
経営発達支援計画の概要 

実施者名 富岡市妙義商工会（法人番号 9070005003529） 

実施期間 平成 30年 4 月 1日～平成 34 年 3月 31日 

目標 

 富岡市妙義商工会では、経営支援力や複雑化する経営課題への対応力を高め、5 年間で

の本事業期間において、小規模事業者に寄り添いながら、「地域経済の様子」や「地域事

業者の業績実態の様子や分析」、「事業計画策定への支援」「マーケティング」「販路開拓」

といったことへの効果的な支援を図り、『地域の持続』に献身的に寄与することを目指し

ます。 

〇目標 

（1）地域商業者の観光利用を促進するためのビジネス再構築と観光サービス開発 
（2）商業事業者個社の魅力をより活用し賑わいを創出するためのビジネス再構築や 

顧客視点育成 
（3）農業の商業利用推進のため、人材育成や組織形成、および地域ＰＲを含めた 

販売促進スキル強化 
（4）ものづくり事業者同士のリンク推進や新製品開発のため相互意見交換や組織編成を 

実施し、地域事業者技術活用方法やＰＲ戦略も策定し、対外取引量増加推進 
○具体的目標 

（1）個店の魅力度向上と賑わいの創出 
（2）関係機関・他団体と連携した既存工業（製造・建設）の経営強化 
（3）地域ブランドの確立と地場特産品産業等の隆起 
（4）小規模事業者の経営課題の根本的解決に向け、様々なツール活用・団体連携による 

支援・情報提供 
（5）持続的・継続的な地域事業者のマーケティングと販路開拓支援 

事業内容 

1.地域経済の動向調査に関すること【指針③】 
（1）日用品、生活買回り品・必需品の購入における地域住民の行動特性のデータ化 
（2）地域事業者個店への地域外の来客者実態アンケートによるデータ化 
（3）地域経済要素として必要な産業やサービスへのアンケートによるデータ化、マーケット分析 
（4）地域版「中小企業景況調査」実施による地域経済動向の把握 
（5）県内産業、顧客動向、経済白書各データの情報提供 

2.経営状況の分析に関すること【指針①】 
（1）当会での巡回・窓口相談を介した経営分析事業者の掘り起こし活動 
（2）当会の決算申告利用事業者を活用した決算内容の経営分析ツールへの落とし込み 
（3）専門家による「経営分析スキルアップセミナー」の開催 
3.事業計画策定支援に関すること【指針②】 
（1）経営計画策定によるメリット面や書面化推進のため経営計画策定セミナーの開催 
（2）専門家指導も取り入れた計画策定個別相談会の実施（新規） 
（3）富岡市の中小企業振興基本条例と関連させ、経営計画策定についての啓蒙活動 
4.事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
（1）定期的な巡回訪問によるフォローアップ支援（新規） 
（2）よろず支援拠点や中小企業診断士等の活用での専門知識を採用したフォローアップ支援 
5.需要動向調査に関すること【指針③】 
（1）地域内の住宅関連産業の顧客ニーズ調査＜個社支援＞ 
（2）特産品製造業者・検討者に向けた道の駅みょうぎと協調した商品モニタリング支援事業＜個社支援＞ 
（3）事業者の展示会・見本市等出展時のアンケート作成支援および調査実施支援＜個社支援＞ 
（4）各業界データ（工業・商業統計、日経情報）の取得および整理によりトレンド把握調査 
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】 
（1）販路拡大のためのメディア戦略支援の実施 
（2）販路開拓のためのインタネット活用、特にＥＣサイト利用による支援 
（3）効果的商談会出展のためのプレゼンテーションコンテンツ作成アシスト支援 
Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組 
（1）富岡市、富岡市観光協会、当会による事業者ＰＲ用サイトの設立 
（2）デジタルデータ以外の地域マップ等の手法による地域事業者情報のアウトプット化構築 
（3）富岡市観光協会、富岡版ＤＭＯ、富岡市、観光エージェントとの協調による、妙義観光利用 

および地域催事の検討委員会（富岡地区観光促進会議 （仮称））設置と催事等検討の実施 

連絡先 

富岡市妙義商工会  

〒370-2411 富岡市妙義町上高田 1197-6 

℡：0274-73-3723  fax：0274-73-2673  

e-mail：info@myogi.org   URL: http://www.myogi.org/ 
 

mailto:info@myogi.org


1 
 

（別表 1） 
経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 
 
 1.旧妙義町概要（富岡市現状含） 
 

【富岡市面積、県内位置】 
富岡市面積 122.90 ㎢、旧妙義面積 28.26 ㎢、可住地面積 77.20 ㎢。群馬県においては西南に位置して

いる（図 1 と 2）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

  
  

※富岡市の県内位置（図 1）          ※富岡市における旧妙義町（濃色部）（図 2） 

 
可住面積率が 62.8％であり、富岡市の約 40％は森林である。 

 
【隣接地域】 

隣接する市町村は、安中市（旧松井田町含む）、下仁田町。富岡市は更に甘楽町と隣接する。隣接地 
  域も人口減少が発生している。当地域も含め、中山間地域である。中山間地域であることから、行政区 
  の境界は山林となっており、日常での車での買い回りの移動は障害が多い。当地域の鉄道網の発達も地 

形上から乏しく、利便性は高くない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※富岡市隣接行政区 

 
【富岡市人口】 

当商工会地域は群馬県旧妙義町であり、平成 18 年に旧富岡市と 1 市 1 町にて合併した。 
富岡市総人口 49,614 人（Ｈ29.6.1 現在）、内妙義地区人口 4283 人（Ｈ26.12 月末現在）。 
 

【富岡市人口推移】 
人口推移については下記表の通りであり、1995 年をピークに減少の一途を辿り、現在は、旧妙義町 

  人口を含めても、1970 年からの人口推移は下記表の通り。 
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1970年 50,784人 

1975年 51,883人 

1980年 53,200人 

1985年 53,768人 

1990年 54,259人 

1995年 54,435人 

2000年 54,401人 

2005年 53,765人 

2010年 52,070人 

2015年 49,746人 

 ※2005 年は合併時人口。   旧妙義町の人口も同様の率で減少している。 

 
 【旧妙義町の人口推移】 
年 Ｈ10.12 

… 
Ｈ15.12 

… 
Ｈ17.12 

… 
Ｈ26.12 

… 
Ｈ29.10 

人口数 5,150 人 4,913 人 4,727 人 4,283 人 4,123 人 

 
【富岡市高齢化率】 

2016 年の高齢者：生産年齢人口＝1：1.9 という状況で、全国平均 1：2.3 よりも上回っており、高齢 
  化率が顕著である。2020 年予測は、高齢者：生産年齢人口＝1：1.6 という予測であり、更なる高齢化 
  率となる予測である。 
 

【富岡市交通網】 
富岡市において、国道 254 号バイパスの整備が目覚ましく、国道 254 号本線とも関連し、富岡市内を 

環状に網羅する交通網が整備された。これにより、市内での渋滞やアクセスの短縮化を実現しており、 
地域内移動が容易になってきている。また、254 号線バイパスは富岡市に隣接する甘楽町、その先の高 
崎市吉井地域まで延びており、藤岡地域や高崎駅へのアクセスを容易・短時間化となっている。 
国道 254 号本線も道路拡張が計画されており、自動車社会での生活が容易になるよう整備が始まってい 
る。 
また、本県県庁所在地である前橋へのアクセスも短時間化、容易化できるよう、西毛広域幹線道路の整 
備が進められ、1 本の道路で前橋まで到着できるようになる予定である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          ※出典 群馬県 
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鉄道は私鉄である上信電鉄が操業しており、富岡市内では 8 駅ある（全 21 駅）。上信電鉄は高崎市～ 
甘楽町～富岡市～下仁田町間を操業している。 
 
 
 
 
 
 

 
 出典 上信電鉄 

【地域交通網】 
当地域の交通網は、最寄りの高速道路は松井田妙義ＩＣであり、当地域へ 10 分程度で到着できる。 

他高速ＩＣは富岡ＩＣ、下仁田ＩＣがあり、15 分～20 分で当地域に到着できる。 
生活道路としては、当地域の県道一之宮妙義線を主要とし、国道も１８号線が安中市に通っており、長 
野方面へのアクセスも複雑にならずに到着できる。 
線路について、ＪＲ線は、隣接の安中市でＪＲ信越線が操業し、最寄駅は磯部駅である。当地域へ駅か 
ら車で 10 分程度の距離である。上信電鉄では、最寄駅は上州富岡駅であり、上州富岡駅は富岡市役所 
と隣接し、当地域まで車で 15 分程度である。 

  
【 富岡市観光資源】（妙義観光資源含） 

富岡市において観光資源数は比較的多く、「群馬自然史博物館」、「福沢一郎美術館」、「群馬サファリ 
  パーク」、「大塩湖」、「丹生湖」、「もみじ平公園」、そして「富岡製糸場」（2015 年観光客数 130 万人） 
  と富岡市観光物産館である「お富ちゃん家」、と市内に有している。これら観光資源は一か所にまとま 
  っておらず、点在している現状が見られる。妙義地域においては、「妙義神社」、「道の駅みょうぎ」、「も 

みじの湯」、「妙義ふるさと美術館」、そして日本三奇景で上毛三山のひとつである「妙義山」（観光客数 
年間約 60 万人）と全国的に知名度もある観光資源を有している。これら観光施設は妙義山周辺に在し 
ている。特に妙義山の紅葉は、当県の上毛かるたの読み歌である「紅葉に映える妙義山」通り、紅葉が 
見事であることと、この景色のために全国的に秋口には観光客が訪れる。富岡市内も含むこれら観光資 
源は、学生合宿、写生、歴史散策、釣り、登山、キャンプ、といったことに利用されており、一定の人 
気やリピートを確保している。 
尚、上信電鉄は富岡製糸場の世界遺産登録により、利用客の 10％程度の上昇が見られる（2016）。 

 
 

2.旧妙義町の産業現状と課題（富岡市現状含） 
【富岡市産業別就業人口】 

産業別就業人口は 25,400 人（平成 22 年）であり、その内、第 1 次産業就業率 8.2％、第 2 次産業就 
  業率 40.3％、第 3 次産業就業率 51.5％となっている。当会地域においては、第 2 次産業が少ないため、 

第 1 次産業就業率が富岡市よりも高い状況である。 
 

【富岡市内経済状況】 
富岡市内において、商業としては新規出店は大型店やＦＣ店が大部分であり、富岡市 254 号線バイ 

  パスでの出店が多くみられる。日用品取扱店もスーパーなどの進出が目立ち、大型施設集約型となって 
  いる。 

工業においては、工業進出はあまり見られず、工業誘致が富岡市において課題となっている。大規模 
  雇用が発生しにくい状況である。平坦な土地の未活用面が多くみられ、田畑の利用減少からも土地の産 
  業利用が課題となっている。 

創業も発生率が低く、産業発展面で停滞や、事業者高齢化とも関連し、産業減少となっている。 
富岡市創業の大手・中堅企業も、一部を除いては本社を富岡市から移転しており、産業減少が危惧され 
る状況である。 
 

【当地商工業者数推移】 
平成２８年の経済センサスの当地域の業種別数値は下記表の通り 
（計） 商 工 業 者 の 業 種 別 内 訳 
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建設業 製造業 卸売業 小売業 飲食店・宿泊業 サービス業 その他 

174 社 
（内小規模事業

者数１５１社） 

46 社 

（26.4％） 

39 社 

（22.4％） 

3 社 

（1.7％） 

32 社 

（18.4％） 

17 社 

（9.8％） 

26 社 

（15.0％） 

11 社 

（6.3％） 

 
平成２４年の経済センサス数値 

（計） 
商 工 業 者 の 業 種 別 内 訳 

建設業 製造業 卸売業 小売業 飲食店・宿泊業 サービス業 その他 

171 社 
（内小規模事業

者数１５4 社） 

49 社 

（28.7％） 

43 社 

（25.2％） 

3 社 

（1.7％） 

23 社 

（13.5％） 

14 社 

（8.2％） 

27 社 

（15.7％） 

12 社 

（7.0％） 

 
【当地域経済状況】 
○各業種における概要・状況 
（建設業） 
  地域内建設業社は近隣と比較して規模はあまり大きくはなく、全て従業員 10 人以下の事業所であ 

る。合併前は、地域内公共事業を主として営業を行う事業者が多かったが、現在は民間でのリフォー 
ムなどの業務を主とするようになった。取引先範囲は地域人口減少・高齢化により地域の工事発生拡 
大傾向にあり、建設現場は高崎市など人口が多い地域での工事が増えてきており、県外での現場も増 
えてきている。電気や水道などの設備業者を除き、事業者は高齢化してきており、今後の事業運営や 
事業承継に課題を抱える事業者も多い。受注に関して一定量請け負っており、安定した経営となって 
いる。技術や工事品質についても一定水準以上であり、この点が、継続的な受注に繋がっていると考 
えられる。 

  
（製造業） 
  地域内製造業者の規模は、鍛造企業である日亜鍛工株式会社（資本金 5,000 万）を除いては、小規

模零細企業が多く、従業員 20 名以下の企業である。製品については木工製品、金属部品、プレス加工、

金属パイプ加工、ＦＲＰ成型、など多様であり、各社、県内外の取引先に納品している。各社はそれ

ぞれ取引先を有して経営を行っており、地域内でのそれぞれ事業者間の関連性や連動性は無い状況で

ある。工場設備等においても地域事業者は、一定期間で入替や導入を行っており、品質が落ちないよ

う努めている。２次請・３次請企業が多く、発注先の業績に経営が左右される事業者が大部分である。 
  人材確保面においても、地域住民採用が多く、地域雇用を担っている点は大きいが、求める人材が

集まりにくい状況ともなっている。 
 

（卸売業） 
  卸売業は非常に少なく、かつ、全て食品卸業である。この点は、富岡市での製造企業で最も割合が 

   多いのが「食品加工業」である、という特色が良く現れており、こういった食品製造業者や店舗への 
   食材（生肉、加工肉、きのこ、梅加工品、こんにゃく加工品）卸売を実施している。取引範囲は比較 
   的広く、県内一円であったり、東京へも卸売を実施している。品質についても、地域特性上、丁寧な 
   作業により加工、調理されたものが多く、安定した市場を有している。また、価格帯についても、比 
   較的低価にて提供しており、好評であるものが多い。 

