
経営発達支援計画の概要 

実施者名 高崎商工会議所 

実施期間 平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日 

目標 

当所職員の資質を更に高め、併せて地域支援機関の中核的機能を果たす

ことにより、経営資源に乏しい管内小規模事業者に対して創業時から成

長、成熟期に合わせたきめ細かい伴走型支援を実施し、管内小規模事業

者の持続的発展を目指す。 

事業内容 

【アンケート調査事業】 

新たに管内商工業者に対して経営環境等の調査を実施し、小規模事業

者のニーズを的確に把握・分析し、実態に即した経営支援策を講じる。

【情報伝達強化支援事業】 

 経営指導員の巡回によって収集した旬な需要動向や各種調査資料を分

析・加工した情報を、携帯端末の活用や会報・ホームページの刷新に

より、情報力に乏しい小規模事業者に広く周知を図る。 

【事業計画策定支援事業】 

事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起こしと計画策定の必要性

を説き、発達段階に応じた支援を実施するとともに新設される｢小規模

事業者経営発達支援融資制度｣への活用を図る。 

【創業・第二創業・経営革新支援事業】 

 ｢創業支援事業計画｣の認定を受けた高崎市産業創造館と、また設立し

た｢たかさき創業応援ネットワーク｣を機能させ、成長に合わせた伴走

型支援を実施することで地域創業等を後押しする。 

【販路開拓・拡大支援事業】 

小規模事業者の最大課題である販路開拓・拡大に対しては、ホームペ

ージ作成支援と展示商談会事業を拡充強化することにより対応する。 

【飲食業活性化事業】 

｢高崎まちなかオープンカフェ｣と｢高崎バル｣について、参加店舗の事

業計画策定等個者支援により新店舗出店や業態化を強力に支援する。 

【経営安定相談事業】 

事業者の経営危機の未然防止と危機に陥った事業者の経営改善を支援

して行く。また新たにＭ＆Ａの手法を取り入れ多様な対応をはかる。 

【人材育成支援事業】 

階層別ビジネスセミナーと経営課題別セミナーを定期的に実施し、人

的資源の乏しい小規模事業者への側面支援を行う。 

【地域経済活性化】 

大型商業施設進出による影響と新たな地域経済活性化策を検討する。

またイベント効果についても検証し、各個店の売上貢献度を把握する。

連絡先 
高崎商工会議所 中小企業相談所  

住所：高崎市問屋町２－７－８ 電話：０２７－３６１－５１７１ 

 



（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

＜地域の現状・課題＞ 

・ 当所では内部プロジェクトチームを立ち上げ、内部・外部環境分析とその結果に基

づきＳＷＯＴ分析を行い、当所を取り巻く環境の変化と課題の洗い出しを徹底的に行

った。 

その中で管内の商工業の現状として、まず工業については県内他市に比べ、多種多

様な業態が多く、裾野が広いことが強みとしてあげられる反面、規模が小さく技術革

新・経営革新への対応が遅く、また本市製造業のブランド力も弱いため、戦略的な地

域ブランド化の必要性が考えられる。 

一方、商業に目を向けると交通の利便性という強みを活かし、古くより｢商都高崎｣

として卸・小売業が産業の中心であり、平成２４年経済センサス活動調査では卸・小

売業は全国で１４位、中核市の中においては全国１位の売上高を誇っているが、中心

市街地に目を向けると郊外大型店進出等の影響もあり、商店数・通行量ともに減少傾

向にあることに加え、平成２８年度には高崎駅西口に新たに大型商業施設の出店も決

定しており、小規模小売店の衰退が更に進むことが懸念されるという課題が把握でき

た。 

 

＜解決に向けた方針・目標＞ 

上記の課題解決を図るため、以下の３点の基本方針を定める。 

基本方針１：当所職員の資質を更に高め、組織全体としての支援力向上を図る。

基本方針２：併せて専門家の活用と関係支援機関との連携を強化する。 

基本方針３：経営資源の乏しい小規模事業者に対し、それぞれの課題に即したき

め細かな伴走型支援を実施していく。 

これらの基本方針の下、次の事業を実施する。 

 

・ 管内商工業者に対して新たにアンケート調査を実施し、事業所が抱えるニーズの把

握と現状分析を行い、加えて当所経営指導員による窓口相談と巡回指導の徹底を図り、

当所の持つ情報とアンケートによって得られたニーズと経営課題を各種情報として提

供し支援へ活用していく。【指針１・３】 

・ 経営指導、セミナー、当所契約の専門家による個別相談会を通して事業計画策定の

必要性を説き、計画策定を目指す小規模事業者の掘り起こしと発達段階に応じた計画

策定支援を実施する。また平成２７年度新たに新設される「小規模事業者経営発達支

援融資制度」等の施策の利活用を図る。【指針２】 

・ 管内小規模事業者の持続的発展をサポートするため、経営革新支援のほか首都圏バ

イヤーを招聘した展示商談会の実施、他市と連携したビジネスマッチング、地域販促

イベントの出展促進等、販売促進・販路開拓を支援する。【指針４】【地域経済活性化】

・ 新たに当所が中心となり、他支援機関とともに｢群馬県西毛地区小規模事業者等支援

連携会議（仮称）｣を立ち上げ、四半期毎に開催し地域情勢の共有化と各機関の支援力

向上を目指すほか、日本政策金融公庫高崎支店等と連携し、管内の新規創業者支援と



経営安定化に向けたサポートを行い、活力ある地域づくりを実現する。【指針２】【支

援力向上】 

   

