
 

 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
高崎市吉井商工会（法人番号 5070005002443） 

実施期間 平成 28 年 4 月 1 日～平成 33 年 3 月 31 日 

目標 

人口減少にともなう事業者数の減少に対応し、当地域内の小規模事業者

の販路拡大を図り売上・利益を確保する。そのためには、それぞれの小

規模事業者が自社の「強み」を正確に理解し、「経営状況の分析」や「事

業計画の策定」などを通じて他社との差別化を図り「地域住民に愛され

るキラリと光る事業者」となることを目標とする。 

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に関すること 
各種統計調査や地区内の小規模事業者への聞き取りにより、支援を

実施する個社及び地域の状況を正確に把握する。 

2. 経営状況の分析に関すること 
事業計画策定支援や計画策定後の支援を実施するため「財務分析」

「SWOT 分析」を実施し、個社の経営状況を把握する。 

3. 事業計画策定支援に関すること 
売上・利益の確保を図るため、実効性の高い事業計画を作成する。

4. 事業計画策定後の実施支援に関すること 
事業計画策定後にきめ細かな伴走型の支援を実施することにより、

計画の着実な進行をサポートする。 

5. 需要動向調査に関すること 
消費者のニーズを把握する仕組みを構築し、情報を収集・分析する

ことにより事業者の「事業の方向性」を把握する。 

6. 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 
商談会・展示会・地域振興事業を通じ、需要掘り起こしを支援する。

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地域振興事業のための意識の共有化を図

り、事業を持続的に発展させるための環境整備を推進する。 

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 
他の支援機関との情報交換会を行うことにより支援ノウハウの向

上を図る。 
2. 経営指導員等の資質向上等に関すること 
組織全体のレベルアップを図るため知識の共有化の仕組を作る。 

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 
PDCA サイクルを実施し事業の評価・見直しのための仕組を設ける。

連絡先 

住所 〒370-2132 群馬県高崎市吉井町吉井 6－4 

TEL 027-387-2293  FAX 027-387-5430 

e-mail yoshii-s@lily.ocn.ne.jp  URL http://yoshii-sci.com 
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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. 当地域の現状 
 当商工会（高崎市吉井商工会）は群馬県内の中核市でありまた県内最大の人口（約

37 万人）を擁する高崎市に位置している。吉井町は群馬県の南西部に位置し、昭
和 30 年に甘楽郡岩平村との合併により多野郡吉井町となったが、平成 21 年 6 月
に高崎市と合併し高崎市吉井町となった。本町は西に甘楽町、北西に富岡市及び安

中市、北東は高崎市市街地、東南は藤岡市に接しており、蝶々が羽を広げたような

形となっている。町の中央部を鏑川が東西に流れており、その周辺には平地が広が

っている。町の北部と南部は緑豊かな丘陵地となっており、総面積は 58.35Km2

である。 

 
 吉井町では、縄文時代や弥生時代の遺跡が数多く発見されており、古代から人が住
んでいたことがうかがわれる。その中でも和銅 4年（711年）に本町を中心に創立
された多胡郡の記念碑である多胡碑は、日本三古碑の一つに数えられており、国の

特別史跡に指定されている。 
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 多胡碑は、当地域内にある古碑（金石文）であり、国の特別史跡に指定されている。
山ノ上碑（高崎市山名町）、金井沢碑（高崎市山名町）とともに「上野三碑」と総

称されている。日本国内で現存する平安時代以前の古碑は 20例ほどに過ぎずその
うちの三碑が高崎市に集中していることは歴史的に極めて稀である。平成 27 年 9
月、日本ユネスコ国内委員会は、「上野三碑」が古代の社会制度や東アジアでの文

化交流を示す世界的な価値があると認め、ユネスコ記憶遺産候補とすることを発表

した。平成 28 年 3 月にユネスコへ登録を申請、平成 29 年夏ごろにユネスコ国際
諮問委員会が登録の可否を審査する予定となっている。 
 それに合わせ全国に「上野三碑」のロゴマークを募集し、平成 27年 8月に下記の
ロゴマークが決定した。高崎市はホームページやポスター・パンフレットなどにロ

ゴマークを掲載し、「上野三碑」の PRを推進する予定である。 

  
 町内には、国道 254 号線と主要地方道である高崎万場秩父線がそれぞれ東西・南
北に走っているほか、上信越自動車道が町内の南部を東西に走り吉井インターチ

ェンジが設置されている。また、国道 254 号線のバイパスとして「甘楽吉井バイ
パス」の建設が平成 12 年から始まっており、平成 28 年度中には一部開通予定と

多胡碑とその碑文 
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なっている。「甘楽吉井バイパス」は、甘楽町と吉井町の交通渋滞の緩和と、交通

安全の確保を目的としたバイパスとして敷設され、物流の効率化と地域の活性化が

図られるものとして期待されている。 
 鉄道は上信電鉄線の馬庭駅・吉井駅・西吉井駅が敷設されており、高崎市街地へ
の所要時間は約 20分である。また、上信越道の吉井インターチェンジの開設によ
り首都圏や長野方面・新潟方面へのアクセスが容易になり他地域との交流が推進さ

れている。 
 人口 24,603人・世帯数 9,362世帯（平成 27年 3月 31日現在）であり、人口は平
成 16年をピークに減少傾向となっている。人口減少とともに高齢化も進み、現在、
町内の 65歳以上の人口は全体の 18.8%となっており、今後も高齢化率は増加する
ものと考えられる。 
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 当地域における商工業者総数（平成 27年度）は 845事業者となっている。内小規
模事業者は 711 件となっており、全体の 84.1%を占めている。業種別事業者数は
卸売業・小売業、製造業、サービス業、建設業の順に多いが総じて業種によるばら

つきは少ない。 
当商工会の業種別事業者割合（平成 27 年） 

業種 事業者件数 割合 

商工業者総数 845  

小規模事業者数 711 84.1% 

建設業 146 17.3% 

製造業 181 21.4% 

卸売業・小売業 191 22.6% 

飲食店・宿泊業 69 8.2% 

サービス業 164 19.4% 

その他 94 11.1% 

 地域内の商工業者数・小規模事業者数ともに減少傾向となっている。特に小規模事
業者の減少傾向が著しい。業種別の事業者数についても、どの業種も総じて減少傾
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向となっている。また、小規模事業者の多くは、少子高齢化による需要の減少・競

合激化による業績不振・資金繰りの悪化などの諸問題を抱えており、厳しい現状に

置かれている。 
 平成 26 年 平成 27 年 前年対比 
商工業者総数 929 845 91.0% 

小規模事業者数 806 711 88.2% 
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 当地域内には商店街が無く、駅や幹線道路沿いに店舗が点在している状態である。
地区内に大規模ショッピングセンターである「ベイシア吉井店」「カインズホーム

吉井店」「パワーセンターうおかつ吉井店」が開設され多くの住民がそれらの大型

店に流れており地元の小規模小売店から客足が遠ざかる傾向となっている。また、

地域内の幹線道路の整備が進むとともに、地区内の住民が都心部である高崎市街地

や前橋市のショッピングモールに買い物に行くケースも増えている。 
 製造業においては、従業員 3 人以下の小規模事業者が全体の約 2 分の 1 を占めて
いる。また、多くの事業者が市街地とその周辺に混在して立地しているため、それ

らの集約化と効率化を進める目的で工業団地が造成されている。現在、地区内には

「吉井工業団地（9社）」「吉井本郷工業団地（1社）」「吉井多比良工業団地（1社）」
「吉井岩井工業団地（1社）」の 4つの工業団地が立地している。 
 製造業に従事している従業員の技術力向上を図るため、「ポリテクセンター群馬」
「群馬県立高崎産業技術専門校」の技能講習やセミナーに従業員を参加させる事業

者が多い。「ポリテクセンター群馬」「群馬県立高崎産業技術専門校」は当地域内の

施設ではないが、当地域と隣接した高崎市山名町に立地しており、当地域からの交

通の便が良いため利用頻度が高くなっている。 
 農業においては、養蚕を基幹として長年栄えてきたが昭和 54年以降養蚕農家は激
減しており、今後も厳しい状態が続くと予想される。当地域は地区内の地勢が比較

的平坦であることや人口集積地である高崎市街地から近いこともあり、長年近郊農

産地としての役目を担ってきた。従来から地区内において、米・麦・畜産・きゅう
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り・しいたけ等の栽培を行い近隣都市部への供給を行ってきたが、近年農家の高齢

化や競合の激化などにより収益を伸長させることが難しい状態となっている。しか

し、一方ではそのような状況下においても、特徴のある農産物を栽培・加工・販売

し「6次産業化認定事業者」として飛躍している事業者もある。また、地元農産物
のブランド化を図るため旧吉井町が中心となり吉井物産センター「ふれあいの里」

を平成 8年 11月に開設した。「ふれあいの里」では、地元の農産物・加工品・工芸
品を販売しており、現在の年間売上高は約 6億円である。県道 71号線に面してお
り地区内外からの利便性が高いため、地元住民はもとより、土日には近隣市町村住

民や観光客も訪れ賑わいを見せている。 
 

2. 当地域の内部環境（強み・弱み） 
(1) 当地域の強み 
 「甘楽吉井バイパス」の一部開通・上信越道の吉井インターチェンジの開設な
どにより居住者や事業者にとって近隣市町村や首都圏などの都市部への利便性

