
 
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
安中市松井田商工会（法人番号７０７０００５００３２３３） 

実施期間 平成 30年 4月 1日～平成 35年 3月 31日 

目標 

当地域の高齢化および人口減少傾向は、県内の他地域と比べて急激である。市場

規模の縮小や変化に応じながらも当地域の小規模事業者が持続的な経営を継続する

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ることが重要となる。また地域外

市場へは観光事業、６次産業化事業を通じて販路拡大を図り、売上・利益を確保するこ

とが重要となる。 

これらの取り組みを通じて当地域の小規模事業者の成長・持続的発展を実現し、地

域経済の振興を目指す。 

事業内容 

I. 経営発達支援事業の内容 

1. 地域の経済動向調査に関すること 

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

個社が地域の経済動向を把握できることを目指す。 

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」を把握と確認を実施する。 

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振興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 〒379-0221群馬県安中市松井田町新堀 13 

TEL 027-393-1411  FAX 027-393-5267 

e-mail mtsyoko@aqua.ocn.ne.jp URL http://matsuida-sci.or.jp/ 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

 

（１）安中市松井田の現状 

 

□位置 

当商工会が位置する安中市は群馬県の西部に位置し、東京都心まで約 120ｋｍ（JR 

北陸（長野）新幹線の安中榛名駅より東京駅まで約１時間）の距離にある。周囲は、

高崎市・富岡市・下仁田町の２市１町および長野県に接し、総面積は 276.34k ㎡であ

る。西部に県境をなす碓氷峠、北部に榛名山、南西部に妙義山を望み、中心部を東西

方向に碓氷川が流れ、丘陵地帯を形成している。 

平成18年3月に松井田町と旧の安中市が合併し、新しい安中市となったものである。

このことにより安中市には現在、当松井田商工会と安中商工会の２商工会が併設され

ている。 

 

□特徴 

安中市は群馬県の西部に位置し、安中市の中でもより西方にある松井田は県境の碓

氷峠を介して長野県の軽井沢と接している。峠の町の特徴が色濃く現れているのが松

井田である。古くは中山道の関所が置かれ、関東への出入りを厳しく監視する要の地

として栄えた。峠の町としての価値の高さは、歴史や文化の資産が多く点在している

ことや、峠の自然を有していることが上げられる。 

一方で経済圏を区分けして俯瞰してみると長野県とは行政上で分断し、群馬県の中

心からは離れており、また関東平野の西端であることで、経済活動の松井田地区への

求心力は乏しい。群馬県では主な交通手段は自家用車であり、交通の面では安中市に

は国道 18 号線が幹線道路として機能しており、上信越自動車道の高速道路のインタ

安中市 

高崎市 

富岡市 

長野県

軽井沢 

松井田 
（旧）安中 

下仁田町 
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ーチェンジも「松井田妙義」、「碓氷軽井沢」の２つが整備され、松井田から近隣地区

への移動には苦労しない。松井田には核店舗となる大型店は無く、松井田の住人は高

価な買物や大量の買物のときは、松井田外部の商業都市である高崎市や富岡、長野県

の佐久市に買い求めることが多いのが現状である。 

 

 

□安中市の人口 

安中市の人口は約 5万 9千人（2017年

4 月現在）であり、人口規模では群馬県

内の 12市のうちで第９位である。安中市

は県内の中でも高齢化率が高く、群馬県

全体の 2015 年の高齢化率 27.6％に比べ

て 4.8ポイント高い 32.4％である。人口

減少のスピードも早く、国立社会保障・

人口問題研究所が示す今後の予測では

10 年後の 2025 年には現在 5 万 9 千人の

市人口は 6 千人減の 5 万 3 千人が予測さ

れている。安中市の中にあって松井田地

区の 2015 年人口は１万４千人であり

2012 年に比べ、この 3年間で 5.8％減少

している。旧安中地区の減少率が 2.6％

であることと比べると、当松井田地区は

急激に人口が減少している傾向が認めら

れる。高齢化にともない近年は地域内に

介護施設が増加している。 

 

 

（２）地域の（現状と）課題（強みと弱み） 

 

□業種別の事業者数 

下表は「平成 24 年経済センサス‐活動調査」から松井田地区の事業所数を抜粋し

たものである。代表的な業種を記載した。群馬県と比較すると、松井田地区は「建

設業」、「生活関連サービス業、娯楽業」、「医療、福祉」の業種の比率が高く、「宿泊

業、飲食サービス業」の比率が小さいことが分かる。 
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予測 

1980 年の人口を 100 として表現 

全体 建設業 製造業
卸売業，小

売業

宿泊業，飲
食サービス

業

生活関連
サービス

業，娯楽業
医療，福祉 その他

事業所数（軒） 576 82 79 148 53 69 42 103

構成比（％） 100% 14.2% 13.7% 25.7% 9.2% 12.0% 7.3% 17.9%

安中市 構成比（％） 100% 13.2% 14.5% 24.8% 9.6% 10.5% 7.6% 19.8%

高崎市 構成比（％） 100% 10.8% 9.4% 26.8% 11.0% 9.0% 6.7% 26.4%

群馬県 構成比（％） 100% 11.8% 12.6% 24.5% 11.7% 8.8% 6.1% 24.4%

松井田町
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地域の商工業者の多くは従業員が２名以下の小規模事業者が多く、地域での纏ま

りもあり、当商工会への加入率は 63.1％と高くなっている。 

 
 商工業者数（軒） 

小規模事業

者数（軒） 全 体

（計） 
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 

事業者

数 
528 82 79 148 53 105 61 441 

会員数 333 67 48 90 28 72 28  

会員加

入率 
63.1％ 81.7％ 60.8％ 60.8％ 52.8％ 68.6％ 45.9％  

平成 29年 3月現在 

 

昔ながらの土地柄であり新規性は低い気風であるが、纏まりのある地域である。

クリスマスのときには商店街にサンタクロースを配備するなど、年間行事を含め地

域が一体となれるのは松井田地区の強みとなっている。 

 

代表的な業種のうちで、「建設業」や「小売業」、「宿泊業、飲食サービス業」のう

ちの飲食サービス業、「生活関連サービス業」のうちの理美容業や自動車修理業など、

さらに「医療、福祉」の業種は地域内住民を主な顧客として事業を営んでいる。地

域住民の高齢化に合わせ、商品やサービスのあり方を対応させていくことは、どの

事業者にとっても重要な課題となる。事業者側も高齢化する中で全体として地域の

小規模事業者の売上、利益を確保していくためには、事業承継や創業により活気の

ある事業者を維持していくことが地域として欠かせない課題である。しかし閉ざさ

れた地域の中でこのような需給の対応を図っても、急速な人口減少による需要縮小

の影響は免れない。今後 5年、10年を見越し地域の小規模事業者が売上、利益を確

保し継続した経営を図っていくには、地域外からの需要を呼び込むことが不可欠で

ある。 

 

そこで本経営発達支援事業においては、地域外からの需要を呼び込むことを強化

するために、観光事業支援と６次産業化に伴う創業支援に取り組むこととする。ま

た主に地域内の消費者を対象とする事業者や、継続取引先企業を顧客に持つ事業者

へは、需要の変化に応じて経営を持続するために必要となる伴走支援を計画した。 

 

□観光事業 

地域外の顧客に対しては当地区の魅力を訴えて、地域に足を運んでもらい、交流

人口を増やして地域経済の活性化を図らねばならない。しかし現在に至るまで、地

域として地域経済活性化の具体策が図られてきたとは言えない。推進策を行政に委

ねてきた面が強く、事業者自らが推進母体となる体制作りが課題となっている。 
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機会を通じて会員の皆様とも当地区の強み・弱みの分析を実施してきた。客観的

にみて歴史と自然は豊富な地域であることから、観光資源としての強みを有してい

る。 

 