以上の基本方針や取り組みを踏まえ、本計画の進捗状況や成果等をＰＤＣＡサイク

ルで毎年度検証し、次年度の行動計画に反映させ実行していく。また毎年度更新され

る国の支援メニューの活用を促すことにより、管内事業者の底上げと中心市街地の活

性化を図ることを目標とする。 

 

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２７年４月１日～平成３２年３月３１日） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 １．経営発達支援事業の内容 

① アンケート調査事業【指針１】【指針３】 

  平成２７年度に新規で実施するアンケート調査により、小規模事業者の支援ニー

ズと管内の需要動向を的確に把握・分析し、必要に応じて調査機関も活用したうえ

で実態に即した経営支援策を講じる。 

 

（事業内容） 

目的：管内小規模事業者が現在抱える課題や当所への要望を把握する。 

対象：当所会員並びに法定台帳にて把握している管内小規模事業者（約１万社）。 

方法：アンケート調査票を郵送にて送付。ＦＡＸにて返信受領後、業種業態別に抽

出し、経営指導員による巡回ヒアリングを実施する。 

項目：○事業所概要（業種・資本金・従業員数） 

      ○事業所景況（業界及び事業所の半期毎の状況：良い・変わらない・悪い） 

      ○経営環境等の見通し 

       ・現状（半期）と今後（半期）：（良い・変わらない・悪い） 

      売上高、販売数量、受注額、設備投資、金融機関借入、経常利益 

      販売価格、仕入（原材料）価格、製品（商品）在庫、雇用者数など 

     ○経営上の問題点 

・売上（受注）不振、原材料（価格の上昇）、 

人件費の上昇、製品（商品）在庫の増大、技術力・後継者不足など 

○当所の経営支援（受けてみたいもの） 

・補助金等獲得支援、資金繰り支援、海外展開支援、販路開拓支援、各種セ

ミナー、専門家派遣など 

○興味がある分野 

・経営革新、ものづくり、現場改善、海外展開、事業承継、六次産業化、ビ

ジネスマッチング、ビジネスモデルの作成など 

○自社トレンド 

・売上が伸びている、または減少している（予測される）商品・製品、サー



ビスなど 

○今後売り出したい自社商品・製品、サービスなど 

 

【目標と活用】 

アンケート結果に基づき、得られた情報を踏まえ、年度内または次年度以降の当

所事業計画に反映させるとともに、小規模事業者の情報と需要を蓄積する仕組みを

構築する。またアンケート調査結果については会報並びにホームページ上にて公表

し、必要な支援施策を企画立案し提言を行う。 

 

② 情報伝達強化支援事業【指針１】【指針３】 

平成２７年度より経営指導員が巡回指導の際に、携帯情報端末を持参し、国・県・

市等の行政が取りまとめた統計調査資料（経済センサス、家計調査年報などの産業

関係統計）や中小機構、また連携する地域金融機関から収集した 新の情報や業界

動向、消費性向等のデータと、上記①のアンケート調査事業結果で得られた分析結

果を管内小規模事業者に提供する事業を新たに実施していく。 

商品・役務の需要動向の提供については、経営指導員が収集する旬な地域の需要

動向（流行・客層・競合店・新商品製品・メニュー・価格帯など）に加え、連携す

る地域金融機関が月例や四半期で取りまとめる取引先地域企業動向等について整

理・分析・加工し、経営指導員を通じ情報力の弱い小規模事業者に自社商品や役務

等の需要動向、市場（地域）特性等 新の情報を積極的に行うことで「売れる」仕

組みづくりの支援体制を構築する。 

 

（事業内容） 

 ＜窓口・巡回業務の拡充＞ 

   ・新たに企業訪問時に携帯情報端末を持参し、随時、 新の情報を提供できる指導

体制を敷く。 

 ・従来、経営指導員と補助員が当番制により実施している窓口相談と巡回指導を拡

充し、上記①のアンケート調査事業で得られた情報に基づき、経営指導員が個別

に再分析(ＳＷＯＴ分析)を行い、相談窓口並びに巡回指導を通じて、その分析と

調査結果に加え、中小機構の｢経営自己診断システム｣などの経営支援ツールを用

いて管内小規模事業者へ経営改善に向けた情報を提供する。 

 ・平成２７年度より管内を５つのエリア（中心部・東部・西部・南部・北部）に分

け、四半期毎に重点指導エリアを決め、徹底した巡回指導を実施し、地域内の小

規模事業者の実態を把握する。 

・群馬県より依頼を受けて毎年実施している経営状況調査を従来の電話・メール等

による簡易調査方式から、四半期毎の巡回調査方式にし、その際に各種情報提供

も併せて実施する。また調査対象事業者についても各年度毎に異なる事業所、業

種業態を選定し幅広く支援していく。 

  

【目標】 

  昨年度(平成２５年度)の当所経営指導員１２名による窓口・巡回指導件数は窓口

指導２,４２１件・巡回指導１,７６９件であったため、本事業実施によりその内容



を拡充させ、特に巡回指導についてはエリア巡回等による強化を図り、平成２７・

２８年度毎に指導件数２割増を目指す。それ以降については指導件数を維持すべく

濃密な指導を実施し、管内全体の底上げを図る。また分析件数については次年度以

降、経営指導員を中心としつつ、必要に応じて専門家を活用し分析支援をすること

により、計画初年度の２７年度においては年間１５０件の分析を実施し、以降 終

年度までに２００件の分析を行うことを目標とする。 

支援内容 現 状 ( ２ ５ 年 度 ) ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 

窓 口 指 導 件 数 ２,４２１ ２,５００ ２,６００ ２,６５０ ２,７００ ２,７５０ 

巡 回 指 導 件 数 １,７６９ ２,１００ ２,５００ ２,５００ ２,５００ ２,５００ 

分析件数 － １５０ １８０ １８０ ２００ ２００ 

※年度途中の申請のため、現状については前年度（２５年度）の数値を記載している。

 

