の指導・助言を得て「チラシ・パンフレット作成

支援」、「展示ブース魅せ方（装飾）支援」、「商品撮影支援」、「PR 用動画作成支援」

を行う。 

  ②商談会時の秘書役支援 

   小規模事業者の多くは経営資源に乏しいことから、商談会に参加する際にも代表

者一人で商談に臨んでいるケースが多く、商品説明に注力するあまりバイヤー等

の商談相手から貴重なアドバイスがあった際にもメモを取り忘れている状況が

散見される。商談時における相手先から感想や意見・要望に対応していくことは、

商品改善やマーケットインの発想による“売れる商品”づくりに繋がることから、

今後の取引拡大・成約率向上には欠かせないことと言える。そこで、商談スタッ

フを帯同できない商談会参加事業者を対象に、経営指導員が秘書役となり、商談

相手のコメントを詳細に記録し、今後の商品改善等に繋げていくことで新たな需

要の開拓に寄与していく。 
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（３）【IT活用支援】インターネットを活用した販路開拓支援（新規事業） 

インターネットの普及により多くの小規模事業者が自社のホームページを開設 

するなど、その活用度は進んでいると言えるが、自社サイトにて販売・決済機能を

設けて運用するには経営資源上の制約があり、その取り組みは遅れていると言わざ

るを得ない。今後は、こうした小規模事業者に対して、商工会インフォメーション

ツール「SHIFT」への企業登録や全国商工会連合会の ECサイト「ニッポンセレクト．

COM」、群馬県の通販サイト「CASAぐんま」による出品勧奨を積極的に行い、店舗販

売のほかにインターネットを活用した販路開拓を支援していく。 

       
   ECサイト「ニッポンセレクト.com」      群馬県通販サイト「CASA ぐんま」 

 

（目標） 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業内容 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

(１)広報メディア戦略支援事業（プレスリリースセミナー） 

 開催回数／年 未実施 年 1回 年 1回 年 1回 年 1回 年 1回 

 参加事業者数 － 15 社 15 社 15 社 15 社 15 社 

 プレス掲載事業所数 － 10 社 10 社 10 社 10 社 10 社 

 プレス掲載による売上増加率 － 10％増 10％増 10％増 10％増 10％増 

(２)商談会等出展アシスト事業 

 PR ツール作成支援事業者数 未実施 5 社 5 社 5 社 5 社 5 社 

 商談会秘書役支援数 未実施 5 社 5 社 5 社 5 社 5 社 

 上記による商談成約件数向上率 未実施 30％増 30％増 30％増 30％増 30％増 

(３)インターネットを活用した販路開拓支援 

 SHIFT への企業登録件数 0 10 件 10 件 10 件 10 件 10 件 

 ニッポンセレクト出店支援 0 5 件 5 件 5 件 5 件 5 件 

 CASAぐんま出店支援件数 0 10 件 10 件 10 件 10 件 10 件 

 上記 IT活用による売上増加率 － 10％増 10％増 10％増 10％増 10％増 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

（現状と課題） 

明和町の観光資源としては、矢島遺跡、斗合田・下江黒地区のささら舞といった歴

史・文化的な資源、又、果樹・花等の農業資源はあるものの、多くの人が訪れるよう

な観光資源にはなっていない。又、明和まつり、産業祭などのイベントも開催されて

いるが恒例事業の枠に収まり、地域経済の活性化に直結していない。近年「地域ブラ

ンド」に関する関心が高くなってきており、地域のブランド化へ向け、地域住民が魅

力を感じ、地域外に誇れる産品の開発、そして明和ブランドを創出する事が課題とな

る。 

 

（改善内容） 

地域における関係者間での意識の共有を図り、地域経済活性化の方向性を検討し小

規模事業者が事業を持続的に発展させるため、「明和町地域活性化委員会（仮称）」を

立ち上げ、地元地域のブランド力向上に取り組む。 

 

（事業内容） 

明和町地域活性化委員会（仮称）を年１回開催し、地元イベントの充実・活性化、

地元特産品開発について検討する。明和町地域活性化委員会（仮称）の委員は商工会、

群馬県、明和町、農業者、成城大学、地域金融機関、大企業より選出する。 

 