が高い。 
 地区内に 4つの工業団地を有しており、多くの製造業が進出している。 
 「ポリテクセンター群馬」「群馬県立高崎産業技術専門校」が隣接地区に存在し
ており、従業員の技術力の向上を図ることができる。 
 地区内の農産物を活用し、6次産業化を進めている事業者が存在する。 
 様々な業種の事業者が混在しているため、異業種間のコラボレーションを図る
ことができる。 

(2) 当地域の弱み 
 人口が減少傾向となっており、地区内の少子高齢化が進行している。 
 地区内の事業者数が減少している。 
 大型 SCの進出により、地区内の小規模事業者の顧客が奪われている。 
 近隣都市への利便性が高いため産業の空洞化の危険性がある。 

3. 当地域の課題 
当地域は人口減少による少子高齢化に伴い、事業者数が減少傾向となっている。特

に小規模事業者の衰退が著しい。交通の利便性が高まったことにより、居住者の利

便性も高まったが、同時に大型 SC の進出や地域外への消費者の流出が起こり、地
域内の事業者は厳しい状況に置かれている。上記の現状を考慮した当地域の課題は

以下の通りである。 
 利便性の向上を活用した地元小規模事業者の活性化や新規事業者の誘致を推進す
ること 
 「ユネスコ記憶遺産」を活用した観光客の誘致と新商品開発支援の実施 
 事業者の技術力向上や後継者育成のための支援 
 地域内事業者へのタイムリーな情報発信の実施及びその仕組み作り 

4. 小規模事業者に対する中長期的な振興のあり方 
小規模事業者が激変する外部環境に対応し継続的な発展を達成するためには、自社

の「強み」を正確に把握し他社との差別化を図ることが最も重要となる。独自の「強

み」を最大限に活用した「地域住民に愛されるキラリと光る小規模事業者」となる

ことが全業種に共通した今後 10年間における中長期的な振興のあり方となる。以下
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にそれぞれの業種における具体例を記載する。 
○ 小売業 
「上野三碑に関連した商品の開発・販売」「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」

「地元特産品の販売」 
○ 製造業 
「独自技術の洗練化」「独自製品の開発・製造・販売」「製造ラインの効率化」

「他業種とのコラボレーション」「需要に応じた設備投資」 
○ サービス業 
「独自の技術力を活かしたサービスの提案」「地元住民に安心感を与える店作

り」「観光客に対応した新たなサービスの提案」「高齢者に対応したサービスの

充実」 
○ 建設業 
「公共事業から民間受注の開拓を進める」「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」「交通の利便性を活用

したセカンドハウスの提案」 
○ 飲食店 
「食の安心・安全の提供」「地元農産物を活用したメニューの開発」「高齢者に

配慮した店作り」「上野三碑への観光客に対応したメニューの提案」 
当地域は現在、人口が減少傾向となっており、少子高齢化による市場の縮小が予想

される。今後は全業種において「後継者育成」「事業承継の計画・実行」が必要とな

る。 
5. 高崎市吉井商工会の役割 
当商工会は、地域内の小規模事業者に対して「税務申告指導」「記帳指導」「金融支

援（マル経など）」「共済・年金・保険制度の提供」を中心に地域事業者の支援に取

り組んできた。一方でそれらの事務作業や書類作成などに追われ、各事業者の特性

に応じた経営支援が手薄になる傾向があった。当地域の現状・課題を考慮すると当

商工会には以下の役割が求められている。 
 利便性を活用した地区内需要の喚起 
 小規模事業者の特性に応じた経営支援の実施 
 商工会ホームページを活用した地域内の事業者に対する適切でタイムリーな情報
発信 
 地区内の多様な業種の事業者に対応するための広範な知識や提案力の獲得 

6. 小規模事業者振興の目標 
平成 26年に施行された「小規模基本法」「小規模支援法」に基づき、群馬県産業
経済部が作成した平成 27年度の産業経済部施策概要によると「伴走型」できめ細や
かな支援の実施が掲げられている。また、高崎市が作成した「高崎市第 5 次総合計
画 後期基本計画（平成 25 年度～平成 29 年度）」において、当地域は「文化自然
ゾーン」と位置付けられ将来像のイメージは①「良好な自然環境と歴史的・文化的

な遺産が保全・活用された地域」②「地域活力を創造する農林業・工業・商業が発

展した地域」③「快適でゆとりある生活空間の創造と都市基盤が整備された地域」

④「地域で支え合い、地域のみんなが愛着を持つ地域」と記載されている。当商工
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会は、これらの中長期的な振興のあり方や先に掲げた「4.小規模事業者に対する中
長期的な振興のあり方」に則り、地元ならではのきめ細やかな製品やサービスを提

供する小規模事業者に対して、伴走型の支援を積極的に行う。このような活動を通

して、当地域を活気と活力にあふれた地域とすることが当商工会の使命であると考

えている。そのためには、地区内外の大型店や他事業者との差別化を促進し、各事

業者の魅力を向上させることにより販路拡大を図ることが今後 5 年間の目標とな
る。以上を勘案し、当商工会の目標達成のための方針を下記の通り設定した。 
(1) 経営課題の解決による売上・利益の確保 
小規模事業者の中には、激変する外部環境の変化に対応しきれず、多くの経営

課題を抱えている事業者も多い。そのような事業者の中には、課題解決のため

に積極的な行動を起こさない事業者も存在する。当商工会は、小規模事業者へ

の指導員の積極的な巡回訪問や事業特性に応じた専門家派遣を行い、経営課題

の解決を図り売上・利益の確保に務める。 
(2) 創業者支援による事業者数の維持・向上 
利便性の向上や「上野三碑」の知名度アップにともない地区内で起業を考える

人が増加する可能性がある。創業者は創業時に従業員 5 名以下の小企業である
ことが多く組織体制が整っていないことなどから環境変化にも脆弱である。創

業者に対する事業計画策定などの手厚い支援を実行することにより、地区内の

事業者数の維持・向上を図る。 
(3) ホームページを中心とした情報発信力の強化 
現在、当商工会はホームページを開設しているが、ほとんど更新を行っておら

ず情報発信力が極めて弱い。今後、ユネスコ記憶遺産への登録が予定されてい

る「上野三碑」に関する情報はもとより商店街を持たない当地域での小規模事

業者への情報発信、事業者の技術力向上に関する情報発信、6次産業化について
の情報発信など当地域の小規模事業者の活性化に役立つ情報発信の拠点として

の機能を強化する。商工会 HP を情報発信の中心に位置づけ、現在の HP の問
題点や課題を精査し住民や事業者に親しみやすい HPの構築を図る。 

(4) 組織全体の機能及び能力の強化 
小規模事業者にきめ細やかな経営支援を行うためには、経営指導員が広範な知

識を習得することはもとより、習得した知識を事業者にわかりやすく提供する

プレゼンテーションスキルも必要となる。研修会に参加し各指導員の資質向上

を図るとともに、その知識やスキルを組織全体で共有する仕組みを構築する。

また、他地域や連携機関との情報交換も積極的に行い、適切な情報をタイムリ

ーに事業者に発信する仕組み作りに取り組むことにより地域に密着した支援機

関としての機能強化を図る。 
 

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 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 
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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） 

「地域の経済動向の調査」の主な取り組みは「巡回訪問時の事業者へのヒアリ

ング」「窓口相談時の情報収集」「日本政策金融公庫の業況調査」などの限られた

情報に依存していた。収集する情報についても、どのような情報を中心に収集す

るかについては明確になっていなかった。また、収集した情報の分析や課題抽出

は行っておらず、得られた情報に関しても年に 2回「よしい商工会報」で発信す
る程度に留まっている。 
小規模事業者が環境変化に対応し自社の売上・利益の確保を図るためには地域

の経済動向の把握は必須である。しかし、現状、そのような取り組みを行ってい

る小規模事業者は少なく、行政や研究機関が公表している資料も小規模事業者が

利用しやすい形となっていない。 
地域の経済動向調査を正確に把握し小規模事業者の支援に役立てるためには、

「情報収集の手段を増やす」「収集する情報項目を明確にする」「情報を分析す

る」「適切な情報発信を行う」ことが課題となる。 
（改善方法） 

現状の取り組みでは情報収集の手段が少なく地域の経済動向の把握が粗野に

なる可能性がある。まずは、情報収集の手段を増やし広範な情報を収集する。収

集する情報は「景気動向」「消費動向」を中心とした情報とし、得られた情報に

関して分析を行い、それらの情報は商工会 HPを通じ適宜事業者に発信する。 
（事業内容） 

(1) 地域内の経済動向を把握するために、関東財務局が発表する「県内経済動向・
統計」や「業況判断来季予測（群馬経済研究所）」において県内の経済動向を

把握する。そのうえで「高崎市景況レポート（高崎信用金庫）」「高崎市 統計

季報」から業種ごとの「業況 DI」「売上高」「収益」などの地域に密着した情報

を調査・収集する。（新規事業） 

(2) 得られた情報に基づき、経営指導員が中心となり、それらが地域内の小規模事
業者にどのような影響を及ぼすかについて、主に「販路拡大」「収益性」の視

点から分析を行う。また、必要に応じて専門家や金融機関などと連携しその作

業にあたる。（新規事業） 

(3) 地域内の経済動向を把握するため、「経営指導員による巡回・窓口相談」「各部
会を通しての情報収集」「各種セミナー」などを活用し、事業者から直接地域

内の経済動向についてヒアリングを行う。新たにヒアリングする内容をあらか

じめ記載した「ヒアリングシート」を作成し、収集する項目の統一を図るとと

もに情報収集の漏れを防ぎ、収集後のデータの整理・分析がスムーズに行える

よう工夫する。「ヒアリングシート」の項目は「業種」「売上規模」「売上・利

益の増減」など地域内の業種や規模による経済動向の変化が把握できる内容と

する。（新規事業） 

(4) 上記調査により得られた情報は、経営指導員間で情報を共有し、事業者の経営
指導や事業計画作成のために活用する。また、当商工会 HP を通じて適宜情報
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発信を行う。（新規事業） 

