
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
群馬伊勢崎商工会（法人番号 6070005004678） 

実施期間 平成 28年 4月 1日～平成 33年 3月 31日 

目標 

当商工会は、「地域の支援現場における中核機関」として、伊勢崎市、

群馬県商工会連合会、伊勢崎商工会議所、JA佐波伊勢崎、地域金融機
関、その他支援機関等と連携し、経営課題の解決、販路拡大・開拓等を

通し小規模事業者の経営の安定・改善・革新に向けた取組を支援すると

ともに、創業による新規事業者の創出、世界文化遺産を活用した観光開

発に取り組むことを目的とする。 

事業内容 

・巡回・窓口相談及びセミナーの開催を通して、小規模事業者の経営状

況の分析及び特性の類型化を行うとともに、各種調査の実施による地

域経済及び需要動向調査結果を基にした小規模事業者への伴走型支

援による事業計画の策定、フォローアップの実施。 
 
・創業相談窓口の開設及び専門家の配置による創業予定者に向けた具体

的な助言・支援体制の確立、事業の多角化、成長を目指す小規模事業

者に対する経営革新計画策定支援、地域内資源を活用した 6次産業化
に取り組む小規模事業者に対する相談窓口の設置、専門家派遣等の支

援の実施。 
 
・展示会、商談会等の参加やインターネットによる情報発信を活用した

販路拡大・開拓支援の実施。 
 
・世界文化遺産「田島弥平旧宅」を活かした観光開発による賑わいの創

出、産業祭をはじめとする地域の各種イベント等に積極的に参加し地

域経済活性化へ向けた取組の実施。 

連絡先 

群馬伊勢崎商工会 
〒279-2292 
群馬県伊勢崎市東町 2668-1 伊勢崎市役所あずま支所 2階 
TEL：0270-62-2580 FAX：0270-20-2105 
URL：http://www.g-is.or.jp 
E-mail：sodan@g-is.or.jp（相談専用 e-mail） 
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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 

【伊勢崎市の概要】 
群馬県伊勢崎市は、関東平野の北西部、赤城山麓の南面に位置

し、前橋市、高崎市、桐生市、太田市など群馬県の主要都市と隣

接する県南部の特例市である。平成 17年 1月に、伊勢崎市、佐波
郡赤堀町、東村、境町による合併が行われ、新たな伊勢崎市とし

て誕生し、10周年の節目を迎えた。 
伊勢崎市は、全国的に人口減少が進む中、地域経済の成長と都

市基盤の整備に伴い、人口増加が続いている。平成 28 年 1 月 1
日現在の人口は、211,812人である。 
市内経済を牽引している自動車関連製造業が好調であることに

加え、高速道路網の整備や積極的な企業誘致により、製造品出荷

等は増加傾向にある。平成 26年工業統計調査結果（速報）では、
1兆 1,753億円で県内第 2位となった。 
平成 24年経済センサス活動調査による市内の商工業者は 8,656であり、業種の内訳と
してはサービス業等が3,336、続いて卸売・小売業が2,172、製造業が1,401で全体の79.8％
である。商工業者数の推移をみてみると、平成 18年では 8,974であった商工業者数が、
平成 24年は 8,656と 318のマイナスとなっている。マイナス数が一番大きいのは卸売・
小売業でマイナス 190、次いで製造業のマイナス 111、サービス業等のマイナス 100であ
る。 
平成24年経済センサス活動調査及び平成26年経済センサス基礎調査に基づく開廃業率
については、開業率が 6.1％、廃業率が 5.7％で若干ではあるが開業率が廃業率を上回っ
ている。 
また、昨年は、市内にある「田島弥平旧宅」が世界文化遺産登録となり、国内からの注

目度が高まった。昨年度（平成 26年 4月~平成 27年 3月末）の田島弥平旧宅への入込客
数は 40,000人（前年比 600%増）で、遺産登録前に比べ大きく増加している。 
市は、27年 4月から「第 2次伊勢崎市総合計画」をスタートさせ、積極的な企業誘致、
人口の増加、高速道路網の整備等により、車や人の流れが大きく変化してきている中、産

業施策の柱として、中小・小規模事業者の経営基盤強化に向けた各種融資制度の充実のほ

か、地域のブランド力の向上や起業しやすい環境の整備、世界遺産「田島弥平旧宅」を活

用したまちづくりを推進するなど、活力ある商工業の振興を目指している。 
 

伊勢崎市の人口の推移 

  平成１８年 平成２１年 平成２４年 平成２７年 平成２８年 

商工会地区 74,429 76,849 77,336 78,034 78,409 

旧伊勢崎市 134,839 134,729 133,837 133,073 133,403 

伊勢崎市全体 209,268 211,578 211,173 211,107 211,812 
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平成 18 年商工業者数 

  合  計 建 設 業  製 造 業 運 輸 業 卸売・小売業 金融・保険業 不 動 産 業 サービス業等

商工会地区 2,801 354 642 129 686 22 36 932

旧伊勢崎市 6,173 519 870 88 1,676 76 440 2,504

伊勢崎市全体 8,974 873 1,512 217 2,362 98 476 3,436

 
平成 24 年商工業者数 

  合   計 建 設 業  製 造 業 運 輸 業 卸売・小売業 金融・保険業 不 動 産 業 サービス業等

商工会地区 2,928 336 659 142 740 36 64 951

旧伊勢崎市 5,728 503 742 106 1,432 95 465 2,385

伊勢崎市全体 8,656 839 1,401 248 2,172 131 529 3,336

 
平成 18 年～平成 24 年商工業者数の増減 

  合   計 建 設 業  製 造 業 運 輸 業 卸売・小売業 金融・保険業 不 動 産 業 サービス業等

商工会地区 127 -18 17 13 54 14 28 19

旧伊勢崎市 -445 -16 -128 18 -244 19 25 -119

伊勢崎市全体 -318 -34 -111 31 -190 33 53 -100

 
 
【当商工会地区（旧赤堀町・旧東村・旧境町）概要】 
①人口 
 当商工会地区の人口は、上記の表「伊勢崎市の人口の推移」から読み取れるように、平

成 18年 4月期の商工会合併当初は 74,429 人であったが、平成 28年 1月期では 78,409
人で、比較すると 3,980人増加している。逆に旧伊勢崎市は、同期間内に 1,436人減少し
ていることから、伊勢崎市の人口増は、当商工会地区の増加が寄与している。 
 
②商工業 
 当商工会地区の商工業者数は、合併当初の平成 18年では 2,801であったが平成 24年で
は 2,928と 127増加している。平成 24年の業種別の内訳は、サービス業等が 951と一番
多く次いで卸売・小売業が 740、製造業が 659と続いている。この 3業種で全体の 8割を
上回っており、伊勢崎市全体と同じ構成となっている。 
 一方、商工業者数の推移は、伊勢崎市全体がマイナスであるが、当商工会地区は 127
の増加となっている。減少しているのは建設業のマイナス 18 だけである。特に卸売・小
売業が、全国的に減少傾向の中 54の増加となっている。要因としては、地区内に平成 20
年 11 月に進出してきた「スマーク伊勢崎」内のテナントの増加が考えられ、単純に地域
内の小売業が増加したと捉えることは難しい。※詳細は上記の表を参照。 
しかし、当商工会地区にある既存の小規模事業者に目を向けると、業績不振や事業主の

