
経営発達支援計画の概要 

実施者名 前橋東部商工会（法人番号 60700 0500 1774） 

実施期間 平成 28 年４月１日～平成 33 年３月 31 日 

目 標 

 小規模事業者の経営力向上、売上増加、販路拡大等を目指した伴走型の支援

を継続して実施するとともに、小規模事業者と農業者等との連携を発展させ、

地域内への「道の駅」のオープンに向け地域全体を巻き込んだ６次産業化、地

域ブランドの確立を目指す。 

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 

本会会員を中心とする小規模事業者等が直面している現状の課題や問題点を把握する

ため、小規模企業景気動向調査をはじめ、各種調査結果等の分析を通じて、会員の経営活

動に資するデータを収集整理したデータベースを整備し活用していきます。 

２．経営状況の分析 

巡回指導、窓口相談、セミナーの開催等の機会において、「経営自己診断システム」を利用

し経営分析を行い経営課題の抽出・整理をする事により、その課題の解決を支援します。 

３．事業計画策定支援 

小規模事業者の経営課題を解決するための「事業計画策定セミナー」を開催し、専門家と

の連携を通じて支援していきます。また創業、第二創業（経営革新）塾を開催し、創業希望者

の知識向上を図り、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・助言を行っていきます。 

４．事業計画策定後の実施支援 

事業計画策定後において随時進捗状況を確認しながら、事業の継続的発展を確かなもの

にするために、伴走型フォローアップに努め、あらゆる関係機関を利用し持続的な発展に向

けた支援を実施します。 

５．需要動向調査 

新たに生産・販売する商品・サービスの需要動向に関する情報の収集、整理、分析を目的

とした地域内消費者意識調査及びその結果を提供することにより、新たな商品・サービス等

の企画立案の基礎資料として活用していきます。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業 

小規模事業者の営業・販路拡大の課題に対して、専門家と連携した個別相談を受け付け

ます。また、販路開拓に結びつくさまざまな機会を利用して特産品等の販路開拓や取引先の

増加、商品の認知度を向上させるための出展を支援し、さらに関係機関の広報誌、マスコミ

やＩＴを利用することにより全国的な販路開拓に繋がっていく支援を実施します。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

市が進めている道の駅のオープンに向けて、本会会員が地域性を訴求するための６次産

業化に向けた事業計画の策定を支援する「道の駅準備推進委員会（仮）」を立ち上げ、地域

経済の活性化を図ります。 

連絡先 

群馬県前橋市鼻毛石町１４２６－１  郵便番号：371-0244 

前橋東部商工会  総務課長 須藤 安太 

電話番号：027-283-2422 FAX 番号：027-283-7103 

メールアドレス：fkys@myg.or.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、歴史的背景、交通アクセス 

群馬県前橋市は、県の中央部よりやや南に位置し、東京から北西約 100 キロメートルの地点にある。市の

北部は上毛三山の雄、赤城山に至り、北から南に向かって緩やかな傾斜となっている。市の中央部から南部

にかけては、海抜 100 メートル前後の関東平野の平坦地が広がり、本市を両分する形で南流する利根川の

両岸に市街地が開けている。 

前橋東部地域への都心からのアクセスは、車では関越自動車道や北関東自動車道、鉄道ではＪＲや上毛

電気鉄道の利用によりともに２時間程度である。 

 

・人口の推移 

人口は記録が遡れる平成 18 年８月末をみると、前橋市全体で 320,071 人であるが、本会の管轄区域であ

る前橋東部地域をみると大胡地区が 17,504 人、宮城地区が 8,764 人、粕川地区が 11,722 人の計 37,990

人であった。 

現在（平成27年８月 31日）は、前橋市全体で339,570人であるが、本会の管轄区域である前橋東部地域

をみると大胡地区が 18,242 人、宮城地区が 8,207 人、粕川地区が 11,072 人の計 37,521 人である。 

 

・産業構造の推移 

前橋市全体での産業就業別人口をみると、平成 17 年国勢調査は第１次産業就業者数が 9,458 人

（5.6％）、第２次産業就業者数が41,348人（24.7％）、第３次産業就業者数が116,628人（69.7％）となってい

たが、平成22年国勢調査では、第１次産業就業者数が7,158人（4.6％）、第２次産業就業者数が37,109人

（23.9％）、第３次産業就業者数が 110,963 人（71.5％）と第３次産業の割合が高まっている。 

 