歴史・・・中山道と関所、めがね橋とアプト式鉄道、碓氷製糸場 

自然・・・妙義山（妙義荒船佐久高原国定公園）、碓氷峠（上信越高原国立公園） 

しかし前述した業者別事業者数に見られるように、安中市や特に当松井田におい

ては宿泊業や飲食サービス業の事業者比率は他地域に比べても低くなっており、強

みとして認識している観光資源を事業化に結び付けられていない実態がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通の便が良く、都心から 1 時間程度で着け

る。また近隣には観光客の集客能力が高い有名

地域がある。年間の観光客数は軽井沢 800万人、

富岡市 300万人（富岡製糸場の年間観光客数 140

万人）に挟まれているが、安中市の年間観光客

数は 150 万人程度であり、観光資源を活かせて

いないことが課題となっている。安中市の中で

も特に松井田地域での観光資源は前述のように

多くある。これらを主目的とした観光客の集客

を図ることも重要であるが、近隣地区の観光客

の流れを当地に向かわせる施策も今後の大きな

柱となる。 

 

□6次産業化に伴う創業支援 

当地区では、おぎのや「峠の釜めし」が有名である。峠の釜めしは、こだわりの

食材として「うずらの卵」「栗」「ごぼう」「杏」「鶏肉」の他、「椎茸」「筍」などと

いった地元色豊富な素材が使われ、益子焼の釜に入れられた駅弁として、古くから

多くの人に親しまれてきた。また近隣の農産物として下仁田ネギも全国に知れ渡っ

軽井沢町 
800 万人／年 

富岡市 
300 万人／年 

安中市 
150 万人／年 

めがね橋 
碓氷峠の鉄道の歴史

を残す観光スポット。

鉄道文化むらでは実

車輌の運転ができ、鉄

道マニアの聖地とな

っている。 

碓氷関所跡 
中山道の重要スポ

ットとして近くの

茶屋本陣と伴に、

散策の対象となっ

ている。 

碓氷製糸場と妙義山 
日本国内で稼働中の製糸場２社

のうちの 1 社であり最大級の製

糸場。世界遺産の富岡製糸場経

由の見学客も多い。妙義山は上

級登山者向けの山として有名。 
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たブランド品となっている。 

そのような地域ブランドがある中で、過去に地域事業者が地元農産物を用いた「峠

のオコジハン」（オコジハンは３時のおやつのこと）を企画し、本会として創業支援

したが、峠の釜めしや下仁田ネギのブランド力の下で霞んだ商品となってしまい、

商品化を見合わせた経緯がある。しかし当地区の農産物として、「こんにゃく」「ネ

ギ」「椎茸」「わさび」「梅」等は、知名度は低いが生産が盛んであり、知る人ぞ知る

ブランド農作物の供給地となっており、6 次産業化を目指した創業に関する相談も

時々ある。 

また地域の直売所は、「松井田町農産物直売所」「農産物直売所 野尻の里」「登城

直売所」「JA碓氷安中 農産物直売所 まゆっ娘」「いそべ野菜の会直売所」等、多く

の直売所を通しての販売チャネルが存在している。既存事業者、創業者に係わらず

当地では６次産業化を図るための下地はできており、当地の強みとなっている。し

かし地域の農家は一般に後継ぎがおらず、本会は 6 次産業化に伴う創業予定者の掘

り起こしを図り、情報提供や創業の伴走支援を実施していくものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）松井田商工会の役割 

・これまでの商工会の取り組みと課題 

本会は会員または会員外であっても、金融支援（マル経など）や共済・年金・保

険制度の提供を、小規模事業者を対象に実施してきた。日常的にはこれらの事務作

業や手続きなどが商工会としての主業務となり、小規模事業者の経営力強化に資す

る支援はじゅうぶん実施できてきたとは言えない状況にある。小規模事業者が事業

を安定的に持続するには、顧客の需要の変化に応じた対応を図り、自身の身の丈に

松井田の新鮮野菜と畑の様子 
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合った経営を行なうための伴走支援が商工会には求められる。小規模事業者の限ら

れた経営資源では賄いきれない部分を、商工会が事業者の目となり耳となり、支援

する役割がある。 

そのような観点から当地域の課題を捉えると、急速な高齢化に伴いここ数年間で

経営者自身も高齢化し、個々の事業者が事情に適合した事業の継続性を見出すため

の経営力強化を図ることが必要となる。事業者には身の丈に合った経営を問われる

こととなり、事業承継も考えていかねばならない状況が生じる。また地域の顧客を

対象としている小売業やサービス業、建築業は当地区事業者の８割に及ぶが、顧客

の高齢化に伴う需要規模の縮小も想定される。経営を持続していく上では新たな販

路を開拓し需要を掘り起こすことが求められるが、個々の事業者が独力でマーケテ

ィングに取り組むことは難しい状況にある。これらの課題解決を図るには商工会を

始めとした地域の総合的経済団体として、地域内の需要の掘り起こしを図る支援や、

地域外からの需要を喚起するための地域振興の役割、元気な事業者が取り組む販路

開拓に伴走支援する役割を担っている。 

 

・地域の総合的経済団体及び小規模事業者支援機関として 

 

□安中市の取り組み 

安中市は安中市総合計画に平成 20 年から取り組み、平成 29 年の本年は後期基本

計画の５年のうちの５年目にあたる。総合計画では「にぎわいと活力のあるまちづ

くり」として地域振興に焦点を当てており、農林水産業の振興、商工業の振興、観

光の振興、新産業の振興、労働環境の充実の５項目に触れている。なかでも商工業

の振興、観光の振興、新産業の振興では商工会への期待も大きい。 

平成 23 年 150 万人であった観光客数を平成 29 年で 165 万人の目標としている。

また安中市は安中市地方創生プロジェクトのなかで市観光振興プランを策定し、平

成 28年（2016年）～平成 32年（2020年）の５年間を計画期間として毎年前年比５％

アップの観光客増を図るとした。これは通称で「安中版ＤＭＯ」(*1)と呼び、観光

振興ビジョンを「峠の文教都市 安中」、観光キャッチフレーズを「花と峠と鉄道遺

産の郷安中」としている。安中版ＤＭＯの運営は平成 29年 4月から運営が開始され

ており、推進に際しては行政、ＤＭＯ組織

だけに頼るのではなく、商工業者、観光関

連組織や団体が実行力を伴うことが重要

である。本会は地域事業者の伴走支援のな

かで実行組織として係わっていく役割を

担っている。 

 

□安中版ＤＭＯへ向けた松井田地区の取り組み 

 地域外からの交流人口増は、小売・サービス業にとって、直接的、間接的な売上

増に寄与する。また地域全体の事業者が観光客に向き合った体制を築き、例えばガ

ソリンスタンドに立ち寄った観光客に食事処を紹介し、食事に訪れた観光客には地

域内のお土産屋の所在や土産情報を提供するなど、地域として総合的なサービス提

供を図る仕組みが現場で必要である。商工会は地域事業者への情報提供と、個々の

(*1) 

DMO と は Destination Marketing ／

Management Organizationの略で、地域全

体の観光マネジメントを一本化する、着地

型観光のプラットフォーム組織体を指す。 
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事業者の特徴を整備するなど、全体戦略で役割を果たす。 

 