高齢化等を理由に廃業をするところが多く、地域コミュニティの拠点である商店が減少傾

向にある。地域内格差が顕在化（旧町村部の疲弊）し、好調企業の業績改善の恩恵が小規

模事業者にまで十分至っておらず、また、内外との市場競争の激化や原材料価格の高騰な

どから、その取り巻く経営環境は依然として厳しい状況にある。 
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【当商工会地区の課題】 
 概要で述べた小規模事業者の廃業は、経営者の高齢化、後継者不在、将来性が見通せな

いといった理由が目立ち、直接のきっかけとなるのは、経営者の健康問題、売上の減少で

あるが、経営余力がある中での廃業決断も多く見受けられる。このような廃業を回避し事

業の継続的発展を進め、地域の疲弊を食い止めることが喫緊の課題である。 
 
【小規模事業者の中長期的な振興のあり方】 
 当商工会地区は、人口も平成 18年から平成 28年の 10年間の間に 3,890人の 5％の増
加となっている。また、商工業者数も 127の 5％の増加となっている。 
 しかし、商工業者、特に小規模事業者の多くは高齢化が進んでおり、なおかつ後継者が

いない事業所も多い。 
 また、経営資源の乏しい小規模事業者は、市場競争の激化や原材料の高騰、人手不足等

の経営環境の変化に対応することが困難な場合が多く、今後の 10 年間を考えた場合、大
幅な減少が予想される。そこで、地域経済の担い手であり、雇用の受け皿としての商工業

者、特に小規模事業者数を維持し増加させるためには創業者を増やすとともに、既存の小

規模事業者の持続的発展が欠かせない。 
 現在、伊勢崎市の開業率は 6.1％であり、廃業率の 5.7％を若干上回っている。  
そこで、中長期的目標として 10 年後には廃業の減少、事業の持続的発展へ取り組む企
業の増加により地域に元気を取り戻す。 
廃業を決断するまでに、誰に相談して良いかわからず、何の取組みもしていない経営者

が多く、商工会が経営者から十分な信頼感を得られていないのが現状であった。廃業まで

には少なくとも半年から 3年を要しているのが 7割、3年以上が 4割と期間をおいている
ことから、今後の 5年間の取組みとして、巡回を通じ事業者の抱える課題を早期に把握し、
経営分析をきっかけに経営者の思いを重視しながら早期の事業承継、新事業への取組み、

販路拡大への取組み等を専門家の知識を取り入れながら支援していく。 
 
【当商工会の取組】 
 当商工会は、平成１７年１月の伊勢崎市、赤堀町、東村、境町の市町村合併に伴い、平

成１８年４月１日に、当時の赤堀町商工会、東村商工会、境町商工会が合併し、群馬伊勢

崎商工会としてスタートした。 
平成２８年１月２８日現在の会員数は、1,234名で、群馬県最大規模の商工会である。
当商工会では、地域に根差した最も身近な支援機関として、国や県・市の中小・小規模

企業施策の実施を通じて、地域の小規模事業者が抱える様々な経営課題の解決に向けた中

長期的な支援に努めることが一層重要となっている。 
このため、当商工会は、「地域の支援現場における中核機関」として、地域小規模事業

者の経営課題をしっかりと把握し、事業所規模・業種等に関わらず、小規模事業者が経営

の安定・改善・革新に向けた取組ができるよう、県・市、地域金融機関、専門家等と連携

しながら、面的な支援を実施していく。 
 
【具体的な取組及び目標】 

28 年度から 5 年間の事業計画を定め、市の総合計画及び改正小規模事業者支援法に基
づき、以下の 6つを目標として取り組んでいく。 
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なお、目標の数値は 5年間の平均とする。 
 
① 小規模事業者の経営課題の解決と経営基盤の強化 

 事業計画策定セミナーの開催（開催件数：年 2回） 
 事業計画策定支援（支援件数：年 10件） 
 事業計画策定後のフォローアップ（フォローアップ実施回数：年 40回） 
 経営改善計画策定支援（支援件数：年 4件） 

 
② 販路拡大・開拓支援の充実 

 各種物産展や商工展への出展支援（支援件数：年 2件） 
 ビジネスマッチングサイト登録支援（支援件数：年 14件） 
 ニッポンセレクト出展支援（支援件数：年 2件） 
 ものづくりネット登録支援（支援件数：年 2件） 
 ホームページの作成・改良支援（支援件数：年 16件） 

 
③ 創業予備軍の掘り起こしと新規事業者の創出 

 創業セミナーの開催（開催数：年 2回） 
 創業相談窓口の設置（月 1回） 

 
④ 経営革新計画策定・6次産業化支援 

 経営革新計画セミナーの開催（開催数：年 2回） 
 経営革新計画策定支援（支援件数：年 6件） 
 6次産業化セミナーの開催（開催数：年 2回） 
 6次産業化相談窓口の設置（必要に応じ） 

 
⑤ 世界文化遺産「田島弥平旧宅」を活かした観光開発による賑わいの創出 

 観光開発プロジェクト（会議）（開催数：年 5回） 
 
⑥ 地域に根差した支援機関としての機能及び能力の強化 

 中部地区 4商工会による情報交換会（開催数：年 2回） 
 金融懇談会（開催数：年 2回） 
 専門家との情報交換会（開催数：年 2回） 
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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 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】 
小規模事業者が経営環境の変化に対応し経営を継続する上で、地域の経済動向を把握す

ることは重要であるが、人的資源が不足しているため自ら調査を行うことは難しい。現状、

群馬県の主動で年４回実施している「経営環境の変化による影響調査」は、県下の商工会

議所、中小企業団体中央会、商工会が会員企業対象に行っている調査で、分析結果が県単

位で捉えられており、大企業・中小企業が含まれた大枠でしか公表されていない部分もあ

り、必ずしも地域の小規模事業者にとって利用しやすいものではない。また行政や各業界

団体が公表する経済動向調査結果は内容のボリューム、対象地域が広範囲のものであり、

管内の小規模事業者に沿った支援を行うためには、伊勢崎市内、商工会管内エリアに絞り

込んだ経済動向の情報提供を行うことが求められる。そのため当商工会では、以下のとお

り各種調査、分析、情報の整理を実施し、経営指導員等の巡回時に小規模事業者に提供す

ると共に会報、ＨＰ等で公開する。また、事業計画策定、施策推進等支援の基礎資料とし

て活用する。 

（事業内容） 

（１）経済動向の情報収集と分析 
地域内の経済動向を把握するため、新たに景気動向調査を年 1回実施する。この調査は、
経済動向を把握するための基礎となるデータの収集を目的とし、業種、規模に片寄りがな