・地域の名産品、地域資源 

前橋市の農業産出額は310億円（平成19年）で、市町村別で全国16位となっており、市は豚肉をテーマ

とした「TONTONのまち まえばし」に取り組んでいる。前橋東部地域は太陽の恵みと赤城の水はけの良い火

山灰により、農業就業人口（平成25年、農林業センサス）は大胡地区676人、宮城地区974人、粕川地区が

795 人の計 2,445 人と前橋市全体（8,354 人）の 29.3％を占める農産地である。 

また、赤城山には、ばら園やフラワーパークなど季節に応じた花が咲き誇る「フラワータウン」でもあり、特

に、４月の桜の開花時期になると大勢の観光客が訪れる「千本桜の森」は前橋東部地域が誇る観光スポット

であり、本会も期間中のイベント運営に深く関与している。 

さらに古くより｢赤城山に霊泉あり、傷病の禽獣集まる｣と言われ“上州の薬湯”として知られる、赤城温泉郷

がある。 

 

２． 地域の課題 

前橋東部地域は赤城南面麓にあることから畜産関連を中心とする農業が主要産業である。しかしながら、

群馬県は首都圏向けの農産物の生産基地であることから価格競争は激しく、さらに外国からの飼料の輸入

単価は為替や国際競争で高騰しており、事業者の採算性は悪化している。 

次いで地域の産業としてあげられるのは建築・土木関連業種の建設業となる。建設業は景気低迷による

公共工事の縮小に加え、当地区が前橋市に吸収合併された影響で小規模公共工事の業種間競争が激化

し廃業が相次いでおり、事業者を取り巻く経営環境は厳しさを増している。 

商業をみると、当地区には一つの商店街が形成されているが、大型店の出店と景気低迷による消費の縮

小により、商店の廃業は加速しており、シャッター通りとなっている。 

観光業をみると、赤城山の大沼をはじめ、赤城南面千本桜、大胡ぐりーんふらわー牧場といった観光施設

があり、観光地を取り囲むように飲食店と数件の旅館がある。また、赤木温泉郷は、県が観光客の入り込み客
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数を把握する温泉地に該当していないことから正式な入り込み客数は把握できないものの、車を利用しても

交通の利便性は良くないことから、６軒の本会会員企業を取り巻く経営環境は厳しくなっている。 

 

３． 本会の役割 

本会は、その名称の通り、前橋市の東部に立地している商工会であるが、平成16年２月５日に大胡町、宮

城村、粕川村が前橋市に編入合併されたことを受け、平成 18 年４月１日に、大胡町商工会・粕川村商工会・

宮城村商工会の３商工会が合併し、誕生したのが前橋東部商工会である。 

前橋東部地域の人口は、大胡地区が18,232人、宮城地区が8,246人、粕川地区が11,129人の計37,607

人（平成 27 年 3 月 31 日現在）である。 

商工業者数は 1,231 であるのに対して、商工会員数は大胡地区が 277、宮城地区が 168、粕川地区が

169、特別会員6の計620（平成 26年 3月 31日現在）で組織率は50％、産業別には建設業が197、製造業

者が 87、卸売業が 17、小売業が 131 である。 

本会には、「総務委員会」「事業委員会」「商工活性化委員会」「小規模事業者経営改善資金審査委員

会」「商工貯蓄共済融資斡旋審査委員会」の５つ委員会、「商業部会」「工業部会」「建設業部会」「観光・飲

食店部会」の４つの部会、及び「青年部」並びに「女性部」が設置されている。 

 

平成 25年 10月 1日に施行された「前橋市中小企業振興基本条例」には、地域経済の発展と市民生活の

向上に大きく貢献する中小企業を社会全体で支援するとあり、中小企業の振興に向けて前橋市、中小企業

者、経済団体、大企業、大学、金融機関が連携するとある。 

また、平成26年６月に本会石川修司会長も前橋市中小企業振興施策等懇談会委員として参加した「前橋

市産業振興ビジョン」には、「前橋市中小企業振興基本条例」の主旨の下、商工業振興を中心に現在の市

内産業の競争力の向上とさらなる活性化を目指し、産業の地域内循環や外部からの様々な資源の獲得を進

めるため、従来の産業の枠を超えた６次産業化を成長産業として支援するとある。 

さらに、前橋市が策定した「新しい価値の創造へ（Ｈ27 版）」には、「新たな道の駅の設置」が方向付けられ

ている。都市部と農村部をつなぐにふさわしいロケーションのもと、農業の６次産業化やスローライフの考え方

を踏まえ、周辺地域の資源を活かせる道の駅を設置すると記載されている。 

このように中小企業の振興に向けて前橋市は大きな変革期を迎えようとしていることから、本会は地域の小

規模事業者支援機関として、今後、商工会に求められる持続的に発展し続けることができるまちづくり等の役

割を発揮して、地域及び中小・小規模事業者の課題克服に貢献していく。 

 