＜商品・役務の需要動向の提供＞ 

・小規模事業者が取り扱う商品・役務の提供については、上記①のアンケートによ

り得られた商品等の特性と、統計等で見られる市場環境とを照らし合わせ、５Ｗ

１Ｈの視点から、経営指導員が民間マーケティング機関等の専門家とともに分析

する。その結果を後述の「③事業計画策定支援事業」における計画根拠の１つと

し、「⑥販路開拓・拡大支援事業」でのマッチング・展示商談会等でのＰＲ手法に

資する、といった他事業への活用に繋げていく。 

 

＜会報誌・ホームページの刷新とメールマガジンの配信＞ 

 ・現在時点において当所事業やイベントを中心に掲載している会報・ホームページ

を経営支援に即した形に刷新するほか、新たにメールマガジンの配信を開始する。

国・県・市の統計調査結果や各種補助金の情報、経営指導員が窓口・巡回指導時

において得られた管内の業界状況等を掲載し、地域に即したタイムリーな情報を

定期的に発信する。またその更新状況を事業者接触時に伝達し、閲覧を誘導する

ことにより情報力に乏しい小規模事業者へ広く周知を図る。 

 

③ 事業計画策定支援事業【指針２】 

上記①②の事業ならびにセミナー・個別相談会を一層充実し、変化する経営環境

に適応できない管内小規模事業者に対して、事業計画策定の重要性を説き、既存事

業者の経営課題掘り起こしと経営基盤強化を図る。 

また当所の実施する事業計画策定支援を受けた事業者については、平成２７年度

より新設され、低利で融資が行われる｢小規模事業者経営発達支援融資制度｣の積極

的な利活用を促し、またその融資実行後のフォローアップを行うことにより、小規

模事業者の持続的発展を促進して行く。 

 

（事業内容） 

 ＜窓口・巡回業務＞ 

 ・上記①②の事業を通じて、窓口相談・巡回指導にて相談対応を行った際に、事業

計画策定の必要性を説き、計画策定を目指す小規模事業者の掘り起こしを行う。



 

＜事業計画作成セミナー＞ 

 ・事業計画作成が困難な小規模事業者に対し、定員２５社程度、１回２時間半程度

の３回連続セミナーを年２回実施する。 

  第１回：経営計画策定の意義、計画立案の進め方、ＰＤＣＡサイクルによる進捗

管理 

  第２回：事業戦略分析(市場動向とライバル分析)、自社現状分析(ＳＷＯＴ分析）

  第３回：経営戦略の立案、具体的な販路拡大策の展開 

  

＜事業計画作成個別相談会＞ 

 ・上記セミナー参加者を中心に専門家による個別相談会を実施。回数については年

２回程度を想定し、定員についてはセミナー参加状況を踏まえて対応する。 

 

 

＜小規模事業者経営発達支援融資制度の利活用＞ 

 ・窓口、巡回業務、上記セミナー・個別相談会を通して事業計画を策定した事業者

に対し｢小規模事業者経営発達支援融資制度｣を案内することにより、小規模事業者

の持続的発展の促進と経営基盤強化を側面から支援する。また融資後のフォローア

ップも併せて行い、伴走型支援を具現化して行く。 

 

【目標】 

  上記のセミナー・個別相談会について上期・下期の年２回を定例化し、事業計画

策定について継続的支援を実施する。またセミナー・個別相談会実施後、参加者に

対してアンケート調査や経営指導員による巡回指導を通じたフォローアップを行う

ほか、専門家を活用することにより、小規模事業者自身が経営内容を把握し、事業

計画の策定支援を行ったうえで、次のステップである経営革新計画取得等に繋げる。

具体的な数値目標としては段階的に支援件数と事業計画策定件数を上げて行き、

計画 終年度となる平成３１年度の段階で９０件の事業計画策定支援を目標とす

る。 

支援内容 現状 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

セ ミ ナ ー 受 講 者 数 １３ ５０ ５０ ５０ ５０ ５０ 

専 門 家 に よ る 

事 業 計 画 策 定 件 数 
 ３ １０ ２０ ２０ ２０ ２０ 

経 営 指 導 員 に よ る 

事 業 計 画 策 定 件 数 
３６ ３０ ５０ ５０ ６０ ７０ 

事 業 計 画 策 定 件 数 ３９ ４０ ７０ ７０ ８０ ９０ 

 ※事業計画策定支援については進捗状況に応じて経営指導員がブラッシュアップを

行う。 

 

④ 創業支援事業【指針２】 

当所は平成２年より、管内における産業活性化の観点から創業支援に積極的に取

り組んでおり、ソフト面では、創業セミナー、創業塾、創業スクールを開催。ハー



ド面ではインキュベーション施設である「高崎市産業創造館」を運営する。 

新規事業として過去のセミナー等の参加者に対して、定期訪問を行い創業計画の

フォローアップ・ブラッシュアップを行うことと、「高崎市産業創造館」を運営し

ている強みを活かし、創業準備室入居者に対し経営指導員のサポート体制を強化す

ることで、成長に合わせた伴走型の支援体制を構築して行く。 

また、平成２６年１０月には創業支援事業者として産業競争力強化法に基づく

「創業支援事業計画」の認定を受けており、引き続きソフト、ハードの両面におい

て創業支援を行っていく。 

 