（目標） 

地域内の経済動向の調査・分析を行うことにより、その特性を理解し地域の現

状と課題を的確に把握する。その結果を踏まえ、今後の当商工会の取組みに繋げ

ていくとともに、各事業者の経営支援や事業計画作成用のデータとして活用して

いく。 
 

実施内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

情報調査・収集 

 統計情報 

情報収集

不足 

各機関の

情報収集

（4か所）

各機関の

情報収集

（4か所）

各機関の

情報収集

（4か所）

各機関の

情報収集 

（4か所） 

各機関の

情報収集

（4か所）

 

ヒアリング情報 

事業者への

個別聞取り

30件 

事業者への

個別聞取り

30件 

事業者への

個別聞取り

40件 

事業者への

個別聞取り 

50件 

事業者への

個別聞取り

60件 

情報の分析  

 統計情報 未実施 年2回実施 年2回実施 年2回実施 年2回実施 年2回実施

 ヒアリング情報 未実施 年1回実施 年1回実施 年1回実施 年1回実施 年1回実施

情報発信（HP） 0 回 年 2回 年 2回 年 2回 年 2回 年 2回

※ 各機関の情報収集の 4か所は「県内経済動向・統計」「業況判断来季予測（群馬経済

研究所）」「高崎市景況レポート（高崎信用金庫）」「高崎市 統計季報」 

2. 経営状況の分析に関すること【指針①】 
（現状と課題） 

小規模事業者の経営状況の分析に関しては、マル経などの金融支援や各種補助

金の申請書作成時においてだけ必要に応じて実施しており、受け身の対応が主と

なっている。また、多くの小規模事業者は日々の業務に追われ「経営状況の分析」

を行っておらずその分析手法についても理解していない事業者も多い。事業計画

を策定する上でも経営状況の分析は必須である。 
一方、当商工会においても、「経営状況の分析」の必要性や当商工会において

事業者の経営分析が可能であることなどについて積極的に周知していない状況

である。 
以上のような現状を勘案すると、「⒈地域の経済動向調査に関すること」の調

査・分析結果を踏まえ、小規模事業者との折衝の機会を捉え、経営指導員が積極

的な対応を実施することが課題となる。 
（改善内容） 

受け身の対応を改め、経営指導員の巡回・窓口相談、各種セミナーの開催時な

どの小規模事業者との折衝の機会を捉え、「経営状況の分析」が必要であること

を説明するとともに、経営指導員が主導し事業者の経営分析を実施する。分析を

行う主な項目は、資金繰りに窮する事業者や環境の変化に対応できず自社の事業

の方向性が明確になっていない事業者が多いことから「財務状況」と「事業の方

向性」とする。また、専門的な分析が必要な事業者に対しては、群馬県商工会連

合会・地域金融機関・群馬県よろず支援拠点・群馬県産業支援機構のコーディネ
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ーターや専門家と連携し丁寧なサポートを行う。 
（事業内容） 

(1) 経営指導員の巡回・窓口相談、各種セミナーの開催時に「経営状況の分析」の
必要性を説明する。「経営状況の分析」を行うことにより財務状況の問題点が

把握できた事例や事業の方向性が明確になった事例などを具体的に提示しそ

の有用性を説明するとともに、経営分析が必要な小規模事業者の掘り起こしを

行う。（新規事業） 

(2) （1）で掘り起こした事業者については、商工会連合会で提供している「経営
自己診断システム」を活用し「自己資本比率」「流動比率」「当座比率」「固定

長期適合率」「減価償却率」「手元現金預金比率」「借入金月商倍率」などの財

務分析を行う。分析した事業者の各数値と業界標準数値やデフォルト企業の数

値を比較し、分析を行った事業者の財務上の問題点を把握する。（新規事業） 

「経営自己診断システム」による分析例 

 

 
(3) 小規模事業者は自社の「強み」「弱み」を正確に把握していない場合も多い。
経営状況分析時に事業者の「強み」「弱み」をヒアリングする。特に事業者の

潜在的な「強み」を聞き出すことを心がける。（新規事業） 

(4) 必要に応じて専門知識を有する中小企業診断士や各専門家と連携し、その事業
者が保有する製造技術やノウハウ、財務の内容等のさらに詳しい分析を行う。
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（新規事業） 

(5) （2）（3）で行った分析結果と「⒈地域の経済動向調査に関すること」「5.需要
動向調査に関すること」で得られた外部環境の調査・分析結果にもとづき分析

対象事業者の SWOT 分析を行い、「事業の方向性」を明確にし、事業計画策定や

事業計画策定後の支援に役立てる。また、財務状況や事業の方向性などの分析

結果については、指導員が事業者に個別に説明を行う。（新規事業） 

(6) 分析結果については、事業者の了解を得てその大まかな分析内容を商工会 HP

に掲載する。経営状況分析の有用性を周知するとともに小規模事業者にその必

要性を PR する。（新規事業） 

（目標） 

小規模事業者と接触する機会を活用し、経営分析の必要性を説明することによ

り、多くの小規模事業者の経営分析に積極的に取り組む。経営分析を通じ、小規

模事業者が自社の現状を理解し、その問題点の解決と事業の発展に自発的に取り

組むことを目標とする。 

※ 「経営状況分析の掘り起こしのための活動数」＝「巡回訪問数」＋「窓口勧誘数」

＋「セミナー開催時勧誘数」 

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、「2.経営状況の分析に関すること」で記載した内
容と同様に、マル経などの金融支援や各種補助金の申請書作成時においてだけ策

定支援を行っているため受け身の対応となってしまっている。また、作成した事

業計画についても「申請用の事業計画」に陥ってしまい事業者の「事業の方向性」

を考慮した具体的で実現可能な事業計画が作成されていないことも散見された。

一方、小規模事業者においても、日々の業務に忙殺され、定期的に事業計画を作

成している事業者はほとんど無く、作成の意義や作成方法を知らない事業者も多

い。 

以上を考慮すると、受け身の姿勢を改め事業計画を策定する事業者を積極的に

発掘し、「事業の方向性」に即した事業計画の策定を支援することが課題となる。

また、小規模事業者に事業計画策定の意義や必要性を理解してもらう仕組み作り

が必要となる。 

「創業・第二創業者」 

当地域は、少子高齢化に伴い人口・世帯数が減少傾向となっている。それにと

もないほとんどの業種において事業者数は減少傾向となっている。事業者数の維

持・増加を図るためには、創業者への支援が欠かせないが、現在、創業に関して

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

経営状況分析の掘り起こし

のための活動総数 
0 30 35 40 45 55

 巡回訪問数 0 20 25 30 35 40

 窓口勧誘数 0 5 5 5 5 10

 セミナー開催時勧誘数 0 5 5 5 5 5

経営分析事業者数 5 12 15 18 22 28
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は、相談があれば応じる程度の対応となっており、創業者・第二創業者への相談

窓口としての機能を十分に果たしているとは言えない。群馬県においては平成 30

年に開業率 10％を目標とし、創業支援のための連携会議を平成 26 年 7 月に設立、

官民一体となった創業支援を行っている。 

開業率の向上及び事業者数の維持・拡大を図るためには、創業・第二創業支援

が不可欠となる。創業者は創業当初は従業員 5名以下の小企業であることがほと

んどでありその経営基盤は極めて脆弱である。当商工会が、創業計画作成や金融

支援などの創業支援を行っていることの周知や経営指導員を中心とした創業予

定者の事業計画策定を実施することが課題となる。 

「経営革新事業・6次産業化」 

当商工会では、過去 3年間の「経営革新計画」「6次産業化・認定事業者」はそ

れぞれ 1件にとどまっている。経営指導員が日々の業務に追われ「経営革新計画」

「6 次産業化」の発掘に注力していなかったことがその原因である。しかし、環

境の変化などから既存事業が衰退したため新たな事業に取り組む事業者や地元

の農産物を活用し 6次産業化に取り組む事業者も少なからず存在する。また、そ

のような意欲的な事業者を支援することは当地域の発展に寄与するものと考え

られる。 

「経営革新計画」「6次産業化」に該当する事業者の発掘と計画作成支援を実施

することが課題としてあげられる。 

（改善内容） 

小規模事業者や創業者・第二創業者に事業計画策定の意義や作成方法を理解し

てもらうために、新規事業として「事業計画策定セミナー」を開催する。 
その後、「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」「5.需要動向調査に関すること」で得た情報を活用し、事業計画策定支援を行
う。具体的で実現性の高い事業計画を策定するために群馬県商工会連合会・群馬