４． 小規模事業者振興の目標 

上記１～３を踏まえ、以下を小規模事業者の振興目標として掲げ、計画を推進する。 

(1) 中長期的な経営支援体制の構築 
これまでの本会における経営改善普及事業は、巡回指導・窓口相談において、経営・労務・税務・

融資等の指導を行ってきたが、それは小規模事業者に対する特定の課題や問題点を解決するため

の短視眼的な経営指導になってしまいがちという課題を鑑みることができる。 

今後は経営指導員の資質向上を中核に、地域の関係機関との連携体制を構築し、創造性、機動

性、柔軟性を有する中長期的な経営支援を行う体制を構築する。 

 

(2) 施策の普及徹底と事業実施体制の構築 
これまで本会が実施してきた施策の普及は、巡回指導・窓口相談を通じて会員から寄せられる課

題の解決が中心にであった。 

しかし、現在、国・県・市等による中小企業・小規模事業者向けの支援施策は豊富で潤沢にあること

から、経済動向、小規模事業者の経営状況分析や需要動向調査等を踏まえ、地域内小規模事業者

に対して最適な施策情報を迅速に発信し、事業計画を策定し、その後のフォローを推進する体制を

構築する。 

 

(3) 地域活性化を担う６次産業化の推進 
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前橋市が計画する新たな道の駅の建設というハード整備に対応するための、小規模事業者が当

地域の特色を生かした地域特産品によるブランド確立というソフト事業を推進する。 

このソフト事業を推進するために、「地域活性化委員会（仮）」を設置し、小規模事業者の経営資源

の充実を図り、小規模事業者自らによるビジネスプラン作成を支援する。 

その結果、地域資源を利用した付加価値の高い売れる商品を生み出す仕組みを作り、6 次産業化

を進める農業者・商業者・工業者等の小規模事業者の全ての売上と利益の増加を目指す。 

 

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） 
現状は、これまでに本会が独自で地域の経済動向や決算データに関して調査したことはなく、経営指導

員は、専ら県商工会連合会における研修時に国や県の経済動向を把握してきた。また小規模事業者におい

ても、経済動向を把握するための手段や経験等のノウハウが乏しいことから、自社で調査している事業者は

非常に少なく、人的資源が不足している小規模事業者自ら調査を行うことは難しい。 
このような現状であるため、窓口相談や巡回指導時において、小規模事業者が自社の経営状況を分析す

る際に、求められれば経済動向に関する情報を提供するものの軽視されることが多く、その提供先は限定的

であった。 
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

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 

全国連による「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。全国連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。 



４ 
 

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、事業計画を立案する際の基礎資

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、事業計画を立案する際の基礎資

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

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基礎資料として

役立つ 

 
（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

内の消費者及び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】 
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（現状と課題） 

これまでは経営指導員による巡回指導、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において、小規模事業者に対して経営状況の分析を行っていたが、それは提出要件

を満たすための形式的な分析にとどまっていた。また、小規模事業者の中には自ら専門書により経営状況の

分析を行う者もいるが、その数は少なく、小規模事業者にとって難易度が高い。 

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、さらに、その中から、意欲の高い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、従業員教育、後継者の有無、設備の状況、情報

化への対応等、経営状況を俯瞰した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う。

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

と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） 

(5) なお、管内非会員である小規模事業者については、中小企業施策の公募時期に併せて、経営上の
課題などの聞き取り調査・「経営自己診断システム」を利用し経営分析を行う。（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 25 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 未実施 １０社 １5 社 ２0 社 ２０社 ２５社 
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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） 

これまでは経営革新計画をはじめ、持続化補助金、ものづくり補助金、マル経融資等の申請に併せて事

業計画の策定を行ってきたが、小規模事業者の多くは事業計画の策定機会が少ないことから、そのスキルは

乏しい。また、そもそも１の「地域の経済動向調査」、２の「経営状況の分析」、５の「需要動向調査」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、さらに、その進捗状況を把握する体制が構築