 
（小売業） 
  小売業は、長年地域の生活品を販売する事業者が多く、主に食料品販売（8 店舗）である。他には、 

地域農産物販売所２か所、生花店、ガソリンスタンド３か所、コンビニ、絹・草木工芸品２か所、石 
材商２か所、土産物専店、その他店舗を構えない小売約 10 社という状況である。地域住民に対して 
の営業が大部分であり、富岡市 254 号線バイパスに出店の大型店やＦＣ店の影響を大きく受けてい 
る。また、事業主が高齢であることが多く、後継者がいないことが多いため、長年の営業スタイルを 
変化させず経営してきた。部分的に、新商品販売など見られるものの、店舗経営の大枠は昔ながらの 
スタンスである。個社の品揃えは個性的とは言えないものの、お酒の品揃えに強い店舗、生鮮品に強 
い店舗、地場産野菜に強い店舗、と、個社ごとの特徴は存在する。 
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（飲食店・宿泊業） 
  飲食業１２社、宿泊業５社という状況。飲食業は、寿司、日本料理、洋食、焼肉店、ホルモン店、 

   妙義観光者用の喫茶店・食事処、ラーメン店、定食屋と様々な営業を行っており、地域内で競合が少 
   ない特色がある。各店舗とも固定客・リピーターを有しており、一定の人気を有している。宿泊業に 
   ついては、妙義山観光宿泊旅館３か所、民宿、ゴルフ場所有ホテル、となっており、妙義山観光宿泊 
   旅館においても、合宿客対象や登山客対象、一般観光客対象とターゲットが分かれており、それぞれ 
   個性を出して営業を行っている。飲食業・宿泊業すべて、リーズナブルな価格帯でのサービス提供を 
   行っており、安定した営業を続けている。事業者の高齢化かつ後継者不足は共通課題となっている。 

 
（サービス業） 
  サービス業の内容は、自動車整備工場５社、観光旅客業１社、運送・運輸業３社、理美容業５社、 
 福祉介護施設４社、ゴルフ場１ヶ所、ハウスクリーニング１社、士業１社、カーフィルム制作１社、 
 観光サービス２社、整体、ヨガという状況。自動車整備と理美容業が多く、この点も生活必要性が高 
 い業種の社数が多くなる傾向であり、地域住民対象サービス業の特色が強い。また、昨今の高齢化か 
 ら福祉介護施設も増加しており、新サービス事業として定着しつつある。福祉介護施設は近隣住民も 
 対象にし、施設稼働率が上昇するよう営業を行っている。観光関連サービス業は、広く誘客となるよ 
 う新聞広告折込やＰＲ活動を行い、利用促進となるようにしている。他サービス業は人口数に伴った 
 社数となっており、主に地域住民を対象にした営業活動を行っている。 
 
（その他） 
  その他は地域金融機関、富岡市業務委託事業者、農業事業者などである。 

 
【事業者課題】 
  上記の各業種現状の通り、事業者において共通に課題となっていることは、「事業者の高齢化」「後継 
 者不足」であり、地域人口の減少・流出より、解決が困難な事項となりつつある。事業者が高齢化して 
 いる原因として、結果的には「後継者が不足しているから」という理由になり、後継者がいない事業所 
 は廃業となる状況である。そこで「後継者が不足している」原因が明瞭となれば、又、解決すれば、「事 
業者が高齢化している」課題も解消することになる。 
「後継者不足」原因としては、 

１）地域事業者の収益獲得能力の減少 
２）個人事業者の業務範囲の拡大や業務量の増加 
３）競争する商圏範囲の拡大 
が第一に考えられるが、現状の事業者はある一定の収益力を有しており、主原因とする理由は見られな 
い。 
そこで、後継者不足も含めた広義の人材不足、人口減少の原因として、現状の地域事業者の状況を見 

  て推察されること、また、地域事業者の意見から、 
１）「高学歴化により後継者や地域人材が地域産業に従事せず流出している。」 
２）「生活安定志向が強くなり、業績により経済的に不安定、または安定収入に努力を強いられる地域 

産業従事者や地域定住者とならなくなった。」 
３）「インフラ等整備されている利便性が高い都市や産業地を選択する傾向が増し、生活面での不便や 

アクセス距離・時間が増す地域を選択しなくなった」 
４）「人口減少から、地域機能を充足させるために必要な人的労力を提供する量が増し、生活すること 

による時間提供面が増えた」 
５）「農業兼業も多いため、生活することによる労力も都市部に比べ多く、選択しなくなった」 
ということが主たる原因であり、大きな課題であることが浮き彫りで、業種問わず課題となっている。 
また、地域に在住しないことによる所有土地（農地、事業地、山林）の活用低下、放置といったことも 
課題となっている。 

   ビジネスモデルの再構築という側面で個社の状況、または、業種ごとの状況を見た場合、 
  早急かつ抜本的に再構築が必要な業種や、商圏設定の再考察実施程度により安定経営に繋がる軽微な変 

化で済む業種、と地域内事業者間でも課題の大きさ、程度、量が様々である。 
どの業種においても、 

１）「後継者対策」 
２）「商圏範囲の再考察」 



6 
 

３）「ＩＴ活用による事業展開・情報戦略の必要性」 
４）「顧客分析による行動特性の把握・サービス展開」 
５）「人材育成」 
６）「他社または単独企業依存体質脱却による収益安定性」 
７）「第２創業検討」 
８）「将来の地域状況を考慮した業務展開」 
９）「地域資源を活用した事業展開」     

  といった課題に、地域事業者はいずれかに該当し、課題解決を図らなければならない状況となっている。 
  また、継続的解決のためにはビジネスモデルの再構築が必須である場合も少なくない。 
 

【観光資源活用・促進課題】 
   富岡製糸場が世界遺産登録となり、観光産業振興や安定した産業利用となるべき事案発生となった 

が、現実的には活用や経済利用面では乏しく、事実、取組が足りないため、観光客数減少や、目立った 
収益向上に繋がっていない。この点は、非常に様々な課題を露呈することになっており、 
１）創業に繋がっていない。第 2 創業も停滞している。 
２）インバウンド取込み、についても安定した経済利用となっていない。 
３）既存事業者も収益向上のために活用していない。 
４）事業の持続や継続面での活用が図られていない。 
富岡市内でそのような状況となっている。 
 
また、当地域への観光誘客面においても 
１）観光資源連動が地域内外で図られておらず、観光客の満足度を充足する状況となっていない。 
２）インバウンド取込みも連動していない。 
３）当地域資源の観光者へのＰＲも非常に弱く、観光産業振興に繋がっていない。 
４）ビジネスモデル再構築を図っておらず、観光者が求めるサービス展開となっていない。 
５）地域で稲作が盛んであるが、ブランド化や販売促進となる取組が見られず、活用が図られていない。 
といった課題を露呈しており、対策すべき事項として存在している。 
事実、当地域を未認識の観光客は、当地域に訪れずして帰路に至ることとなっており、観光客誘客は当 
地域のビジネスモデル再構築促進面においても、非常に重要な課題かつ機会とするべき事項である。 

 
3.富岡市の産業振興方針 
  富岡市において、現状の経済状況に対応するため、富岡市総合計画（第 2 次 平成 28 年度～平成 38 
年度）として、産業面では「世界に誇る地域資源を活かした力のあるまち」の実現を目指し、次の目標 
を掲げている。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
4.小規模事業者に対する中長期的な振興のあり方 

○商業  
富岡製糸場を核とする豊かな観光資源、地域の魅力を最大限に引き出す発信力（観光プロモーショ 

ンの取り組み）を強化し、交流人口の増加を図るとともに、他市町村との広域的観光連携に基づく戦 
略的な観光・商業振興を図る。 

○工業  
  多様で豊かな雇用の場を創出するために、東京都心とつながる交通網の利便性、自然災害の少なさ 

などの優位性を活かし、工業団地の整備や企業誘致を計画的に推進する。また、既存企業が成長・発 
展し続けられるよう、周辺地域との連携や協力を図りながら、支援の強化やそのための情報収集を図 
る。 

○地場産業 
  関係団体の協力を得た地産地消の推進、本市産の農林産物のＰＲ活動、魅力的な特産品開発、安定 

した生産体制づくりの支援に取り組む。 
 また、外国人観光客を視野に入れた富岡市らしい「おもてなし」や魅力ある観光商品、飲食物、サ

ービスの開発、支援に努める。 
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  【課題】 
当商工会の課題は、上記の課題解決または減少のための実効性のある事業実施面が乏しく、地域課題 

  の解決に向かっていないことであり、事実、地域減少衰退、産業減退の歯止めとなる機関としての機能 
  性は乏しい状況にある。 

 
【中長期の振興の方向性】 
そこで、中長期の振興の方向性として、地域事業者の活躍の場の創出を目的とし、誘客やスキル向上、 

モチベーション高揚や目に見える、わかりやすい目標設定などにより、機会提供を当会より行うことよ 
り、今までとは異なる活動から当地域の産業振興となるよう実施していく。 
また、富岡市産業振興の下支えともなるよう、観光プロモーションや工業誘致および企業連携関与、事 
業者の自発的な特産品開発となるよう、当会の事業運営を行う。 
また、地域事業者同士が連携やコラボレーションを行うことより、事業実現を行い易くなるよう振興や 
支援を実施していく。 
中長期期間として１０年と考え実施する。 

 
１）観光地化および観光産業の周知を広範囲に実施し、持続的かつ波及的に促進し誘客を図る。 
   地域概要の通り、上毛三山で日本三奇勝の「妙義山」があるが、この山の魅力や形状、ビュース 
  ポット、歴史について、周知や認識、伝達面での活動が著しく不足しており、埋没しているデータ 
  や利用機能が多数存在する状況である。一つ一つのデータや情報、形状などはとても面白いもので 
  あり、正直、伝わっていないものが多い。そのため、全国からの訪問機会を喪失している現状があ 

る。このことから、この山の活用や付帯情報活用から、観光地化を促進し、地域産業の基軸となる 
よう活動し振興していく。また、観光誘客のためのマップ整備やＩＴ機器での周知、プレスリリー 
ス等に注力し、観光事業が生成しやすくなるようにする。インバウンド取込みも重視していく。 

具体的方針：・観光資源とリンクした地域観光産業の生成 
・地域資源を活かした特色ある観光産業の育成 
・インバウンド対応観光産業の増加 
・地域情報・資源の全国的なプロモーション 
・地域観光プロモーションを行う団体との連携による効果的な販売促進 

 
２）商業において、個店の個性や独自性を重視し、商圏範囲を広げた商売を行えるようにする。 
   地域の現況のとおり、各店舗や飲食店は個別の対応力を有しているため、この点を活かし、かつ 
  この個々の店舗が地域住民のみならず、広範囲に集客となるよう、個店独自の活動を、より洗練や 

計画的になるよう支援を行い、隣接地域においても周知や認知され、オンリーワンな事業運営とな 
るようにする。この点は観光産業とも連動して行い、商業活用が柔軟になるよう対応する。 

具体的方針：・大型店にはない、オンリーワンな店舗運営やきめ細やか、かつ、こだわりの商品構成 
・地域顧客ニーズや群馬県内での行動特性を踏まえた、地域商業者に望まれる店舗運営の実施 
・地域外に購買層が流出しないよう、地域内での個性的かつ効果的な顧客囲い込み 
・地域住民に固執せず、近隣地域広範囲に商圏を持ち、知ってもらえるような販売促進の展開 
・ストアブランドの強化 

 
  ３）農業において６次産業化や農観連携促進等の事業化より、地域農業が行い易い環境を整える。 

農業において、現状、伝統的な生産方法や流通方法で行っており、「生産」のみに焦点が当てら 
    れており、「流通」「販売促進」「顧客ニーズ」「商圏範囲」といったことが考慮されていない。その 
    ため、商的な取扱いとなるよう「６次産業化」「農観連携による物産化」「地場生産物のＰＲ」を計 
    画的に段階的に当会運営に盛込み、実現できるようにする。また、現在農業を営んでいる方は、個 
    別に耕作を行っており、集団的であったり、戦略的であったりすることが少ない。そのため、６次 
    産業、農観連携、いずれにしても、農業運営を目標や計画に伴った相互的な事業運営となるように 
    当会活動を行う。 
具体的方針：・地域農産物を直売するような団体の形成や、地域事業者による直売の実施 

・道の駅などの地域内農産物販売店舗との連携や、販売店舗の価値向上のための商品構成強化 
・地域稲作のブランド化 
・地域内農産物の特性や品質、特色が一目でわかるようにするための情報戦略 
・地域内農産物加工による、新製品開発や農産物利用機会の促進 
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  ４）ものづくり事業者（製造、建設）活躍機会増加ため、ＰＲ戦略や事業者間・他団体との連携強化 
     経済センサスの通り、地域事業者の約半分（48.8％）が、ものづくり事業者である建設業・製造 
    業である。地域のものづくり事業者はある一定の技術力を有し、それを基に事業運営を行っている 

が、事業内容の拡張利用、他業種との連携や関連よりシナジーが発生する、といったことに繋がっ 
ておらず、上記の課題の通り後継者等が不足しており、ものづくり産業の拡張性が問われる現状で 
ある。 
そこで、民間企業間での連携促進から、新たな産業での利用を考察し、産業利用機会を増やせるよ 
うにする。 

具体的方針：・ものづくり事業者の特色や能力、設備などの情報が伝達されるようプロモーション戦略 
      ・地域事業者の資源活用から、独自製品やサービス展開が成されるよう団体形成 
      ・営業力の強化や、プレゼンテーション能力の向上 
      ・他地域ものづくり産業との連携や、商談会などの合同開催 
      ・高齢化に対応した建築・設備の提供や営業戦略の立案 
 