（目標） 

①明和町地域活性化委員会（仮称）を年１回開催する。 

②特産品の開発 

明和町商工会では農業者に６次産業化や農商工連携支援を行い、商工業者に商品開

発や販路開拓支援を行う。農業者における専門的な支援（専門家派遣等）については、

群馬県商工会連合会（6 次産業化サポートセンター）と連携して相談にあたる。商工

業者における専門的な支援については、群馬県商工会連合会（広域支援センター）と

連携して相談にあたる。 

③梨を利用した各種商品の開発 

明和町商工会では、現在「梨ジュース」を販売しているが、梨を使った商品は複数

考えられる。これらの商品開発は、既存商店⇒顧客増加、梨農家⇒6 次産業化、一般

住民⇒創業等の効果をもたらすものであり、明和町商工会は商品開発、販売促進等に

ついて群馬県商工会連合会と連携し専門家派遣による支援を行う。 

項目 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

明和町地域活性化委

員会（仮称）開催 
実績なし １回 １回 １回 １回 １回 

特産品開発 実績なし ― ― １品 １品 １品 

梨を利用した 

商品開発 
実績なし ― １品 ２品 ２品 ２品 
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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 

 

（現状と課題） 

群馬県東部地区の商工会、商工会議所、支援機関、金融機関及び専門家、行政等と

の定期的な連絡会議は既に実施しているが、各機関の事業の予定連絡、実施報告が中

心であった。これら機関と連携して小規模事業者の動向、支援策やノウハウ等の情報

交換を行うと共に、金融、創業、経営革新、ものづくり、農商工連携、６次産業化等

の支援力向上を図るために、それぞれ各機関の強みを持ち寄ることで、地域として面

的な効果が上がるように支援事業を実施する。 

  

（事業内容） 

①明和町エリア金融機関との連携（既存事業改善） 

明和町エリアの金融機関（群馬銀行明和出張所、館林信用金庫明和支店、群馬県信

用保証協会太田支店）の支店長、融資担当者等と従来の制度融資審査会のほか、金融

支援の成功事例や支援ノウハウ等について情報交換を行う。（年１回） 

 

②経営改善貸付推薦団体連絡協議会の開催（既存事業改善） 

日本公庫前橋支店国民生活事業と東部地区６商工会(太田市新田・板倉町・明和町・

千代田町・大泉町・邑楽町)による「経営改善貸付推薦団体連絡協議会」において、

金融斡旋状況を中心に現場レベルにおける様々な小規模事業者への支援実績や成功

した手法などを紹介し、伴走型支援のノウハウ、支援状況等についての情報交換を行

うことで、効果的な金融支援を行う。（年１回） 

 

③明和町創業支援連絡会議の開催（新規事業） 

平成２８年４月より開設された明和町創業相談ワンストップ窓口にて、群馬県（商

政課）、明和町（産業振興課）、明和町ナシ産地構造改革協議会、群馬県商工会連合会、

他の認定支援機関による創業支援連絡会議を開催し、起業支援ノウハウ、支援状況等

についての情報交換を基に創業、第二創業に関する一貫性のある支援事業を積極的に

行う。(年１回) 

 

④群馬県よろず支援拠点との連携（既存事業改善） 

群馬県産業支援機構内に設置された「群馬県よろず支援拠点」のコーディネーター

と連携し、売上拡大・経営改善や各種セミナー開催等、小規模事業者に適切な解決方

法を提案する。（年１回） 

 

⑤関東信越税理士会（群馬県支部）、群馬県中小企業診断士協会との連携（既存事業  

改善） 

会計、税務、経営全般のスペシャリストである税理士、中小企業診断士の団体機関

である、関東信越税理士会（群馬県支部）及び群馬県中小企業診断士協会と連携し、
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事業計画に基づいた経営の推進に関する広報や、経営状況分析、経営計画策定、経営

改善策定など様々な場面で横連携を図り小規模事業者支援を進めて行く。 

 