されていなかった。 

今後の課題は、１の「地域の経済動向調査」、２の「経営状況の分析」、５の「需要動向調査」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 を実施するための

支援体制を整備していくことが課題として挙げられる。 

 

（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ができるように、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、事業計画作成についての支援に際し、事業者個々のスキルに合

わせ、レベルアップを図りながら事業所と共に実施する。 

(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、タブレット操作が苦手、内容が難しすぎる等々、申請書の作成が難しいと判断し申請をあきら

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

合会及び近隣の商工会と連携し、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、群馬銀行、しののめ信用金庫及び、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、群馬銀行、しの

のめ信用金庫と連携して開催し、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） 
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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。 

 

（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

ために経費支出と証憑確認が主となっていた。その他の創業や経営革新においては、計画策定後、承認さ

れたり事業が実施されたりすること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を

確認することはなかった。 

今後は、事業計画に沿った経営を実行していくことが持続的経営の為には有効であることを実践していく

ため、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、且つ実施方法を構築していく。これら

の実施体制が課題となる。 

 

（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年度前
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半・後半に各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、年度前半・後半に各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。 

 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、年度前

半・後半に各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･業界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、群馬県商工会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３８

社、その進捗状況確認を年度前半・後半に各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 112 回を上限とする。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 8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 32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 － 4社/人 10社/人 18社/人 28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 － 16回人 40回/人 72回/人 112回/人
 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 
（現状と課題） 

小規模事業者が商品・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

先行するため、「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。 

これまで本会においては、窓口相談や巡回指導時に、その商品やサービスの需要動向をヒアリングするこ

とが少なく、経営者の勘や経験に対して裏付けできるデータ収集を怠ってきた。業種別・品目別の需要動向

については、そもそも商工会がそのような調査を行うという認識が乏しく、その必要性と情報の集め方を理解

している事業者は少ないのが現状である。 

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需要動向調

査の必要性の認識を促し、その手法を理解し実施することが課題となる。 
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（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

施する。情報収集の効率化を図るために、群馬県商工会連合会や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 
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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

に対する効果 

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

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、群馬県商工会連合会の専門家

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 
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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） 

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

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

な中で、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、販売先を、「地域内」と「地域外」とに分けることが考えられ、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。この点を踏まえて、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、新たな需要を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、年度前半・後半

に分けてテーマを掲げ、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。 

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 
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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、年度前半・後半

に分けてテーマを掲げ、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 
道の駅「ぐりーんふらわー牧場・大胡」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、前橋市、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％

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、
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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

である。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、年度前半・後半

に分けてテーマを掲げ、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」：県内の
小規模事業者の販促支援・事業所 PR を目的に６次産業化認定事業者等を対象

としたイベント（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」：県内の農業生産者及び食品製造業者とバイヤー・大手飲食店

の担当者等との商談を支援する商談会（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」：消費者・業者に向けた全
国の商工会員事業者が一同に集う物産展（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。 

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。 
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(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である。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、年度前半・後半

に分けてテーマを掲げ、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。 

 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） 
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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） 

本会において地域活性化を担っているのは「商工活性化委員会」である。前橋市が計画する新たな道の

駅の建設というハード整備に対応するための、小規模事業者が当地域の特色を生かした地域特産品による

ブランド確立というソフト事業を推進することが本会に求められている。 

 

（改善方法） 

このソフト事業を推進するために、「地域活性化委員会（仮）」を設置し、小規模事業者の経営資源の充実

を図り、小規模事業者自らによるビジネスプラン作成を支援する。 

委員と想定しているのは、これまでも経営改善普及事業の一環として６次産業化支援を行っており、「六次

産業化・地産地消法」に基づく事業計画の認定者が県内 36 社のうち６社いる。また、前橋東部地域におい

て、６次産業化によるスローライフを体感できる魅力的な観光資源が赤城温泉郷である。この赤城温泉郷に

ある６軒の宿泊業の全ては本会会員である。さらに、魅力ある地域資源に興味を持ち、６次産業に興味や関

心を持つ小規模事業者、創業を目指す若者や女性が多い。 

その結果、地域資源を利用した付加価値の高い売れる商品を生み出す仕組みを作り、6 次産業化を進め

る農業者・商業者・工業者等の小規模事業者の全ての売上と利益の増加を目指す。 

 