いようにピックアップした会員事業所に対して経営指導員等が巡回訪問し実施する。調査

項目は、小規模事業者を取り巻く環境の変化を把握するため、業況、売上額、収益、資金

繰り、販売価格、仕入価格、人手、設備等とする。また、必要に応じ、景気動向調査を補

完することを目的に、上記調査項目より主要な質問を抜粋したアンケート調査を経営指導

員等の巡回訪問時に実施する。 
さらに、伊勢崎商工会議所とアイオー信用金庫が共同で発行している伊勢崎佐波景況調

査、ぐんま経済新聞、TSR 情報等を利用し、地域の経済動向の情報収集を行い、経営指
導員が①小規模事業者に絞り込み、②伊勢崎市内の商工会地域に絞り込みを行う。それを

整理、分析し地域の企業に役立つ内容に編集する。資料作成には以下の機関が実施してい

る景気動向調査の情報も踏まえて行う。 
 全国商工会連合会 
 群馬県（産業政策課） 
 中小企業庁（中小企業基盤整備機構） 
 日本政策金融公庫 
その他、地域金融機関、日本政策金融公庫、信用保証協会等と金融懇談会を開催し、情

報の共有を行う。（年 1回） 
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なお、必要に応じては、専門家と協力のもと、情報の収集並び分析を行う。 
（２）収集・分析した情報の提供及び活用 
情報の提供方法としては、経営指導員等の巡回時に小規模事業者に提供すると共に会

報、ＨＰ等で公開する。また、事業計画策定、施策推進等支援の基礎資料として活用する。

  
２．経営状況の分析に関すること【指針①】 
当商工会地区の産業構造は多岐にわたる。製造品出荷額県内 2位の製造業が基幹産業で
あるが、業種別事業所数ではサービス業等が一番多い。また、高速道路網の整備等により、

物流の拠点として運輸業・倉庫業が成長分野として期待されている。そのため、産業別の

支援だけでなく、その個々の小規模事業者の経営課題に応じた支援を行うことが求められ

ている。 
そこで当商工会では、巡回指導･窓口相談、各種セミナーの開催等を通じ、小規模事業

者の経営状況の分析を実施し課題抽出を行う。抽出された個々の経営課題に応じた支援を

小規模事業者に対し実施する。経営指導員ら職員による巡回・窓口相談を中心として、ヒ

アリングにより経営状況、景況感を定性面から把握し、決算書で定量的な経営状況の分析

を行う。２つの側面から小規模事業者の経営状況の把握に努め、事業計画策定に繋げる。

個社の内容に応じ専門家の指導を交え持続的発展、経営革新に向けた支援を行う。 

（事業内容） 
（１）ヒアリングによる分析 
  経営指導員、補助員、記帳指導員等が巡回訪問、窓口相談時に、ヒアリングシートに

よる分析を行う。 
 分析項目は自社の業況や業界の景況、経営者の現状認識、後継者の有無等の内部環境（定

性面）についてヒアリングシートに基づく聞き取り調査を実施し、分析を行う。分析の結

果により、次の決算書等による分析や専門家による分析につなげる。 
 
（２）決算情報等による分析 
 ヒアリングによる分析を行った結果、新事業を行う取り組みや出された課題（例えば、

売上や利益が減少している、売上は伸びているが資金調達に悩んでいる等）によっては、

財務諸表に基づいた分析を経営指導員が小規模事業者と打ち合わせを行いながら実施す

る。特に新事業を行う取り組みについては、SWOT分析も併せて行う。この分析結果は、
事業計画策定時の基礎資料とする。 
 
（３）専門家による分析 
 上記の方法で抽出された課題が、高度かつ専門的であった場合は、問題点の真因の追求

や新たな取り組みの為のコアコンピタンスの洗い出し等については、外部から専門家を活

用しさらに詳細な分析の実施を行う。専門家による分析を行う場合は、必ず経営指導員等

が帯同し、分析手法等の習得に努める。この分析結果は、事業計画策定時の基礎資料とす

る。 
 
（４）分析結果による支援 
 上記の分析を行った結果、抽出された個々の課題に応じた支援を実施する。また課題に
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よっては、事業計画や経営改善計画、経営革新計画の策定、事業承継、第二創業、６次産

業化等の取り組みに対する提案を行う。さらに、必要に応じては、課題解決のための専門

家の活用の提案も実施する。 
 
（５）小規模事業者の特性による類型化 
上記の分析結果の蓄積より、小規模事業者の特性に合わせた、類型化を行う。類型化を

行うに当たっては、２０１４年度版中小企業白書第一章第２節小規模事業者の類型化を参

考とし下記の通りとする。 
 
小規模事業者の特性の類型化 
・事業の持続的発展を目指す「維持発展型」 
・事業の多角化、成長を目指す「経営革新型」 
・市場を地域内（市内、隣接市町村、県内）に求める「地域需要型」 
・市場を広く地域外（近隣都道府県）や全国、海外まで広げる「広域需要型」 
 

（目標） 
支援内容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

巡回訪問件数 907 1,000 1,100 1,200 1,200 1,200

セミナー開催 32 34 34 34 35 35

相談会開催 2 6 8 10 12 12

経営分析件数  

 

ヒアリングによる分析 0 80 100 120 140 160

財務諸表による分析 0 40 50 60 70 80

専門家による分析 0 10 20 30 40 50

 
３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 
【事業計画策定支援】 
小規模事業者が経営課題を解決するとともに経営基盤を強化するため、上記１の経済動

向調査、上記２の経営分析等の結果を踏まえ、その特性に合わせた事業計画策定支援を行

う。 
また、群馬県商工会連合会・中小企業基盤整備機構・群馬県よろず支援拠点・群馬県、

伊勢崎市・地域金融機関・専門家等とも連携し、伴走型の指導・助言を行い、小規模事業

者の特性に応じた発展を図る。具体的には以下の施策を実行する。 
 
（事業内容） 

（１）事業計画策定の必要性の周知 
事業計画策定の必要性について各事業者に説明する。現状、ほとんどの小規模事業者が

特性に合わせた事業計画を策定していない。その理由は、「策定する必要を感じていない」

「時間がない」「方法がわからない」などが考えられる。 
事業の維持・発展や経営革新・成長を図るためには、事業計画の作成は欠かせない。事

業計画を作成していないため、場当たり的な対応に終始し、その結果売上・利益が低迷し、
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資金繰りに窮している小規模事業者も多い。そのような事態に陥らないためにも「数値計