県産業支援機構・群馬県よろず支援拠点・群馬県・高崎市・各金融機関・専門家

等とも連携し、各事業者の事情を十分踏まえた伴走型の指導・助言を行い、小規

模事業者の持続的発展を図る。 

（事業内容） 

(1) 事業計画策定の意義・必要性に対しての理解が乏しい事業者にその内容を理解
してもらうためや事業計画を策定する事業者を発掘することを目的とした「事

業計画策定セミナー」を開催する。セミナーの内容は事業計画策定を行ったこ

とのない小規模事業者や創業者・第二創業者に対しても理解できるようわかり

やすい内容とする。特に、決算書の仕組みや売上・利益計画作成の方法につい

ては、具体的な事例をあげながら丁寧な説明を行い、小規模事業者の利益確保

につながるセミナーとする。また、セミナー講師は平成 30 年度までは外部講

師に依頼するが、その後は必要に応じて経営指導員がセミナー講師を務める。

（新規事業） 

(2) 「事業計画策定セミナー」の開催については、「商工会 HP」「よしい商工会報」
で告知する。また、参加が望まれる事業者（経営不振に陥っている事業者や事

業後継者など）については経営指導員が事前にピックアップし巡回時や各種共

済の勧誘訪問時に参加を促す。（新規事業） 
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(3) 事業計画策定支援を行う対象事業者は「2.経営状況の分析に関すること」にお
いて経営分析を行った事業者及び「事業計画策定セミナー」に参加した事業者

とする。（新規事業） 

(4) 事業計画策定時には、「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」「5.需要動向調査に関すること」で得た事業者に関する各種

情報を踏まえ、事業者の経営状況に対応した事業計画を策定する。具体的には、

小規模事業者の持つ「強み」をどのように活用するかに重点を置いたうえで「売

上・利益計画」「売上・利益を達成するための行動スケジュール」を作成する。

また、必要に応じ専門家（中小企業診断士・税理士）と連携し、事業者の実態

に則した実現可能な事業計画を策定する。（既存事業改善） 

(5) 創業・第二創業の支援に関しては、当商工会内に「創業相談窓口」を設置し、
創業希望者の相談にいつでも対応する体制を整える。創業予定者には経営指導

員がその対応にあたり、開業までのスケジュールやそれに伴う各種手続きなど

の説明・支援を行う。さらに、創業セミナーなどの創業者支援を実施している

高崎商工会議所との連携を図る。また、創業相談窓口の設置にあたり、「商工

会 HP」「よしい商工会報」での告知を行い広く周知を図る。（新規事業） 

(6) 創業者・第二創業者の事業計画策定については、「事業計画策定セミナー」へ
の参加を促す。創業時の創業者は小企業（従業員 5人以下）であることがほと

んどであるため、個別に金融支援や法的なアドバイスなどの手厚い支援を実施

する。必要に応じて群馬県商工会連合会・群馬県産業支援機構・群馬県よろず

支援拠点との連携を図り、専門家の派遣を依頼するなど総合的な支援を行う。

（新規事業） 

(7) 「経営革新計画」「6次産業化」を申請する事業者の発掘を行う。日々の巡回業
務や窓口相談などの折衝時において、可能性のある事業者に対するヒアリング

を行う。「経営革新計画」を知らない事業者も多いため「経営革新計画」の主

旨や作成手順などを説明したチラシを作成し事業者への周知を図る。また、必

要に応じて群馬県商工会連合会・群馬県産業支援機構などに対して専門家の派

遣を依頼するなど計画書作成の支援を行う。（既存事業改善） 

（目標） 

小規模事業者にとって、自社の持続的な発展のためには事業計画策定が必要で

ある。そのことを小規模事業者に理解してもらうことが、事業計画策定支援の端

緒となる。その結果、事業計画策定セミナーに多くの事業者が参加し、具体的で

実現性の高い事業計画を作成することが目標となる。 
創業者・第二創業者に対しては、商工会に「創業相談窓口」を常設することに

より、創業予定者が相談しやすい環境を整える。また、創業に関する必要な情報

や創業に向けた具体的なアドバイスを実施することにより、事業者数が減少傾向

となっている当地域内での創業者を 1社でも増やすことが目標となる。 
支援内容 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開催回数 0 1 2 2 2 2

事業計画策定セミナー参加人数 0 15 人/回 15 人/回 17 人/回 17 人/回 20 人/回

事業計画策定勧誘訪問 0 20 20 30  30  35 

事業計画策定事業者総数 5 10 11 14  15  17 



 

- 14 - 
 

 事業計画策定数 4 7 7 8  9  10 

 創業・第二創業策定数 0 1 2 3  3  3 

 経営革新計画策定数 1 1 1 2  2  3 

 6 次産業化計画策定数 0 1 1 1  1  1 

※ 事業計画策定事業者総数＝事業計画策定数+創業・第二創業策定数+経営革新計画策

定数+6 次産業化計画策定数 

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） 

現状では、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ができていない。そのため、事業計画策定後

に新たに生じた経営課題に対して対応することができず事業計画が形骸化する

ケースが多く見られる。 
上記を勘案すると、事業計画を策定した事業者に対する計画的で継続的なフォ

ローアップを行う体制づくりや事業計画策定後に新たに生じた経営課題や状況

の変化に対応する事業計画の修正を実施することが課題となる。 
「創業・第二創業者」 

創業・第二創業者に対する支援を積極的に行ってこなかったことから、事業計

画策定後のフォローアップもほとんど行われていない。 
創業・第二創業者の創業時は、予想していなかった経営課題が次々に発生する

ことが多い。事業が安定期に入るまでは、事業計画策定後も、引き続き手厚い支

援を実施する体制を構築することが課題となる。 
「経営革新事業・6次産業化」 

「経営革新計画」「6次産業化」については取得することが目的となってしまい
計画作成後の新規事業の進捗状況のチェックがおざなりとなっている事業者も

多い。新規事業を軌道に乗せるためには計画の進捗状況を確認することはもとよ

り、状況の変化に応じて計画を修正することも必要となる。 
上記を考慮すると経営革新計画・6 次産業化計画策定後も、引き続き支援を実
施する体制を構築することが課題となる。 

（改善内容） 

事業計画を策定した事業者に対して場当たり的な対応であったフォローアップ

を改め、自発的で計画的なフォローアップを、事業計画を策定した全事業者に対

して行う。特に、創業・第二創業者に対しては手厚い支援を継続して行う。 
（事業内容） 

(1) 計画的なフォローアップを実施するため、事業計画策定を行った事業者につい
て「事業者名」「事業計画策定年月日」「事業の方向性の概要」「事業計画のチ

ェックポイント（売上・利益など）」を「事業計画チェックシート（エクセル

にて作成）」にまとめ、その情報を商工会全職員が共有する。「事業計画チェッ

クシート」にはフォロー訪問予定日を事前に記入し計画的な訪問を実施する。

（新規事業） 

(2) 経営指導員は、事業計画策定後に、3 ヶ月に 1 度の巡回訪問を実施し進捗状況



 

- 15 - 
 

の確認を行う。訪問時には必要に応じて需要の動向や経済指標などの情報を提

供し、事業計画への影響度を検討する。また、事業計画に活用できる各種補助

金などの施策について情報提供を行い、計画の円滑な進行を促進させる。訪問

時の折衝内容は（1）で作成した「事業計画チェックシート」に記入し事業計

画の進捗状況や問題点をパソコン上で確認できる体制とすることにより商工

会全職員がフォロー情報を共有する体制を整える。（新規事業） 

(3) 事業計画策定後に新たな経営課題が発生し事業計画修正の必要が生じた場合
は、上記の訪問時に経営指導員が充分なヒアリングを行いその把握に努め具体

的な改善案について提案を行う。また、必要に応じて群馬県商工会連合会や群

馬県よろず支援拠点・群馬県産業支援機構に依頼し速やかに専門家を派遣する

など専門的な指導・助言を行う。（既存事業改善） 

(4) 創業者・第二創業者に対しては、上記に加え創業後 1年間は毎月の巡回訪問を
行い、事業の進捗状況を注意深く見守るとともに諸問題の解決を支援する。ま

た、創業後の資金繰り状態には特に留意し必要に応じて日本政策金融公庫や各

種金融機関との連携を図り資金調達支援を行う。（新規事業） 

（目標） 

事業計画策定支援は計画の策定を支援することが目標ではない。その計画を実

行し事業者の持続的な発展が図られることが最も重要な目標である。そのことを

考慮すると、事業計画策定後、各事業者の進捗状況を把握し、状況に応じたフォ

ローアップを行うことが必要となる。 
創業者・第二創業者に対する事業計画策定後の支援を行うことにより、事業者

数の減少傾向に歯止めをかけ、当地域の持続的な発展や活性化を促す。 
 

支援内容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

事業計画策定フォロー訪問総数 4 68 100 124 140 152

 事業計画策定フォロー総数（新規） 4 48 60 80 84 92

  事業計画フォロー訪問数 2 28 28 32 36 40

  創業・第二創業フォロー訪問数 0 12 24 36 36 36

  経営革新計画フォロー訪問数 1 4 4 8 8 12

  6 次産業化計画フォロー訪問数 0 4 4 4 4 4

 事業計画策定フォロー総数（継続） 0 20 40 44 56 60

  事業計画フォロー訪問数 0 16 28 28 32 36

  創業・第二創業フォロー訪問数 0 0 4 4 4 4

  経営革新計画フォロー訪問数 0 4 4 4 8 8

  6 次産業化計画フォロー訪問数 0 0 4 4 4 4

※ 事業計画策定フォロー訪問総数＝「事業計画策定フォロー訪問総数（新規）」＋「事

業計画策定フォロー訪問数（継続）」 

※ 「事業計画策定フォロー訪問総数（新規）」は、「事業計画フォロー訪問数」「経営革

新計画フォロー訪問数」については 3ヶ月に 1回の訪問を行うため年間のフォロー

数を「事業計画策定数×4」とした。「創業・第二創業フォロー訪問数」に関しては

1ヶ月に 1回の訪問を行うため「事業計画策定数×12」とした。 

※ 「事業計画策定フォロー訪問数（継続）」は、すべての事業計画訪問数について 3
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ヶ月に 1回の訪問を行うため年間のフォロー数を「前年度の事業計画策定数×4」と