□小規模事業者に対する中長期的な振興の在り方（向こう 10 年間） 

安中版ＤＭＯは昨年（平成 28年）から開始された５ヵ年計画であり、安中市総合

計画で上げられている「観光の振興」が具体的なプロジェクトとして取り組みを開

始した現れである。松井田商工会は安中市にあり、安中市が振興の主軸として取組

む安中版ＤＭＯに歩調を合わせて、小規模事業者の振興策として観光の振興に取組

む。現在に至るまで地域の強みである観光資源を用いた振興はじゅうぶんに発揮で

きてこなかった。仮に今後も対応が図れず地域活性化が進まなければ、人口減や高

齢化にともなう地域の弱みが顕在化する懸念がある中で、観光の振興は５ヵ年で終

息するものではなく、中長期的な振興への取り組みとなる。観光の振興は地域のブ

ランド力の強化に繋がり、地域特産品を生かした農業の振興や商業の振興に好影響

を及ぼすものである。さらに地域経済が活性化されることにより、安中市総合計画

が目指している労働環境の充実、新産業の振興に寄与することにも繋がる。本会は

地域の小規模事業者支援機関として中長期的な視点に立ち、地域活性化の施策とし

て安中版ＤＭＯを基本方針とした観光振興、また観光振興から派生する農業の振興

や商業の振興に取組むものである。 

 

（４）小規模事業者振興の目標 

観光の振興を主とした取り組みを今後 10年に向けた振興の在り方と捉えた時に、

松井田地区は現在まで、地域の観光資源を生かした取り組みが発揮されず、関連す

る宿泊業、飲食業、小売業等の業種の比重が低く、観光に対する事業者の意識が希

薄であった。当地区の事業者の特性として新規性が低いことが要因として考えられ

るが、一方当地区の事業者の纏まりは良いので、目標が決められ、情報共有が図ら

れることで観光の振興や農業の振興、引いては地域経済活性化における事業推進力

は増すものと考えられる。当商工会は小規模事業者に身近に接している地域の支援

機関として、地域事業者の売上拡大、利益確保を図ることのための目標を次のよう

に設定する。 

 

＜経営発達支援事業の計画の目標（向こう 5年間）＞ 

①観光の振興 

安中版ＤＭＯの実施機関として松井田への観光客誘客の支援を実施し、その

効果による地域経済活性化を図り、小規模事業者の売上拡大、利益確保を実現

すること。 

②６次産業化に伴う創業支援 

豊富な地域資源を活かした６次産業化に向けて創業する元気な小規模事業者

を掘り起こし、活力あるまちづくりを実現すること。 

③高齢化に適合した事業持続支援 

 急速な高齢化に伴う地域住民と事業者の構造変化への対応として、今まで自

社の経営管理へ十分向き合えてこなかった小規模事業者の実態に応じて、自社

の棚卸を進めながら事業計画を策定して実行するための伴走支援を行う。必要

に応じて専門家の力を借りて事業承継を進めていく。 
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（５）目標達成に向けた支援事業の方針 

小規模事業者の経営力強化に繋がる取り組みは、今まで多くの事業者は取組んで

おらず、また本会の支援も十分実施できてきたとは言えない状況にある。少子高齢

化に伴う顧客ニーズの変化と事業者側の高齢化に伴う事業構造変化の中で、それぞ

れの個社が自らの経営力強化が図れるように、商工会として支援していくために当

会として次の方針を目指していくものとする。 

 

①観光の振興 

②６次産業化に伴う創業支援 

③高齢化に適合した事業持続支援 

 

 

①観光の振興 

「観光の振興」を切欠とした取り組みは、地域の様々な業種に影響を及ぼすこと

となり、小規模事業者の経営力強化に寄与するものである。例えば安中版ＤＭＯの

推進のための情報発信や仕組みづくりは商工会の取り組みのひとつとなるが、地域

情報を整備し情報発信していくことは、地域内事業者や地域住民向けの情報提供に

も通じ、地域需要の掘り起こしに寄与する。 

現在、安中版ＤＭＯは運用を開始した状況であり、まだ具体的な成果に結びつい

ていない。当商工会は従来から地域事業者の経営状況を把握し支援する目的で、観

光事業についても経営指導員の巡回や窓口相談等の経営支援、セミナー開催、専門

家派遣等を通しての支援を実施してきた。今後もこれらの取り組みを通じて現場の

生の情報を取得すると伴に、今まで積極的には取組んでいなかった観光事業に関す

る様々なデータの取得や分析方法の確立、そこから地域経済活性化に寄与するため

の施策の策定等にあらたに取組んでいくことを計画する。 

観光による消費額、雇用者数、税収の推移といった地域への経済効果等も施策を

策定する上で必要となると予想され、必要に応じて専門家と進める。また顧客情報

として、どのような人が何人、何のために、どこからどのように来て、何度目の訪

問か、といったデータの収集も必要となると予想され、これらには安中版ＤＭＯ組

織を介してデータ収集することや、実際に近隣の観光施設との連携を図りながらア

ンケートをとるなどの活動を実施していく。 

 

②６次産業化に伴う創業支援 

当地区では多くの農産物が栽培され、また多くの直売所が存在している状況のな

かで、その強みを活かして今後に向けて６次産業化を推進するには創業予定者の掘

り起こしを図り、当商工会として情報提供を行ない、伴走支援を果たしていくこと

が必要である。ここでは商品企画力やマーケティングを重視した事業化の考え方が

重要であるが、従来十分な対応ができていなかった。十分な対応を図る上で、専門

家による支援や創業セミナーの開催を計画していく。創業については当地区の事業

者がクラウドファンディング(*1)の手法を用いて事業化を図った事例などもあり、

先輩創業者として興味深い実践経験を語っていただくなどの実践的な支援を計画し

ていく。 
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③高齢化に適合した事業持続支援 

急速な高齢化に伴う地域事業者の構造変化への対応として、今まで自社の経営管

理へ、十分向き合えてこなかった小規模事業者の実態に対し、当商工会として伴走

支援していく。少子高齢化に伴う顧客ニーズの変化と事業者側の高齢化に伴う事業

構造変化の中で、それぞれの個社が自らの経営力強化が図れるように、自社の経営

分析を行い、事業計画を策定し、経営力の強化が図れる取り組みを商工会として支

援していく。また必要に応じて、事業継承を進めていくための支援を実施する。 

 

 

経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間 

平成３０年４月１日～平成３５年３月３１日 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

（現状と課題） 

現状において、地域の経済動向に関する調査については、「経営指導員による巡回

訪問及び窓口相談時における個別ヒアリング」や「理事会や業種別部会等の会合時

における出席者への業況ヒアリング」程度にとどまっており、地域の小規模事業者

に対する的確な指導を行うための体系的な調査を実施しておらず、また得られた情

報を整理・分析して発信する仕組みも持っていなかった。 

今後は、支援を行う個社の状況はもとより、地域の状況をしっかり把握するため

の調査方法・手段を確立し、得られた地域経済に関する情報を整理・分析して、地

域の事業者が容易に閲覧できるよう、情報提供していくことが課題である。 

 

（事業内容） 

（１）地域版「中小企業景況調査」の実施による地域経済動向の把握（新規事業） 

地域の産業の状況や経済動向について、一定時期ごとに変化の実態を迅速かつ的

確に収集・提供することを目的に全国商工会連合会が実施している「中小企業景況

(*1)クラウドファンディングとは 

創業時などで資金を必要としている実施者が、インターネットを介して不特定多数の

人々に呼びかけ、1 人当たりは比較的低額の資金を提供して貰い、必要とする金額が集

まった時点でプロジェクトを実行する資金調達の仕組み。 
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調査」については、過去 3 年間、本会も調査対象地区として管内１５事業者の調査

を実施してきた。 

調査を継続して実施してきているが、調査対象件数が４業種１５社程度の過小な

サンプル件数であることから、当地域の経済動向を的確に表わすものとは言い難い

のが実態である。 

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

記実施要領に基づき実施し、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

報を提供していく。 

    

＜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る４業種３０社を調査対象件数とし、

その業種構成は松井田地区の産業構成に基づき、小売業１０社、宿泊・飲食業８

社、建設業７社、サービス業３社、製造業２社とする。 

  ②調査項目及び調査時点・調査頻度 

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

一にすることで、全国や群馬県全体との比較が可能となることから、調査項目は

原則同一とする。また、調査時点・調査頻度についても全国版と同じ６月１日・

９月１日・１１月１５日・３月１日時点の年４回とする。 

 