画」「行動計画」を含んだ具体的な事業計画の作成が望まれる。また、計画策定後は、計

画に沿った具体策を実行し、計画と実績の差異を把握するとともに問題点の改善を図って

いくことが必要となる。 
そのためには、現在、事業計画作成の必要性を感じていない小規模事業者に事業計画策

定の意義を説明することがその一歩となる。説明方法については、なるべく具体的な事例

を引用し、事業計画に取り組み易い土壌を醸成する。また、事業計画のテンプレートを用

意するなど、計画作成の簡便化を図る。具体的には以下の施策を実行する。 

① チラシの作成と配布 
「事業計画策定意義について」の説明チラシを作成し、商工会便りなどを活用し会

員企業に発送する。 

② 巡回時の説明 
経営指導員が巡回時に「事業計画策定の意義」を説明する。また、計画策定により

成功した企業の実例を紹介するなど具体的な説明を行う。 

（２）事業計画策定セミナーの開催 
小規模事業者を対象に、事業計画策定の意義や必要性について、専門家からわかりやす

く説明を行う。計画策定のメリット・デメリットや成功事例などを紹介しながら解説する。

また、セミナーにおいて、参加事業者は具体的な事業計画を策定しセミナー終了後には自

社の事業計画が策定できている状態を目標とする。 

（３）事業計画策定支援 
経営分析による小規模事業者の特性と抽出された課題解決に沿った事業計画の策定に

合わせて、金融相談、国や県の募集する競争的補助金の申請時等に計画策定についても個

別に支援する。経営指導員が事業者を訪問し、事業計画策定について助言・指導を行う。

必要に応じて専門家を派遣し、具体的で実行可能な事業計画を策定する。 
 

（目標） 
項目 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

(1)事業計画策定
の必要性を周知 

①チラシ作成と配布 ― 隔月     

②巡回時の説明 ― 訪問時     

(2)事業計画策定セミナーの開催 2回 2回 2回 2回 2回 2回 

(3)事業計画策定支援 ― 5件 7件 10件 12件 15件 

 

【創業・経営革新（第二創業）・6次産業化支援】 
小規模事業者が事業計画を策定することは、事業者にとって必須の取組事項ではある

が、それだけでは小規模事業者の特性に沿った発展を図るには不十分である。事業者には

個別に取り組まなければならない課題も多く、そのような課題に対して助言・支援を行う

ことも重要となる。 
また、事業計画策定過程において、自社の課題を認識し、新たな取組を模索する事業者
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が現れることも予想される。そのような状況に対応するため、当商工会としては以下の課

題に関して重点的に取り組み、小規模事業者の課題解決を支援する。 
 
（事業内容） 

（１）創業支援 
開業率の向上及び当商工会の会員数の拡大を図るためには、創業支援は不可欠である。

具体的には以下の施策を実行する。 

① 創業相談窓口の開設 
創業予定者が気軽に創業相談ができる窓口を開設する。当商工会内に創業相談窓口

を開設すると同時に、月 1回程度専門家を配置し、創業予定者に対して具体的な助言・
支援を行う。 

② 創業相談窓口の開設の周知 
創業予定者は当商工会の会員でない場合も多い。そのような創業予定者に創業相談

窓口の設置を知ってもらうため、伊勢崎市・地元メディア・地域金融機関などを通じ

広く情報を発信する。 

③ セミナーの開催 
上記①の創業窓口の相談状況に応じ、平成 28 年度以降、創業に関するセミナーの
実施の検討を行う。 

④ 専門家による支援 
相談内容によって、必要に応じ専門家による支援を実施する。 
なお、市は重点事業のひとつとして創業支援を実施しているため、市及び伊勢崎商

工会議所と連携した取組も合わせて行う。 

（２）経営革新（第二創業）支援 
新規事業の展開を図る小規模事業者にとって経営革新計画を作成することは、新規事業

の成功の可能性を大きく飛躍させることとなる。また、経営革新を行うにあたり円滑な事

業承継が必要である場合も考えられるため、経営革新を伴う事業承継については経営革新

と同様な取組を行う。具体的には以下の施策を実施する。 

① セミナーの開催 
外部専門家を招き、経営革新計画の作成目的・意義などを解説する。 

② 経営革新計画策定支援 
セミナー参加者を中心に経営指導員が経営革新計画策定の支援を行う。必要に応じ

て複数の経営指導員での対応や専門家の派遣を実施する。 

（３）6次産業化支援 
当商工会地区には 1 次・2 次・3 次産業の事業者が数多く事業を展開しており、6 次産
業に対する関心も高い。しかし、多くの事業者はどのように 6次産業化を進めれば良いの
かわからない状態である。そのような課題を解決するために以下の施策を実行する。 
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① セミナーの開催 
専門家によるセミナーを開催し、関心のある事業者に対し情報発信を行う。 

② 6次産業化相談窓口の設置 
6 次産業化相談窓口を設置し、事業者の支援を行う。必要に応じて専門家に依頼し
事業者への助言・支援を行う。 

（目標） 
項目 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

(1) 創業支援 

①相談窓口の開設 開設      

②相談窓口開設の周知       

③セミナーの開催 ― ― 1回 1回 1回 1回 

(2) 経営革新
計画策定支援 

①セミナーの開催 2回 2回 2回 2回 2回 2回 

②経営革新計画の策定支援 0件 3件 4件 5件 7件 10件 

(3)6 次産業
化支援 

①セミナーの開催 2回 2回 2回 2回 2回 2回 

②相談窓口の開設 ― 開設     

【経営の安定化・改善支援】 
小規模事業者の経営分析を行うにあたり、借入金の返済負担等財務上や、取引先の閉鎖、

事業主の高齢化、後継者の不在等経営上の課題のうち自助努力では解決が困難な問題に直

面した場合は、必要に応じ専門家との連携を行い、その課題の解決を図る。 
 
（事業内容） 

（１）経営改善計画書の作成支援 
資金繰りの悪化などにより、リスケジュールを余儀なくされる事業者が増えている。そ

のような場合、金融機関から経営改善計画の作成を求められる場合が多い。しかし、事業

者が単独で計画書を作成することは困難である。 
当商工会では、そのような事業者に対し、経営改善計画書作成のための助言・支援を行

う。また、同時に国が用意した融資メニューである「小規模事業者経営発達支援融資」の

活用として、自ら経営改善計画書を作成し、経営改善に積極的に取り組む事業者には同資

金を積極的に推薦すると同時に、これとは逆に、「小規模事業者経営発達支援融資」を希

望する事業者に対しては、経営改善計画書作成を支援機関として積極的に支援する。 

（２）事業のソフトランディング 
事業計画策定にあたり、事業そのものの維持発展が望めないケースも出てくることが予

想される。この場合は、円滑な事業承継や事業の廃止等も視野に入れた支援を行う。 
 

（目標） 
項目 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

(1)経営改善計画の策定支援 ― 2回 3回 4回 5回 6回 

(2)ソフトランディング ― 都度     
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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】 
事業計画を作成した小規模事業者を対象に、目標達成に向け伴走型支援を行う。 
事業計画策定後、事業計画に従って行われる事業が、確実に実施され、課題が解決され