した。 

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

者はほとんど存在しない。当商工会においても、経営指導員が巡回訪問時に、事

業者が話す需要の動向の変化などについて受動的に聞く程度である。得られた情

報についても分析はほとんど行っておらず活用も図られていない。また、地区内

外の消費者に対する直接的な需要動向調査（アンケートなど）についてはまった

く行っていない。 
地区内においては、人口減少にともなう少子高齢化により、従来の需要とは異

なる消費者ニーズが生じているものと考えられる。また、交通の利便性の向上に

よる地区外からの買い物客の呼びこみや「上野三碑」のユネスコ記憶遺産登録に

よる観光客の増加に対応するためには、地区外の需要の動向を把握する必要があ

る。現在、当商工会はそのような仕組みを持っておらず情報収集の仕組み作りと

その情報の分析・活用を図ることが課題となる。 
（改善内容） 

小規模事業者が事業計画を策定する上で、消費者や取引先のニーズを予測する

ことは非常に重要である。また、外部環境の変化が激しい昨今において、消費者

ニーズの変化を捉え自社の事業計画に取り込んでいくことが持続的な発展に欠

かせない。以上を勘案し「経営状況の分析」「事業計画の策定」を行った全事業

者に対して、需要動向調査を行う。 
消費者ニーズの情報収集についてはさまざまな角度から情報収集を行い、事業

者に応じた情報を抽出後、分析を行う。分析結果の報告は個別に行い、「4.事業計
画策定後の実施支援に関すること」における事業計画修正時や「6.新たな需要の
開拓に寄与する事業に関すること」における販路拡大の資料として活用する。 
収集・分析した資料については業種別の需要の動向の推移などの情報を「商工

会 HP」「よしい商工会報」で広く発信し、当地域内の事業者の販路開拓、新商品・
新サービスの開発に役立てる。 
需要動向調査については、「①情報収集」「②情報の整理・分析」「③調査結果

の報告」「④情報提供」の仕組みを構築する必要がある。スキームについては下

記の通りとする。 
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（事業内容） 
(1) 情報収集 
① 自社におけるアンケート調査 

小売業・サービス業などを営む事業者にとって、消費者の需要動向を把握す

るには、自店に来店する顧客へのアンケート調査を行うことがもっとも現状

に則した調査となる。しかし、小規模事業者において、そのようなアンケー

トを定期的に実施している事業者はほとんどない。当商工会において、事業

者の業種・商圏・取扱商品・来店顧客層に応じたアンケートを作成し、情報

収集の支援を実施する。アンケートの項目は「住んでいる地域・年齢などの

基礎的情報」「来店頻度」「よく購入する商品・サービス」「今後欲しい商品」

「改善して欲しい事項」などとする。アンケートの回収率を向上させるため

にクーポンを付加するなどの工夫を行う。（新規事業） 

② イベント時のアンケート調査 

上記の「自社におけるアンケート調査」では、自社に来店する消費者のニー

ズは把握できるが来店しない消費者のニーズを把握することができない。そ

のため、地域内外の需要動向を把握することを目的とし、毎年 11 月に開催さ

れる「吉井秋まつり」において来場者へのアンケート調査を実施する。「吉井

秋まつり」には地区内外から多くの来場者が訪れ需要動向調査に適している。

調査する項目は「現在住んでいる地区」「当地域での買い物頻度」「当地域内

で現在購入している商品・サービス」「当地域内で今後購入したい商品・サー

ビス」「商品・サービス・店舗などの改善点」などとなる。（新規事業） 

③ 各種統計資料調査 

事業者が属している業界全体の需要動向の変化を把握するため、マクロ的な

各種統計資料調査 
イベント時の 
アンケート調査 

自社における 
アンケート調査 

②情報の整理・分析

（商工会） 

小規模事業者（個社） 
・事業計画の修正 
・経営状況の分析 
・新たな需要の開拓 

地域内事業者 
・需要動向の把握 

① 情報収集 

③調査結果の報告 

④情報提供 
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需要動向の把握を目的として各種統計資料から情報を収集する。また、観光

に関する需要の動向については、「上野三碑」のユネスコ記憶遺産登録を推進

している「高崎観光協会」と連携し、予想される観光客数や観光誘致施策な

どの情報収集を図る。「調査する統計資料」「調査する項目」「調査の目的」は

下記の図表のとおりである。（新規事業） 

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

報提供システム） 

業種別の商店数商品年

間販売額 

商圏の変化 

消費者の嗜好の変化 

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・新サービスの開発 

「新設住宅着工戸数」（群馬県統

計情報提供システム） 

地域別住宅着工戸数 

構造別着工件数 

商圏の把握 

消費者の嗜好の変化 

高崎市市政情報 
「町名別人口及び世帯

数」「年齢別人口」 

ターゲットエリアの選定 

ターゲット顧客の選定 

観光情報（高崎観光協会） 
予想観光客数 

観光誘致施策 

観光客向けの新商品・新サ

ービスの開発 

(2) 情報の整理・分析 
① 情報の整理 

情報収集の②③で収集した情報については、業種別に整理し資料として活用

しやすいエクセルのデータベースとして蓄積する。整理したデータについて

は、「商工会 HP」「よしい商工会報」に掲載し、地域内の小規模事業者に広く

発信し新商品・新サービスの開発などに役立てる。（新規事業） 

② 情報の分析 

事業計画を作成した事業者については、上記で整理したデータから事業者に

関連した情報を抽出するとともに情報収集の①で得られた情報を加え、事業

計画の進捗に影響を与える可能性のある項目（消費者の嗜好の変化・商品別

売上傾向・業界内の需要動向など）について分析を行う。（新規事業） 

事業計画の作成に至っていない事業者については、分析した情報を「2.経営

状況の分析に関すること」における SWOT 分析の外部環境分析の資料として活

用する。（新規事業） 

事業者に対する情報の分析において分析内容が多岐に亘る場合や事業計画に

与える影響などを詳しく分析する必要がある場合などは、必要に応じて専門

家に分析作業の依頼を行う（新規事業） 

(3) 調査結果の報告・情報提供 
① 小規模事業者（個社）への調査結果の報告 

個社に対して個別に行った需要動向調査の分析結果は、事業者に巡回訪問し

報告する。分析結果に基づき、需要動向の変化が事業計画に与える影響など

を検討し事業計画修正の有無などを判断する。また、「6.新たな需要の開拓に

寄与する事業に関すること」における展示会・イベントへの出展可能性を検

討する資料や新規店舗出店計画などの資料として活用する。（新規事業） 

② 地域内事業者への情報提供 
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情報収集の②③で収集した情報は、地域内の大まかな需要動向の把握に役立

つ。「商工会 HP」「よしい商工会報」にそれらの情報を定期的に掲載すること

により、地域内の小規模事業者に広く発信し、「事業の方向性の明確化」「新

商品・新サービスの開発」「新規店舗の出店」などに役立ててもらう。情報の

掲載時に「経営状況分析」「事業計画策定」などを商工会が実施している旨掲

載し、事業者の誘致を図る。（新規事業） 

（目標） 

小規模事業者の販売する商品、提供する役務の需要動向に関する情報の収

集、分析を行うことにより、当地域内外の消費者の需要動向を正確に把握す

る。得られた情報は、小規模事業者の事業計画策定や新商品・新サービスの開発

に役立てる。 
支援内容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

情報収集       

 自社におけるアンケート調査件数 0 6 7 9 11 14

 イベント時のアンケート調査 

（吉井秋まつり開催時） 0 年1回 年1回 年1回 年1回 年1回

 各種統計調査 0 年1回 年1回 年1回 年1回 年1回

情報の整理・分析 0 12 15 18 22 28

需要動向調査報告件数 0 12 15 18 22 28

「商工会 HP」「よしい商工会報」によ

る情報発信 
0 年1回 年1回 年1回 年1回 年1回

※ 「自社におけるアンケート調査件数」については、「経営分析」を行った小売業・飲

食業・サービス業を営む事業者の件数（当地域の事業構成比を考慮）とした。 

※ 「情報の整理・分析」「需要動向調査報告件数」については「経営分析」を行った全

事業者に対して行うものとした。 

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） 

商工業の集積地である高崎市市街地・富岡市・安中市へのアクセスが良いこと

から当地域内での需要は減少傾向となっている。また、地区内に大規模ショッピ

ングセンターである「ベイシア吉井店」「カインズホーム吉井店」「パワーセンタ

ーうおかつ吉井店」が開店したことやインターネット通販の普及、海外製の安価

な商品の流入など、小規模事業者にとって厳しい経営環境となっている。一方で、

このような状況にもかかわらず、当地域内の小規模事業者は、積極的に販促活動

を行っていない場合も多い。特に、IT技術やWebを利用した販売促進策が不得
手な事業者が目立つ。 
製造業に関しては、特長のある技術を持ちながらあらたな取引先を獲得できて

いない事業者も少なくない。小規模な製造業者は独立した営業部門を持っていな

いため自社の技術力を PRすることが苦手な場合が多い。 
当商工会では地域の小規模事業者の需要を拡大するため平成 24 年度の企画提
案型地域活性化事業として「よしい こだわり・自慢ガイドブック」を作成し地

域内の商業部門・工業部門の需要の拡大に努めてきた。このガイドブックは、審

査員による書類審査と「吉井秋まつり」の「商工業製品展」の来場者による一般
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投票により商業部門・工業部門の「優勝」「準優勝」「第三位」「一般投票優勝」