【中長期の目標数値】 
中長期的な目標数値として、 

１）現状の小規模事業者数（151 社）の減少を 5％以下に抑制する。 
２）ビジネス転換やモデル再構築を、計画期間内に事業者数（174 社）の 20％程度発生させる 
３）特に観光関連事業社の業績が 15％向上し、観光関連創業が現状の小規模事業者数の 10％発生する 

ようにする。 
４）ビジネスマッチング、地域事業者ＰＲ活動より、地域事業者の業績が 10％向上するようにする。 
５）自社経営の見直し、課題の発見、自助努力の目安設定、財務理解促進となるよう、現状の事業者数

（174 社）の 30％が経営計画策定や事業方針の紙面化となるようにする。 
 
5.経営発達支援事業の具体的目標と目標達成に向けた今後の取組方針 
 富岡市の「産業振興」と当会の「地域産業の現状・課題」「中長期的な振興のありかた」を踏まえ、

計画期間（５年間）における目標として、下記を定め、小規模事業者が行う経営の持続的発展を支援し

ていく。 
【計画期間の目標数値】 
１）現状の小規模事業者数（151 社）の減少を 5％以下に抑制する。 
２）ビジネス転換やモデル再構築を、計画期間内に事業者数（174 社）の 10％程度発生させる 
３）特に観光関連事業社の業績が 10％向上し、観光関連創業が現状の小規模事業者数の 3％発生する 

ようにする。 
４）ビジネスマッチング、地域事業者ＰＲ活動より、地域事業者の業績が 5％向上するようにする。 
５）自社経営の見直し、課題の発見、自助努力の目安設定、財務理解促進となるよう、現状の事業者数

（174 社）の 10％が経営計画策定や事業方針の紙面化となるようにする。 
 

（1）地域商業者の観光利用を促進するためのビジネス再構築と観光サービス開発 
 上記の各業種における概要・状況のとおり、小売店、飲食店、宿泊業、サービス業は生活必需を中心

としながらも、個社の特色があり、一定顧客量を有している。この点は維持しながら、新たな生活サー

ビス展開や観光客対策、地域農産物の直売、地場産加工品開発、体験型観光提案、といったことを発生

させるため、個社の魅力の定義、活用資源の再確認、賑わいでの活用を促進する個社対策を実施し経営

発達となるようにする。 
東京オリンピックなどの大型催事を機会とし、開催までの準備や今後の地域の活用活動として、当地 

域の観光資源のＰＲやＰＲ力、事業者の地域情報伝達能力向上を強化することより、当地域の魅力・内 
容・提案ということが幅広く伝達させるよう活動を行う。特に体験・経験型の観光資源や景観などにお 
いて、伝達不足・内容不明瞭が浮き彫りとなっている課題であり、対策により訪問機会の減退とならな 
いよう活動を行う。地域事業者情報についても、地域情報と連動させ周知するとともに、こういった取 
組を機会に地域商店等のビジネスの在り方変革が生まれるようにしていく。 
総合的には「妙義」という地域が波及することを目的として実施する。 
 観光サービス開発については、「妙義山」の観光利用が「登山」「紅葉」に現状、限定されており、拡

張的利用（妙義山ビューポイント提案、妙義山周辺の回遊向上、観光イベント開催、妙義山関連・記念
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グッズ、特産品開発など）に大きく繋がっていない。この点を現状の地域事業者との取組から産業利用

となるよう検討し観光サービス開発となるよう実施していく。 
   これらの対策と、個店の魅力とをリンクさせ、個店の存続価値を生み出せるよう活動やビジネスモ 

デル再構築を図る。 
中長期的目標との対応について（〇項目が、計画期間内実施目標） 
・観光資源とリンクした地域観光産業の生成 
  ↖ 〇個店の営業内容について専門家やよろず支援拠点と協議、かつ効果的店舗運営支援 
・地域資源を活かした特色ある観光産業の育成 
  ↖ 〇専門家との活用できる観光資源の洗練、現在状況の原因探求 
・インバウンド対応観光産業の増加 
  ↖ 〇地域事業者への必要性や機会の理解促進、進め方構築 
・地域情報・資源の全国的なプロモーション 
  ↖ 〇地域情報伝ツールの構築、プレスリリース活用の専門的方針協議 
・地域での観光プロモーションを行う団体との連携による効果的な販売促 
  ↖ 〇富岡市、富岡市観光協会等の団体との連携による効果的な地域観光販売促進 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

（2）商業事業者個社の魅力をより活用し賑わいを創出するためのビジネス再構築や顧客視点育成 
   上記の概要・状況のとおり、小売店、飲食店、宿泊業、サービス業は生活必需を中心としながらも、 

個社の特色があり、一定顧客量を有している。この点は維持しながら、新たな生活サービス展開や個 
社独自の取組をより一層活用するため、顧客行動分析や顧客視点を考慮した個社事業運営となるよう 
に支援し、経営発達となるようにする。特に、ビジネスモデル再構築は、「マーケットイン」という感 
覚を重視し、顧客にどのように映るか？といった顧客視点での展開を重視した開発・創出となるよう 
にする。答えはお客に有りを実践できるよう運営を行う。 
 また、個社独自の取組は、事業者自身による客観的な測定や、上手くいかなかった時の反省点考察、

改善点列挙といった活動がなされず、継続的な問題解決や段階的な課題解決とならない場合も多い。そ

のため、カリキュラムやスケジューリングの設定より、課題事項の可視化、設定を実施し、継続的な経

営発達となるよう実施していく。 
 中長期的目標との対応について（〇項目が、計画期間内実施目標） 
・大型店にはない、オンリーワンな店舗運営やきめ細やか、かつ、こだわりの商品構成 
  ↖ 〇個店の特色や業務実態の分析、地域経済動向による顧客層の把握と対策 
・地域顧客ニーズや群馬県内での行動特性を踏まえた、地域商業者に望まれる店舗運営の実施 
  ↖ 〇ニーズ調査と連動し、根拠やデータからの地域商業運営 
・地域外に購買層が流出しないよう、地域内での個性的かつ効果的な顧客囲い込み 
  ↖ 〇マーケティングリサーチの実施、専門家との協議による店舗運営 
・地域住民に固執せず、近隣地域広範囲に商圏を持ち、知ってもらえるような販売促進の展開 
  ↖ 〇ＩＴ活用、販促チラシ等の効果的な作成、地域マップ等による包括的なＰＲ戦略 
・ストアブランドの強化 
  ↖ 〇店舗装飾、陳列、売上構成、強化品目等の分析および地域商店の認知の向上 

 

個店 

商工会 ・個性や方向性、特性の意思表示 

・今後のビジョン 

・観光産業との連携、活用 等 

・専門家等への橋渡し依頼 

・顧客ニーズ、商圏設定などの適切な判断 

・事業主のやる気支援、実施可能な目標提案 

・事業所観光利用資源等の測定、判断 

富岡市行政 
専門家 

旅客エージェント 

中小企業診断氏 

よろず支援拠点 等 

 

個店 

個店 

個店同士の共同ＰＲや観光利用促進 

（観光マップによる個店すべての周知、 

個店が連動した観光誘客、個店個性の表現） 

・専門的アドバイス 

・観光資源活用協議 

・プロモーションアドバイス  

・直接的アドバイス 

・産業利用コラボ促進 

・プレスリリース戦略 等 

・個店情報提供 

・個店活用要望 

・計画方針提供 

・地域コーディネート要望 

・個店要望情報の整理提供 

・商工会実施方法提供 

・専門家と行政の橋渡し 

・地域産業振興歩調合せ 

・観光振興意見、情報交換 

・相互での周知促進 

・地域の強み活用方針決定 

・個店への要望検討 

・商工会運営事業への意見交換 

・商工会事業の拡充利用、連動検討 

・観光プラン商品の構築 

・地域観光情報の全国発信 

実  施 
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（3）農業の商業利用推進のため、人材育成や組織形成、および地域ＰＲを含めた販売促進スキル強化 
農産物の生産や加工といったことにおいては安定した技術を有し、良品を製造できる能力を有してい 

ることから、問題は「生産物アイディア」「生産体制」「労働力投下方法」「低コストＰＲ」「組織的活動」 
といったことであるため、こういったことを念頭に置いた農業運営を行える人材育成が必要である。そ 
のため、人材育成に注力し、集約的農業運営、生産物の対外地域への流通といった販売促進、地域外消 
費を考慮できる農業事業者の生成を目標とする。このために、当会において人材育成機関としても機能 
させることより、地域の事業スキルが向上するように活動する。この事項においても、「マーケットイ 
ン」の感性や顧客視点を重視した農業生産物の活用を考慮して事業運営を行う。地域事業者の約６割が 
兼業農家であるということもあり、自社の収益に寄与する農業活用という視点で、農業の産業化や特産 
品開発とリンクさせ、農業の産業利用を推進していく。 

中長期的目標との対応について（〇項目が、計画期間内実施目標） 
・地域農産物を直売するような団体の形成や、地域事業者による直売の実施 
  ↖ 〇地域事業者の兼業農家個々の動向、意向調査、および活用の組織化 
・道の駅などの地域内農産物販売店舗との連携や、販売店舗の価値向上のための商品構成の強化 
  ↖ 〇既存地域内販売店舗の価値、情報発信能力強化、販売品目データ化と分析 
・地域稲作のブランド化 
  ↖ 〇良質である地域内稲作のブランド構築、および、梱包方法などの商品戦略 
・地域内農産物の特性や品質、特色が一目でわかるようにするための情報戦略 
  ↖ 〇味や風味といった部分の伝達の紙面化、品質についての不明瞭ではない表現構築 
・地域内農産物加工による、新製品開発や農産物利用機会の促進 
  ↖ 〇農産物加工業者の生成や既存食品製造業者への新製品開発の働きかけ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

農家 

農家 
農家 

自営業者の兼業農家 

自営業者の兼業農家 

自営業者の兼業農家 

商工会 

農業団体（道の駅みょうぎ 等） 

・事業者による農業の組織化依頼 

・観光利用の情報提供 

・行政、農業団体との連携要望 

・地域農家との交渉、意見徴収依頼 

・農業ブランドの構築案 

・組織化の素案構築 

・地域農家の意見反映 

・農業産業利用案 

自営業者 

による農業 

活用組織 

の構築 

各農家への働きかけ 

農家 
農業団体への意見徴収 

・相互の資源活用検討    ・相互のスキル活用による人材育成 

・次世代農業の在り方検討  ・円滑振興のための協議 

・農観連携推進協議 ６次産業生成、農業法人創出 

専門家 

旅客エージェント 

中小企業診断士 等 

・販路開拓助言 

・事業化判断 

・メディア、誘客戦略 

・地域農業情報提供 

・要望の整理 

・農業活用組織 

プラン提供 

・報告書提供 

・マーケットイン指導 

中小企業診断士 

先進事例経験者 

ＩＴ専門家   等 

商工会 

商業事業者 

商業事業者 
商業事業者 

商業事業者 

商業事業者 

個別対応強化 
・ＩＴ活用情報、情報発信戦略 

・顧客視点育成 

・事業承継にフォーカスした運営 

・地域、県内経済状況を考慮した 

 経営体質つくり 

・経営計画による行動規範、目標値の設定 

・先進事例地域活用、反映 

・ビジネスモデル再構築提案 

県内メディア 

（新聞、ラジオ、ＴＶ） 

富岡市行政 

・地域経済状況の分析 

・先進事例の情報提供 

・事業者個別のＩＴ戦略協議 

・専門的知見からの支援方針 

・取組ＰＲ、認知度向上

への働きかけ 

・地域経済寄与振興考察 

・産官学連携 

・直接的プレゼンテー 

ション活動の推進 ・ビジネスモデル再構築 

・ＩＴによる自社ＰＲ 

・ニーズ調査 

・行動特性調査 

・商圏把握調査 
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（4）ものづくり事業者同士のリンク推進や新製品開発のため相互意見交換や組織編成を実施し、地 
域事業者技術活用方法やＰＲ戦略も策定し、対外取引量増加推進 
 上記の通り、ものづくり事業者が地域事業者の大半にも拘らず、ものづくり事業者の活用や販売促進、 
事業者の存続ということを考慮した運営を実施してこなかった。そこで、個別に事業運営している事業 
者相互の情報伝達や技術活用を促進し、シナジーの発生や、地域事業者単位のＰＲや周知、新製品開発 
を実現できるよう、当会において戦略的なものづくり組織の編成や技術バンク構築、対象事業者全体の

技術力アップのための情報収集機関として機能させることより、富岡市の工業誘致とも関連させ、対外

取引量を増加させていく。この取組から、事業者の強み、弱みもしっかり把握し、相互補完的に地域事

業者が機能し、かつ、技術事業者の運営アイディアが柔軟で展開が多角的になるように組織していく。

特にビジネスモデルの再構築の面で、ものづくり事業者の現在の設備状況や環境、取引状態から、新し

い活用方法や事業展開の変化、といった今後の対応力が上昇するように組織運営を行っていく。この取

組と連動し、商談会等での周知量も増加させるように運営していく。 
中長期的目標との対応について（〇項目が、計画期間内実施目標） 
・ものづくり事業者の特色や能力、設備などの情報が伝達されるようプロモーション戦略 
  ↖ 〇ものづくり事業者の経営分析、ＳＷＯＴ等による強み弱み把握、分析に基づくＰＲ 

    ・地域事業者の資源活用から、独自製品やサービス展開が成されるよう団体形成 
      ↖ 〇個社各自での営業活動を束ね、広範囲でスムースな取引ができるよう部会機能の強化 
    ・営業力の強化や、プレゼンテーション能力の向上 
      ↖ 〇取引発生の機会や、技術力が情報伝達不足により埋没しないよう営業活動能力強化 
    ・他地域ものづくり産業との連携や、商談会などの合同開催 
      ↖ 〇B to B 促進のため、部会単位での商談会参加や、地域内団体との情報交換強化 
    ・高齢化に対応した建築・設備の提供や営業戦略の立案 
      ↖ 〇高齢化社会を機会として、今後必要消費される製品の開発や営業展開の強化 
 〇計画策定前 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 〇計画策定後 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ものづくり事業者（製造） 