るか等を確認するためにフォローアップを行う。 
 
（事業内容） 
（１）継続した巡回訪問 
策定された事業計画の進捗状況を確認することを目的に、定期的な巡回訪問（概ね 3ヶ
月に 1回程度）を実施する。 
（２）フォローアップ支援 
 小規模事業者は、経営資源が乏しい場合が多いことから、事業計画の遂行に当たり、目

標の達成状況など、計画に対する実績も確認しながらフォローアップ支援を行う。 
（３）事業計画のレビューの実施 
 フォローアップ支援の実施に当たり事業計画のレビューを行い、新たな課題の出現等に

対し、計画の修正や見直し対する支援を行う。 
（４）専門家派遣 
 事業計画を遂行するために必要となる課題の解決については、エキスパートバンク等を

活用し、専門家の派遣を積極的に行う。 
（５）事業継続に対する支援 
 事業計画の遂行に必要となってくる資金需要に関しては低利で利用できる日本政策金

融公庫の「小規模事業者経営発達支援融資制度」を積極的に活用する。 
また、訪問時に活用できる国や県、市が実施する施策（補助金など）の情報発信などを

行い、伴走型の支援を行う。 
 さらには、創業、第二創業、経営革新計画、6次産業化の計画を策定した小規模事業者
に対しても、各ステージにあわせて、次のステップに進めるよう、フォローアップや税務

申告、融資等による資金調達等の支援を必要に応じ実施する。 
 
（目標） 

項目 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

(1)事業計画策定支援の事業所数 ― 5件 7件 10件 12件 15件 

（2）事業計画策定後のフォローアップ回数 ― 20回 28回 40回 48回 60回 

（3）専門家派遣 ― 3件 5件 7件 8件 10件 

（4）小規模事業者経営発達支援融資制度 ― 1件 2件 3件 4件 5件 

 
５．需要動向調査に関すること【指針③】 
小規模事業者が商品・サービスを提供する際、「顧客ニーズがどこにあるのか」につい

て感覚的思考に頼ることが多い。企業の持続的発展を促進するために事業計画を策定し経

営戦略を立案するためには、事前の需要動向調査が不可欠であるが、その必要性と方法を

理解している事業者は少ない。小規模事業者に対して、販路開拓のために需要動向調査が

必要であることを、経営指導員等の日々の巡回、窓口相談等を通じて説いていく。 
需要動向調査は、個社の顧客や商圏内の需要動向等対する調査（特定個社の商品・役務



- 12 - 
 

を対象とする需要動向調査）及び広域の需要動向等に対する調査（業種別・品目別の需要

動向調査）が想定される。 
小規模事業者は経営資源が乏しいことに加え、各種調査等に関するノウハウの蓄積も少

ないことから、個々の経営課題の解決に向けた需要動向調査の実施に向けた伴走型支援を

実施する。 
（１）特定個社の商品・役務を対象とする需要動向調査 
 この調査は、個社が販売・提供する商品・サービスに加え、新商品の開発や新たな販路

開拓について、顧客のニーズ等を調査することから、個々の経営課題解決に関して個別に

行う必要がある。 
 調査手法については、①消費者・取引先動向、②市場規模、③商圏、④競合他社の状況

の各視点から行う。 
 また、この調査は、特定個社の消費者の動向を調査することから、小規模事業者が個社

で実施するものであるが、資金や人員等の経営資源が乏しく、調査等のノウハウの蓄積も

少ないので、調査の実施に当たっては、調査手法や対象、実施期間等について、設計段階

から調査結果の分析まで一貫した支援を行う。 
 また、必要に応じ専門家の派遣を行う。エキスパートバンク等専門家派遣事業を活用す

る。 
 この調査の収集分析結果は、個社支援で実施する為、当該事業所以外には公開しない。

  
（２）業種別・品目別の需要動向調査 
 上記（１）の調査が、特定個社の商品や役務を対象とすることに対し、この調査は、新

商品の開発や新たな販路開拓に際して、業種別や品目別といった少し大きな単位で実施す

る調査である。 
 このことから、下記により情報を収集、分析し、提供を行う。 
①国・県・業界団体等が行う需要に関する調査 
 総務省統計局の統計データや群馬県統計情報提供システムのデータ、業界団体の出して

いる需要動向調査や新技術・トレンドに関するレポートに加え各種業界紙や情報紙等の情

報を、業種や品目別に収集し分析する。 
②日経テレコンＰＯＳ情報による調査 
 日経テレコンのＰＯＳ情報から入手できる「売れ筋商品ランキング」のデータを、業界、

品目等のジャンルに合わせ入手し、上位ランクイン商品のシェア、平均価格など、現在消

費者に支持されている商品の情報を収集する。 
③収集分析結果の提供 
 収集分析した結果は、必要に応じ紙ベースで巡回訪問や窓口相談時に提供する。また、

必要に応じ、情報の収集、分析については専門家と連携して行う。 
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（目標） 
項目 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

(1)事業計画策定支援 ― 5件 7件 10件 12件 15件 

（2）特定個社の商品・役務を対象とする需

要動向調査 
― 2件 4件 6件 8件 10件 

（3）業種別・品目別の需要動向調査 ― 2件 4件 6件 8件 10件 

（4）専門家派遣 ― 1件 2件 3件 4件 5件 

 
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】 
海外製の安価な商品や郊外型の大型ショッピングモールの進出、インターネットショッ

ピングの普及などにより小規模事業者にとって厳しい状況が続いている。このような状況

下において、小規模事業者は特性に沿った販路開拓を行う体制が整っていなかった。 
今後は、事業の維持発展や経営革新を図るためには、新たな顧客獲得が必要不可欠であ

る。そこで、当商工会は以下の販路開拓支援を行う。 

（事業内容） 
（１）地域内における販路開拓支援（地域需要型） 
毎年 11月に境地区産業祭の一環として「いせさき商工展」を開催している。過去 5回
開催しており、毎回 1,000名を超える来場者がある。地域内の来場者に参加事業所の商品、
サービスの PRの場となっている。 
しかし、開催の周知対象は市民であるため、B to Cに片寄っており、B to Bへの広が
りがないのが現状である。そこで、平成 28年度以降は周知方法を検討し、B to Bにつな
がる取組を行い、さらなる認知度の向上を図る。 
市が中心となり当商工会、伊勢崎商工会議所、JA 佐波伊勢崎等が連携して市内で生産
される商品・サービスを広く周知する取組「Made in いせさき」事業を活用し、小規模
事業者の商品・サービスの認知度向上と販路開拓に向けた支援を行う。 