が決められ、その結果を小冊子にしたものである。商業部門 20社、工業部門 21
社の地元企業が紹介され、地域住民に好評であった。一方で、ビジネスマッチン

グ事業には積極的に取り組んでこなかったため、特徴的な製品や技術を有しなが

ら新たな需要を取り込めていない小規模事業者も多い。 
上記を勘案すると、各小規模事業者においては、ITを活用した需要の開拓を図
ることが課題となる。パソコンの普及が進んだとはいえ、パソコンを有効に活用

し自ら需要の開拓を切り開くことができる事業者はまだまだ少ない。 
また、新たな需要を開拓するためには、地域内の各種地域振興事業（吉井秋ま

つり・商工業製品展）の活用や地域内外のビジネスマッチング事業への出展など

を積極的に誘致することが課題となる。 
（改善内容） 

地域内の各種地域振興事業に小売業・サービス業を中心とした小規模事業者の

出展を誘致する。また、地域内外のビジネスマッチング事業へは製造業を中心と

した事業者の出展を図る。 
好評であった「よしい こだわり・自慢ガイドブック」の業種別の「便利帳」

を作成・配布し、地域住民の新たな需要を開拓する。 
小規模事業者の IT 力アップのため、パソコン教室を開催し、自らも販路開拓
に取り組むことが可能となるよう個々の事業者の能力向上を図る。 

（事業内容） 

(1) 県内外で行われているビジネスマッチング事業や各種展示会・商談会等の情報
提供を行う。製造業に対しては、群馬県が開催している「ものづくり技術展示

商談会」への出展を促す。また、小売業・サービス業に対しては、東京銀座に

出展している群馬県の情報発信の拠点である「ぐんまちゃん家（ち）」で行わ

れる物産展への出展を呼びかける。出展を希望する事業者に対しては、群馬県

及び高崎市、群馬県商工会連合会等と連携して出展支援を行い、各種メディア

を通じた PR や IT を活用した情報発信により、出展企業の販路開拓と知名度
の向上を図る。出展に不慣れな小規模事業者を支援するため、群馬県・高崎市・

群馬県商工会連合会・地区内金融機関などと連携し、出展のために活用可能な

補助事業などの情報を収集する。また、必要に応じて連携機関から出展に必要

なノウハウ（商品の展示方法・販売促進の具体的な進め方など）の提供を受け

事業者の出展を支援する。出展後についても継続的なフォローアップを実施し

小規模事業者の需要開拓について伴走的な支援を行う。（新規事業） 

(2) 地域内で開催される地域振興事業（吉井秋まつり・商工業製品展）には事業者
の出展が可能なものも多い。そのような地域振興事業を活用し、小売業・サー

ビス業を中心とした事業者の需要の開拓を図る。そのためには、各地域振興事

業の来場者の傾向を把握し傾向に応じた事業者への出展を誘致する。出展誘致

を積極的に行うことにより、新規に出展する事業者を増やし、多くの事業者に

需要開拓の機会を設ける。（既存事業改善） 

(3) 事業者が出展する地域振興事業（吉井秋まつり・商工業製品展）について、地
元紙（上毛新聞など）への情報発信を行い、取材や記事の掲載を依頼する。記

事として掲載されることにより、地区内外の住民の関心が高まり来場者の増加
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が期待できる。（新規事業） 

(4) 製造業に関しては、地元の 4つの工業団地に進出している企業と地元の小規模
製造業者とのビジネスマッチングの機会を設ける。小規模事業者の製造技術と

その技術に関しての一覧表を作成し、工業団地に進出している企業に情報提供

を行う。（新規事業） 

(5) 小規模製造業者に対して、「ポリテクセンター群馬」「群馬県立高崎産業技術
専門校」の技能講習やセミナーを紹介する。「ポリテクセンター群馬」「群馬県

立高崎産業技術専門校」の技術講習やセミナーに参加することにより従業員の

技術の向上を図り、新たな需要の開拓を側面から支援する。（既存事業改善）

(6) 「よしい こだわり・自慢ガイドブック」の続編を作成する。作成する冊子は
業種別（建築業・製造業・小売業・サービス業など）に編纂し、「暮らしの便

利帳」として各家庭に常備されることを目的とする。地域住民が地元の事業者

の製品やサービスを知ることにより新たな需要の開拓につなげる。（新規事業）

(7) 小規模事業者の IT 能力を向上させるために、外部の専門家が実施するパソコ
ン教室を開催する。パソコン教室においては、チラシ・名刺などの作成に役立

つ「Word」、ポスターやプレゼンテーション作成に役立つ「PowerPoint」、オ
ンラインホームページ作成に役立つ「Jimdo」コミュニケーションを円滑にす
る手段として役立つ「SNS」などについて講義を行う。（新規事業） 

（目標） 

地域内外でのビジネスマッチングや各種展示会・商談会に積極的に出展するこ

とにより需要開拓を図る。また、地域振興事業（吉井秋まつり・商工業製品展）

に出展することにより、地域住民への認知度を向上させ、新たな需要の開拓を図

る。 
各小規模事業者が IT技術を高めることを支援し、自らが ITを活用した需要の

開拓を実現する事業者となる。 
支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

「ものづくり技術展示商談会」への出

展企業数 
0 2 2 3 3 4

 内商談件数 0 4 4 6 6 8

 内成約件数 0 1 1 2 2 3

ぐんまちゃん家への出展件数 1 1 1 1 2 2

地元工業団地とのビジネスマッチング 0 2 2 3 3 4

 内商談件数 0 2 2 3 3 4

 内成約件数 0 1 1 2 2 3

地域振興事業への出展事業者数 55 58 61 64 67 70

「暮らしの便利帳」の作成 0
建築業

製造業
0 小売業 0 サービス業

新たな需要獲得のためのパソコン教室

の開催 
未実施 1回/年 1回/年 1回/年 1 回/年 1 回/年

※ 「地域振興事業への出展事業者数」は「よしい祇園祭り」「にぎわい UP フェスティ

バル」「商工業製品展」の合計出展数となる。詳細についてはⅡ.地域経済の活性化

に資する取組にて記載。 
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Ⅱ.地域経済の活性化に資する取り組み 

（現状と課題） 

平成 21 年の高崎市との合併により、行政区分は高崎市となったが、旧吉井町
時代から開催されている各種イベントもある。このようなイベントは季節ごとに

開催される一過性の事業となっており、地域経済の活性化策として継続的な取組

が図られていない状態となっている。 
各イベントに関しては、チラシの配布や商工会 HPにより、周知を図っている。

また、巡回時やセミナー開催時においてもチラシを配布し来場者・出展者の増加

を図っている。 
今後は、高崎市・高崎商工会議所・高崎観光協会・地元企業・金融機関等との

情報交換を行い、地域経済の活性化について連携を深めるとともに高崎市吉井町

の独自性と求心力の向上を図ることが課題となる。それとともに商工会 HPの刷
新を行い、さまざまな情報発信をタイムリーに行うことにより地域経済の活性化

に役立てることも必要となる。 
（改善内容） 

高崎市・高崎商工会議所・高崎観光協会・地元企業・金融機関等とともに当地

域の地域活性化の方向性を検討する「吉井町地域活性化検討会（仮称）」を開催

する。特に、観光客の誘致に関して「上野三碑」を中心とした地域のブランド化

を推進し、当地域のブランド力向上を図ると同時に地域のにぎわい創出や地域経

済の活性化を実現し小規模事業者が事業を継続的に発展させるための良好な環

境の整備に努める。また、現在の商工会 HP を刷新し地域経済活性化に役立つ
HPとする。 

（事業内容） 

(1) 地域経済の活性化を図る土台作りとして「吉井町地域活性化検討会」を年 1回
開催する。「吉井町地域活性化検討会」は、高崎市・高崎商工会議所・高崎観

光協会・地元企業・金融機関等で構成され、検討会においては「吉井秋まつり」

「商工業製品展」の継続的な活性化策や観光資源である「上野三碑」のブラン

ド推進などの地域活性化について検討を行う。（新規事業） 
(2) よしい祇園祭り（7 月）は、古くから夏祭りとして住民に親しまれている町を
あげての祭りである。今後は出展者の増加を図るとともに、商工会青年部が中

心となり共催者の一員として地域住民との交流を深めつつ、地域経済の活性化

を図る。（既存事業改善） 
(3) 吉井秋まつり（11 月）は、様々な催しが同時に開催される町全体で行う地域最
大のお祭りである。例年 2日に渡って開催され、A～Cゾーンに分けられた会場

において「ミュージック＆ダンスフェスティバル」「コンサート」「模擬店」

「写真展」などが開かれている。今後も注力することにより、地域経済の活性

化を推進する。（既存事業改善） 

(4) にぎわい UP フェスティバルは吉井秋まつりと同時に開催され、当商工会の青
年部・女性部が「手作りキーホルダー教室」「くじ引き」などのイベントやご

当地アイドルのパフォーマンスが行われる地区内外から若者や家族連れなど

多くの来場者が訪れる。地区内小規模事業者の出展を促進し、当地域のブラン

ド力向上を推進する。（既存事業改善） 
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(5) 商工業製品展（11月）は吉井秋まつりと同時期に開催され、特に地域内の商工
業者が自社の製品やサービスを来場者に提供する地区内最大のイベントであ