⑥群馬県中小企業支援ネットワーク会議の開催（既存事業改善） 

群馬県内の金融機関、商工団体等９０機関で構成する群馬県中小企業支援ネットワ

ーク会議（事務局：群馬県信用保証協会）に参画し、中小企業の経営支援等に係る構

成員間の連携を強化し、各構成員が有する専門知識を有効に活用するとともに、情報

交換会や研修会等を随時開催し、中小企業の経営支援に関する情報や、さまざまな支

援の取組み事例等を共有する中で、面的な支援インフラを醸成して、経営改善スキル、

再生スキルの向上を図る。（年１回） 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

（現状と課題） 

職員の資質向上の取り組みとしては、これまで群馬県商工会連合会が主催する職種

別各種研修、職員協議会が開催する資質向上研修、中小企業整備基盤機構が運営する

中小企業大学校での中小企業支援担当者研修等定期的なＯｆｆ－ＪＴを実施してき

た。また、別に全国商工会連合会で実施しているｅラーニングを活用した経営指導員

等ＷＥＢ研修を実施してきた。しかしながら、限られた時間の中で実施されかつ職種

別であることから、当会における職員間で、研修会等で得られたノウハウを一定の時

間を設定して指導ノウハウや情報交換、共有化を図っていないことが支援業務におけ

る課題である。 

 

（改善方法） 

各職員の支援能力格差、情報格差をなくすため、既存のＯｆｆ－ＪＴに複数の職員

が参加するようにすると共に外部支援機関や専門家派遣との企業支援同行などＯＪ

Ｔを積極的に実施することで、組織全体の支援力向上を図る。また「支援ノウハウミ

ーティング」を新たに実施し、支援対象の企業情報や支援ノウハウの共有化を図る。 

 

（事業内容） 

①職員間の支援ノウハウミーティング 

群馬県商工会連合会、その他支援機関が開催する研修会等で得た支援ノウハウを職

員で共有化を図るため報告会を逐次開催する。また、群馬県商工会連合会、外部支援

機関、専門家などを招聘し、有効な支援ノウハウ習得を目的としてミーティングを開

催する。（年３回） 

  

②支援ノウハウの明文化 

  「職員間の支援ノウハウミーティング」で共有化した支援ノウハウについてはマニ

ュアル化（電子データ化）し、職員が人事異動等で変更になった際でも一定の支援水

準を保てるようにする。 

 

③専門家等と連携した支援業務から得る資質向上（ＯＪＴ） 
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経営指導員及び支援に携わる職員は、外部支援機関や専門家と連携して小規模事業

者を支援する場合、同行（同席）支援を必須として、指導・助言内容、情報収集方法

など伴走型の支援能力向上を図る。 

 

④ヒューマンスキルアップの取り組み 

経営指導を遂行するためには、前述のテクニカルスキルが重要であるが、それ以前

に、「キチンと挨拶ができる」「笑顔で会話ができる」「身なりがキチンとしている」

「清潔感がある」「仕事に対し真摯である」「仕事のレスポンスが早い」等他者との良

好な人間関係を構築、維持するためのヒューマンスキルが大前提となる。そこで当会

では、身だしなみチェック表を事務所内に掲示すると共に、月１回開催の朝礼時に挨

拶訓練を実施する。 

 

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 

 

（現状と課題） 

現状では、年度事業報告を当会理事会の承認を得て、毎年５月に開催される総会に

おいて報告し、承認を得ているが、外部評価は行われていない。今後は事業を第三者

の立場から評価・検証・計画見直しを行うことが課題となる。 

 

（改善方向） 

事業内容を適正に評価・検証するために、事業の実施状況や問題点等を外部の学識

経験者（税理士・中小企業診断士等）、町職員を加えた報告会・検討会を実施する。 

 

（事業内容） 

①商工会役員、外部の学識経験者（税理士・中小企業診断士等）、町職員を加えた組

織を設置し、年１回以上必要に応じて、事業の実施状況・評価・検証・計画見直し

案の検討を毎年度実施する。 

 

②明和町商工会地域経済活性化委員会において、事業の成果・評価・計画見直しの方

針を決定する。 

 

③事業の成果・評価・計画見直し結果については、理事会および総会において承認を

受ける。 

 

④事業の成果・評価・計画の見直し結果を、当会ホームページで計画期間中公表する

等、小規模事業者への情報提供を行う。 
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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２９年１１月現在） 

（１）組織体制 

 