（２）県外広域へ向けた販路開拓支援（広域需要型） 
地域内には、付加価値の高い商品やサービスの提供を行っている小規模事業者もいる

が、地域外での認知度は高いとは言いがたい。 
そこで、池袋サンシャインシティで毎年行われているニッポン全国物産展（全国連主催）

をはじめ、県内外で行われている各種展示会・商談会等の情報提供を行うとともに、県及

び市、群馬県商工会連合会等と連携して出展支援を行い、販路開拓と知名度の向上を図る。

なお、物産展や商工展への出展は準備や当日の人員確保などハードルが高く感じる小規

模事業者も多い。また、事前準備と振り返りを十分に行わないと、ただ出展しただけにな

って効果は薄い。出展前の準備から終了後の振り返りまで支援することで小規模事業者の

継続的な支援につなげる。 

（３）インターネットを活用した販路開拓支援（広域需要型） 
当商工会では、隣接した太田市新田商工会、玉村町商工会と連携し、平成 24 年度にビ
ジネスマッチングサイトを新設したが環境の変化等により現在ほぼ活用されていない。こ

のサイトを、小規模事業者の商品・サービスの情報発信用ツールとして再構築し、販路開

拓、認知度向上の支援を行う。 
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当商工会、伊勢崎商工会議所、伊勢崎市と協力して構築し、現在、市が運営している市

内の製造業者紹介サイト「いせさきものづくりネット※」の登録、活用支援を行う。 
また、全国商工会連合会の公式ショッピングサイト「ニッポンセレクト.com」（EC サイ
ト）を広く周知し、出店へ向けた支援を行う。 
さらに、地域小規模事業者は、自社の情報発信ツールであるホームページを構築してい

ないところが多く見受けられることから、新しく再構築するビジネスマッチングサイトを

活用し、自社ホームページ作成支援も合わせて行う。 

「いせさきものづくりネット※」は、市内の製造業の製品や技術力に関する情報をインターネット上で広く紹介・PR し、ものづくり
の相談・発注を検討中の全国の製造業、市内の製造業とのマッチングを目的としたポータルサイトである。また、ものづくり産業の振

興を図るため、伊勢崎市の企業誘致情報など「伊勢崎市で仕事をしてみたい」という企業に対しても、様々な情報を提供している。 

（目標） 
項目 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

(1)各種物産展や
商工展 

①情報の提供 ― 都度     

②巡回時の説明 ― 訪問時     

③出展支援企業数 ― 2社 2社 2社 2社 2社 

(2)ビジネスマッ
チングサイト 

①情報の提供 ― 再構築 勧誘    

②巡回時の説明 ― 訪問時     

③登録企業数 ― 10社 12社 14社 16社 18社 

(3)ニッポンセレ
クト.com 

①情報の提供 ― 随時     

②巡回時の説明 ― 訪問時     

③出展支援企業数 ― 2社 2社 2社 2社 2社 

(4)ものづくりネ
ット 

①情報の提供 ― 随時     

②巡回時の説明 ― 訪問時     

③登録支援企業数 ― 2社 2社 2社 2社 2社 

(5)HPの作成・改良支援企業数 10社 12社 14社 16社 18社 20社 

 
Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
当商工会においては、地域経済活性化に取り組むにあたり地域資源を活用した観光開発

に積極的には取り組んでこなかった。 
平成 26年 6月に「富岡製糸場と絹産業遺産群」が世界文化遺産に登録されその構成資

産のひとつである田島弥平旧宅は地域内の境地区にある。 
この世界遺産の田島弥平旧宅を活用した観光開発や産業祭をはじめとする地域の各種

イベント等に積極的に参加し地域経済活性化を図るにあたり以下の事業に取り組む。 

（１）世界文化遺産を活用した観光開発 
世界文化遺産を活用した観光開発に取り組むにあたり、平成 26 年度実施した地域内資
金循環等新事業開発での検討結果を踏まえ、田島弥平旧宅のある境地区の商業者団体（や

るき会、毎日サービス会）、伊勢崎市、群馬県商工会連合会で構成する観光開発プロジェ

クトを立ち上げ、年 5回の会議・研修を実施し、世界文化遺産を活用した地域活性化の方
向性について検討を行う。 
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また、全国商工会連合会が実施する「地域資源∞全国展開プロジェクト」に応募し観光

開発の具体化に向けた取組を推進する。 
この取組を足がかりに、群馬県内外からの観光客誘致を行い、地域の賑わい創出、さら

には市全体の観光スポット等と連携したイベント等の検討を行いさらなる地域経済活性

化策の策定を図る。 

（２）地域内イベント連携事業 
平成 17年 1月の市町村合併により伊勢崎市になったが、旧 3町村（赤堀町、東村、境
町）で行われていた産業祭をはじめとする各種イベントは、合併後も同様に開催されてい

る。特に、地域資源を活用したイベントは主催者が多岐にわたり、それぞれが単独で開催

していた。 
そこで、さらなる地域経済活性化を推進するためには、上記（１）で検討を重ねた観光

開発案に基づき各種イベントとの連携策についての検討を各種団体と行う。 
なお、連携先については、上記（１）の検討結果に基づき選定する。 
また、産業祭については、地域経済活性化の重要なイベントであるとともに、地域の小

規模事業者の商品・サービス等と PRする機会でもあるため、新製品・新サービスの周知
の場として積極的に活用していく。 

（目標） 
 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

観光開発プロジェ

クト（会議等） 
3 5 5 5 5 5

観光客入込数 
伊勢崎市全体 

3,257,358 3,260,000 3,270,000 3,280,000 3,290,000 3,300,000

 
商工会地域内 867,886 870,000 880,000 890,000 900,000 910,000

内田島弥平旧宅 40,086 41,000 42,000 45,000 45,000 50,000
※観光客入込数の現状数値は平成 26年度を使用。なお、田島弥平旧宅の平成 25年度観光客入込数は 6,300人。 

 
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。 
なお、以下（１）～（４）の事業については今後新たに取り組むものである。 

（１）中部地区 4商工会による情報交換会（年 2回） 
中部地区 4商工会（前橋東部商工会・富士見商工会・玉村町商工会・群馬伊勢崎商工会）
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。具

体的には、各種補助金事業・経営計画策定支援の事例発表により取組方法及び現状につい

て情報を共有し支援の連携強化を図る。 

（２）伊勢崎地区の支援機関、行政、専門家との情報交換会（年 2回） 
伊勢崎商工会議所、伊勢崎市経済部担当職員（商工労働課・企業誘致課・農政課・文化

観光課）及び専門家（中小企業診断士・税理士・社会保険労務士）と支援ノウハウ、支援
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の現状、地域内経済動向の共有を図ることを目的とした定期的な情報交換会を開催する。

具体的には伊勢崎市総合計画に基づく支援の実施、地域内小規模事業者の現状を踏まえた

施策の展開に向け専門家の視点を入れた意見交換を行う。 

（３）金融懇談会（年 1回） 
日本政策金融公庫、地域金融機関、群馬県信用保証協会と地域内の経済動向、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、資金需要・金融動向に関する情