  （参考）全国商工会連合会が実施する「中小企業景況調査」の調査項目 

業 種 調査項目 

製造業 売上高の動向、加工単価、自社の業況判断、設備操業率の動向等 

建設業 売上高の動向、資金繰り、採算、引き合い、自社の業況判断等 

小売業 売上高の動向、客単価、客数、仕入単価、在庫数、自社業況判断等 

サービス業 売上高の動向、客単価、利用客数、資金繰り、自社業況判断等 

  ③調査・分析を行う手段・手法 

調査は、全国商工会連合会が作成したものと同一の調査票を用いて、原則とし

て経営指導員が調査日程に従い、訪問のうえ面接、聞き取りにより行う。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

業種別に整理した上でデータ化、グラフ化を行う。 

  ④成果の活用 

上記③において客観的に「見える化」された当地域の業種別経済動向を全国及

び群馬県と比較することで、地域経済の実態と変化を捉え、今後の小規模事業者

に対する的確な指導の実施に活用していく。また、集計・分析された地域版「中

小企業景況調査」の結果については、本会ホームページ及び会報にて広く地域の

事業者へ情報提供を行っていく。 

 

（２）統計資料等の外部データの活用（既存事業拡充） 

これまで、経済動向を把握する外部データとして、日本政策金融公庫の景況レ



- 11 - 
 

ポートや全国商工会連合会が毎月実施している小規模企業景気動向調査のレポー

トを参考とし、小規模事業者支援に活用していた。これらのデータは全国的な経

済動向であるため、県内の経済動向を知る上で、新たに関東財務局が発表する「県

内経済動向・統計」や群馬経済研究所がまとめる「業況判断来季予測」などの外

部データも活用し、当地域を取り巻く県内経済動向なども併せて把握していくこ

ととする。特に関東財務局前橋財務事務所が「県内経済動向・統計」において法

人企業景気予測調査で示している雇用や企業金融の外部データは、地域の経済動

向を把握する上で有用である。 

 

（目標） 

事業内容 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

(１)地域版中小企業景況調査       

 調査回数／年 未実施 年 4回 年 4回 年 4回 年 4回 年 4回 

 調査対象事業所件数 0 30 社 30 社 30 社 30 社 30 社 

 HP・会報による公表回数 0 年 4回 年 4回 年 4回 年 4回 年 4回 

(２)外部統計情報活用 2 機関 4 機関 4 機関 4 機関 4 機関 ４機関 

（※現状で未実施の場合は「実施 0件」と区別するために、数値ではなく「未

実施」と表記した。以降も同様。） 

 

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。 
本会においても「経営状況の分析」の必要性や、事業者の経営分析を本会で行

うことができることなどについて、積極的に周知して来なかった状況がある。 
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。 
 

（事業内容） 

小規模事業者の持続的発展に向け、経営指導員の巡回・窓口相談、各種セミナ

ーの開催等を通じて、小規模事業者の経営分析を行う。経営状況の分析を実施す

る目的は、事業者自身が自社の実態を把握して経営力を強化することにあるため、

本会はそのための伴走支援を個社に対して実施する。対象となる小規模事業者に

とっては経営状況の分析経験は乏しいので、本会が実施する伴走支援では、最初

に経営状況分析手法を個社が理解できるようにするところから始める。 

専門的な課題等については、群馬県商工会連合会、群馬県産業支援機構（よろ

ず支援拠点）、中小機構等と連携し、小規模事業者の抱える経営上の悩みに対して

より丁寧にサポートする。 
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（１）巡回・窓口・広報媒体による経営分析実施事業者の掘り起し活動（新規事業） 

経営指導員による巡回訪問・窓口相談時に「経営状況の分析」の重要性を説明し

ていくとともに、地域の小規模事業者に対して、経営分析に取り組むことの重要性

や経営分析に取り組んだ結果、成果が得られた事業者の声などを掲載したリーフレ

ットを作成・配布することで、経営分析に主体的に取り組もうとする事業者の掘り

起こしを推進していく。反応のあった事業者に対しては、下記に記載する「（２）経

営指導員による分析ツールを活用した経営状況分析支援」や「（３）経営分析スキル

アップセミナー」に誘導し、具体的な経営分析支援に繋げていく。 

 

 

（２）経営指導員による分析ツールを活用した経営状況分析支援（新規事業） 

経営分析に取り組もうとする事業者の掘り起し活動により、自社の経営状況の分

析を希望する事業者に対しては、決算書を預かり、公的機関が提供する分析ツール

を用いて経営状況の分析支援を行っていく。具体的には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」

を活用していく。 

 

  ①経済産業省が提供する企業の健康診断ツール「ローカルベンチマーク」の活用 

決算書を基に「売上高増加率」・「営業利益率」・「労働生産性」・「EBITDA 有利子

負債倍率」・「営業運転資本回転期間」・「自己資本比率」の６つの指標から財務分

析を行う。分析した事業者の各数値と業界標準数値を比較することや総合評価点

の分析を行うことにより、事業者の財務上の問題点を把握することを支援する。 
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②中小企業基盤設備機構が提供する「経営自己診断システム」の活用 

決算書の主要な数値を入力するだけで経営診断ができるというシステムであ

り、収益性・効率性・生産性・安全性・成長性等の詳細な分析を行い、課題の抽

出と改善の方向性を提案していく。パソコン操作が不得手な事業者には、経営指

導員が操作方法の支援を行っていく。 

     
 

 

（３）専門家による「経営分析スキルアップセミナー」の開催（新規事業） 

外部専門家等を活用して、事業者自ら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。セミナーは基礎編・応用編を設け、定量的な

決算データから導くことが出来る財務分析に加え、定性的要因を踏まえた今後の経

営の方向性を模索するための SWOT分析や３C分析の活用支援も行っていく。 

参加事業者の個々の事案によっては、専門的な知識を有する税理士や中小企業診

断士などの専門家の指導助言を受けることとし、群馬県商工会連合会や群馬県よろ

ず支援拠点と連携し、経営分析のブラッシュアップ支援を行っていくこととする。 

  ＜分析項目と狙い＞ 
  項目 分析の内容 狙い 

基

礎

編 

財務分析 売上高、経常利益、損益分岐点売上高、

売上高総利益率、売上高経常利益率、

流動比率、自己資本比率等を分析 

経営自己診断システムにより導

き出された経営指標を業種別審

査辞典の同業者間等と比較し

て、財務上の問題点を洗い出す。 

応

用

編 

SWOT分析 自社を取り巻く外部・内部環境による

影響と、それに対する自社の現状を分

析 

事業環境変化に対応した経営資

源の最適活用を検討する。 

３C分析 顧客・競合・自社の三項目より経営環

境における現状の経営課題等の分析 

外部環境や競争の状況から事業

の成功要因を導き、自社の経営

課題発見や戦略代替案の発想に

活用する。 

 

（成果の活用） 

分析結果については、当該事業者に対して提供するものとし、経営状況の把握と

経営課題の明確化による事業計画策定の支援に活用する。また、そのデータは商工
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会内で事業所毎に整理保管し、必要な時には誰もが対応できるよう経営指導員間で

情報の共有を図っていくものとする。 

 