ものづくり事業者（製造） 
商工会 

ものづくり事業者（製造） 

ものづくり事業者（建設） 

ものづくり事業者（建設） 

ものづくり事業者（建設） 

追加事項 

ものづくり事業者間の連携強化による産業利用推進、地域産業技術情報ストック、戦略的部会活動、部会相互の情報

質量向上、対外地域での活躍推進協議 

工業部会 

建設業部会 

・商談会の企画、実施 

・ビジネスマッチング模索 

・技術力向上、経営洗練 

のための情報提供、 

講習実施 

・地域産業、雇用維持協議 

・事業者ＰＲ戦略 

地域建設業技術の産業利用情報提供 

地域製造業技術の建設利用情報提供 

ものづくり事業者（製造） 

ものづくり事業者（製造） 
商工会 

ものづくり事業者（製造） 

ものづくり事業者（建設） 

ものづくり事業者（建設） 

ものづくり事業者（建設） 

各事業者と商工会との対応は個別対応、事業者間での連携は商工会各部会の事業実施時のみ 

建設業部会 

工業部会 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 
（1）経営発達支援事業の実施期間（平成 30 年 4 月 1 日～平成 35 年 3 月 31 日  5 年間） 
 
（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.地域経済の動向調査に関すること【指針③】 
 
 （現状と課題） 
  当地域経済の疲弊や人口減少は地域概要の通りであり、益々の加速が予測される。しかし、地域事業者 
 は、この事象について、感覚的であったり、単に悲観的であったり、また、逆に楽観的であったり、と 
 事業のこれまでの経験から、「感じ方」に依存した地域経済動向判断を行っている。この地域経済の動向 
について数値や傾向、特徴、データによる取捨選択が成されておらず、地域疲弊＝事業実施可能性減少→ 

 事業承継や創業可能性皆無、という感覚的判断により一方向な「負」の判断を実施している。そのため、

軽微な努力や対策で改善が図れる事項も未対策であり、行動の方向付けができない、事業運営の羅針盤が

立たない、という現象を招いているということが課題である。 
 
 （改善方法） 
  この課題の解決や解消、改善の前に、まず地域事業者の将来予測と、現実の地域で繰り広げられている 

経済活動が一致しているのか？または合致かつ把握しているのか？ということと、判断に足りるデータ 
提供や地域経済構造解析に活用できるデータ構築となっているのか？が重要であり、事業活動の前提とな 
る資料化が必要である。そのために地域経済の現状数値、特に経済活動においての、今後、事業持続に 
向けての有用な地域経済動向データと数値取得、ということが重要であり、改善に向け必須事項となる。 
 そのため、上記の理由を重視したデータ取得項目設定が特に重要で、項目設定によるデータ取得および 
事業者への提供が課題解決への直接的方法となる。 
 
（事業実施内容およびデータ取得項目内容） 
（1）日用品、生活買回り品・必需品の購入における地域住民の行動特性のデータ化（新規） 
  （場所、頻度、金額、品目、品質、移動手段、世帯人数、世帯構成、所得、職業による行動特性） 
  地域住民（事業者も含む）が日々行っている生活行動は、把握するために明確となっている資料が現 

状無く、現実での行動特性が明瞭となっていない。そのため、上記の項目を設定した住民アンケート 
を実施し、地域住民の生活行動を明らかにするために実施する。 
 実施方法として、 
１）当地域を３区分し（旧富岡市近隣地域、旧松井田町近隣地域、下仁田町近隣地域）、無作為に住 

民を対象として、上記括弧書き項目のアンケートを実施する。このことより、項目事項のデータ 
化および地域内居住地域における行動特性が明瞭となるようにする。 

   ２）年１回実施し、行動特性の把握を行う。対象者は本計画の期間は変更を行わず、推移や傾向が取 
得データに反映されるようにする。（計画期間内） 

   ３）地域動向や隣接地域動向のみならず、県内３０㎞程度に出来た商業施設の影響度もデータとして 
取得できるよう、行く場所など記載事項が馴染むものについては記載形式を取り、地域住民の詳 
細な消費行動把握となるようにする。 

   ４）対象項目は上記の通り 
     （場所、頻度、金額、品目、品質、移動手段、世帯人数、世帯構成、所得、職業） 
   ５）可能な範囲で、地域事業者を選択しない理由についても記載してもらい、顧客ニーズ把握となる 

ようにする。 
  この調査での数値目標 

実施事業名 実施回数 実施方法 対象者 対象者数 集計 

生活品購入

アンケート 年１回 選択式 
（一部記載式） 地域住民 150 世帯 項目により 

クロス集計 
 
 （2）地域事業者個店への地域外の来客者実態アンケートによるデータ化（新規） 
   （1）とは逆の事項として、当地域商業事業者へ、どれだけ地域外からの来客があるのか？また、来 
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  客理由は？どのように知ったのか？ということについても、理由や具体的数量、頻度などが不明瞭であ 
り、使用できるデータ化が成されていない。そのため、この点についても分析価値のある地域経済動向 
調査として実施し、集計し、地域事業者の運営に活用できるデータ化を実施する。 
実施方法は 

   １）地域商業事業者 計１０社（小売３社、飲食２社、宿泊２社、サービス３社）を対象に、訪問客 
に対してのアンケートを実施する。 

   ２）アンケートは２週間、店舗への来客に対して実施し（季節的に来客に増減がある事業所は繁忙 
期）、地域外来客の動向をデータ化する。 

   ３）直接対象者は、地域商店などへの地域外の来客者のみとし、アンケート形式で実施する。来客総 
数は実施商業事業者でカウントしてもらう。アンケート実施は実施商業事業者で実施をお願いす 
る。 

   ４）年２回（半期ごと）実施し、季節変動等の把握も実施できるようにする。 
   ５）対象の地域商業事業者は、本年計画期間に各年ですべて変動させ（業種数上、不可能な場合は除 

く）、偏った数値、内容集計とならないようにする。 
   ６）調査項目は、居住地、来客理由、頻度、使用金額、店舗認知理由、口コミ・ＳＮＳの活用有無。 
   ７）特に、宿泊業、飲食業、地域物産店舗、については地域外利用が多いと推測されるため、６）以 

外の調査項目も設定し、当地域事業者利用理由や知った理由などを深く把握できるよう項目設定 
する。 

  この調査での数値目標 
実施事業名 実施回数 実施方法 対象者 対象者数 対象期間 集計 

来店者実態

アンケート 年２回 選択式 
（一部記載） 

各店舗地域

外来客 
店舗来客数に

よる 
1 調査 
2 週間 

項目により 
クロス集計 

 
（3）地域経済要素として必要な産業やサービスへのアンケートによるデータ化、マーケット分析（新規） 

   地域住民と対象として、（1）、（2）のアンケート内容と異なり、（1）の対象者と別にして、地域とし 
て今後必要な産業、機能、サービス提供、その利用頻度、必要理由、を把握し、産業展開ができるかの 
基礎データとするため実施する。 
この調査は、①地域雇用側面、②生活上必要となる側面、③現状存在するが絶対数の不足面、④希望 

的側面、と回答者の趣きにより回答理由が異なってくるため、理由についての回答ウエイトを重視して 
実施する。また、利用頻度や金額について、非現実的な回答であるとアンケート実施の意味をなさない 
ため、産業やサービスが地域に存在する前提で回答頂き、産業での利用価値があるように実施する。 
 時代や時間の経過により、新サービスの出現や新技術発生となり、必要となる産業やサービスへの要 
望も変化すると思われるため、本計画期間は対象者を変更せず、年１回要望調査を実施する。 
この調査での数値目標 
実施事業名 実施回数 実施方法 対象者 対象者数 備 考 

ニーズ把握 
アンケート 年 1 回 記載式 地域住民 100 名 記載事項の理由内容重視

のアンケート実施 
 

（4）地域版「中小企業景況調査」実施による地域経済動向の把握（新規） 
  中小企業の景況調査については、僅少かつ数社の調査のみ実施している実状であり、地域経済動向を 
表す結果とはなっていない現状である。 
 そこで、本経営発達支援事業の一環として、地域版の「中小企業景況調査」を下記実施要項に基づき 
実施し、地域の小規模事業者に対する的確な指導を行うための基礎データとして活用し、併せて、地域 
の事業者が誰でも平易に閲覧できるよう情報提供を行う。 

    
  ＜実施要領＞ 
  ①調査対象件数 
   当地域の経済動向を的確に把握するに足りる 4 業種 30 社（地域小規模事業者の約 3 割）を調査対象 

とし、業種構成として建設業 9 社、製造業 6 社、小売業 7 社、サービス業 8 社にて実施する。 
  ②調査項目及び調査時期・頻度 
   調査項目については、全国商工会連合会が実施する「中小企業景況調査」と同一とし、全国とのデー 

タ比較対象性を有するものとなるようにする。調査項目も、原則同一とする。調査時期についても、 
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全国版と同じ 6 月 1 日・9 月 1 日・11 月 15 日・3 月 1 日の年 4 回とする。 
（参考） 

業 種 調査項目 
製造業 売上高動向、加工単価、自社業況判断、設備操業率動向 等 

建設業 売上高動向、資金繰り、採算、引き合い、自社業況判断 

小売業 売上高動向、客単価、客数、仕入単価、在庫数、自社業況判断 

サービス業 売上高動向、客単価、利用客数、資金繰り、自社業況判断 
  ③調査・分析を行う手法 
   調査は、当会職員が調査日程に従い、訪問の上、面接し聞き取りにて行う。得られた調査結果は、専 

門家を活用して集計・分析を行い、全国版の集計結果と同様に業種別に整理したうえでデータ化、グ 
ラフ化を行う 

 
 （5）県内産業、顧客動向、経済白書各データの情報提供（新規） 
   取得したデータを単に事業者に伝達しても、対比して考えるデータ、並列で考えるべきデータ、と比 

較するべき一般的データを有しておらず、比較検討判断に困る場面も生じてくる。そこで、県内産業デ 
ータや消費動向、顧客行動などのデータと対比して考えられるよう、県内データも付随して提供し、地 
域事業者が考えをまとめやすくなるようにする。また、経済白書データも合わせて提供し、国内の動向 
や経済状況を考慮して、事業計画等が立案しやすくなるように実施する。 
 
※調査用紙・内容については、活用できるものについては全国商工会連合会が作成したものと同一の調 
 査票を使用し、地域小規模事業者を対象に訪問し聞き取り調査を行う。得られた調査結果は、専門家 
 を活用して集計・分析を行い、整理したデータ化を行う。 
 

（地域経済の動向調査の成果の活用方法） 
データの整理については、専門家と協議し、有効に活用できるよう集計する。集計した内容について、

地域事業者へ配布を行い、配布方法については、経済白書データ等とセットにして配布し、データ対比

が図りやすいようにする。配布回数は調査回数と同じく、年２回の情報提供となるようにする。 
当会においても理事会や部会、関係団体においてデータの公表や、当会ＨＰ上での実施実態の公開を随 
時行い、地域経済特性の考察に利用する。 
 

2.経営状況の分析に関すること【指針①】 
（現状と課題） 

ビジネスモデルの再構築、計画性の構築、といったことのために、現状の経営の「分析」は欠かせな 
  いものであり、分析を実施しない、分析データを活用しないこと、は「現状がわからない」こととなる。 
  しかし、地域事業者の実態は、財務諸表の作成は、税務申告面での要請事項としての作成色が強く、作 

成財務諸表から導き出される、各地域事業者の「特徴」「傾向」「状態」について、事業者自身および経 
営支援団体自身も、考慮や配慮、方向性といったことへの関心や予測、ということが不足気味であり、 
事業の可能性や変化の必要性、経営資源の回廊的見直し、の機会を減少させているのが実状であり、課 
題である。 
また、売上構成要素、利益率、コストについて、「現状把握」「原因」「分解して改善要素考える」「今 

後の事業展開へのアイディアとする」といったことを常には行っておらず、継続的に能動的である事業 
運営が乏しい面がある、ということも課題である。 
 そして、財務諸表以外の経営スキルや、地域事業者の強み、弱み、コアコンピダンス、などの把握や 
分析、つまり、地域事業者の「経営の仕方」について、事業者支援側は漠然としたイメージ像や、地域 
事業者自身は「自身の特徴の自己把握」の無自覚や認識不足、客観的視点不足、ということを招いてお 
り、良悪両面で「地域事業者の特徴」を捉えていない、という課題がある。そのため、観光での活用、 
農業の発展的活用、ビジネスの展開、という機会が創出されていない。 
 

（改善方法） 
そこで、本計画において、「財務諸表の分析の強化」「地域事業者の経営の仕方の特徴把握」を実施す 

る、特にローカルベンチマークの活用による経営状況の分析を導入して、地域事業者へ客観的視点での 
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財務アドバイスが実施できるようにする。分析面において、専門家の活用も実施し、商工会のみでの、 
当会の判断が独善的にならないように努める。また、分析結果が、ビジネスモデル再構築や、６次産業 
生成、第２創業に該当する場合などは、新取組であるため、判断や行動に慎重さが求められ、この部分 
についても専門家との協調により、新取組の効果性が最大限なものとなるように努める。 
 当会での改善点として、現実的な地域事業者の経営分析データ取得と経営分析実施を支援の主体とし 
て活動する。 
 

（事業実施内容） 
（1）当会での巡回・窓口相談を介した経営分析事業者の掘り起こし活動（新規） 
 職員の巡回・窓口相談時に、「経営分析」の重要性を説明し、地域の小規模事業者に対して「経営分 
析成果」の例等をリーフレットなどにおいて説明することより、経営分析に主体的に取り組む事業者の 
掘り起こし活動を推進していく。また、決算時においても、経営分析の重要性について説明し、経営分 
析の啓発活動を図る。（決算時含め年 2 回実施） 
 