る。当商工会は、主催者としてその運営が円滑に行えるよう努めるとともに、

他市町村及び地域住民と事業者の交流を図り、地域経済の活性化に役立てる。

（既存事業改善） 
(6) 現在の商工会 HP を刷新し情報発信ツールとしての活用を図る。現在の HP は立
ち上げ以来リニューアルを行っておらず、フレキシブルな情報発信を行うこと

のできる仕組みになっていない。地区内の事業者に有用な情報をタイムリーに

発信するためには、HP のリニューアルは欠かせない。現在の問題点・課題を把

握し、専門家の意見も取り入れながら魅力のある HP を作成する。HP には、バ

ーチャル商店街や各種イベント情報を掲載し、地域経済の活性化に役立てる。

（既存事業改善） 

（目標） 

「吉井町地域活性化検討会」において観光客誘致・地域振興事業（吉井秋まつ

り・商工業製品展）を中心とした当地域の地域経済活性化の方向性について検討

する。地域経済の活性化については、当地域の利便性や観光資源などの魅力を踏

まえ地域のブランド化を推進し、にぎわい創出を促進することが目標となる。 
支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

吉井町地域活性化検討会 0 1 回/年 1回/年 1回/年 1 回/年 1 回/年

よしい祇園祭り 
出展者数 20 21 22 23 24 25

来場者数 4,500 4,600 4,700 4,800 4,900 5,000

吉井秋まつり 

にぎわいUP
フェスティ

バル 

出展者数 10 11 12 13 14 15

来場者数 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000

商工業製品展 出展者数 25 26 27 28 29 30

来場者数 2,000 2,100 2,200 2,300 2,400 2,500

商工会 HP のリニューアル 

問題点

や課題

の把握 

HP の作

成・試験

運用 

HP の本

格運用 
適宜更新 適宜更新

 

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 

（現状と課題） 

群馬県商工会連合会の研修時や金融支援時の金融機関との折衝などの場にお

いて支援ノウハウ等の情報交換を経営指導員は個別に行っている。このような会

合は、情報交換を目的とした会合ではないため、支援ノウハウの共有や習得が充

分とは言えず事業者への支援力向上にも効果を発揮するには至っていない。 
他の支援機関と連携した情報交換については、その機会が少なく、また、情報

交換に対する組織的な取り組みが行われていない。 
今後は、他支援機関と支援力向上を目的とした情報交換会や研修会を実施す

る。その際得られた各種情報を事業者にフィードバックすることが課題となる。

（改善内容） 
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他支援機関と定期的な情報交換会を新たに開催する。その交換会において、支

援ノウハウや支援の現状等の情報交換を行う。また、得られた情報を事業者にフ

ィードバックする仕組みを構築する。 
（事業内容） 

(1) 西部地区 8商工会による情報交換会を年 2回（現状 0回）開催する。その会合
において、支援ノウハウ、支援の現状等の意見交換を行い、経営指導員の支援

力向上に役立てる。（新規事業） 
(2) 各支援機関（群馬県商工会連合会・高崎商工会議所・群馬県中小企業診断士協
会など）と支援ノウハウ、支援の現状、地域内経済動向の共有を図ることを目

的とした会合を年 1回開催（現状 0回）し、情報交換を行う。（新規事業） 
(3) 日本政策金融公庫などの金融機関と金融懇談会を年 2回開催（現状 0回）し、
情報交換を行うとともに地元の経済動向、小規模事業者の現状、需要の動向な

どを把握し支援力の強化に取り組む。（新規事業） 
(4) 高崎市の「高崎市第 5次総合計画」との整合性を図るため、高崎市の担当部局
並びに高崎商工会議所との意見交換を年１回程度実施する。（新規事業） 

(5) 上記において得られた「補助金などの情報」「金融機関における融資制度など
の情報」「行政の新たな取り組み」などの事業者に直結する情報については、

「商工会 HP」「よしい商工会報」を活用し情報発信を行うとともに、必要に応
じて経営指導員が巡回時に直接事業者に説明するなど情報のフィードバック

を実施する。（新規事業） 
（目標） 

他の支援機関と連携した支援ノウハウ等の情報交換の機会を定期的に実施す

ることにより、経営指導員の支援ノウハウの向上を図る。また、習得したノウハ

ウを事業者の経営指導に活用するとともに、必要な情報に関しては適宜情報発信

を行い、事業者の新たな需要の開拓を進める基盤の構築を図る。 
実施内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

西部地区情報交換会 0 2 2 2 2 2

各支援機関との会合 0 1 1 1 1 1

金融懇談会 1 1 2 2 2 2

高崎市・高崎商工会議所との意見交換 0 1 1 1 1 1

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

（現状と課題） 

群馬県商工会連合会が実施する参加が義務付けられている各種研修会におい

て、各経営指導員が知識の習得や資質の向上に取り組んでいる。しかし、指導員

間での知識の共有が図られていないため、支援能力にバラツキが生じている。ま

た、経営指導員の支援能力向上のみに重点が置かれ、その他の職員（事務局長・

補助員・記帳専任職員）も含めた組織全体のレベルアップが意識されていない。

そのため、組織的な支援ノウハウの共有及び蓄積ができておらず事業者への経営

支援に関しては属人的な能力に依存する形となっている。 
経営指導員の知識の共有のための仕組みを構築するとともに、組織全体のレベ

ルアップを図ることが課題となる。 



 

- 25 - 
 

（改善内容） 

経営指導員の支援能力のバラツキに関しては OJT を積極的に取り入れること
により改善を図る。また、組織全体の支援力向上のために、「支援力向上会議」

を新たに実施する。 
支援ノウハウの共有化については、「支援力向上勉強会」を実施する。また、

商工会基幹システム（事業者データを入力する情報システム）に支援内容（売上・

利益状況、助言内容、反省点、連携内容など）を詳細に入力し、共有化すべきノ

ウハウを全職員が閲覧することにより共有化を図る。 
（事業内容） 

(1) 群馬県商工会連合会が主催する研修に積極的に参加するとともに、職員協議会
が企画する職員向け研修会への参加、中小企業大学校の主催する中小企業支援

担当者等研修に参加することなどにより、経営指導員の支援力向上を図る。（既

存事業改善） 
(2) 全職員（事務局長・経営指導員・補助員・記帳専任職員）が参加し、定期的（毎
月 1回）に「支援力向上会議」を行う。会議において、経営指導員が、小規模
事業者の経営状況、分析結果等支援状況について報告を行う。それらの情報や

支援ノウハウの共有化を図ることにより、組織全体の支援力を強化する。また

指導員間の意見交換を通じ、経営指導のノウハウを習得する。（既存事業改善）

(3) 当商工会職員が全員参加する「支援力向上勉強会」を年 4回開催する。勉強会
は経営指導員が主導し、研修会や専門家への同行などにおいて習得した経営支

援スキルや小規模事業者の事業事例などを発表し、組織全体のスキルアップを

図るとともに支援スキルの共有化を推進し、経営発達支援計画の遂行に役立て

る。また、必要に応じて勉強会に専門家を招聘し支援スキル向上に役立つアド

バイスを受ける。（新規事業） 
(4) 経営指導員の支援力を高めるために積極的に OJT の機会を設ける。巡回、窓
口相談時において、必要に応じチームで小規模事業者の支援に当たり、指導、

助言内容、情報収集方法等を学び資質を向上させる。（既存事業改善） 
(5) 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 により支援能力の向上を図る。その際、
経営指導員は自分にどのような支援能力が不足しているかについて分析を行

い、研修時にその能力の補充に努める。（既存事業改善） 
(6) 商工会基幹システムに事業者ごとの支援内容を詳細に入力する。商工会基幹シ
ステムは当商工会の職員であれば誰でも閲覧できるため、担当指導員が不在の

場合でも事業者への対応が可能となる。また、効果のあった支援内容や注意す

べき失敗事例については事業者情報をプリントアウトし全職員がいつでも活

用できるよう共有化を進める。ファイル内容については毎年見直し、当商工会

の支援ノウハウとして蓄積する。（新規事業） 
（目標） 

経営指導員の支援力を向上させ、習得した支援ノウハウを組織内で共有し、組

織をあげて小規模事業者の事業の発展に寄与する体制を構築する。 
 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

研修会への参加  
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支援力向上会議の実施 0 1 回/月 1回/月 1回/月 1回/月 1 回/月

支援力向上勉強会の実施 0 4 回/年 4回/年 4回/年 4回/年 4 回/年

OJT の実施  

ファイル作成 未実施 適宜作成 適宜作成 適宜作成 適宜作成 適宜作成

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） 

毎年開催される総代会において事業の報告が行われているが、総代会出席者は

商工会役員・商工会総代・商工会職員となっており、外部評価は行われていない。

今後は、事業を客観的に評価し見直すための仕組みを構築することが課題とな

る。 
（改善内容） 

本計画に記載された事業の実施状況や問題点について、当商工会の商工会役

員・商工会職員に外部有識者を加えた報告会を開催し評価・検証を行う。 
（事業内容） 

(1) 当商工会役員・高崎市吉井支所産業課職員・外部有識者（税理士・中小企業診
断士などの専門家）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、成果などを報告する。（新規事業） 
(2) 報告会において、その内容を検討し、成果の評価・見直し方針を検討し、見直
し案の提示を行う。（新規事業） 

(3) 報告会において作成された評価・見直し案については、当商工会理事会へ報告
し承認を受ける。（新規事業） 

(4) 事業の成果・見直しの結果については、その内容を「商工会 HP」において公
表する。（新規事業） 

（目標） 

本計画に記載の事業の実施状況、及び成果について、PDCAサイクルに基づい
た評価・検証を、外部有識者を交え毎年度実施する。PDCAサイクルを活用する
ことにより、計画の改善プロセスを明確にするとともに、経営発達支援計画に基