（事業内容） 

 ＜創業支援講座の開催＞ 

 ・創業予定者または創業間もない事業者を対象に年１回、５日から１０日程度、定

員３０名の創業支援講座を開催する。内容としては「創業に対する心構え」から、

「自己の棚卸」、「ビジネスプランの作成」、「マーケティング手法」、「経営管理手

法」等、実務に即した内容とする。また、講座には経営指導員も同席し、創業支

援力の向上を図るとともに、経営指導員による「伴走型創業支援」へと繋げてい

く。 

 

＜創業支援窓口の開設＞ 

 ・当所内に創業支援窓口を設け、創業支援講座の受講者や創業希望者を対象に経営

指導員による伴走型創業支援を実施する。具体的には、マンツーマンによる創業計

画書の作成から、金融機関への創業融資の申し込み、高崎市への利子補給（高崎市

では創業者に対し保証料補

助と５年間の利子補給を実

施している）の申請、創業補

助金の公募等に至るまで、一

貫した支援を行っていく。ま

た必要に応じて当所が連携

している中小企業診断士等

の専門家や日本政策金融公

庫高崎支店とともに形成す

る地域連携の｢たかさき創業

応援ネットワーク｣（右図参

照）を有効活用しながら、創

業・ビジネス展開に必要なス

キルの習得をきめ細かくサ

ポートしていく。 

 

【目標】 

  創業支援講座終了後、参加者によるビジネスプランコンテストを開催し、プレゼ

ンテーションや計画書策定サポートを実施するほか、当所が施設管理と運営を行っ

ているインキュベーション施設の高崎市産業創造館や日本政策金融公庫高崎支店

たかさき創業応援ネットワーク図 



と形成する｢たかさき創業応援ネットワーク｣とも連携し、創業後の事業展開や資金

調達支援までを含め、地域一体となった伴走型支援を展開することにより、今後５

年間の計画において現在の２倍である２２件の新規創業者を創出することを目標

とする。 

支援内容 現状(２５年度) ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

創業相談者数 ３０ ３０ ３５ ３５ ４０ ４０ 

創業者数 １１ １５ １８ １８ ２０ ２２ 

 

 

⑤ 第二創業・経営革新支援事業【指針２】 

当所では既述した内部プロジェクトチームの報告を受け、平成２６年度より管内

事業者の経営革新ニーズの掘り起こしを図るため「経営革新セミナー」を開催して

いる。本セミナーの目的は、受講者自らが自社を取り巻く環境変化を知り、時代に

即した経営への変革を求めるものであり、本セミナーを継続開催することにより、

引き続き管内事業者の経営革新ニーズの掘り起こしを図る。 

また、平成２７年度より第二創業・経営革新相談窓口を新設することにより、管

内小規模事業者に対して、経営革新の必要性を広く周知し、併せて上記セミナーへ

の参加を促すとともに、経営指導員による経営革新計画作成支援増へと繋げてい

く。 

 

（事業内容） 

 ＜経営革新セミナーの開催＞ 

 ・変化する経営環境に適合できていない小規模事業者を対象に年１回、５時間程度、

定員３０名のセミナーを開催する。内容としては、時代に即した経営の必要性を説

き、受講者自ら簡易的な経営環境分析（ＳＷＯＴ分析）を行っていただく。また、

セミナーには経営指導員も同席し、支援力の向上を図るとともに、伴走型による経

営革新計画の作成支援等へと繋げていく。 

 

＜第二創業・経営革新相談窓口の新設＞ 

 ・第二創業・経営革新相談窓口を新設し、上記「経営革新セミナー」への参加を促

すとともに、常時、管内事業者の経営革新ニーズの掘り起こしを図る。経営指導員

が経営革新計画の作成支援等を行うとともに、高度・専門的な課題については、ミ

ラサポ等各種施策を活用し、専門家を無料で派遣し対応する。 

 

【目標】 

  相談窓口への来所者並びに上記①②③の事業から対象者を抽出し、セミナーへの

参加を促す。また、セミナー受講者を対象に経営指導員が伴走型の計画作成支援を

行い、今後５年間の計画において現在の３倍となる１５件の支援を目標とする。 

支援内容 現状(２６年度) ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

受講者数 ３１ ３０ ３０ ３０ ３０ ３０ 

計画支援件数   ５ １０ １０ １２ １２ １５ 



 

⑥ 販路開拓・拡大支援事業【指針４】 

当所はこれまで管内における販路開拓支援やビジネスマッチングに注力してきた

が、本年度より外販力の弱い小規模事業者を中心に販売商品のブラッシュアップと域

外への販路開拓支援事業を開始した。 

具体的にはホームページを持たない事業者を対象に年間３千円の「低価格ホームペ

ージサービス」を開始するとともに、本サービス利用者の検索率を向上させるため地

域情報発信サイト「たかさきわいわい広場」を平成２６年８月にオープンした。 

また、平成２６年１２月には日経トレンディと首都圏バイヤー３名を講師に招き、

セミナーと個別相談会により、販売商品のブラッシュアップと販売機会の提供を行い、

１２件の相談があり内３件の商談成立に至った。 

更に、同じく１２月には製造業を中心に本県のものづくり先進地である太田市との

「ものづくり企業情報交流会」を開催し、域外へのビジネスマッチングの場を提供し

た。 

平成２７年３月には国の『地域力活用市場獲得等支援事業／地方公共団体連携型広

域展示販売・商談会事業』の採択を受け、群馬県、高崎市と協力し、管内の多種多様

な産品を集結させ、首都圏バイヤー並びに消費者に向けた展示商談会｢たかさき物産

フェスタ in 東京駅｣を開催予定であり、管内小規模事業者の販路開拓と今後のビジネ

スパートナーの構築と｢高崎産ブランド｣の認知を目指していく。 

いずれの事業も経営発達支援計画の準備的事業として取り組みを開始したものであ

り、平成２７年度からは本計画の中心的事業として、本年の開催データを活かし本格

的に取り組んで行く。 

本発達支援計画では、上記のほか「たかさき産業祭」「ビジネス情報化フェア」と

いった既存の展示商談会事業を拡充し、管内事業者の販路開拓・拡大機会の提供を積

極的に行う。 

 