 

（事業を確実に実施するための体制） 

 

会長       １名 

副会長      ２名 

理事      ２７名 

監事       ２名 

商業部会長    １名 

工業部会長    １名 

青年部長     １名 

女性部長     １名 

事務局職員    ５名 

 

 

（明和町商工会の体制） 

 

事務局長     １名（町より出向） 

経営指導員    １名 

経営支援員    ２名 

記帳指導員    １名 

合 計 ５名 

 

（２）連絡先 

 

明和町商工会 

群馬県邑楽郡明和町南大島１０７３－１ 

ＴＥＬ ０２７６－８４－３１３０ 

ＦＡＸ ０２７６－８４－４９３８ 

   ＵＲＬ http://meiwashou.sakura.ne.jp 

Ｅ－ｍａｉｌ meishou@ninus.ocn.ne.jp 

 

 

 

 

 

mailto:meishou@ninus.ocn.ne.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 30年度 
（30年 4月以降） 

平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 平成 34年度 

 

必要な資金の額 

 

 

１，２００ 

 

 

１，２００ 

 

 

１，２００ 

 

 

１，２００ 

 

 

１，２００ 

 

 

 

１．経済動向調査事業 

 

 

２．経営状況分析事業 

 

 

３．事業計画策定支援 

事業 

 

 

４．事業計画策定後の 

実施支援事業 

 

 

５．需要動向調査事業 

 

 

６．新たな需要開拓事 

 業 

 

 

 

 

 

１００ 

 

 

１００ 

 

 

３００ 

 

 

 

２００ 

 

 

２００ 

 

 

３００ 

 

 

 

 

 

１００ 

 

 

１００ 

 

 

３００ 

 

 

 

２００ 

 

 

２００ 

 

 

３００ 

 

 

 

 

 

 

１００ 

 

 

１００ 

 

 

３００ 

 

 

 

２００ 

 

 

２００ 

 

 

３００ 

 

 

 

 

 

 

１００ 

 

 

１００ 

 

 

３００ 

 

 

 

２００ 

 

 

２００ 

 

 

３００ 

 

 

 

 

 

 

１００ 

 

 

１００ 

 

 

３００ 

 

 

 

２００ 

 

 

２００ 

 

 

３００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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、手数料、業務委託料、国補助金、県補助金、町補助金 

 

（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 

 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

  明和町、地域金融機関と連携し小規模事業者の経済動向を調査・把握する。 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

  明和町、地域金融機関、群馬県商工会連合会、関連機関と連携し小規模事業者の経

営状況を分析する。 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

群馬県、明和町、群馬県商工会連合会、地域金融機関、関連機関と連携し、セミナー、

個別相談会し、事業計画の策定支援を行う。 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

  群馬県、明和町、群馬県商工会連合会、地域金融機関、関連機関と連携し、」事業計

画策定後の小規模事業者へ伴走型支援を行う。 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

  明和町と連携しイベント開催時に需要動向について消費者アンケート調査を実施す

る。 

 

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】 

群馬県、明和町、群馬県商工会連合会、全国商工会連合会、地域金融機関と連携し、

販路開拓支援を実施する。 
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連携者及びその役割 

 