報交換会を開催する。 

（４）専門家との情報交換会（年 2回） 
税理士会、中小企業診断士協会と情報交換をし、先進事例の情報提供や高度な経営支援

のノウハウを学び、小規模事業者に寄り添ったきめ細かい支援の実現を図る。具体的には

専門分野の詳細な情報を提供してもらうことにより踏み込んだ支援の実現を図る。 
 
２．経営指導員等の資質向上等に関すること 
経営指導員の資質向上を目的として以下の取組を実施することにより、新事業展開や高

付加価値化の支援や売上や利益を確保することを重視した、伴走型支援能力の向上を図

る。以下、（２）、（３）については今後新たに取り組む事業である。 

（１）研修会への参加 
① 群馬県商工会連合会が主催する経営指導員研修会（一般、実務）への参加 
② 職員協議会が企画する職員向け研修会（職員資質向上）への参加 
③ 中小企業大学校主催の中小企業支援担当者等研修に経営指導員が年 1回以上参加 
④ その他必要に応じ、各団体等が開催する研修会、講演会等に積極的に参加 

（２）経営指導員会議（月 1回） 
事務局長、アドバイザーも参加し、経営状況、分析結果等支援状況について確認し合い、

チームでの支援を強化する。また、若手はベテランとの意見交換を通じ、経営指導のノウ

ハウを習得する。具体的には個々が抱えている案件の進捗状況の報告、助言、取組のため

の体制整備等について意見を出し合う。 

（３）勉強会開催（年 2回） 
嘱託専門アドバイザー（中小企業診断士）を講師に職員を対象とした勉強会を開催し、

支援スキルの向上を図る。具体的には専門家による支援事例紹介や経営指導員が作成した

経営計画書類等のブラッシュアップにより個々の事例に即した支援の精度を高める。 

（４）OJTの実施（随時） 
① 巡回、窓口相談時において、必要に応じ、若手経営指導員は、ベテラン経営指導員
とチームで小規模事業者の支援にあたり、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。 
② 専門家派遣による指導時に経営指導員が必ず同行し、専門家の行う指導、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。 
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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）外部有識者（市、県連、専門家等）、当商工会役員（正副会長）により構成された

報告会を年度末に開催し、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・承認を受ける。 
（３）事業の成果・評価・見直しの結果を本会Webサイト（http://www.g-is.or.jp）、会報

等で公表する。 
PDCAサイクル

（１）事業の実施状況のとりまとめ・分析
　商工会内部において指導員会議を開催し，各事業の結果と
目標を比較するなど分析を行う

（２）外部有識者等による評価（報告会の開催）
　市，商工会連合会，専門家，当商工会役員（正副会長）への
報告会（年度末）を開催し，実績，必要性，効率性等について
検証・評価を行う

（１）報告会での評価結果に基づく支援計画の見直し
　外部有識者等による評価結果を踏まえ，事業内容及び方法
等について見直し案を検討

（２）新規事業の検討
　必要性，緊急性，有効性を勘案して，新たな事業・支援策を
検討する

Plan 計画 Do 実行

Action 改善 Check 評価

（１）計画策定（改訂）
　市総合計画及び改正小規模事業者支援法に基づく経営発達
支援計画の策定（２年目以降は，前年度の評価及び改善を踏
まえた支援内容，数値目標等の改訂）
（２）予算編成
　事業実施に必要な資金及び調達方法の検討
（３）理事会での報告・承認
　修正した事項等を反映させた支援計画を理事会において報
告・承認を受ける
（４）結果公表
　本会Webサイトや年３回発行する会報等で当該年度の事業
報告及び評価，次年度の事業計画を公表する

（１）支援計画に基づく事業の実行
　別表２で示した実施体制により，職員一丸となった支援計画
の実行を行う

（２）定期的な進捗状況の管理
　月１回の指導員会議により，事業毎の実施状況を把握・管理
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 2月現在）
（１）組織体制 

 
 
● 実際に事業を実施する人員 

経営指導員     （5名）直接支援 
事務局長      （1名）間接支援 
補助員       （2名）間接支援 
嘱託専門アドバイザー（2名）専門的支援 

 
● 商工会全体の組織、経営指導員数、事務職員数 

事務局長        1名 
経営指導員       5名 
補助員         2名 
記帳指導員       5名 
嘱託専門アドバイザー  2名 

 
（２）連絡先 

〒379-2292 群馬県伊勢崎市東町 2668-1 伊勢崎市役所あずま支所 2階 
TEL：0270-62-2580 FAX：0270-20-2105 
URL：http://www.g-is.or.jp E-mail：sodan@g-is.or.jp（相談専用 e-mail） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

経営発達支援事業

直接支援

間接支援

専門的支援

経営指導員による小規模事業者の伴走型支援（経営分析・事業

計画策定・実施支援・市場調査・販路開拓等） 

事務局長、補助員等による他支援機関、行政との連絡調整と予

算管理、事務処理 

嘱託専門アドバイザーによる高度な支援と経営指導員に対す

る資質向上のための OJT 
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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） 

 28年度 
（28年 4月以降） 29年度 30年度 31年度 32年度 

 4,300 4,800 4,800 4,900 4,900

 

指導強化対策費 

 

（内訳） 

①事業計画策定

支援事業費 

 

②創業支援事業

費 

 

③6 次産業化支
援事業費 

 

④経営革新計画

策定支援事業費 

 

⑤経済動向調査

事業費 

 

⑥世界遺産関連

調査事業費 

 

⑦観光開発等研

究事業費 

 

⑧販路開拓支援

事業費 

 

4,300 

 

 

1,500 

 

 

600 

 

 

500 

 

 

400 

 

 

200 

 

 

500 

 

 

300 

 

 

300 

 

 

4,800

1,500

1,000

600

400

200

500

300

300

4,800

1,500

1,000

600

400

200

500

300

300

4,900 

 

 

1,500 

 

 

1,000 

 

 

600 

 

 

400 

 

 

200 

 

 

500 

 

 

300 

 

 

400 

 

 

4,900

1,500

1,000

600

400

200

500

300

400

（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、全国連補助金、県連補助金、事業受託費、参加

者負担金 

（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 
当商工会の経営発達支援計画を実行するには、各行政機関・金融機関・専門家などと