（2）当会の決算申告利用事業者を活用した決算内容の経営分析ツールへの落とし込み（新規） 
 当会の決算申告受付において、個人企業の約 8 割（40 社）が当会の窓口を利用しており、決算申告 
データを持参する機会が既にある。そのため、この機会を利用し、決算申告時に、希望する事業者に対 
し決算データを経済産業省が提供する「ローカルベンチマーク」と中小企業基盤整備機構が提供する「経 
営自己診断システム」に落とし込むことにより、経営分析データの作成を図る。 
（目標） 
 経営分析ツールへの数値落とし込みから、売上構成要素、利益率、コスト、営業利益率、といった基 
本的な把握と、労働生産性、有利子負債倍率、営業運転資本回転期間、自己資本比率、といった応用分 
野の把握も行い、事業者自身が、事業の効率や投資へのリターン効率、投下資本の動き、借入目安とい 
ったことの理解に繋がるようにする。数値による業績判断が行えるようにする。 
（目標） 

 
（3）専門家による「経営分析スキルアップセミナー」の開催（新規） 
 外部専門家を活用して、事業者自身が自社の経営分析を行えるよう「経営分析スキルアップセミナ 
ー」を開催する。特に、決算申告面で当会に関与機会の少ない法人事業者向けに実施し、「経営分析」 
を広く実践していただく機会を創出する。セミナーは決算書等の財務データ分析講習と、ＳＷＯＴ分析 
や 3Ｃ分析、ポートフェリオマネージメントといった事業現状分析講習の内容とする。 
 参加者の能力に応じ、専門的な知識理解に困難を伴う場合、よろず支援拠点・群馬県商工会連合会の 
専門家派遣事業とも関連させ、指導助言を仰ぐことが出来るようにする。 
（目標） 
講習内容 

項目 分析内容 狙い・講習方法 

財務分野分析 売上高、経常利益、損益分岐点、粗利益率、経常利益

率、投下資本利益率、債務分析 

経営分析ツール活用から自社経営数値

を導き出し、分析と財務問題点の洗い

出し 

ＳＷＯＴ分析 事業者を取り巻く外部・内部環境による影響と、それ

に対する自社の現状分析 
事業環境変化に応じた経営資源の最適

活用を検討。 

３Ｃ分析 顧客・競合・自社の 3 項目より経営環境における現状

の経営課題等の分析 

外部環境や競合の状況から事業の成功

要因を導き、自社戦略の立案や代替案

を考察する。 
 

 

事業内容 現状 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 
経営分析ツールへの落

とし込み － 10 社 10 社 15 社 20 社 25 社 

内、財務理解促進となる 
事業者数 － 3 社 5 社 10 社 15 社 20 社 

経営分析実施数（Ａ） － 10 社 10 社 15 社 20 社 25 社 
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（成果活用方法） 
 分析結果については、当該事業者に対し提供し、経営状況の把握や経営課題の明確化のため活用し、 
事業計画策定の支援に活用する。データ管理について、事業所毎に整理保存し、必要な時に誰もが対応 
できるよう、職員間で情報共有を図っていく。 
 

3.事業計画策定支援に関すること【指針②】 
（現状と課題） 
 事業計画策定面での地域事業者の現状の動向や巡回での様子を総括すると、明瞭かつ細部まで作り込 
まれた計画策定は実施しておらず、また、今後の経営についての従事者間での話し合いや議論もあまり 
行われておらず、従事者間での共通課題や共通目的、計画を意識しての行動、といったことはあまり果 
たされずにいる。そのため、従事者間での見解の不一致や共通意識の不明瞭、方向性の統一性欠如を招 
いており、「志」や「達成」といったことへの到達、のための行動といったことに大きく繋がっている 
とは言えない状況である。 
 そのため、「何を達成したいのか」が不明瞭になり、当然に目的性が低いことによる方法や手段の選 
択の根拠不足や理由不足、洞察不足となっており、「事業の将来設計」の面で散漫かつ漠然としたもの 
で、経営分析面と同様、根拠なく悲観的であったりするため、可能性や活用力を構築することに繋がっ 
ていないことが課題である。 
 そして、経営分析を通してビジネスモデルの再構築を模索し、模索した物を具体的な形にするため紙 
面上の「計画」として要約、検討事項の網羅と一巡、紙面化による目標の相互確認、といったことに繋 
がっていないため長期的な将来指針が立たないことが課題である。 
 このことについて当会も現状、自社運営は自社のことで、と積極的関与を実施しておらず、事業者の 
計画性について当会運営も含めて疎かになっている実状である。 
 

（改善方法） 
自社の経営分析能力の向上となり、自社状況の把握に繋がっていくこととなるよう、まず、計画を立 

てる目的や自社の信念・理念の構築となるような活動提供を当会にて行う。また、この行動への補足と 
なる講習実施や参考事例提供を行う。最終的には、「計画」を立てることは自社の新しい「発見」に繋 
がる活動となり、能動的かつ達成目標を意識した行動となるように実施していく。これは個社ごとに特 
徴があるため、個社の傾向や特徴、計画立案面での行動面での強み、弱みといったことを経営分析事項 
も考慮・反映して実施し、有用な計画策定となるよう支援を実施する。 
 

（事業実施内容） 
（1）経営計画策定によるメリット面や書面化推進のため経営計画策定セミナーの開催（新規） 

   漠然と経営計画策定と推進を述べても、実質的な行動改善や各事業者の意識変化を促せるわけではな 
  いため、当会によるセミナー開催により、計画的行動への関与や実践へのハードルを低くし、地域事業 

者の既存の業務内容の計画的運営を推進する。具体的なセミナー内容として、経営に関する経営者が把 
握すべき事項（売上構成内容や経営資源としての財務内容、顧客ニーズ、強み、人材状況）について、 
分野を分け、継続的にセミナーを開催し、地域事業者に対して見直し・見回しの機会、計画整理の機会、 
新しい経営手法の導入の機会、となるように実施していく。特に、経営理念や自社価値についての構築・ 
認識面は強化して実施し、経営運営に道筋ができるようなセミナーとする。また、セミナーは経営ツー 
ルやスキル面に依存する内容とするのではなく、自社経営で必要なツールを利用できる経営者能力が身 
につくように実施する。当然に、「地域経済動向」「経営分析情報」と関連させたセミナーとして開催し、 
セミナー参加者が当事者とし参画できるように実施する。また、地域として達成したい事項やビジネス 
モデルの再構築も意識した上でセミナー内容を運営する。 

事業内容 現状 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 
経営分析スキルアップ

セミナー開催回数 － 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

参加事業者数 － 7 社 10 社 13 社 15 社 20 社 

経営分析実施数（Ｂ） － 7 社 10 社 13 社 15 社 20 社 

経営分析実施総数 
（Ａ）+（Ｂ） － 17 社 20 社 28 社 35 社 45 社 



17 
 

実施事業名 実施回数 実施方法 対象者 セミナー内容 備 考 

経営計画実践

力向上セミナ

ー 

年 1 回 
（全 5 日間 

講習） 

全 5 日間の

経営計画へ

のセミナー

を実施 

地域事業者 
創業予定者 
近隣事業者 

1.経営理念、達成目標設定 
2.顧客動向、社会的役割 
3.財務分野理解・解説 
4.自社状況分析 
5.将来運営計画策定 

それぞれの

分野に適し

た講師を配

置し実施 

 
カリキュラム（計画期間は同一講義回数にて実施） 
日程 テーマ  

１日目（2 時間） 事業計画策定の概要について 〇事業計画とは 
〇事業計画の重要性と概要、模範事例 

２日目（2 時間） 事業での理念について考える 〇経営理念とは 
〇経営ビジョンや達成したいこと 

３日目（2 時間） 自社の顧客とポジションを知る 〇ＳＷＯＴ分析による外部・内部環境 
〇顧客ニーズを掌握しよう 

４日目（2 時間） 自社のステイトメントを知る 〇自社の財務状況は？ 
〇財務諸表を読めるようにしよう 

５日目（2 時間） 経営計画を策定しよう 〇経営戦略の策定 
〇目標とする数値、スケジュール設定 

 
（2）専門家指導も取り入れた計画策定個別相談会の実施（新規） 
 セミナー等にて地域事業者に対し計画策定を身近なことにしても、実際に書面化、継続的に計画の見 
直しといった行動や、実際に策定した計画の客観的評価・外部意見というものを実施しない場合、独り 
よがりな計画や実現不可能の計画、要旨が不明瞭な計画、というものになってしまい、事後結果が良好 
にならないことが予測される。 

そのため、専門家の指導も取り入れた個別相談会を実施し、計画策定のハードルを下げ、取組が行い 
易いようにする。個々の計画について経営指導員が掌握して担当し、策定後の実施支援に繋げていく。 
（目標） 
事業内容 現状 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 
個別相談会

開催回数 未実施 年１回 年１回 年１回 年１回 年２回 

経営計画策

定セミナー

参加事業者

数 

－ 10 社 10 社 10 社 10 社 13 社 

個別相談会

参加者数 － 6 社 6 社 6 社 6 社 8 社 

経営計画策

定事業者数 － 6 社 6 社 6 社 6 社 8 社 

※特に、ものづくり事業者については、経営資源の見直しとなるため積極的な推進となるようにする。 
※また、観光産業の隆起面においても、スタートアップ時に障害が少なくなるため計画策定を推進する。 

 
  （3）富岡市の中小企業振興基本条例と関連させ、経営計画策定についての啓蒙活動（新規） 
   事業計画策定の意義や重要性の理解が乏しい小規模事業者に対して、その内容の理解浸透のために、 
  富岡市における中小企業振興基本条例と関連させ、事業者支援として「経営計画策定」についての周知 
  を、富岡市庁舎、市関連施設等においてリーフレットを作成した物を掲示して頂き実施する。合わせて 

創業者への経営計画相談についても周知して頂き、啓蒙活動とするとともに、当会の役割も周知して頂 
く。（年 1 回 富岡市における関連施設 10 か所で、計画経営の啓蒙チラシの掲示）（特に経営計画策定 
セミナー前） 

 
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） 

   経営計画策定自体を推進してこなかったため、当然に策定した計画のフォローアップを実施しておら 
ず、事業者から相談があった事項のみの回答や、場当たり的対応であり、総合的・網羅的な対応を実施 
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してこなかった。そのため、持続的な計画支援や効果の継続性が乏しく、計画を立てることが目的とな 
ってしまったり、計画の頓挫、といったことに至ってしまったりしている。端的に言えば、計画進行の 
外部管理者が地域事業者にいない、という状況となっている。 
 

（改善方法） 
 そのため、継続的・定期的な計画管理や進捗確認、計画見直し、方向修正といったことを、当会の巡 
回業務や、計画策定者に対しての声掛け、により、計画管理を実施していく。 
 

（事業実施内容） 
（1）定期巡回によるフォローアップ支援 
 当会の活動が、地域事業者への強制的な管理や、一方向的な指示、嫌悪感を抱かせるものとならない 
よう、地域事業者の「計画当初に打ち立てた達成したいこと」を重視してフォローアップを行う。この 
事項は、地域事業者にとっても、当会の存続意義においても、有益である事項であるため、尊重して計 
画の進行実施や必要となる支援を提供する。具体的策定フォローアップ回数については、四半期ごと（年 
４回）に策定者への意見徴収を実施し、「計画」に対しての現状・意向・実施に必要な事項の把握と、 
必要な支援の考察、および手段の提供を実施する。 
 具体的にフォローアップするべき内容として 
 １）達成したいことは何か？ 
 ２）計画自体がトレンドや地域経済状況とミスマッチになっていないか 
 ３）経営分析上にて収集した事業者情報とミスマッチな計画となっていないか 
 ４）計画進行上の課題の把握や認識 
 ５）路線変更などが生じた場合、路線変更がより良いものとなっているか 
 ６）特に新事業分野への参入や創出の場合、実現可能性の測定と判断 
 ７）計画を進行させる当事者自体の意気込みが低下していないか 
 ８）計画自体の洗練や整理、情報集約による計画実施の容易化、他者への伝達力の向上 
 ９）計画実施上での、有用な制度の活用や相互伝達による、事業実施の簡便化 

といった事項を設定し、計画の進捗実態と地域事業者との相互理解を図るようにする。 
 

  （1）定期的な巡回訪問によるフォローアップ支援（新規） 
   事業計画策定を行った小規模事業者に対し、年４回、四半期ごとの頻度で定期的な巡回訪問を行い、 

事業の進捗や上記項目への達成を確認する、定期巡回フォローアップを行い、財務状況（売上推移、販 
売実績等）の評価や、計画策定における事業者の進捗具合や、乖離や問題点について、ヒヤリングによ 
り情報集積を図り、持続的事業継続となるようフォローアップを行う。 
 
（2）よろず支援拠点や中小企業診断士等の活用での専門知識を採用したフォローアップ支援（新規） 

   課題解決が困難な場合や、計画を見直したほうがより良い結果が得られるような場合において、随時、 
  計画が再考できるよう、群馬県よろず支援拠点等の専門家派遣制度の活用や、群馬県商工会連合会のエ 

キスパートバンクによる専門家派遣制度も活用し、計画自体がより良くなるよう、ブラッシュアップを 
図りながら、適切な支援提供を実施していく。 

 （目標） 
支援内容 現状 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 

フォロー対象事業者数 0 6 6 6 6 8 
フォロー頻度 
 0 四半期毎 四半期毎 四半期毎 四半期毎 四半期毎 

年間フォロー総数 0 24 24 24 24 32 
 

5.需要動向調査に関すること【指針③】 
（現状と課題） 
 地域の「需要」について、「量」「質」両面においての考察や傾向というものを洞察する活動が当会にお 
いても皆無であり、また、地域事業者も、自社製品・サービスが消費される「需要」の動向に対して注視・ 
注力している事業者は非常に少なく、「ニーズ」を考慮した行動が乏しい。 
 そのため、経済動向の変化、趣向の変化に対して、事後的対応や変化への追従に困窮するという場面に 
遭遇している。 
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 この点は、顧客ニーズを事前に考慮した計画に向けての行動、に当会および地域事業者も至っていない、