（事業内容） 

 ＜低価格ホームページサービス＞ 

 ・平成２６年８月に開始した年間３千円の低価格ホームページサービス｢ＢＭテンポ｣

（大阪商工会議所が主管する全国的ビジネスマッチングサイト）並びに地域情報発

信サイト「たかさきわいわい広場」を活用し、インターネットを通じた管内事業者

の情報発信を促進する。 

 

【目標】 

  上記①②③の事業を通じて情報発信が必要な事業者に対し、ホームページの作成

支援を行う。また、定期的に集合研修を実施し、継続的な支援を行うことにより、

平成３１年度までにシステムを提供している大阪商工会議所との契約上限数であ

る２００件の達成を目標とする。 

支援内容 現状(２６年度) ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

作成支援総件数 ５２ ８０ １１０ １４０ １７０ ２００ 

 



   

＜バイヤーセミナー・個別相談会の開催＞ 

  ・バイヤーとの商談に不慣れな管内事業者に対し、首都圏バイヤーによるセミナー・

個別相談会を開催し、ヒット商品の傾向と特徴、バイヤーが商品を選定する際のポ

イントについて把握するとともに、販売商品のブラッシュアップを図る。また、セ

ミナー・個別相談会には経営指導員が同席し、支援力の向上を図るとともに新スー

パーマーケット協会が主催する「スーパーマーケット・トレードショー」、大阪商

工会議所が主催する「買いまっせ！売れ筋商品発掘市」、群馬県と群馬銀行が主催

する「ぐんま地場産業フェスタ」、東和銀行が主催する「ビジネス交流会」、しの

のめ信用金庫が主催する「フードビジネス個別商談会」等の情報提供を行い、伴走

型による販路開拓支援を行う。 

 

【目標】 

  上記①②③④⑤の事業を通じて事業者にバイヤーセミナー並びに個別相談会への

参加を促す。また、個別相談会への参加者を中心に前述の商談会情報を提供し、伴

走型の販路開拓支援を行うことにより、平成２９年度までにセミナー参加者１００

名、支援者数５０名、商談件数２０件を目標とする。 

支援内容 現状(２６年度) ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

ｾﾐﾅｰ受講者数 ６４ ８０ ８０ １００ １００ １００ 

支援者数 ２５ ３０ ３０   ５０   ５０   ５０ 

商談件数   ８ １０ １０   ２０   ２０   ２０ 

 

 ＜既存展示商談会の拡充＞ 

 ・現在当所が実施している管内の製造業を中心とした展示商談会である｢たかさき産

業祭｣、ものづくり先進地の太田商工会議所と共催にて実施している｢ものづくり企

業情報発信事業｣、情報関連企業による展示商談会の｢ビジネス情報化フェア｣につい

ても小規模事業者へ広く参加を周知し、販路拡大の一助となるよう努め、市内製造

業・情報関連企業の｢強み｣を市内外に発信することで、既存展示会の一層の拡充を

図る。 

  また、本年度実施する｢たかさき物産フェスタ｣については、国より採択を受けた

事業として実施するものであり、次年度以降についても、あらゆる施策を活用し、

地域物産品の販路開拓・拡大に繋げたい。 

【参考】 

○たかさき物産フェスタ 

管内の多種多様な物産を一堂に会し、一般消費者並びにバイヤーに向けた展示商談

会を開催。管内事業所の参加を積極的に促し、小規模事業者の販路開拓と今後のビ

ジネスパートナーの構築は勿論のこと、一般の消費者にも｢高崎産ブランド｣を広く

ＰＲすることを目的に、地域全体の活性化を図る。 

開催日時：平成２７年３月６日・７日 

 開催場所：東京駅構内｢お祭りストリート（びゅうスクエア）｣ 

  出展者数：３０社程度 



 

○たかさき産業祭 

  地元製造業の技術や開発力をＰＲするため、３年に１度開催している展示商談会。

直近では平成２４年度に２日間開催され、６８社の出展と１０,０８９名の来場者

があった。 

○ビジネス情報化フェア 

  地元情報関連企業のＰＲと地域中小企業の情報化の推進を図るため、毎年開催し

ている展示商談会。本年度は１１社の出展と２８０名の来場者があった。 

○ものづくり企業情報発信事業 

 「ものづくり」を中心とした企業のビジネスマッチングの場を提供し新規取引の開

拓、拡大に繋げる。本年度は県東毛地域ものづくり先進地の太田市との「ものづ

くり企業情報交流会」を開催し両市主要企業５１社（高崎２４社・太田２７社）

による情報交換を実施した。 

 

⑦ 飲食業活性化事業【指針４】 

   まちなかの活性化にとって、魅力的な店舗の集積は欠かせない。特に滞在型消費

の要となる個々の飲食店については、平成２７年度より新たな店舗展開等の計画

策定や業態化といった個者支援を強化するとともに、店舗の魅力を周知・広報し

ていくため、以下の事業を継続して実施する。 

  