連携者 氏名 住所 電話番号 

明和町役場 
町長  

冨塚 基輔 
邑楽郡明和町新里２５０番地１ 0276-84-3111  

群馬県 
知事 

大澤 正明 
前橋市大手町 1-1-1 027-223-1111  

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   

全国商工会連合会 
会長 

石澤 義文 
東京都有楽町 1-7-1 03-6268-0088 

群馬県産業支援機構 
（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 
027-255-6500 

群馬銀行館林支店 

 明和出張所 

出張所長  

永塚 晃 
邑楽郡明和町新里 126 0276-84-5411 

館林信用金庫 

 明和支店 

支店長  

小林 美彦 
邑楽郡明和町大佐貫 182-5 0276-84-4111 

群馬県信用保証協会 

太田支店 

支店長 

小渕 道昭 
太田市飯田町 1180 0276-48-8811 

日本政策金融公庫 

 前橋支店 

支店長  

田村 佳昭 
群馬県前橋市本町 1-6-19 027-223-7311 

太田市新田商工会 
会長 

江森 義一 
太田市新田金井町 607 0276-57-3535 

板倉町商工会 
会長 

須藤 稔 
邑楽郡板倉町板倉 1691-1 0276-82-0224 

千代田町商工会 
会長 

高野 広 
邑楽郡千代田町赤岩 1127-1 0276-84-3130 

大泉町商工会 
会長 

茂木 透 
邑楽郡大泉町吉田 2467 0276-86-3207 

邑楽町商工会 
会長 

中繁 基 
邑楽郡邑楽町中野 3197 0276-62-4334 

関東信越税理士会群馬県支部連合会 
会長  

小林 馨 

前橋市大手町 3-3-1 

群馬県中小企業会館 3階 
027-234-6131 

群馬県中小企業診断士協会 
会長 

福島 久 
前橋市敷島町 244-1 027-231-2249 

群馬県中小企業支援ネットワーク会議 
議長 

三澤 益巳 

前橋市大手町 3-3-1 

群馬県信用保証協会内 
027-219-6003 

 

※連携者の役割については連携体制図に記載する。 
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連携体制図等 

 

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 

 

                       

                                                                      

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

３．事業計画策定支援に関すること 

      

                      

 

 

 

 

 

                        

                        

                        

                     

                       

 

 

 

 

・明和町 
・地域金融機関 
 

小規模事業者 
 

明和町商工会 

役 割 
情報の収集 
情報の分析 
情報のデータ化 

 

・明和町 

・群馬県商工会連合会 

・地域金融機関 

・関東信越税理士会群馬県支部連合会 

・群馬県中小診断士協会 

・よろず支援拠点 

・群馬県中小企業支援ネットワーク会議 

 

・群馬県 
・明和町 
・群馬県商工会連合会 
・関東信越税理士会群馬支部連合会 
・群馬県中小企業診断士協会 
・日本政策金融公庫前橋支店 
・地域金融機関 
・よろず支援拠点 
・群馬県中小企業支援ネットワーク会議 
 

役 割 
経済動向、需要動向、業界情報、 
報道発表資料の提供 
 

小規模事業者 
 

明和町商工会 
 役 割 

情報の収集 
情報の分析 
情報のデータ化 
 

役 割                

アンケート調査、財務分析、専門家派遣 

 

小規模事業者 
 

明和町商工会 
 役 割 

事業計画策定支援 
事業計画策定後の          
フォローアップ 

 

役 割                 

経営計画策定、補助金申請、経営革新、

金融支援、税務・会計支援、創業支援、

事業継承、セミナー、伴走型支援（フォ

ローアップ、専門家派遣、 
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４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

      

                      

 

 

 

 

 

                        

                        

                        

                     

                       

 

 

 

 

 

５．需要動向調査に関すること 

            

          

 

 

 

 

 

 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 

 

 

 

                       

                        

                     

                       

 

 

 

 

 

・明和町 
・地域金融機関 
 

小規模事業者 
 

明和町商工会 

役 割 
情報の収集 
情報の分析 
情報のデータ化 

 

役 割 
経済動向、需要動向、業界情報、 
報道発表資料の提供 
 

・群馬県 
・明和町 
・群馬県商工会連合会 
・全国商工会連合会 
・地域金融機関 
 

小規模事業者 
 

明和町商工会 
 役 割 

情報の収集分析 
需要開拓支援 

 

役 割 
物産展、商談会、展示会、アンテナショッ

プへの出展、ＥＣサイト活用、ビジネスマ

ッチング、各種情報発信 

 

・群馬県 
・明和町 
・群馬県商工会連合会 
・関東信越税理士会群馬支部連合会 
・群馬県中小企業診断士協会 
・日本政策金融公庫前橋支店 
・地域金融機関 
・よろず支援拠点 
・群馬県中小企業支援ネットワーク会議 
 

小規模事業者 
 

明和町商工会 
 役 割 

事業計画策定支援 
事業計画策定後の          
フォローアップ 

 

役 割                 

経営計画策定、補助金申請、経営革新、

金融支援、税務・会計支援、創業支援、

事業継承、セミナー、伴走型支援（フォ

ローアップ、専門家派遣、 
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