（目標） 

事業内容 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

(１)経営状況分析の掘り起し活動 

 巡回訪問時の周知活動 未実施 
巡回時 

随時 

巡回時 

随時 

巡回時 

随時 

巡回時 

随時 

巡回時 

随時 

 窓口相談時の周知活動 未実施 
窓口相談

時随時 

窓口相談

時随時 

窓口相談

時随時 

窓口相談

時随時 

窓口相談

時随時 

 リーフレットの作成・配布 未実施 年 1回 年 1回 年 1回 年 1回 年 1回 

(２)分析ツールを活用した経営

分析件数 
0 5 件 5 件 10 件 10 件 10 件 

(３)経営分析スキルアップセミ

ナー（基礎編・応用編各年 1 回

開催）による経営分析件数 

0 20 件 20 件 20 件 20 件 20 件 

経営分析合計件数(２)＋(３) 0 25 件 25 件 30 件 30 件 30 件 

 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（現状と課題） 

 小規模事業者は一般に成り行き経営していることが多く、事業計画を策定して

いる事業者は少ない。親会社からの指示待ちの製造業者であったり、来店だけを

頼りにしている小売店であったりすると、自社の経営努力は効果がないと感じて

しまい受身の経営に甘んじているケースが散見される。また自社の事業計画を策

定する機会にも乏しく、事業計画を策定する手法も理解していないケースも多々

見受けられる。また策定したとしても単なる数値目標であることも多く、このよ

うな計画であると実効性の乏しい計画になりがちである。 

小規模事業者が売上と利益を確保し、事業の持続的発展を図るために、事業計

画の意義を理解して計画を策定する上で、本会が伴走型支援を実施する役割が求

められる。 

 

（事業内容） 

前記２で経営分析を行なった事業者や後述する「５．需要動向調査等【指針③】」

の結果を踏まえれば、事業計画を策定して攻めの経営を実施することが必要であ

ることの理解が進むものと思われる。それが理解できない事業者に向けては、事

業計画の必要性を説明する取り組みが伴走型支援の上で欠かせない。 

事業者が経営課題を解決するため、前記１の地域の経済動向調査【指針③】の

結果や前記２の経営状況の分析【指針①】の結果、及び後述する５．需要動向調

査【指針③】の結果を踏まえ、群馬県商工会連合会等と連携しながら事業計画策

定支援を行なう。一般的に本会ではそのような小規模事業者に対する伴走型の支

援者として日頃から接している立場を活かしながら、機会を捉えて事業計画策定
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の意義を浸透するところから始める。 

また地域で起業を目指す方を支援するため、群馬県商工会連合会と連携して創

業セミナーを開催し、全体の創業支援を行う中で事業計画策定の支援を実施する。 

＜支援対象小規模事業者＞ 

(1) 支援対象の小規模事業者の掘り起こし（新規事業） 

事業計画策定等に関するセミナー（小規模事業者経営発達支援融資制度の活

用を含む）、個別相談会の開催により、事業計画策定を目指す小規模事業者の掘

り起こしを行う。【指針②】 

(2) 指導員の日常業務上での取組み（既存事業改善） 

窓口相談、巡回指導時に、小規模事業者からの相談等を受けるとともに、事

業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起こしを行う。【指針②】 

(3) 制度活用者の取組み（既存事業改善） 

事業計画策定を目指す小規模事業者の他、金融相談、持続化補助金、ものづ

くり補助金等の制度活用に向けての申請時に、事業計画の策定支援を行う。【指

針②】 

(4) 創業塾（新規事業） 

創業塾（全 4 回開講）を開催し、6 次産業化を始めとした創業希望者の知識

向上を図り、創業計画の策定支援を行うことにより、創業支援を行う。 

(5) 経営革新（既存事業改善） 

第二創業（経営革新）に関する相談会を開催し、第二創業（経営革新）計画

の策定を支援し、第二創業（経営革新）支援を実施する。【指針②】 

＜手段＞ 

・セミナー等の開催情報をホームページに掲載し、幅広く情報発信を行う。 

・これからの経営にとって、いかに経営計画が必要であるかを解説する。 

・売上、利益確保するための経営計画策定の伴走型支援を実施する。 

 

（目標） 

事業内容 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

事業計画策定事業者の掘り起し活動 

 
(1)支援対象の小規模事業

者の掘り起こしセミナー 
未実施 年 1回 年 2回 年 2回 年 2回 年 2回 

 
(2)指導員の日常業務上で

の取組み 
 

巡回およ

び窓口相

談時随時 

巡回およ

び窓口相

談時随時 

巡回およ

び窓口相

談時随時 

巡回およ

び窓口相

談時随時 

巡回およ

び窓口相

談時随時 

 (3)制度活用者の取組み 年 1回 年 1回 年 1回 年 1回 年 1回 年 1回 

事業計画策定セミナー参加事業

者数 
未実施 15 社 15 社 20 社 20 社 20 社 

個別相談会参加事業者数 未実施 15 社 15 社 20 社 20 社 20 社 

事業計画策定事業者数 0 15 社 15 社 20 社 20 社 20 社 

 

創業塾開催数・支援者数 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

創業塾開催回数 １ ２ ２ ２ ３ ３ 
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創業支援者数 １ ２ ２ ２ ３ ３ 

第二創業支援者数 １ １ １ ２ ２ ２ 

 

 

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） 

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も

散見される。 
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。 
（事業内容） 

今まで場当たり的な対応であったフォローアップを改め、事業計画を策定した

全事業者に対して計画的なフォローアップ（計画的巡回訪問による進捗確認や支

援策の推進等）を実施する。特に、創業・第二創業者に対しては巡回頻度を密に

することや先輩経営者との相談機会の創出等、手厚い支援を継続して行う。 
(1) 支援対象は事業計画策定を実施した全小規模事業者とする。 

(2) 頻度は 3カ月に 1 度の巡回訪問を基本とし、状況に応じて調整する。 

(3) 支援内容としては、本会の経営指導員による進捗状況の確認であり、確認の結

果、必要な指導・助言を行う。また情報提供として、国、県、市、群馬県商工

会連合会の行う支援策等の広報や案内を行い、フォローアップに活用する。 

(4) 状況に応じて、課題解決のために専門家の個別指導を実施し、連携先のよろず

支援拠点と共同してフォローアップを実施する。 

(5) 創業者に対しては、先輩経営者との意見交換会を開催し、専門家の個別フォロ

ーアップを実施する。税務相談を重点的に行い、伴走型の支援を行う。 

（目標） 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

フォローアップ事業者数 ０ １５ １５ ２０ ２０ ２０ 

巡回訪問回数 ０ ６０ ６０ ８０ ８０ ８０ 

 巡回訪問回数は 1事業者あたり年間 4回となるので、事業者数の 4倍となる。 

 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

創業支援事業者数 １ ２ ２ ２ ３ ３ 

第二創業支援事業者数 １ １ １ ２ ２ ２ 

（事業者数合計） ２ ３ ３ ４ ５ ５ 

巡回訪問回数 ８ １２ １２ １６ ２０ ２０ 
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５．需要動向調査に関すること【指針③】 

（現状と課題） 

当地区内の個社が扱う商品やサービスに関する需要動向調査について、現在は

体系的な調査は行なっていない。経営指導員の巡回訪問時に事業者が話す内容を

受動的に聞く程度である。地区内の消費者の需要動向についても現在はまったく

調査を行っていない。折衝時に事業者から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。地区外からの観光客の需要動向調査も