 （事業内容） 

 ＜高崎まちなかオープンカフェ＞（都市再生特別措置法の活用） 

   ・中心市街地の飲食店が道路空間を利用したオープンカフェを実施することによ

り、まちなかに開放感あるロケーションと新たな賑わい創出を図るため、平成２

５年度より実施しており、本年度は１６店舗が参加し２,６３５名の利用が見られ

た。 

※実施期間については毎年４月１日～１１月３０日まで。 

 

＜高崎バル＞ 

  ・中心市街地の活性化と飲食業の振興（新規顧客増等）を目的に、参加店舗経営

者を中心とした実行委員会組織を立ち上げ、飲食業活性化イベントを引き続き実

施する。 

   毎年夏と秋の年２回開催し、直近では夏の開催で８１店舗、秋の開催で７６店

舗が参加している。 

 

【目標】 

・「高崎まちなかオープンカフェ」は本年度、夏・秋にキャンペーン（３００円の

クーポン券を配布）を実施したことにより、リピーターの定着化と新規顧客開拓に

結びつけることができた。次年度以降においては街なかでのイベントと絡めた多種

多様なキャンペーンを計画実施することにより、更なる利用増を図る。 

 

  ・「高崎バル」は開催後に実施したアンケートの結果、イベント後に新規顧客の獲得



に結びついたと回答した店舗が全参加店の８０％を占めるなど好評価を得ており、

今後においても引き続きその水準を維持していく。 

    

⑧ 経営安定支援事業【指針２】【指針３】 

当所は経営安定特別相談事業の制定以降、特別相談窓口を設置し、経営指導員並

びに商工調停士・専門家が一体となり、管内事業者の経営改善に務めてきた。具体

的には、常時相談窓口を設置するとともに、年１回当所会報にて「経営状態チェッ

クリスト」を配布し、相談者の掘り起こしを図っている。今後も本事業を継続実施

していくほか、新たに民間のＭ＆Ａ機関を活用することにより、廃業を検討してい

る事業者の円滑な事業承継をサポートする。 

 

（事業内容） 

 ＜経営状態チェックリストの配布＞ 

 ・「経営状態チェックリスト」の配布を年２回に増やし、より積極的に相談者の掘り

起こしを図る。また、経営指導員が巡回指導を行う際に本チェックリストを使用

し、経営危機の未然防止を図る。 

 

＜経営安定特別相談室の運営＞ 

 ・これまで同様に経営指導員並びに商工調停士・専門家が一体となった相談室の運

営を継続する。また、必要に応じて「群馬県中小企業再生支援協議会」、「群馬県経

営改善支援センター」並びに群馬県信用保証協会が主体となり平成２４年に設立し

た「群馬県中小企業支援ネットワーク会議」を活用し、管内事業者の経営改善をよ

り積極的に図っていく。 

 

【目標】 

  相談窓口への来所者並びに上記①②の事業から対象者を抽出し、経営危機の未然

防止を図るとともに、危機に陥った管内事業者の経営改善を支援する。今後とも引

き続き、事業周知の徹底と迅速な対応を心がけていく。 

 

⑨ 人材育成支援事業【指針１】【指針３】 

当所は階層別・課題別に年間十数件の人材育成セミナーを開催しており、管内事

業者の人材育成支援に積極的に取り組んでいる。いずれのセミナーも低価格で受講

することができ、毎回定員を超える申し込み状況となっている。今後も本事業を継

続実施していくことにより、管内事業者の人材育成を積極的に支援していく。 

 

（事業内容） 

 ＜階層別セミナーの開催＞ 

 ・「新入社員研修」、「ビジネス電話講習会」、「接客セミナー」、「経理入門セミナー」、

「中堅リーダー研修」、「経営幹部育成セミナー」等、階層に応じたセミナーを開

催することにより、人材育成の観点から管内事業者の経営発達を支援する。 

 

 



＜課題別セミナーの開催＞ 

 ・「ＢＣＰセミナー」、「営業力強化セミナー」、「国際化支援セミナー」、「クレーム対

応セミナー」、「ビジネスデザインセミナー」等、事業者の抱える課題に応じたセミ

ナーを開催することにより、管内事業者の経営発達を支援する。 

 

【目標】 

  今後５年間の計画において、その年度に応じて変化する経営課題に即した階層

別・課題別セミナーを合わせて毎年度１８回開催し、延べ受講者数１,０００名の

維持を目標とする。 

 

２．地域経済の活性化に資する取り組み 

古くから内陸交通の拠点「商都」として栄えた高崎市、今日でも県内随一の商業

集積を有するが、一方で街の賑わいは駅周辺に偏りつつある。そのため当所は、高

崎市、商店街連盟、青年・女性団体、金融機関、ＪＲ、大学生等と下記記載事業の

各委員会を設置し、中心市街地の賑わい再生と回遊性向上を強力に推進する。 

また、平成２８年度、高崎駅西口に延床面積４５,０００㎡規模の大型商業施設

が開店することにより、年間１０００万人の集客が見込まれ、その出店効果を中心

市街地全体に波及させ地元商工業者との相乗効果を生み出すため、今年度、当所内

に高崎市・高崎商店街連盟・その他関係団体等にて組織する｢高崎街なか回遊性向

上検討懇談会｣を設立し、新たな地域経済活性化策について検討を講じている。 

  