密接な連携を図る必要がある。また、当計画において実行する事業内容に関しても、こ

れらの諸機関の協力は欠かせない。 
当商工会は、連携者との情報交換や支援を得ることにより、地域小規模事業者の事業

運営を支援する。 
連携者及びその役割 

 
連携者と連携して実施する事業の内容に関しては下表のとおりである。 

 
事業名 連携者 事業内容 

１．地域の経済動向調査

に関すること 

伊勢崎商工会議所・アイオ

ー信用金庫・日本政策金融

公庫・群馬県信用保証協会 

当商工会地域内の経済動向調査 
地域外の経済動向調査 
当商工会地区の経済動向の特性の把握 

２．経営状況の分析に関

すること 

群馬県商工会連合会・中小

企業診断士・税理士・社労

士・地域金融機関 

経営状況の把握及び経営分析 
需要動向の調査及び分析 
各種相談会の開催 

３．事業計画策定支援に

関すること 
●事業計画策定支援 

群馬県商工会連合会・地域

金融機関・群馬県産業支援

機構・専門家 

事業計画策定支援のための専門家派遣 
事業計画策定セミナーの開催 

●創業・経営革新（第二

創業）・6次産業化支援 

群馬県商工会連合会・伊勢

崎商工会議所・中小企業診

断士協会・地域金融機関 

創業支援 
6次産業化支援 
経営革新計画作成支援 

●経営の安定化・改善支

援 

群馬県商工会連合会・群馬

県産業支援機構・専門家・

地域金融機関 
経営改善計画書の作成支援 

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・伊勢

崎商工会議所・群馬県産業

支援機構・専門家・中小企

業診断士協会・地域金融機

関 

各事業計画策定後のフォローアップ 

５．需要動向調査に関す

ること 

伊勢崎商工会議所・アイオ

ー信用金庫・日本政策金融

公庫・群馬県信用保証協会 

当商工会地域内の経済動向調査 
地域外の経済動向調査 
当商工会地区の経済動向の特性の把握 

６．新たな需要の開拓に

寄与する事業に関するこ

と 

伊勢崎市・伊勢崎商工会議

所・JA佐波伊勢崎 

地域内における販路開拓支援 
県外広域へ向けた販路開拓支援 
インターネットを活用した販路開拓支援
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連携者（敬称略） 
【行政】 
 伊勢崎市 市長 五十嵐 清隆 
（伊勢崎市今泉町 2-410 電話：0270-24-5111） 

【支援機関】 
 群馬県産業支援機構 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 電話：027-255-6500） 

 群馬県商工会連合会 会長 髙橋 基治 
（前橋市関根町 3-8-1 電話：027-231-9779） 

 伊勢崎商工会議所 会頭 古賀 友二 
（伊勢崎市昭和町 3919 電話：0270-24-2211） 

 群馬県中小企業診断協会 会長 矢島 治夫 
（前橋市敷島町 244-1 電話：027-231-2249） 

 関東信越税理士会伊勢崎支部 支部長 岩沢 民雄 
（伊勢崎市今泉町 2-947-2 電話：0270-23-1234） 

 群馬県信用保証協会 会長 三澤 益巳 
（前橋市大手町 3-3-1 電話：027-231-8816） 

 群馬県社会保険労務士会 会長 藤井 良昭 
（前橋市元総社町 528-9 電話：027-253-5621） 

【地域金融機関】 
 群馬銀行 伊勢崎支店 支店長 後藤 明弘 
（伊勢崎市本町 11-5 電話：0270-24-1111） 

 群馬銀行 赤堀支店 支店長 山本 和秋 
（伊勢崎市市場町 1-36-10  電話：0270-62-1841） 

 群馬銀行 境支店 支店長 石原 裕之 
（伊勢崎市境 309  電話：0270-74-0650） 

 東和銀行 伊勢崎東支店 支店長 梁川 雅弘 
（伊勢崎市上諏訪町 1525-11  電話：0270-24-5622） 

 東和銀行 境支店 支店長 大塚 功 
（伊勢崎市境栄 786  電話：0270-74-1515） 

 アイオー信用金庫 赤堀支店 支店長 反野 裕 
（伊勢崎市市場町 2丁目 890  電話：0270-63-1311） 

 アイオー信用金庫 あずま支店 支店長 吉沢 徹 
（伊勢崎市東町 2612-1  電話：0270-62-6411） 

 アイオー信用金庫 境支店 支店長 髙橋 弘之 
（伊勢崎市境 764  電話：0270-74-1055） 

 アイオー信用金庫 渕名支店 支店長 八田 浩孝 
（伊勢崎市境上渕名 1091-2  電話：0270-76-1111） 

 桐生信用金庫 赤堀支店 支店長 小此木 盛吾 
（伊勢崎市西久保町 2-511-1  電話：0270-20-2311） 

 桐生信用金庫 国定支店 支店長 金井 良昌 
（伊勢崎市国定町 2-1865-2  電話：0270-63-1717） 

 桐生信用金庫 境支店 支店長 大野 俊男 
（伊勢崎市境栄 938  電話：0270-70-1515） 

 ぐんまみらい信用組合 東群馬営業部 部長 河田 和明 
（伊勢崎市境 315-5  電話：0270-74-0630） 

 あかぎ信用組合 赤堀支店 支店長 石関 勝博 
（伊勢崎市西久保町 2-114-1  電話：0270-62-1121） 
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 日本政策金融公庫 前橋支店 国民生活事業統括 高橋 智 
（前橋市本町 1-6-19  電話：027-223-7311） 

【その他】 
 JA佐波伊勢崎 代表理事組合長 児島 秀行 
（伊勢崎市連取町 3096-1 電話：0270-20-1220） 
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連携体制図等 
 

 

☆伊勢崎商工会議所
☆アイオー信用金庫
☆日本政策金融公庫
☆群馬県信用保証協会

☆群馬県商工会連合会
☆中小企業診断士
☆税理士
☆社労士
☆地域金融機関

☆群馬県商工会連合会
☆地域金融機関
☆群馬県産業支援機構
☆専門家

☆群馬県商工会連合会
☆伊勢崎商工会議所
☆中小企業診断士協会
☆地域金融機関

☆群馬県商工会連合会
☆群馬県産業支援機構
☆専門家
☆地域金融機関

☆群馬県商工会連合会
☆伊勢崎商工会議所
☆群馬県産業支援機構
☆専門家
☆中小企業診断士協会
☆社労士
☆地域金融機関

☆群馬県商工会連合会
☆中小企業診断士
☆税理士
☆社労士
☆地域金融機関

☆伊勢崎市
☆伊勢崎商工会議所
☆ＪＡ佐波伊勢崎

販路開拓に関する支援・情報提供

商工展などの開催・情報発信

専門家派遣

専門家派遣依頼

専門家派遣

専門家派遣依頼

各種資料の提供・専門家の知見提供

各種統計資料請求

各種資料の提供・専門家の知見提供

景気動向調査などの各種資料請求

専門家派遣・各種セミナー開催支援

専門家派遣依頼・セミナー開催依頼

事業計画策定実務の支援

専門家派遣依頼・セミナー開催依頼

●経営の安定化・改善支援

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

群馬伊勢崎商工会

連携者役割連携する内容

各種統計資料の提供・専門家の知見提供

各種統計資料請求

２．経営状況の分析に関するこ
と

１．地域の経済動向調査に関
すること

３．事業計画策定支援に関する
こと
●事業計画策定支援

●創業・経営革新（第二創
業）・6次産業化支援