行なっておらず、唯一取得できるデータは入り込み客数である。 
 
小規模事業者の殆どは、大企業からの下請的業務が中心であったが故に、製造

業であれば「売れる商品を作る」という視点に欠けていることが多く、新商品を

開発して展示会や商談会で売り込む場合にも、買い手のニーズを踏まえたものに

なっていないケースが散見される。 

小売業においても、消費者の欲求・要求に適う商品を、適切な数量、適切な価

格、適切なタイミング等で提供するための商品政策（マーチャンダイジング）に

取り組んでいる事業者は極めて少なく、その結果、機会損失や客離れを引き起こ

している恐れがある。 

また当地域に訪れる観光客の需要動向については、トレンドや社会情勢に連れ

て常に変化していることが想定される。業種別、商品やサービス別の需要動向調

査について商工会が実施するという認識は個社にはなく、その必要性と情報の集

め方を理解している事業者はほとんどいない。 
このような現状から脱却して、個社の伴走支援に活用できる需要動向調査を体

系的に進める方法を確立することが課題である。 
 

（事業内容） 

事業者が新商品・新サービスの提供、販路開拓を行う際、需要動向調査の必要

性を十分に説明し、また認識していただくとともに、事業者が需要動向調査を行

う際には、当商工会でも積極的にサポートしながら、新商品・新サービスの販売

促進を効果的に行えるよう指導していく。 

マッチングフェアや展示会等において、出展者の商品等についてバイヤーのニ

ーズを把握するためのアンケート調査を行い、消費者やバイヤーが求める商品、

販促ニーズなどの情報を収集し、商業者や製造業者に提供し、消費者及びバイヤ

ーのニーズを踏まえた商品開発や品揃え、価格戦略等に活かしてもらう。 

また、事業者が新商品・新サービスの販路開拓を行うためには、今後ターゲッ

トとする商圏の状況を把握する必要がある。事業者が商圏の実態について調査を

行う場合、当商工会でも積極的にサポートしながら、新商品・新サービスの販売

促進を効果的に行えるよう指導していく。 

業種別・品目別の需要動向調査についても、事業者が新商品の事業計画を立て

たり、販路開拓を行ったりする上で有効であることから、統計資料や文献等から

情報収集を行い、職員の巡回や窓口支援の際のヒアリングでこれを補完し、需要

動向報告書としてまとめ、事業計画策定の際、活用するとともに、巡回・窓口支

援の際、各小規模事業者に提供し、その概要版などを会報や商工会ホームページ
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で情報提供していく。 

こうした地域の状況を踏まえ、本会では、経営発達支援事業の一環である需要

動向調査に関することとして、下記事業に取り組んでいくものとする。 

 

（１）店頭等におけるニーズ調査（新規事業） 

松井田町の地域の特長である「峠」を連想させる商品を開発した菓子製造業その

他関連業種の事業者に対して、巡回や窓口相談等を通じて需要動向調査の必要性を

説明し、当該菓子の試食会及びテストマーケティングを行い、事業者が開発した新

商品・新役務を顧客やバイヤーがどう感じるかについて店頭等でモニタリング調査

等をする際に、当会において下記の支援を行う。 

・調査方法：事業者と経営指導員でターゲット顧客を想定し、アンケート又はヒア

リングシートを作成する。事業者は店頭等において、ターゲット顧客

に試食や商品を手に取ってもらい、作成したアンケート等を利用して

顧客の生の声を収集するニーズ調査を実施する。経営指導員は、事業

者が実施した調査結果について集計・分析を行い、簡潔なレポートに

まとめ事業者へフィードバックする。 

・調査項目：顧客の生の声（価格、味・雰囲気などの好み、パッケージデザイン、

従来商品・他社商品との比較、商品・役務の満足度等） 

・提供方法：職員が情報を共有し、対象者への巡回や窓口相談の時に調査結果レポ

ートを直接配布して、調査結果を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等を活用し、販売戦略の見直し・新商品開

発・事業計画策定等に活用する。 

・想定する試食会等： 

現在も当地区の菓子製造業者において、地域の特徴を表現した商品と

して、関所通行手形を模した煎餅、峠の茶屋の力餅、地域で採れる青

じそで工夫した味噌まんじゅう、歳時菓子（春：さくら、夏：水よう

かん、秋：芋）等が商品化されている。これらの定番商品に加えて常

に新商品開発も必要となり、自店の店頭等で実施する試食会であるこ

とから、自店の定番商品も試食しながら新商品の良さを味わっていた

だく試食会を開催する。 

 

 

（２）物産展・工業展等におけるニーズ調査（新規事業） 

物産展や工業展等に出展する事業者に対し需要動向調査の必要性を説明し、事業

者が出品する商品・製品を顧客がどう感じるかについてアンケート調査等をする際

に、当会において下記の支援を行う。 

・調査方法：事業者と経営指導員でアンケート又はヒアリングシートを作成する。

事業者は物産展・工業展等において、商品購入者や来場者（消費者、

バイヤー、メーカー等）に商品・製品等を手に取ってもらい、作成し

たアンケート等を利用して聞き取り調査を行う。経営指導員は、事業

者が実施した調査結果について集計・分析を行い、簡潔なレポートに

まとめ事業者へフィードバックする。 
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・調査項目：来場者（消費者）の生の声（価格、味・雰囲気などの好み、パッケー

ジデザイン、商品の選定ポイント、商品への要望、商品の購買頻度、

商品・役務の満足度等）バイヤー・メーカー等の生の声（商品の選定

ポイント、商品ニーズ、価格感、商品への要望、商品の満足度、製造

業者の選定ポイント等） 

・提供方法：職員が情報を共有し、対象者への巡回や窓口相談の時に調査結果レポ

ートを直接配布して、調査結果を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等を活用し、販売戦略の見直し、新商品開

発、事業計画策定等に活用する。 

・想定する物産展・工業展等： 

工業展で代表的なものは、ものづくりフェア inぐんま（場所：ビエン

ト高崎）やクルマの軽量化技術展（場所：東京ビッグサイト）等であ

り、過去にも出展した事業者はいた。しかし単に出展するだけであり、

ニーズ調査までには及んでいなかったので、前述したように工業展で

当会が支援を行うこととする。また物産展も同様に、当地の豚肉「は

つらつ豚」、牛肉は「上州和牛」を用いてみそ漬けに加工した食品やワ

サビの加工品等、特徴的な加工食品も多い。パッケージは当地の特徴

である妙義山や眼鏡橋などの観光名所を取り込んだ特徴のある商品と

なっていて、物産展ではこれらのニーズ調査等を実施することを想定

している。物産展は、ニッポン全国物産展（主催：全国商工会連合会

が東京池袋等で開催）や、グルメ＆ダイニングスタイルショー（場所：

東京ビッグサイト）等を想定している。 

 

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

（１）店頭等におけるニーズ調査 

 事業者数 未実施 2社 2社 3社 3社 5社 

 標本数 0 140件 140件 210件 210件 350件 

（２）物産展・工業展等におけるニーズ調査 

 事業者数 未実施 1社 1社 2社 2社 2社 

 標本数 0 30件 30件 60件 60件 60件 
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６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

（現状と課題） 

小規模事業者が直面する最大の課題である需要の創造や掘り起しに向け、多様な

顧客のニーズに合った商品・サービスを提供・発信する機会を増大させるためには、

①商談会・展示会・即売会等の出展支援、②ホームページ等を活用した IT支援、そ

して、③アンテナショップを活用した広報活動などが考えられるが、これまで当商

工会においては、事業者の求めに応じて商談会等の開催情報を提供する程度で、IT

の活用支援に関しても操作研修を実施する程度にとどまっていた。 

今後は、地域の事業者の新たな需要の開拓に寄与する事業として、①商談会等出

展支援、②IT活用支援、③広報活動支援の３分野において、その支援に対する考え

方や支援対象・目標を明らかにした上で、下記の経営発達支援事業に取り組んでい

く。 

 