（事業内容） 

＜街なか回遊性向上事業＞ 

 ・本年度、同懇談会が中心となり、厳しい経営環境にある中心市街地の小規模商業

者の魅力を引き出すため｢まちなか逸品マップ７５店｣を作成し、来街者に配布を

行う。次年度以降もマップを発展的継続させ、定期的に修正と新規掲載事業者を

加え、引き続き小規模商業者の経営を後押しする。なお、平成２７年度において

は、高崎市内及び周辺都市の短大・大学の学生に対して、当該マップを配布し、

中心市街地への来街頻度を高める。 

 

 ・当所が取組んでいる各地域活性化イベントの方向性と効果を地元商業者や関係機

関を交え検証することで街なかに新たな賑わいを創出する。 

 【当所の取組む地域振興事業】 

  ○高崎えびす講市（大正４年より開催） 

  中心市街地の活性化と小売業の振興を目的に、毎年開催している販売促進イベン

ト。本年度は中心市街地の１４組合、９商店街、３大型店の参加と２５万人の来

場者があった。 

○高崎バル 

  中心市街地の活性化と飲食業の振興（新規顧客増等）を目的に、毎年夏と秋の年

２回開催している飲食促進イベント。直近開催では夏の開催で８１店舗、秋の開

催で７６店舗の参加が見られた。毎年度実行委員（参加店舗経営者）を増員し成

果実感で次期開催に繋げる。 



○高崎商都博覧会（大型店と商店街の連携事業） 

  中心市街地の大型４店舗と導線上の４商店街が連携し、商都高崎のＰＲと中心市

街地の新たな賑わい創出を目的に毎年開催している販売促進イベント。本年度は

ゴールデンウィークの４日間（平成２６年４月２６日～２９日）開催し、街は賑

わい、大型４店が実施する抽選会には延べ５,３６４人が参加した。 

  中心市街地の大型店同士と商店街が連携することで、新規顧客の獲得と、広域か

らの集客に繋げる。 

○高崎まちなかオープンカフェ（都市再生特別措置法の活用） 

  中心市街地の飲食店が道路空間を利用したオープンカフェを実施することによ

り、まちなかに開放感あるロケーションと新たな賑わい創出を図るため、本年度

は１６店舗が参加し２,６３５名の利用が見られた。 

○高崎まちなかコミュニティサイクル（都市再生特別措置法の活用） 

  中心市街地の回遊性向上を目的に｢街なかの新たな足｣として１６箇所のサイクル

ポートと１５０台の無料自転車｢高チャリ｣貸し出し事業を前年度より実施し、市

民の足として好評を得る。 

 

【目標】 

   同懇談会を概ね１ヶ月に１回以上開催し、イベントの主たる目的である街の賑

わいと回遊性向上、またイベント開催による集客が各個店売上に結びついている

か等の検証を実施する。具体的にはイベント終了後に事業者にアンケート調査を

実施し、地域振興と各個店の売上等の貢献度を把握することを目標とする。 

 

３．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り組み 

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 

・平成２７年度より、当所

が中心となり群馬県西

部地区の渋川・藤岡・富

岡の３商工会議所のほ

か、行政、地域金融機関

や各種支援機関を始め

としたパートナー機関

と連携して｢群馬県西毛

地区小規模事業者等支

援連携会議（仮称）｣（右

図参照）を立ち上げ、四

半期毎に情報交換会を

開催し、小規模事業者の

経営課題の解決、地域情

勢の共有化、各支援機関

の支援力向上を目指す。 

 

 
群馬県西毛地区小規模事業者等支援連携会議（仮称）イメージ図



・今年度事業として、富士重工業㈱のお膝元であるものづくり先進地の太田市とビ

ジネスマッチングを目的とした情報交流会を開催した。両市の製造業を中心とし

た主要企業５１社（高崎２４社・太田２７社）が一堂に会し、販路開拓・拡大等

様々な課題について情報交換を行い販路拡大の足がかりを掴んだ。今後、継続事

業として他市を含めた更なる情報交換を実施し、対象商工会議所と連携を図りな

がら地域経済状況や需要動向を把握し戦略的な販路拡大等を推し進めて行く。 

・当所は地域プラットフォームの構成支援機関として、群馬県産業支援機構の群馬

県中小企業支援プラットフォーム及び、しののめ信用金庫のシルクカントリープ

ラットフォームに属している。地域プラットフォームでの連携事業であるセミナ

ーや研修会等に参画し、支援能力向上のため積極的に情報交換等を行っている。

また、今後、プラットフォームの枠組みを活かした連携事業等を検討し新たな販

路拡大に向けた取組みを検討している。 

・高崎市内で創業を検討している方や創業間もない事業者を協力にサポートするた

め、日本政策金融公庫高崎支店と連携し、高崎市内にある中小企業支援に取り組

む１７機関とともに地域連携である｢たかさき創業支援ネットワーク｣を立ち上

げ、強固な支援体制を構築し、管内における新規創業の活性化と雇用促進を図る。

 