ということを表しており、事前的対応や計画的経営への素地の育成や、「需要」に対して対処的判断のみで

予測判断を実施していない、ということを表している。 
最終的には、「マーケットイン」の感覚が養われておらず、結果的に「需要」の考察が乏しいため、効 

果的に利用できる技術やサービス、製品といったものが、最大効果を得られず、地域で埋没しているケー 
スを見かけることも多い。 
 
（改善方法） 
 継続的な「顧客ニーズ」を考慮した予測判断、を実践的に行うようにすることが改善方法であり、商売 
上における「顧客動向」を注視する姿勢づくり、により改善していく必要がある。特に個社ごとの商品政 
策（マーチャンダイジング）に対して、当会も注力し、機会損失や客離れを引き起こさないような支援を 
実施していく。 
 
（事業実施内容） 
 「需要」や「顧客ニーズ」、「広義的なニーズ」の先取り、予測、検討といった活動になるようにするた 
め、また、「マーケットイン」の感覚を養うためには、まず、 

1）地域事業者が知りたい、または必要となる顧客ニーズ 
2）ビジネスモデルの再構築の必要性がある場合、再構築するためのアイディアとなる顧客ニーズ集積 
3）事業投資上においても、投資判断が誤ったものとならないための、今後の顧客ニーズやトレンド 
4）同商品内容であっても、量や包装、提供方法、といった活用変化を生じさせるための基礎データと 

して利用できるもの 
  5）地域外での「需要」や「消費」されている現状と対比的に考えることができ、かつ、比較し特徴が 

掴めるもの 
  6）業種が幅広い当地域において、様々な業種が利用できるよう、需要動向調査内容がセグメント化さ 

れていること 
  7）需要動向調査対象に偏りが無く、データ利用者が限定される結果となっていないこと 
  ということを満たし、事業者自身が自主的にモニタリングができる機会の提供となるよう実施する。 

 
（1）地域内の住宅関連産業の顧客ニーズ調査＜個社支援＞（新規） 
 経済センサスの通り、建設業が地域内の大半を占め、製造業においても住環境関連製品を製造する業 
者も多いことから、「住環境」の需要動向は地域経済に大きな影響を与えるとともに、この分野の需要動 
向から地域事業者のシーズ活用を考察し、「マーケットイン」「顧客ニーズ」による製品開発を行う地域 
事業者となる必要がある。そのため、当会の建設部会等の部会などにおいて、参加事業者自体の新製品、 
事業展開アイディア、アフターケア展開、空き家対策などによる事業運営、といったことへの「マーケ 
ットイン」への考察、「顧客ニーズ」への考察、となるように、部会で参加を取りまとめ、当地域の「富 
岡市産業祭」「紅葉フェスティバル」において、テストマーケティングやアンケートを一般来場者に対し 
て実施し、事業者の実現可能性を高める。 
 
①調査方法 
・部会での参考意見を含め、参加事業者と協議し、当該製品やサービス等のニーズを把握するためのア 

ンケート票またはヒアリングシートを作成する。 
  ・毎年 11 月中に開催される「妙義山紅葉フェスタ」（11 月 3 日）「富岡市産業祭」（11 月第 3 週日曜日） 

に商工会ブースを設け、建設関連での想定顧客である地域の 40 代以降の家族世帯層や、退職後の移 
住希望を抱く地域外来場者を中心に対象にし、アンケート票への記入や、ヒヤリングを通じて、事業 
者の考えに対し顧客の生の声を収集する。 

  ②調査項目 
  ・（基本情報）性別、年代、居住地、家族構成、所得層、不動産所有状況（自家、賃貸）、住居の満足度 
  ・（事業者側）提供製品、サービスに対する「価格」「提案方法」「不足点」「不明瞭点」等の意見徴収 
  ・（その他）地域外での展開可能性、信頼性測定、対象者側の業者選定のポイント把握（技術、価格、 

身近、ファッショナブル、機能的、目新しさ、ＤＩＹ化） 
  ③活用方法 
  ・商工会では、調査結果を集計・分析し、報告書にまとめ事業者にフィードバックする。 
  ・その結果を基に、必要に応じて専門家派遣を活用し、販売戦略や事業運営戦略、新サービス提案に繋 
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げ、実現可能性を高め、新たな需要の開拓に繋げる。 
（目標） 
事業内容 現状 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 
住宅関連産業顧客ニ

ーズ調査支援事業者

数 
未実施 10 社 10 社 10 社 10 社 10 社 

調査標本数 未実施 100 人/社 100 人/社 100 人/社 100 人/社 100 人/社 

 
（2）特産品製造業者・検討者に向けた道の駅みょうぎと協調した商品モニタリング支援事業 

＜個社支援＞（新規） 
   現在、道の駅みょうぎでは、農産物を中心に、物産販売を行っており、一定の集客力を有している。 

道の駅のため、様々な客層が来所するため、この事象を地域の商品開発や顧客ニーズへの反映に活かす 
ため、道の駅みょうぎとタイアップし、一定期間、会場を設け、地域事業者の既存製品、新製品に対し 
てのモニタリング調査を実施する。この調査についても、アンケート、またはヒアリングシートを設け、 
来場者に対してテストマーケティングやヒアリングを実施する。６次産業取組希望事業者も対象とし、 
農産物加工産業振興の果たせるよう、支援事業を行う。 
①調査方法 
・商工会で参加者を公募し、参加事業者と協議し、当該製品やサービス等のニーズを把握するためのア 
ンケート票またはヒアリングシートを作成する。 

  ・観光シーズンであるゴールデンウイークの５月、紅葉観光時期の１０月、年２回、道の駅に商工会ブ 
ースを設置し、観光での来場者に対してアンケート票への記入や、ヒヤリングを通じて、事業者の考 
えに対し顧客の生の声を収集する。 

  ②調査項目 
  ・（基本情報）性別、年代、居住地、家族構成、観光理由、所得層 
  ・（事業者側）提供製品、サービスへの「価格」「提案方法」「不足点」「ブランド化」等の意見徴収 
  ・（その他）贈答品・土産品購入時の選定ポイントや購入先、購入ツール、購入動機、 
  ③活用方法 
  ・商工会では、調査結果を集計・分析し、報告書にまとめ事業者にフィードバックする。 
  ・その結果を基に、必要に応じて専門家派遣を活用し、販売戦略や事業運営戦略、新サービス提案に繋 

げ、実現可能性を高め、新たな需要の開拓に繋げる。 
（目標） 

事業内容 現状 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 
商品モニタリング調

査支援事業者数 未実施 3 社/回 
延べ 6 社 

3 社/回 
延べ 6 社 

3 社/回 
延べ 6 社 

3 社/回 
延べ 6 社 

3 社/回 
延べ 6 社 

調査標本数 未実施 100 人/社 100 人/社 100 人/社 100 人/社 100 人/社 

 
（3）事業者の展示会・見本市等出展時のアンケート作成支援および調査実施支援＜個社支援＞（新規） 
 製造業など主に企業間取引（BtoB）が中心の小規模事業者が行う新製品開発や既存商品の改善・改良 
活動を支援するため、県内外で開催される展示会や見本市等に出展する事業者が行うべき来場者アンケ 
ート調査を支援する。具体的には、群馬県工業振興課が主催する「ものづくりフェア in ぐんま」や地元 
金融機関が主催する「ビジネスマッチング商談会」、中小企業基盤整備機構が主催する「中小企業総合展」 
などの展示会を活用し、アンケート調査を実施していく。得られた評価や意見を集計・分析することで、 
今後の製品開発に活かしていく。 
＜アンケート調査実施支援の流れ＞ 
①出展事業者との打ち合わせ（アンケート設計） 
 出展事業者が取扱う商品やサービスに対する顧客（見込顧客・バイヤー等）の評価を吸い上げるため 
に、専門家の知見も借りながらアンケート内容を設計する。 
②アンケート調査実施支援 
 アンケート設計にて支援が不十分な場合、商工会職員も帯同し、需要動向を捉えようとする対象商品・ 
サービスのアンケート調査を実施支援していく。調査項目については、対象が消費財であれば「商品特 
性」「価格設定」「販売方法」「販売形態」「販売手段」、製造業などにおける工業製品については、「品質」 
「機能性」「デザイン」「生産能力への意向」「利便性」等を中心に調査を実施する。 
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③評価の集計・分析 
 商工会では、アンケート調査によって得られた評価・意見等を集計・整理し、専門家も交えて分析を 
行い、報告書を作成する。特に工業製品は、専門知識分野での評価となる事項であるため、良悪の判断 
を専門家と協議し、慎重にアンケート調査結果を判断する。専門家は群馬よろず支援拠点、群馬県商工 
会連合会、群馬県産業技術センター等の協力を仰ぎ、潜在的顧客ニーズも浮き彫りになるよう集計・分 
析を行う。 
④成果の活用 
事業者自身の新商品活溌に役立てるのは当然として、商工会側でも、継続的に活用事例をまとめ、他 
社アンケート調査実施時のサンプルとして活用する。 

 （目標） 
事業内容 現状 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 
展示会等アンケート

調査支援事業者数 未実施 3 社 3 社 3 社 3 社 3 社 

調査標本数 未実施 100 人 100 人 100 人 100 人 100 人 

 
  （4）各業界データ（工業・商業統計、日経情報）の取得および整理によりトレンド把握調査（新規） 
   地域事業者は各業界情報は個人的に取得活動を行っており、部分的には保有している状況であるが、 

当会においても自発的に取得し、その情報を地域事業者が使いやすいように整理し、かつ、地域事業者 
が所属する業界のみのデータを提供するのではなく、第２創業やビジネスモデル再構築も考慮した上 
で、包括的な情報提供を実施し、地域事業者がデータの対比や新しい取り組みへの機会となり、事業運 
営の考察が深まるようにする。得られたトレンド情報は職員間で共有し活用する。 

  （対象とする資料） 
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） 業種別の製品出荷額 製造業における取引先の重要動向の 

把握 
「商業統計調査」 
（群馬県統計情報システム） 

業種別の商店数・商品・ 
年間販売額 

商圏の変化 
消費者の嗜好変化、需要動向把握 

日経ＭＪなどの商業誌 トレンド情報 消費者の嗜好変化、 
新商品・サービスの動向 

 
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） 
  地域概要の通り、地域事業者の大部分は、開業時と同様の商売内容で今日まで勤しんできており、ビ 
ジネスの在り方を考察し発展的に活用する機会は乏しく、活用方法、広報活動、といったことに馴染ん 
だ事業運営を実施していない。 
 当会の活動においても、事業者の「販路開拓」面において果たしている役割は僅少であり、販路開拓 
のための「周知」という活動、効率より周知方法支援に、特に当会は尽力する必要性がある。 
 特に、人の購買行動において、「ＩＴでの情報伝達」や「メディアでの採択」は大きく影響を今日与え 
ているが、この点への当会の支援は非常に不十分であり、地域事業者情報が埋没してしまっている実状 
がある。 
 
（改善方法） 
 群馬県内においても、当地域の事業者情報は、比較的「知られていない」という現況を深刻な事態と 
捉え、当会並びに事業者自体も効率より「周知活動」や「ＰＲ」が成されるよう、講習の開催、ＥＣサ 
イト利用、顧客を繋ぎとめる広報活動のスキルアップ支援を実施していく。 
 
（1）販路拡大のためのメディア戦略支援の実施（新規） 
 地域の小規模事業者は、テレビや新聞、雑誌など地域話題によって業績が大きく影響を受ける。この 
点を有効利用するため、プレスリリースなどのメディア戦略を導入し、地域事業者の周知取組が向上と 
なるよう実施する。特にプレスリリースは、資金的にも低コストで実践できることと、注目されるコン 
テンツ作成練習に向いているため、経営資源が限られる地域事業者にとって有効に活用できるため、積 
極的に取り組むめるよう支援を行う。 
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＜効果的な広報手段、プレスリリースを学ぶ＞ 
カリキュラム（年１回、３日間で開催） 
日程 テーマ  

１日目（2 時間） 広報の基礎知識 〇広告と広報の違い 
〇顧客層を念頭に置いたＰＲ 等 

２日目（2 時間） マスコミへの情報発信（出口戦略） 〇メディアの種類、効果的な働きかけ 
〇プレスリリース活用事例 

３日目（2 時間） 年間広報計画とプレスリリース制作 〇年間広報スケジューリング作成 
〇作成プレスリリースの評価 

 
（成果の検証） 

セミナーで作成した自社プレスリリースの掲載を希望するメディアに送付し、実際にマスコミに取り 
  上げられるかの検証を行う。取り上げられた際には、それによる定量・定性の経済効果を測定する。取 

り上げられなかった、反応がなかった際には、専門家派遣等の個別指導により、ブラッシュアップやメ 
ディア戦略の再検討を実施する。 
（目標） 
事業内容 現状 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 
セミナー 
参加事業者数 未実施 3 社 3 社 5 社 5 社 7 社 

メディア掲載件数 未実施 1 社 2 社 3 社 4 社 6 社 

経済的効果 
（売上増加率） 未実施 10％増 10％増 10％増 10％増 10％増 

 
  （2）販路開拓のためのインターネット活用、特にＥＣサイト利用による支援（新規） 
    自社ＨＰや当会のＨＰ、新設する地域事業者周知ＨＰにおいても、情報戦略としてはある一定の効 

果は生じると考えられるが、実際に購買行動や顧客からの事業者への働きかけ行動、を生じさせると 
は言い難く、販路開拓面においては、一定数の顧客を有するＥＣサイト利用、というものの効果が高 
いであろうと考えられる。そのため、人口が少ない当地域において、販売網や商圏範囲が狭い地域事 
業者において、ＥＣサイトによる販路開拓を支援し、持続的な販路取得となるよう支援していく。 
特に当地域性と商工会地域を考慮し、群馬県の通販サイト「ＣＡＳＡぐんま」、全国商工会連合会のＥ 
Ｃサイト「ニッポンセレクト.COM」、商工会インフォメーションツール「SHIFT」、への登録を主軸 
に、インターネット販路開拓支援を実施していく。また、ＥＣサイト活用と並行して、事業者自身で 
実践できる、「ＳＮＳ」（Facebook、twitter、ブログ、YOUTUBE）の活用についても支援し、顧客 
の囲い込みがインターネットにて実現できるよう支援していく。必要に応じ、専門家派遣により効果 
的なＩＴ活用となるよう支援していく。 
（目標） 