（事業内容） 

 （１）【商談会等出展支援】商談会等出展アシスト支援事業の実施（新規事業） 

これまで商談会や展示会出展支援に係る商工会の取組みについては、事業者から

の求めに応じて開催情報を提供する程度にとどまっており、出展事業者の取引拡大

に繋がる直接的な支援には取り組んでこなかった。今後は単に開催情報を提供する

だけではなく、商談会や展示会に出展する事業者の取引拡大や商談時の成約率を高

めていくための「商談会等出展アシスト支援事業」に取り組んでいく。支援の対象

者はそれぞれの支援内容を必要としている、①新たな販路を求めて展示会等に出展

する小規模事業者、②商談スタッフを帯同できない商談会参加事業者等である。 

商談会等出展アシスト事業の支援メニューは以下のとおりである。 

①PRツール作成支援 

小規模事業者の多くは販路の拡大を図ろうとする対象商品の PRツールが不足し

ており、展示会等に出展する際にも簡易なチラシ程度しか持ち合わせていないケ

ースが多い。そこで本事業では、新たな販路を求めて展示会等に出展する小規模

事業者を対象に PRツールの作成支援を行う。具体的には商業デザイナーやプロカ

メラマン等の専門家の指導・助言を得て「チラシ・パンフレット作成支援」、「展

示ブース魅せ方（装飾）支援」、「商品撮影支援」、「PR用動画作成支援」を行う。 

②商談会時の秘書役支援 

小規模事業者の多くは経営資源に乏しいことから、商談会に参加する際にも代

表者一人で商談に臨んでいるケースが多く、商品説明に注力するあまりバイヤー

等の商談相手から貴重なアドバイスがあった際にもメモを取り忘れている状況が

散見される。商談時における相手先から感想や意見・要望に対応していくことは、

商品改善やマーケットインの発想による“売れる商品”づくりに繋がることから、

今後の取引拡大・成約率向上には欠かせないことと言える。そこで、商談スタッ

フを帯同できない商談会参加事業者を対象に、経営指導員が秘書役となり、商談

相手のコメントを詳細に記録し、今後の商品改善等に繋げていくことで新たな需

要の開拓に寄与していく。 
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（２）【IT 活用支援】インターネットを活用した販路開拓支援（新規事業） 

インターネットの普及により多くの小規模事業者が自社のホームページを開設す

るなど、その活用度は進んでいると言えるが、自社サイトにて販売・決済機能を設

けて運用するには経営資源上の制約があり、その取り組みは遅れていると言わざる

を得ない。今後は、こうした小規模事業者に対して、商工会インフォメーションツ

ール「SHIFT」への企業登録や全国商工会連合会の EC サイト「ニッポンセレクト．

ｃｏｍ」、群馬県の通販サイト「CASA ぐんま」による出品勧奨を積極的に行い、店

舗販売のほかにインターネットを活用した販路開拓を支援していく。また、当会ホ

ームページ上に「事業所紹介コーナー」を新たに設け、地域の小規模事業者が取り

扱う商品やサービスの情報は広く発信していくことで、新たに需要の開拓に寄与し

ていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     ECサイト「ニッポンセレクト.com」      群馬県通販サイト「CASA ぐんま」 

 

（３）【広報活動支援】販路拡大のためのアンテナショップ活用支援（新規事業） 

地域の小規模事業者が、限られた経営資源で販路拡大を図るためには、東京銀座

の「ぐんまちゃん家」を活用し、全国に情報発信する取り組みは効果的である。「ぐ

んまちゃん家」は群馬の情報発信の場として県が設けたアンテナショップであり、

新商品開発に取り組む事業者や特徴的な商品・サービスを取扱う事業者からの展示

申請を受け付けている。ぐんまちゃん家では次に示す様々な展示出店方法を提供し

ているので、当会として広報支援を実施する。 

 

  ＜ぐんまちゃん家における広報支援内容＞ 

  ・チャレンジコーナー 

1 カ月の期間限定販売を実験的に実施する目的のコーナーである。開発した

新商品の販路拡大のための展示目的であることから、商品の特徴を顧客に伝え

るためのチラシや店内 POPの製作を支援する。 

  ・対面販売コーナー 

 ２～3 日間、対面販売により販路拡大を目的とした情報収集を行う。来店し

た顧客からは商品やサービスに関する意見や情報を得ると同時に、販路の情報

を得ることが目的であり、そのための顧客へのヒアリング項目について、事前

準備することの支援を当会として実施する。 

 顧客は群馬の特産品を目当てに来店しており、その後リピート客となるには
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販路を確立することが必要であるため、通信販売やネット販売も想定した販路

開拓のための情報を収集する。 

  ・月間イベントスペース 

 ぐんまちゃん家では月に数回、それぞれ異なったテーマでイベントを実施し

ている。水沢うどん等のうどんをテーマとしたイベント、地域限定の新鮮野菜

をテーマとしたもの等、時々でテーマは変わるので、当会は事業者の特徴を把

握した上で、情報提供を実施する。 

 

 

（目標） 

事業内容 現状 30年度 31年度 32 年度 33年度 34年度 

(１) 商談会等出展アシスト事業 

 事業者数 未実施 ２社 ３社 ４社 ５社 5 社 

 上記による受注件数 未実施 １件 １件 ２件 ２件 ２件 

(２)インターネットを活用した販路開拓支援 

 SHIFT への登録事業者数 0 5 件 5 件 5 件 5 件 5 件 

 ニッポンセレクト出店事業者数 0 5 件 5 件 5 件 5 件 5 件 

 CASAぐんま出店支援事業者数 0 10 件 10 件 10 件 10 件 10 件 

 当会 HP掲載事業者数 0 20 件 20 件 20 件 20 件 20 件 

 上記による平均売上高向上率 0 - 10％UP 10％UP 15％UP 15％UP 

(３)アンテナショップ活用支援 

 事業者数 未実施 ２社 ３社 ４社 ５社 5 社 

 上記による平均売上高向上率 0 - 10％UP 10％UP 15％UP 15％UP 

 

 

 

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向けて安中市は安中市総合計画で、「にぎわいと活力のあるま

ちづくり」として地域振興に焦点を当てている。また安中市地方創生プロジェクト

のなかで安中版ＤＭＯを立ち上げて、2016年～2020年の５年間を計画期間として毎

年前年比５％アップの観光客増を図る計画である。観光キャッチフレーズは「花と

峠と鉄道遺産の郷安中」であり、碓氷峠と鉄道遺産を持つ松井田地区の役割は大き

い。現時点では安中版ＤＭＯは運用を開始した段階であり、具体的に推進していく

ためには本会を始めとする実行組織の体制作りが課題である。 

また安中市総合計画では工業の振興の中で、「工業団地の造成」「優良企業の誘致」

「中小企業の経営基盤の強化」により振興を図るとしており、本会では特に中小企

業の経営基盤の強化の面で、安中市と連携しながら地域経済活性化に向けた取組み

を実施する立場にある。 
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（改善内容） 

観光事業の推進に向けて、安中版ＤＭＯへ現場からの提言が可能となるよう

に、本会として、本会商業・旅館飲食店部会による観光施設有効利用推進会議を

立ち上げる。また安中市地方創生観光振興プロジェクト委員会へ参加し、具体的

な提案を上げ、安中版ＤＭＯの推進に現場の中心的立場で取組む。 

工業振興を含む地域経済活性化に向けては「松井田地区地域活性化検討会」を組

成し、意見交換を定期的に実施する。 

 

 

（事業内容） 

(1) 安中版ＤＭＯへの提言に向けた松井田地区検討会開催（既存事業改善） 

安中版ＤＭＯは下図の日本版ＤＭＯの連携図に見られるように、中心組織が企業

体として多様な関係者と連携を図りながら進めるものである。本会はあらゆる面で

事業に携わっており、安中市地方創生観光振興プロジェクト委員会のメンバーとし

て選任されている。本会は経営発達支援事業で個社の支援に係わる中で、地域の経

済状況を実際のデータにより把握し、事業者と一緒になり経営計画を推進している

ことから、具体的な提言ができる役割を担っている。本会商業・旅館飲食店部会に

よる観光施設有効利用推進会議を設けて、安中版ＤＭＯの方向性に係わる提言を実

施し、地域経済の活性化に寄与する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観光庁ホームページより 
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(2) 地域経済の活性化に向けた松井田地区地域活性化検討会開催（新規事業） 
地域経済の活性化を図る土台作りとして「松井田地区地域活性化検討会」を年