（事業内容） 

(1) 既存の「商工活性化委員会」を母体とした、本会会長を委員長とする「地域活性化委員会（仮）」を立
ち上げ、群馬県、群馬県商工会連合会、前橋市、前橋観光コンベンション協会、公益財団法人群馬

県産業支援機構（よろず支援拠点）から委員を招聘する。 

(2) 委員会には、「道の駅準備推進分科会」及び「赤城温泉郷活性化分科会」を設置する。 
(3) それぞれの分科会は道の駅のオープンに向けて、地域資源を活用した魅力があり、売れる商品・サ
ービス作りに取り組む。 

 

［参考］「道の駅準備推進委員会」の活動内容 

（目的） 
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前橋市が進めている道の駅のオープンに向けて、地域性を訴求するための６次産業化商品を開発する。 

 

（事業内容） 

(1) 委員長は本会会長として、委員には地域の農家・農業、主婦、高齢者等から５名程度を新たに募集し
委員として委嘱する。 

(2) 委員会は平成 28 年度の中盤から、隔月で開催し、一年間の検討を踏まえ、道の駅に向けた 6 次産
業化の進め方について具体的な行動内容について検討を行う。 

(3) また６次産業化に対する地域住民の意識調査を行う。対象は大胡地区、宮城地区、粕川地区に居住
する農家・農業、主婦、高齢者等の住民であり、６次産業化に対する顕在的・潜在的な興味、課題、

問題点等を幅広く探り、６次産業化での起業を目指す女性や高齢者等の掘り起こしを図る。 

(4) ６次産業化により新たに生産・販売する商品やサービスについてはその需要動向に関する情報の収
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

し専門家等を招聘する等、丁寧にサポートし持続的発展に繋げていく。 

(5) 女性、高齢者等の管内非会員については、商工会事業案内の送付に加え、創業施策の説明を行う
とともに、経営上の課題などの聞き取り調査を通じて、起業及び商工会加入を促進する。 

 

（目標） 

現在、地域活動を展開する本会の「商工活性化委員会」を拡大的に発展する。６次産業化による起業・

創業を目指す地域住民の掘り起こしとその持続的発展に向け、経営分析を通じて経営課題の抽出・整理

を図る。またその経営課題のうち、普遍的なテーマについてはセミナーの開催、個別相談を踏まえ課題の

解決を図り、持続的な経営に向けた機運を醸成する。なお、進捗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 

分科会設立 現「商工

活性化委

員会」を

発展的拡

大 

→     
アイデア創出と抽出 →     
試作品開発、原価設定 → →→→    
求評活動  →→→ →→→ →→  
販売開始   → → 
 

［参考］「赤城温泉郷活性化分科会」の活動内容 

（目的） 

道の駅のオープンは、赤城温泉郷においても新規顧客を開拓する絶好の機会となることから、赤城温泉

郷における本会６会員を中心に赤城温泉の魅力を発信する。 

 

（事業内容） 

(1) 委員長は本会会長として、委員には赤城温泉郷で宿泊業等を営む経営者や次期後継者等から５名
程度を新たに募集し委員として委嘱する。 

(2) 観光客に対して満足度調査を行い、結果を踏まえ、赤城温泉郷と自店の現状についての課題、問題
点、そして在るべき姿について語り合う。 

 

（目標） 

これまでも商工活性化委員会の中で赤城温泉観光協同組合を設立し、ホームページ等の広報媒体、

統一した食材を用いたオリジナルレシピの開発、風呂の通行手形等、集客を促進するための支援を行っ

ている。本事業においては赤城温泉郷と自店の現状についての課題、問題点、そして在るべき姿につい

て語り合うことから開始し、平成28年度中に28年度以降の活動内容等の具体的な活動内容について取り

纏める。なお、進捗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 

分科会設立 未実施 →     
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アイデア創出と抽出 →     
新サービス開発  → →    
広報活動    → →→ →→  
誘客キャンペーン開始   → → 

 

 

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会議を３ヶ月に一

度程度開催し、経営支援に関する情報交換を行っている。 

今後は、その頻度を増やすとともに、その情報交換のテーマを事前に定め、現状の取り組みと改善方法に

対して棚卸しをする等、明確な意識付けを図っていく。 

 

（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通じてＰＤＣＡを諮っていく。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して情報交換を半期に一度程度実施する。 

 

（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。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、経営指

導員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
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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。 

 

・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
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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 
毎年度、本計画に記載された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 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 