づいた事業者への支援施策の周知を図る。 
 

 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

報告会の開催・評価・見直し 未実施 年度末 年度末 年度末 年度末 年度末

事業の成果・見直しの公表 未実施 年度初 年度初 年度初 年度初 年度初
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（平成２７年４月現在）

（１）組織体制 

（実施体制） 

経営発達支援事業の遂行は、事務局長を長とし、「直接支援」（伴走型支援の実施）

を経営指導員が担当し、「間接支援」（各種機関との連絡業務等）を補助員・記帳専

任職員が担当する。全職員が参加し毎月行われる「支援力向上会議」において「進

捗状況の確認」「問題点とその改善方法の検討」を実施する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施人員（商工会全体） 

会長      1 名 

副会長     2 名 

理事 20 名 

事務局長 1 名 

経営指導員 2 名 

記帳専任職員 2 名 

補助員  1 名 

 計 29 名 

 

 

理事会 

報告会 
高崎市吉井支所産業課職員 
正副商工会長 3名 
中小企業診断士 1名 
税理士 1名 

小規模事業者 

承認 

事務局 
事務局長  1名 
経営指導員  2名 
記帳専任職員 2名 
補助員   1名 計6名 

報告 

高崎市吉井商工会 

報告 

チェック・指示 

情報提供 
伴走型支援 
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（２）連絡先 
住所 〒370-2132 群馬県高崎市吉井町吉井 6－4 

TEL 027-387-2293 

FAX 027-387-5430 

e-mail yoshii-s@lily.ocn.ne.jp 

URL http://yoshii-sci.com 

 

 

（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 
（4 月以降） 

29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

必要な資金の額 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700

  地域の経済動向調査に関する事業 

 経営状況の分析に関する事業 

 事業計画策定支援に関する事業 

 事業計画策定後の実施支援に関す

る事業 

 需要動向調査に関する事業 

 新たな需要の開拓に寄与する事業

に関する事業 

 地域経済の活性化に資する取り組

みに関する事業 

 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事業 

 経営指導員等の資質向上等に関す

る事業 

500

500

800

800

800

800

500

500

500

500

500

800

800

800

800

500

500

500

500 

500 

800 

800 

 

800 

800 

 

500 

 

500 

 

500 

500

500

800

800

800

800

500

500

500

500

500

800

800

800

800

500

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 

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 

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 
 地域経済動向調査においては、高崎市や高崎商工会議所などとも連携し業況調査な
どの結果を共有する。 

2. 経営状況の分析に関すること 
 群馬県商工会連合会・地域金融機関などと連携し、需要動向調査を行う。また、地
域振興事業（お祭りや各種イベント等）やセミナーなどを通じ分析の対象となる小

規模事業者をピックアップし専門家と連携しながら問題解決に向けた分析を行う。

3. 事業計画策定支援に関すること 
 専門家（中小企業診断士など）と連携し事業計画策定に関するセミナーの開催や具
体的な事業計画を作成する。 

 事業計画策定において顕在化した課題に対し、群馬県商工会連合会・群馬県よろず
支援拠点・群馬県・高崎市・各金融機関・専門家等と連携し指導・助言を行う。 

 創業の際に生じる様々な問題点・課題に対して、群馬県商工会連合会・税理士会・
専門家等と連携を図りその解決に尽力する。 

 第二創業（経営革新）については、計画策定において必要に応じ専門家（中小企業
診断士など）と連携を図る。 

4. 事業計画策定後の実施支援に関すること 
 事業計画策定後に生じた課題に対し群馬県商工会連合会・群馬県よろず支援拠点・
群馬県・高崎市・各金融機関・専門家等と連携し指導・助言を行う。 

 創業・第二創業者の事業計画のフォローアップについて必要に応じ専門家（中小企
業診断士など）と連携を図る。 

5. 需要動向調査に関すること 
 業種別需要動向などの小規模事業者の特徴に応じた情報収集に関しては群馬県や
地元金融機関との連携を図る。 

 収集した情報の分析に関しては、中小企業診断士などの専門家との連携を図る。 
 専門家と連携しアンケートを作成・配布し会員企業の動向調査を行う。 

6. 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 
 高崎市・高崎商工会議所・地元企業・金融機関等と連携を図り各種地域振興事業（お
祭りや各種イベント等）を実施することにより、地域に密着した需要開拓を推進す

る。 

 販路開拓に関しては、全国商工会連合会・群馬県商工会連合会などと連携し県外・
県内の展示会や商談会への出展を促し販路開拓を支援するとともに出展後のフォ

ローアップも行い伴走型支援を実施する。 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組 

 高崎市・高崎商工会議所・高崎観光協会・地元企業・金融機関等と「吉井町地域活
性化検討会」を通して連携を図り、地域経済の活性化を推進する。 
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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 
 西部地区 8商工会と連携し、支援ノウハウを共有するとともに支援の現状や問題点
について意見交換を行い、支援力向上を図る。 

2. 経営指導員の資質向上等に関すること 
 指導員の研修事業を実施している各種団体や専門家と連携し、計画的な指導員の能
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 
 事業評価においては外部有識者との連携を図り事業の成果・問題点などについて検
討を行う。 

連携者及びその役割 

 
連携者 氏名 住所 電話番号 

高崎市役所 市長  
富岡 賢治 高崎市高松町 35-1 027-327-6470 

高崎商工会議所 会頭  
原 浩一郎 高崎市問屋町 2-7-8 027-361-5171 

高崎観光協会 会長 
安藤 震太郎 高崎市八島町 32-2 岩崎ビル 2階 027-330-5333 

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  

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 027-255-6631 

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 027-255-6500 

群馬県中小企業診断士

協会 
会長 
矢島 治夫 前橋市敷島町 244-1 027-231-2249 

群馬銀行 頭取  
齋藤 一雄 前橋市元総社町 194 027-252-1111 

しののめ信用金庫 理事長  
瀬下 信 富岡市富岡 1123 0274-62-3111 

ぐんまみらい信用組合 理事長  
榊 博 高崎市田町 125 027-322-2301 

高崎信用金庫 理事長 
新井 久男 高崎市飯塚町 1200 027-360-3111 

群馬県信用組合 理事長 
松井 誠 安中市原市 668-6 027-382-2433 

日本政策金融公庫 総裁  
細川 興一 

高崎市連雀町 81 日本生命高崎
ビル 5階 027-326-1621 

関東信越税理士会 
高崎支部 

支部長  
折田 慶太 

高崎市問屋町 3-10-3 問屋町セン
タービル第 2ビル 304号 027-361-7788 

ポリテンクセンター群

馬 
所長 
小野 秀明 高崎市山名町 918 027-347-3333 

群馬県立高崎産業技術

専門校 
校長 
諸田 隆志 高崎市山名町 1268 027-320-2221 
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（役割） 

○ 高崎市役所 

地域経済動向等の調査・地域振興事業の共催・各種セミナーの支援 

○ 高崎商工会議所 

地域経済動向等の調査・需要動向分析・地域振興事業の共催 

○ 高崎観光協会 

ユネスコ記憶遺産登録情報の収集・観光需要動向の情報交換・地域振興事業の共催 

○ 群馬県商工会連合会 

地域経済動向等の調査・事業計画策定支援・専門家派遣支援・各種研修会 

○ 群馬県よろず支援拠点 

地域経済動向等の調査・需要動向分析・事業計画策定支援・専門家派遣支援・ビジネ

スマッチング支援 

○ 群馬県産業支援機構 

地域経済動向等の調査・需要動向分析・事業計画策定支援・専門家派遣支援・ビジネ

スマッチング支援 

○ 群馬県中小企業診断士協会 

事業計画策定支援・専門家派遣支援・事業計画策定セミナー支援 

○ 群馬銀行 

地域経済動向等の調査・金融情報収集・事業者への金融支援 

○ しののめ信用金庫 

地域経済動向等の調査・金融情報収集・事業者への金融支援 

○ ぐんまみらい信用組合 

地域経済動向等の調査・金融情報収集・事業者への金融支援 

○高崎信用金庫 

地域経済動向等の調査・金融情報収集・事業者への金融支援 

○群馬県信用組合 

地域経済動向等の調査・金融情報収集・事業者への金融支援 

○ 日本政策金融公庫 

地域経済動向等の調査・金融情報収集・事業者への金融支援 

○ 関東信越税理士会 高崎支部 

財務分析支援・税務等法的支援 

○ポリテクセンター群馬 

従業員の技術力向上のための講習会・セミナーの実施 

○群馬県立高崎産業技術専門校 

従業員の技術力向上のための講習会・セミナーの実施 
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
高崎市吉井商工会 

高崎市役所 高崎商工会議所 群馬県商工会連合会 
群馬県よろず支援拠点 

群馬県産業支援機構 

 

小規模事業者 

情報提供 
情報共有 

地区内金融機関 

・群馬銀行 

・しののめ信用金庫 

・ぐんまみらい信用組合

・高崎信用金庫 

・群馬県信用組合 

・日本政策金融公庫 

情報提供・共有 

外部専門家 

・診断士協会 

・税理士会 

情報提供 
支援依頼各種支援 支援依頼 

各種支援

指導依頼 

専門家派遣 

 
経営発達支援 

高崎観光協会 
情報提供 ・ 共有

・ポリテクセンター群馬

・群馬県立高崎産業技術

専門校 

技能研修 