事業内容 現状 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 
ＳＨＩＦＴへの登録

件数  10 社 10 社 10 社 10 社 10 社 

ニッポンセレクト出

店支援 3 社 6 社 6 社 8 社 8 社 10 社 

ＣＡＳＡぐんま出店

支援 未実施 6 社 6 社 8 社 8 社 10 社 

ＳＮＳ活用事業者数 未実施 10 社 10 社 15 社 20 社 30 社 

経済的効果 
（売上増加率） 未実施 10％増 10％増 10％増 10％増 10％増 

 
（3）効果的商談会出展のためのプレゼンテーションコンテンツ作成アシスト支援（新規） 

   近年、商談会や展示会支援に係る商工会の取組は、事業者からの求めに応じて開催情報を提供する 
に留まり、出展事業者の取引拡大を視野に入れた販路開拓支援は実施してこなかった。今後は出展事 
業者の販路開拓を視野に入れた商談会でのプレゼンテーションが効果的になるように支援を行う。特 
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に、県内でのビジネスマッチングや当地域での催事において、まず、効果が出るような販売促進ＰＲ 
方法について、専門家の意見も交え、事業者が最大限プレゼンテーション効果を得られるよう作成や 
アイディア提供支援を行う。 
事業者が出展し効果を得ようとする主たる催事は下記の通り。 
１）群馬県主催「ものづくりフェア in ぐんま」 
２）群馬県商工会連合会主催による「道の駅キャラバン（飲食販売促進イベント）」 
３）全国商工会連合会主催による「ニッポン全国物産展」 
４）地域イベントである「妙義山紅葉フェスティバル」や「富岡市産業祭」 
 
①ＰＲツール作成支援（新規） 
 小規模事業者の多くは、販路拡大のためのＰＲツールが不足しており、自社で作成すると、作成方 
法がわからない場合、多額の費用を掛け他社に依頼しているのが実状である。このことを改善し、自 
社の商品や内容、生産能力などといったことを効果的に書面化し、資料として提供できるよう支援を 
行い、商談会等でのバイヤーや関心を抱いた企業などに、効果的にアピールができるようＰＲツール 
作成支援を行う。具体的な支援として、商業デザイナーやプロカメラマンの専門家の直接的指導とし、 
事業者のプレゼンテーション能力向上を図る。支援する項目として、「チラシ・パンフレット作成支援」 
「エンド棚や委託店舗での効果的なＰＯＰ作成支援」「商品撮影支援」「ＰＲ動画制作支援」を実施す 
る。 
②商談会開催前後での、事前バイヤー情報習得や事後事務手続き作成支援（新規） 
 小規模事業者の多くは経営資源に乏しいこと、また、事務処理に不得手である場合が多いこと、ま 
た、地域事業者は有する情報が限られており事前対策を講じる場合、対策が限定的になる場合が多い 
こと、が見受けられるため、事業者が参加する商談等のバイヤー情報を事前に取得し、バイヤーの傾 
向や知りたい点等に対して事前対策を講じることより、より効果的なプレゼンテーションとなるよう 
当会がエージェント的な活動を行い支援する。また、商談会後においても、日常業務に追われ、関係 
を持ったバイヤーとの事務取引においても、経営資源が限られるため、遅延的になりがちであり、信 
頼を損なうことも考えられるため、商談会参加後も、プレゼンテーション内容の反省と含め、事後処 
理の事務作成支援を実施する。商談会参加後も当会職員がフォローアップすることより、職員側にお 
いても商談会の成り行き、も理解することができ、事業者の今後の販路開拓方針への関与や責任感も 
深まる。 

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

ＰＲツール作成支援 未実施 5 社 5 社 5 社 5 社 5 社 

商談会出展情報取

得・事務支援 未実施 10 社 10 社 10 社 10 社 10 社 

経済的効果 
（売上増加率） 未実施 15％増 15％増 15％増 15％増 15％増 

  
Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組 

（現状と課題） 
 地域経済の活性化について、当会の自発的な活動による活性化維持・促進ということは皆無に等し 
く、伝統的な行事の遂行や、地域の経済の変遷や推移について、追従的かつ従属的に組織運営を行っ 
ており、活性化に寄与する活動は乏しい状況である。また、地域活性化の目的設定や、達成度につい 
ても測定や判断、を行っておらず、活性化方針が散漫で不明瞭となっている部分が多い。 
 地域観光資源は、地域概要の通り数多くあるが、採算性がある利用や、全国な周知という点では、 
まだまだであり、大幅な周知取組が必要である。また、イベント等の催事においても、世界遺産効果 
から全国的な来所は見受けられるものの、地域魅力発信という点では効果性が乏しく、参画事業者 
の事業上での顧客ニーズのモニタリングとしての活用となるよう、内容の改善が求められている。 
 

（改善方法） 
 そこで、改善方法として、活性化の方針や目的、達成事項を設定し、充足することにより、地域経 
済の安定化や疲弊減少、循環社会の実現といったこととなるようにする。特に人口流出や自然減によ 
る疲弊化や停滞を招きやすい状況であるため、全国的に当地域が利用されることにより地域疲弊を減 
少させるように事業を実施する。また、経常的に地域事業者が活性化となるようにする事項、とイベ 
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ントなどの催事における活性化事項、と区分して実施し、総合的に地域活性化となるよう改善する。 
 

（事業実施内容） 
 経常的実施事項 

（1）富岡市、富岡市観光協会、当会による事業者ＰＲ用サイト（仮称）の設立（新規） 
 企業概要、活性化の現状の通り、いささか、観光資源にはクローズアップされてきたが、地域事業者 
へのクローズアップや県内においても、当地域の事業者情報の伝達が乏しく、「知られていない」とい 
った実状を目の当たりにすることが多く、地域データをわかりやすく表示・伝達すれば集客に繋がる事 
項も多い。また、事業者自体もＩＴ活用に乏しい面があり、情報伝達面で後れを取っている。そのため、 
この事項を当会主体で改善し、事業者情報を簡便に伝達できるよう、事業者ＰＲ用サイト（仮称）を設 
置し、広く周知を図るとともに、閲覧状況等の実状をデータ化することより、富岡市を含む当地域への 
ニーズ考察としても利用する。 
 

事業内容 現状 平成 30 年 平成 31 年 平成 32 年 平成 33 年 平成 34 年 

事業者サイト

の更新頻度 － 四半期毎 四半期毎 四半期毎 四半期毎 四半期毎 

 
（2）デジタルデータ以外の地域マップ等の手法による地域事業者情報のアウトプット化構築（新規） 

    地域事業者は販路開拓面で弱小の場合が多く、有益な事業者情報を有している企業も、資金面も含 
めてなかなか広範囲に周知ができない状況下にある場合が多い。そのため、単に周知を行い、商圏範 
囲を広げる活動を実施するだけで、収益向上に繋がる場合も多いため、当会により、地域情報を纏め 
た「地域マップ」等、手渡しや形に残る物の作成・配布による周知も実施し、当地域への直接的な関 
与度合や関心を高めていく。 
 

事業内容 現状 平成 30 年 平成 31 年 平成 32 年 平成 33 年 平成 34 年 

配布計画 － 
作成し、富岡

市を重点に

配布 

富岡市他、県

内、道の駅を

重点に配布 

高速ＳＡ、群馬

県アンテナシ

ョップなどへ

の配布 

都心を重点に

配布。インバウ

ンド取込強化 

配布実績から

関東で効果が

ある地域へ選

択配布 

地域マップ等

コンテンツ － 
地域事業者情

報・観光情報・

アクセス 

地域事業者情

報・観光情報・ 
アクセス 

地域事業者情

報一部入替、多

言語化 

地域事業者情

報一部入替、多

言語化 

地域事業者情

報更新、多言語

化 
 

催事検討事項 
（3）富岡市観光協会、富岡版ＤＭＯ、富岡市、観光エージェントとの協調による、妙義観光利用およ 

び地域催事の検討委員会（富岡地区観光促進会議 （仮称））設置と催事等検討の実施（新規） 
  （目標） 

観光産業の増進、６次産業生成、農観連携促進、のためには、周知能力や集客力がある「観光エー 
ジェント」の力は度外視できず、「観光に対しての客観的な視点」を導入するため、観光エージェン 
トと協力して、地域観光コンテンツの創出を目指す。この点は、商工会のみならず、富岡市観光協会、 
富岡版ＤＭＯと地域資源の利用について協議を行い、総合的な「富岡市観光」が構築できるように事 
業運営する。また、地域催事についても「外部有識者」の意見徴収を行う機会が少なく、観光連動面 
で効果が出る催事となるようにする。この委員会には、主に富岡市観光協会、富岡版ＤＭＯ、富岡市、 
観光エージェントに参画頂く他に、地域観光業者、観光農業運営者・希望者、地域特産品販売事業者 
の参画も要請し、実践力が高まるよう運営する。 

事業内容 現状 平成 30 年 平成 31 年 平成 32 年 平成 33 年 平成 34 年 

観光利用協議

事項 － 年 3 回 年 3 回 年 3 回 年 3 回 年 3 回 
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地域催事検討

協議事項 － 年 2 回 年 2 回 年 2 回 年 2 回 年 2 回 

 
催事での来

場者顧客ニ

ーズ調査 
 

富岡市産業祭、 
紅葉フェスティ

バル 2 回実施 

富岡市産業祭、 
紅葉フェスティ

バル 2 回実施 

富岡市産業祭、 
紅葉フェスティ

バル 2 回実施 

富岡市産業祭、 
紅葉フェスティ

バル 2 回実施 

富岡市産業祭、 
紅葉フェスティ

バル 2 回実施 

特産品開発 － － － 1 品 1 品 1 品 

観光商品開発 － － 当地域観光商

品 1 提案化 
当地域観光商

品 2 提案化 
富岡市連動観

光商品1提案化 
富岡市連動観

光商品2提案化 

※参画事業者へのスキル面での支援は、経営発達支援事業のセミナー等で充足できるようにする。 
 

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 
（現状と課題） 

当会は、地域概要の通り、富岡市内にあるが、富岡市との協議、または、富岡市のもう一つの経済団 
  体である富岡商工会議所との連携、という点は、強固に連携推進を行っておらず、共通する地域経済課 
  題の相互理解、有機的な経済推進活動ということが果たされておらず、その団体ごと活動となり、合理 
  性や効率性を欠いている点があることが課題である。また、群馬県商工会連合会との関わりも、対処的 
  な関与が強く、県内他地域との連携による販路開拓、リンク、アウトソーシングということが果たされ 
  ておらず、例えば富岡・甘楽郡下（富岡、下仁田、甘楽、南牧）といった僅少な範囲での同傾向地域内 
  での相互の情報共有、課題共有面も貧弱な状況と言える。 

 
（改善方法） 
そのため、富岡市、富岡商工会議所との連携を中心に、富岡・甘楽郡下の商工会の協力の基、情報共 

  有会を実施し、その会議において専門家の同席や群馬県商工会連合会もアドバイザー的立場で同席頂き、 
他地域の取組情報を提供いただき、地域の事業者支援活動に落とし込む。また、日本政策金融公庫や中 
小企業基盤整備機構との関りから、国内トレンドや金融情報を講習などで提供いただき、情報取得やノ 
ウハウ構築に努める。また、よろず支援拠点、支援ネットワーク等、中小企業の支援ノウハウを有する 
機関等と積極的に関与することより、支援ノウハウの向上を図る。 
 
（事業実施内容） 
（1）富岡市・富岡商工会議所・富岡市妙義商工会３社での、地域経済支援対策会議の実施（新規） 
この会議上で、当会の経済動向調査などの情報提供や地域事業者実態情報も提供することより、実質 
的な地域特性を考えた支援ノウハウの構築となるようにし、富岡市側においては、富岡市の有する基 
礎データ（住民数、年齢構成等）と照らし合わせて、有用な支援方針を構築する。（年 2 回） 

 
（2）富岡・甘楽郡下４商工会（南牧村商工会、下仁田町商工会、甘楽町商工会、当会）での情報交換（改善） 
４商工会での情報交換を年２回行い、現状把握や支援ノウハウの構築に努める。この内容も当会組織 
内で共有し、支援ノウハウが人に寄らず一定レベルで提供できるようにする。（年 2 回） 

 
  （3）日本政策金融公庫や中小企業基盤整備機構での支援者説明会の実施（改善） 

年１回、支援者講習を実施して頂き、地域事業者への有用な制度等の説明や金融トレンド、ＤＩにつ 
いての説明を頂き、当地域の経済動向と照らし合わせるとともに、地域事業者への情報伝達のコンテ 
ンツ収集機会ともし、地域事業者の支援指針の基礎なるよう説明会を実施する。（両事業年１回） 
 

（4）群馬県商工会連合会と連携での地域事業者の計画経営化に向けての支援ツール活用講習（新規） 
地域事業者に有用な計画経営ツールの取得や講習会機会の取得、また、経営計画の有用活用のため 
の情報提供や気を付けて行うべき点など、群馬県商工会連合会主催の講習以外で情報提供頂き、地域 
事業者への有用な支援ノウハウの構築となる情報収集を行う。（年３回） 

 
（5）群馬県よろず支援拠点との連携（改善） 
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 「群馬県よろず支援拠点」のコーディネータと連携し、売上拡大や販路開拓、啓蒙活動、等、小規模

事業者に適切な解決方法を提案する。（年１回） 
 
（6）群馬県中小企業支援ネットワーク会議への積極参画（改善） 
 群馬県内の金融機関、商工団体等 90 機関で構成する「群馬県中小企業支援ネットワーク会議」（事務

局：群馬県信用保証協会）に積極参画し、中小企業の経営支援等に係る構成員間の連携を密にし、専

門知識や経験等の共有や情報取得を図ることで、小規模事業者の支援の質の向上を図る。（年 1 回） 
 

事業内容 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 1 月 2 月 3 月 

（1）地域経済支援対策

会議   〇     〇     

（2）富岡・甘楽郡下４

商工会情報交換  〇     〇      

（3）支援者説明会     〇 
（公庫）  

〇 
（基盤

整備機

構） 
     

（4）支援ツール活用講

習    〇  〇   〇    

（5）群馬県よろず支援

拠点との連携             

（6）群馬県中小企業支

援ネットワーク会議     
 

       