（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会報、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、

記帳専任職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、会長を委員長とする「地域活性化会委員会（仮）」

を組織し、副会長、理事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。 

（商工会の体制） 

本会の体制は右図の通りであ 

る。また、下図の通り、本会 

は事務局長、2名の経営指導 

員、１名の経営指導員研修生、 

１名の補助員と２名の記帳担 

当、１名の一般職員の計８名 

により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。 
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◯組織体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
事務局長（１名） 経営指導員（２名） 経営指導員研修生（１名） 

補助員（１名） 記帳担当職員（２名） 一般職員（１名） 

 

【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） 

総務スタッフ 

主査・記帳担当（3 名） 

経営支援スタッフ 

一般職員（１名） 

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。 

事務局長 

総務課長（経営指導員） 
経営改善普及事業 
経営発達支援事業 
地域総合振興事業

総務統括（総務課長兼務） 
経営改善普及事業 
経営発達支援事業 
地域総合振興事業 

経営支援統括（経営指導員） 
経営改善普及事業 
経営発達支援事業 
地域総合振興事業 

（経営指導員研修生） 
経営改善普及事業 
経営発達支援事業 
地域総合振興事業 

（補助員） 
共済事業推進 
指導員補助 

（記帳担当主任）  
経理記帳推進 
指導員補助 

（記帳担当） 
経理記帳推進 
指導員補助 

（一般職員） 
指導員補助 
一般事務 

経営指導員研修生（１名） 
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担当 担当者 業務内容 

事業責任者 
事務局長 

多胡 正美 

・ 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 

須藤 安太 

・ 経営発達支援事業の推進 

・ セミナー、研修会の開催 

・ 外部講師、専門家の招聘 

実施補佐 スタッフ 
・ 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 前橋東部商工会 

住  所 〒371-0244 群馬県前橋市鼻毛石町１４２６－１ 

担当部署 総務課 担当者氏名 総務課長 須藤 安太 

電話番号 027-283-2422 ＦＡＸ番号 027-283-7103 

メールアドレス fkys@myg.or.jp 

ホームページ http://www.myg.or.jp/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（別表３） 
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 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 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

 

１．経営発達支援事業 

２．地域経済の活性化 

３．支援力向上 

7,000

2,500

500

7,000

2,500

500

7,000

2,500

500

7,000 

2,500 

500 

7,000

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、県市補助金によ

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： 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：石川利一 住所： 前橋市大手町 1-1-1 連絡先： 027-226-3336 
前橋市 にぎわい商業課 市内小規模事業者への施策支援を行う 
代表者： 担当課長：永井尚宏 住所： 前橋市本町 2-12-1 連絡先： 027-210-2188 
前橋観光コンベンション協会 地域観光への振興支援を図る 
代表者： 理事長：曽我孝之 住所： 前橋市本町 2-12-1 前橋プラザ元気 21 連絡先： 027-235-2211 
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： 担当長：宮崎信雄 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： 事業総括 高橋 智 住所： 前橋市本町 1-6-19 連絡先： 027-223-7311 
群馬銀行 大胡支店 県内小規模事業者への金融支援を行う。 
代表者： 支店長：周東 潔 住所： 前橋市大胡町３８２-３ 連絡先： 027-283-2611 
しののめ信用金庫 大胡営業部 県内小規模事業者への金融支援を行う。 
代表者： 営業部長：澁川隆男 住所： 前橋市大胡町 34 連絡先： 027-283-3111 
東日本製菓技術専門学校  県内小規模事業者への製造支援を行う。 
代表者： 校長 佐俣 俊彦 住所： 前橋市小屋原町１１４５-１ 連絡先： 027-267-1151 
（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： 前橋市大渡町 1-10-7 連絡先： 027-255-6500 
前橋税理士会 企業の経営計数把握の支援を行う。 
地区役員 長岡敏夫税理士事務所 住所： 前橋市樋越町 467-12 連絡先： 027-283-1914 
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 

 

 

前橋東部商工会 

前橋市 

群馬県商工会連合会

近隣商工会 

小規模事業者 

群馬県 

富士見商工会 

群馬伊勢崎商工会 

玉村町商工会 

金融機関 

専門家

東日本製菓技術専門学校 

事業計画策定 
創業支援 
地域経済活性化 

情報提供、実行指導 

実施 
協力 

実行
支援

専門家 経営発達支援事業 

産業支援機構他 