1 回開催する。「松井田地区地域活性化検討会」は、安中市・安中商工会・地元

企業・金融機関で構成され、検討会においては本会が経営発達支援事業の中で

知り得た情報の提供や、安中市の総合計画との連携状況を確認する場とし、松

井田地区を始めとした地域経済活性化の効率的な推進を図る。 
 

（目標） 

項目 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

観光施設有効利用推進会議 未実施 ２ ２ ３ ３ ３ 

安中市地方創生観光振興プ

ロジェクト委員会への参加 
５ ５ ５ ５ ５ ５ 

松井田地区地域活性化検討

会 
未実施 １ １ １ １ １ 

 

 

 

 

 

 

 

安中版ＤＭＯの対象地域 
観光キャッチフレーズは「花と峠と鉄道

遺産の郷安中」であり、碓氷峠と鉄道遺産

を持つ松井田地区の役割は大きい。 
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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 

（現状と課題） 

支援機関との連携については、地域金融機関との金融懇談会を年 1回に行って

いるほかは目立った連携は行っていない。支援ノウハウ等の情報交換について

は、群馬県商工会連合会の研修時において経営指導員同士が個別に情報交換を行

う程度となっている。現状の取り組みでは、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。 

金融機関以外の支援機関と連携した情報交換については、その機会がほとんど

なく、また、情報交換に対する組織的な取り組みも行われていない。 

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） 

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 3回（現状 2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、対象職員を全職員

とし、支援力向上に役立てる。 

(2) 各支援機関（群馬県商工会連合会・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。 

(3) 金融機関との金融懇談会を年 2回（現状 1回）実施する。また、各支店の金融

担当者と指導員の情報交換会を年 1回実施し、支援ノウハウの等の情報交換を

行う。 

(4) 安中市の「安中市総合計画」との整合性を図るため、安中市の担当部局並びに

安中商工会との意見交換を年１回程度実施する。 

(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」「行政の新たな取組」などの事業者に直結する情報については、「商工

会 HP」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。 

（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。 
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西部地区商工会職員協議会における情報交換の開催計画 

調査主体 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

開催回数 ２ ３ ３ ４ ４ ４ 

対象職員 全職員 全職員 全職員 全職員 全職員 全職員 

オブザーバー 県連 県連 県連 県連 県連 県連 

 

 

その他の情報交換会 

 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

各支援機関との会合 0 1 1 1 1 1 

金融懇談会 1 2 2 2 2 2 

安中市・安中商工会との意見交換 0 1 1 1 1 1 

補助金・融資制度の情報発信 適宜発

信 

適宜発

信 

適宜発

信 

適宜発

信 

適宜発

信 

適宜発

信 

 

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、ベテラン指導員と若手指導員の支援能

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・記帳指導員）も含めた組織全体のレベル

アップが意識されていない。 

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。 

（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。 

組織全体の支援力向上のために、「支援力向上会議」を新たに実施し、支援ノ

ウハウの共有化を図る。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）

を詳細に入力しノウハウの共有を図る。 

（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。 

(2) 全職員（事務局長・経営指導員・補助員・記帳職員）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。また若

手指導員はベテラン指導員との意見交換を通じ、経営指導のノウハウを習得す
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る。 

(3) 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、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。 

(4) 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。 

（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 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

研修会への参加       

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 

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・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。 

(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。 

(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。 

(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。 

（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
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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 30年度 31年度 32年度 33年度 34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 未実施 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２９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 22名 

監事 2名 

事務局長 1名 

経営指導員 2名 

経営支援員 1名 

記帳指導員 2名 計 33名 

 

（２）連絡先 

住所 〒379-0221 

 群馬県安中市松井田町新堀 13 

理事会 

報告会 
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 

事務局長  1 名 
経営指導員  2 名 
補助員  1 名 
記帳指導員 2 名 

報告 

安中市松井田商工会 

報告 

チェック・指示 

情報提供 
伴走型支援 
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TEL 027-393-1411 

FAX 027-393-5267 

e-mail mtsyoko@aqua.ocn.ne.jp 

URL http://matsuida-sci.or.jp/ 

 

 

 

（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                  （単位 千円） 

 30 年度 
 

31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

指導強化対策費 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 

 Ⅰ経営発達支援事業の内容 

1 事業計画策定事業 

2 創業支援事業費 

3 経営革新計画策定支援事業費 

4 経済動向調査事業費 

5 新たな需要の開拓に資する事業費 

6 販路開拓支援事業費 

7 地域経済活性化事業費 

8 指導員の資質向上のための事業費 

 
800 
500 
300 
600 
600 
500 
500 
500 
500 

 
800 
500 
300 
600 
600 
500 
500 
500 
500 

 
800 
500 
300 
600 
600 
500 
500 
500 
500 

 
800 
500 
300 
600 
600 
500 
500 
500 
500 

 
800 
500 
300 
600 
600 
500 
500 
500 
500 

※指導強化対策費の総額は、使途と資金調達との均衡の中で大きな変化は発生しないとの

見込みにより、毎期一定として計画している。 

 

（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、また、安中市や安中商工会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・安中市・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。 

 第二創業および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・安中市・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・経営革新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 

 安中市・安中商工会・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。 

 安中市が富岡市、長野県軽井沢町と進める安中版ＤＭＯと連携を図り、観光事業
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の推進に取り組み、結果を松井田地区事業者と共有する。 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取り組み 

 安中市・安中商工会・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、地域経済の活性化を推進する。 

 安中市が富岡市、長野県軽井沢町と進める安中版ＤＭＯと連携を図り、観光事業

の推進に取り組むことで地域経済の活性化を推進する。 

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り組み 

1. 他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

 西部ブロック 7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 

群馬県 県知事 
大沢 正明 前橋市大手町 1-1-1 027-223-1111 

安中市役所 市長 
茂木 英子 安中市安中 1-23-13 027-382-1111 

安中市商工会 会長 
武井 宏 安中市安中 3-11-3 027-382-2828 

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 
福島 久 前橋市敷島町 244-1 027-231-2249 

群馬県信用組合 
 
松井田支店 
横川支店 

理事長 
新野 正行 

 
安中市安中 668-6 
安中市松井田町松井田 400-2 
安中市松井田町横川 602-2 

 
027-382-2433 
027-393-1133 
027-395-3111 

日本政策金融公庫 
高崎支店 

総裁 
細川 興一 高崎支店高崎市連雀町 81 027-326-1621 

しののめ信用金庫 
 
安中支店 

理事長 
横山 慶一 

 
富岡市富岡 1123 
安中市安中 2-2-39 

 
0274-62-3111 
027-382-1515 
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群馬銀行 
 
安中支店 
松井田支店 

取締役頭取 
齊藤一雄 

 
前橋市元総社町 194 
安中市安中 3-19-25 
安中市松井田町新堀 15 

 
027-252-1111 
027-381-5657 
027-393-1511 

東和銀行 
 
安中支店 

代表取締役頭取 

吉永國光 
 
前橋市本町 2-12-6 
安中市安中 3-12-16 

 
027-234-1000 
027-381-0221 

関東信越税理士会 
高崎支部 

支部長  
高橋 浩生 

高崎市問屋町 3-10-3 
問屋町センター第２ビル 304 027-361-7788 

 

 

（役割） 

○ 群馬県 

地域経済動向調査、制度・政策や施策の情報提供、認証への支援 

○ 安中市役所 

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 

○ 安中商工会 

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 

○ 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 

○ 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 

○ 東和銀行 

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 

○ 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 
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連携体制図等 

 

 
 

安中市 
松井田商工会 

安中市役所 安中商工会 群馬県商工会連合会 
群馬県産業支援機構 

よろず支援拠点 

小規模事業者 

情報提供 
情報共有 

地区内金融機関 

・群馬県信用組合 

・日本政策金融公庫 

・しののめ信用金庫 

・群馬銀行 

・東和銀行 

情報提供・共有 

外部専門家 

・診断士協会 

・税理士会 

情報提供 
各種支援 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 

群馬県 

情報提供・共有 
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