②経営指導員の資質向上等に関すること 

  当所の現状の課題として５０歳代職員が全職員の１/３を占め、将来的に職員の入

替が集中し、知識と支援力の喪失という問題が内在しているため、経営指導員の能

力開発を図るという観点から、人材育成計画を策定する。 

＜人材育成計画＞ 

・研修会参加 

 当所では本年度より、中小企業大学校が開催する｢専門研修｣と日本商工会議所等

の機関が開催する経営指導員の資質向上研修への参加を各年度毎に交代で参加す

ることを義務付け、また先進的な取り組みを行っている支援機関へ職員を派遣す

る｢小規模事業者見習研修｣への参加も県内でいち早く手を挙げるなど、各指導員

個人の支援力強化を図っている。その反面、研修を共有する体制が不足している

という課題も内在している。 

 この課題を解決するため、次年度より概ね３週間以内にその研修報告書を内部管

理システムへの掲載を義務化し、また必要に応じて研修出席者を講師として報告

会を開催することにより、知識の共有を図る体制の構築を実施する。 

参加研修 現状 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

中小企業大学校研修参加者数 ３ ４ ４ ４ ４ ４ 

そ の 他 研 修 参 加 者 数 １２ １１ １１ １１ １１ １１ 

※大学校研修は毎年４名の参加とし、各年度毎に異なる指導員を参加させる。 

・経営指導マニュアルの策定 

創業、経営革新、各種補助金獲得支援等の長期に渡る個者支援が求められると判断

される指導については、その進捗状況を現在実施している毎朝のミーティングにて

定期的に報告する。また内部管理システムへ随時掲載することにより、支援の方向

性を共有し、チームとして対応するほか、支援終了後には相談対応からの一連の顛



末を示した経営指導マニュアルを策定し、組織全体としての支援力向上を図る。 

 

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 

毎年度、本計画に記載事業の実施状況、掲載している目標に対しての評価・見直

し等の検証を以下の方法にて実施する。 

Ⅰ．高崎市、中小企業診断士、各種関係団体にて構成された｢経営発達支援計画評価

委員会（案）｣を新たに組織する。 

Ⅱ．上記委員会にて、全ての掲載事業について進捗状況や成果・評価・見直しにつ

いて５段階の評価を受け、その結果を報告書としてまとめる。 

Ⅲ．Ⅱの結果報告書については会頭に報告し、承認を得る。 

Ⅳ．Ⅲにて会頭より承認を受けた結果報告書を当所ホームページ上にて計画期間中

公表する。 



（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１月現在）

（１）組織体制 

  本事業の実施体制については、当所全総力を結集しての実施体制を敷き、計画目標

達成と小規模事業者支援を行う予定であるが、中小企業相談所長の指揮の下、経営指

導員１２名及び補助員３名による中小企業相談所員計１５名を支援の中心にして業務

遂行に取り組む。 

  

  総職員数２４名（内訳：経営指導員数１２名、補助員３名、他事務職員９名） 

 

（２）連絡先 

  高崎商工会議所 中小企業相談所 

   住所：高崎市問屋町２－７－８ 

   電話：０２７－３６１－５１７１ 

    ホームページアドレス 

     http://www.takasakicci.or.jp 

       代表メール 

     info@takasakicci.or.jp 

 

 

（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） 

 ２７年度 

(27年4月以

降) 

２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 

必要な資金の額 180,990 180,990 180,990 180,990 180,990

 
中 小 企 業 相 談 所 会 計 

イ ベ ン ト 事 業 費 

122,550 

58,440 

122,550

58,440

122,550

58,440

122,550 

58,440 

122,550

58,440

（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、事業受託費（日本商工会議所等） 

 

（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。 



（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 

当所は国の委託事業である地域力連携拠点事業及び中小企業応援センター事業などを通

じ、他の支援機関との連携体制を構築し、定期的な情報交換を行うほか、高度専門的な課題

において、総力を挙げて支援してきた。 

 これまでの支援実績の中で培ってきた連携体制を活用し、小規模事業者の専門課題に応じ

て当所がコーディネートし、各機関の得意分野を生かした伴走型支援を実現する。 

連携者及びその役割 

【高崎市産業創造館】 

住所：〒370-0854 高崎市下之城町 584-70  

代表者：高崎市長 富岡 賢治 

館長 石橋 達男 

（高崎市が設置、当所が施設管理・運営する産業インキュベーション施設） 

 インキュベーション機能を活用（創業準備室の提供や入居スタートアップ企業との情報交

流など）創業後のスムーズな事業展開のための連携。 

【日本政策金融公庫高崎支店】 

住所：〒370-0826 高崎市連雀町 81  

代表者：支店長 井上 純夫 

創業に係る資金調達の円滑化支援。 

【群馬銀行・東和銀行・高崎信用金庫・その他地域金融機関】 

群馬銀行  

住所：〒371-0846 前橋市元総社町 194  

代表者：頭取 齋藤 一夫 

 

東和銀行  

住所：〒371-8560 前橋市本町 2-12-6   

代表者：頭取 吉永 國光 

 

高崎信用金庫  

住所：〒370-0069 高崎市飯塚町 1200  

代表者：理事長 新井 久男 

・各機関が実施する展示会などへの出展企業の紹介。 

・経営発達に係る資金調達の円滑化支援。 

【しののめ信用金庫】 

住所：〒370-2316 富岡市富岡 1123  

代表者：理事長 瀬下 信 

・地域プラットフォーム「シルクカントリープラットフォーム」として専門家派遣の活用。

・同信金開催の商談会への支援企業の紹介。 

・経営発達に係る資金調達円滑化支援。 



【（公財）群馬県産業支援機構】 

住所：〒371-0854 前橋市大渡町 1-10-7  

代表者：理事長 根岸 冨士夫 

・地域プラットフォーム「群馬県中小企業支援プラットフォーム」としての専門家派遣の活

用。 

・事業引継ぎ相談窓口や再生支援協議会としての支援機能を活用した連携。 

・ビジネスマッチング事業でのタイアップ。 

【当所登録等専門家】 

 高度専門的な経営課題の解決について支援（地域プラットフォーム活用も含む）。 

【群馬県立群馬産業技術センター】 

住所：〒371-2147 前橋市亀里町 884-1  

代表者：群馬県知事 大澤 正明 

公立試験研究機関として、技術支援や研究・開発支援について連携。 

 



 
連携体制図等 
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