 
  2.経営指導員の資質向上等に関すること 

（現状と課題） 
   当会の経営指導員数は１名であり、今後も増加する見込みがないため、経営指導員は、経営に関する 

ことへのかかわりよりも、商工会運営に労力が注がれる傾向にある。そのため、効率のより資質向上、 
また、地域経済維持・活用促進という視点での網羅的な資質向上が求められている。 
経営指導員以外の職員についても、同様傾向であるため、当会組織内での共通レベルの構築、資質向 
上方針の擦り合わせ、といったことも課題としてある。 
 

（改善方法） 
   この現状の改善のため、当会組織内での支援能力の共通性についてはＯＪＴにより支援能力機会を持 

たせ、事業者の課題の解決型の活動・就労となるように方向を転換させる。経営指導員の資質向上に 
ついて、中小事業者支援についての課題を把握するためには、経営指導員が中小事業者の問題の認識 
について、課題可決のため様々な概念や中小企業診断士的技法・理論を一定量習得する必要が有る。 
そのため、そういった学習機会を設けることと、ＯＪＴなどにおいて群馬県商工会連合会本部との連 
携から、専門的知識の習得や概念形成ができるようにし、地域事業者の支援に活用できるようにする。 
 

（事業実施内容） 
  （1）職員間の支援能力・業務処理能力向上のためのＯＪＴ導入（改善） 

当会職員全員の積極的巡回・窓口相談を実施し、ＯＪＴにおける支援能力の向上を図る。課題が 
複雑な場合は、経営指導員との協議や、群馬県商工会連合会嘱託外部有識者と協議し、地域事業 
者の課題が解決できる能力の構築を果たす。（随時） 

     
  （2）経営支援ノウハウ習得のための外部講習積極活用（改善） 

群馬県商工会連合会が主催する研修に積極的に参加し、職員協議会が企画する職員向け研修会へ 
の参加、中小企業大学校への研修に参加することより、経営支援の能力向上を実現すべき情報の 
入手・習得を図る。参加自体も、習得するべきノウハウ内容等、参加者自体が目的をもって参加 
するよう努める。（随時） 
 

  （3）職員間の支援ノウハウ向上のためのミーティング（新規） 

（随 時） 

（随 時） 
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当会職員全員参加の「支援力向上講習」を内部的に行い、テーマを設定し、専門家による解説や 
相互理解が図られるようにする。この講習内容は、地域経済動向実態や地域事業者側の要求・欲 
求・課題を十分に考慮した上での、テーマ設定を行い、当地域課題が解決に向かうように講習を 
実施する。外部有識者の意見も取り入れ、取得すべきノウハウ自体の選定や効率よい取得方法に 
て実施する。（年２回） 

 
  （4）情報コンテンツ取扱いスキル平準化（新規） 

商工会基幹システム上のデータ入力を詳細に行うことと、経営に関する専門的解釈を必ず記載 
し、事業者のステイトメントがわかるようにする。この基幹システムデータを職員間で相互共有 
し、どの職員でも、一定レベルの応対・情報提供が実現できるようにする。入力情報の見直しも 
毎年行い、データ蓄積が果たせるようにする。また、情報整理能力向上は、問題解決が早期に出 
来る素地となるため、データ取扱いスキルの向上や職員間で平準化するため、外部有識者より定 
期的な指導を仰ぐ。（年１回） 
 

  （5）サービス業としての当会の活動価値を高めるためマナーチェックの実施（新規） 
     対人業務であるため、最低限のマナーや相談しやすい雰囲気作り、は重要であるため、週１回、 
     朝礼時にマナーチェック、トラブル未然防止確認、話し方確認等を実施する。 
 

※（1）～（4）の項目は週 1 回、職員内で確認を実施し、随時、一定水準になるようにする。 
 
  3.事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

（現状と課題） 
   当会の事業運営において、毎年、総会において協議しているが、「産業発展」や「事業者支援」への 

項目は僅少であり、また、事業評価面においても、従前の当会運営と照らし合わせての評価であり、 
当会の地域事業者支援という面での評価項目が課されていない状況である。 
そして、事業内容構築において、地域当事者間での協議であり、外部参考意見等の収集や採択が成さ 
れていないことが課題である。 

    
（改善方法） 

   理事会等の、商工会運営協議の会議時に、外部有識者を参加させ、目標や到達点、今後への課題、計 
画の修正を協議し、年度末には、成果の評価、見直し方針を検討し、次年度への目標設定や活動方針 
を、発達支援計画の実効のため構築する。 

 
 （事業実施内容） 

   （1）当会理事会と併設して「外部有識者協議会議」を半期ごとに開催し、当会職員の行動規範の見 
直し機会とすること、および、商工会役員においても、能動的に地域経済への関わり合いとな 
るようにする。 
 

   （2）検討事項についても、当会ＨＰや今後設置予定の Facebook などにおいて、広く告知し、活動 
内容への理解を周囲に促すとともに、当会の能動的と変化した状況をＳＮＳでＰＲすることに 
よって、当地域への関心を高められるようにする。 
 

   （3）事業の成果・評価・見直しの各結果については、理事会および総会にて承認を受ける 
 

   ※この事項は、事業全体のＰＤＣＡサイクルでの評価、ということが欠かせない事項であるため、外 
部有識者と当会活動に対するＰＤＣＡサイクル評価表等の作成により、商工会役員、職員共に一定 
の共通な判断ができるようにし、事業進行状況も簡便に理解できるようにする。 

   ※外部有識者は学識経験者（税理士、中小企業診断士 等） 

 
 

支援内容 現状 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 

商工会外部有識者協議

会議 0 9 月・2 月 9 月・2 月 9 月・2 月 9 月・2 月 9 月・2 月 

事業の評価・見直し点の

公表 0 10 月・3 月（必

要により随時） 
10 月・3 月（必

要により随時） 
10 月・3 月（必

要により随時） 
10 月・3 月（必

要により随時） 
10 月・3 月（必

要により随時） 
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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 
（１）組織体制 
 

（事業を確実に実施するための体制） 
 

   商工会組織体制 
    会   長    岩 井 幸 夫                      1名 

    副 会 長    赤 尾 真 一   丸 山 勝 彦            2名 

    理   事    本 多 幸 一   山 田 雅 幸   神 宮 俊 男 

      青 木 重 男   岡 部 直 巳   土 屋 重 夫 

             石 井 勇 人   浦 野 行 男   山 田 光 則 

             齋 藤 利志子                      10名 

    監   事    島 田 佐登志   山 田 守 明            2名 

    顧問相談役    吉 田 英 雄   東 間 正 治            2名 

 

 

    委 員 会 

    総務委員会          ４名   （委員長   山 田 雅 幸） 

    事業委員会          ４名   （委員長   青 木 重 男） 

    広報情報委員会        ４名   （委員長   本 多 幸 一） 

    金融審査委員会        ５名   （委員長   岩 井 幸 夫 ） 

  
 
  （富岡市妙義商工会の職員体制） 

実施人員  経営指導員  下山 泰明 
         補助員    小金澤 邦子                    2 名 
 

 ※上記事業は、経営指導員が実施するが、実施状況を理事会、各委員会、各部会に情報提供するととも

に、実施が困難と思われる場合、各部会長等と相談し、実施を会長又は部会長との共同にて実施する。 

 

 

 

（２）連絡先 

    富岡市妙義商工会 
    〒370-2411 富岡市妙義町上高田 1197-6 
    ℡0274-73-3723 Fax0274-73-2673 
        E-mail : info@myogi.org 
    URL  http://www.myogi.org/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@myogi.org
http://www.myogi.org/
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（別表 3） 
 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 
 
                                       （単位：千円） 

  平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 

必要な資金の額 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

1.経済動向調査 

 

2.経営状況分析事業 

 

3.事業計画策定支援事業 

 

4.事業計画策定後の実施支援事業 

 

5.需要動向調査事業 

 

6.新たな需要開拓事業 

 

7.地域経済活性化事業 

 

500 
 

200 
 

200 
 

200 
 

300 
 

400 
 

200 

500 
 

200 
 

200 
 

200 
 

300 
 

400 
 

200 

500 
 

200 
 

200 
 

200 
 

300 
 

400 
 

200 

500 
 

200 
 

200 
 

200 
 

300 
 

400 
 

200 

500 
 

200 
 

200 
 

200 
 

300 
 

400 
 

200 

（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。 
 
 

資金調達方法 
会費、手数料収入、国補助金、県補助金、市補助金 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
 

（別表 4） 
 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に関する事項 

連携する内容 
 

1.地域の経済動向調査に関すること【指針③】 
富岡市、地元金融機関、専門家外部機関と連携し、小規模事業者と地域住民の経済動向を 
調査・測定・把握する。 

 
 

2.経営状況の分析に関すること【指針①】 
 富岡市、地域金融機関、群馬県商工会連合会、群馬県よろず支援拠点、外部有識者機関と連携し 
 小規模事業者の経営状況を分析する。 
 
 
3.事業計画策定支援に関すること【指針②】 
 群馬県、富岡市、群馬県商工会連合会、群馬県よろず支援拠点、地域金融機関、外部有識者機関と 
 連携し、セミナー開催、個別相談会を実施し、事業策定支援を行う。 
 
 
4.事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

群馬県、富岡市、群馬県商工会連合会、群馬県よろず支援拠点、地域金融機関、外部有識者機関と 
 連携し、事業計画策定後の小規模事業者の伴走型支援を行う。 
  
 
5.需要動向調査に関すること【指針③】 
 富岡市、群馬県商工会連合会、群馬県よろず支援拠点、外部有識者、観光エージェント、道の駅みょうぎ 
 と連携し、事業者のマーケティングについて、顧客状況の掌握のため、アンケート調査を実施・補佐して 
 いく。 
 
 
6.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 
 群馬県、富岡市、群馬県商工会連合会、全国商工会連合会、地域金融機関、地元メディア、外部有識者と 
 連携し、販路開拓支援を実施する。 
 
 
7.地域の経済活性化に関すること 
 群馬県、富岡市、群馬県商工会連合会、全国商工会連合会、地元メディアと連携し、地域資源に対しクロ 
ーズアップ度合が増し、催事自体の経済価値が向上するよう、地元経済活性化支援を実施する。 

 
8.その他、各項目に適した団体を必要に応じて連携する。 
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連携者及びその役割 
 
連携者 氏名 住所 電話番号 

富岡市 
市長 
岩井 賢太郎 

富岡市富岡 1460-1 0274-62-1511 

群馬県 
知事 
大澤 正明 

前橋市大手町 1-1-1 027-223-1111 

群馬県商工会連合会 
会長 
髙橋 基治 

前橋市関根町 3-8-1 027-231-9779 

全国商工会連合会 
会長 
石澤 義文 

東京都有楽町 1-7-1 03-6268-0088 

群馬県産業支援機構 
（群馬県よろず支援拠点） 

理事長 
根岸 冨士夫 

前橋市大渡町 1-10-7 
群馬県公社総合ビル 2 階 

027-255-6500 

日本政策金融公庫 
高崎支店 

支店長 
益原 浩一 

高崎市連雀町 81 027-326-1621 

群馬県信用組合 
妙義支店 

支店長 
茂木 善幸 

富岡市妙義町上高田 1186-1 0274-73-3239 

下仁田町商工会 
会長 
茂木 清 

甘楽郡下仁田町下仁田 353-6 0274-82-3206 

甘楽町商工会 
会長 
横山 孝明 

甘楽郡甘楽町小幡 183 0274-74-3311 

南牧村商工会 
会長 
井上 文夫 

甘楽郡南牧村磐戸 346-5 0274-87-3136 

富岡商工会議所 
会長 
小堀 良夫 

富岡市富岡 1130 0274-62-4151 

みょうぎ物産センター 
（道の駅みょうぎ） 

代表取締役 
東間 正治 

富岡市妙義町岳 322-7 0274-73-3991 

関東税理士会群馬県支部連合会 
会長 
小林 馨 

前橋市大手町 3-3-1 
群馬県中小企業会館 3 階 

027-234-6131 

群馬県中小企業診断士協会 
会長 
矢島 治夫 

前橋市敷島町 244-1 027-231-2249 

群馬県中小企業支援ネットワーク会議 
議長 
三澤 益巳 

前橋市大手町 3-3-1 
群馬県信用保証協会内 

027-219-6003 
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連携体制図等 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

富 

岡 

市 

妙 

義 

商
工
会 

富岡市 
群馬県商工会連合会 富岡市観光協会 

(株)まちづくり富岡 

（富岡版ＤＭＯ） 

道の駅みょうぎ 

日本政策金融公庫 

地域金融機関 

富岡商工会議所 

群馬県産業政策部 

商政課 

ミラサポ 

中小企業診断士協会 

群馬県産業技術  

センター 

中小企業基盤整備機構 

群馬県産業支援機構 

よろず支援拠点 

補助金、地域活性

化、展示会、イベ

ント、情報収集・

提供 

資金融資、金融相談、情報提

供、景況分析 

資金融資、情報提供、経済課題共有 

観光対策・ＰＲ、地域活性化、観

光資源利用検討、観光販路開拓 

6 次産業実施検討協議、販路開

拓、情報提供、農観連携協議 

支援スキルアップ・方針共有、地域

内情報活用・共有、イベント協力 

創業・経営革新セミナー、情報共

有、販路開拓支援 

スキルアップ研修、創業・事業承

継相談、情報提供、アドバイス 

スキルアップ、講師派遣、情報提

供 

スキルアップ、専門家派遣、情報

提供、セミナー開催 

各種実験・検証、地域技術産業

利用協議、調査・情報共有 

スキルアップ、創業・6 次産業支

援、情報提供、専門家派遣 

各種イベント、展示会、観光ＰＲ、

地域活性化、観光物産資源開発 

甘楽郡下商工会 
（下仁田町商工会、甘楽町

商工会、南牧村商工会） 

支援スキルアップ・方針共有、地域

内情報活用・共有、イベント協力 
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