
 
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
高山村商工会（法人番号 9070005007744） 

実施期間 平成 29 年 4 月 1 日～平成 32 年 3 月 31 日 

目標 

高山村、群馬県商工会連合会、群馬県、日本政策金融公庫等と連携し、地域小

規模事業者の経営力向上や売上増加および農業者の６次産業化や販路拡大等

を積極的に支援し、農業体験などの観光も構築しながら、田園風景や星空の美

しさなど地域の強みを活かしつつ、小規模事業者の経営力向上を目標とする。

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 

小規模事業者が抱える課題等を把握するため村内事業者に実態調査を行い、

支援先個社の経営状況及び地域経済状況を収集し、今後の支援に活用する。 

２．経営状況の分析 

小規模事業者の経営状況の把握のため業種別に事業所を選定して経営状況

チェックシート等を活用し実態把握（ＳＷＯＴ分析等）を行う。 

３．事業計画策定支援 

経営課題を解決するためのセミナーを開催し、事業計画策定を支援する。策定

事業所や創業者には専門家派遣の利用や個別相談会等を実施する。 

４．事業計画策定後の実施支援 

事業計画を策定した事業所には遂行状況確認のため継続的な巡回指導を行

い、施策等を提案、他支援機関・専門家を活用し支援する。 

５．需要動向調査 

消費者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

事業者が持つ強みを伸ばし販路開拓の支援を行っていく。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業 

展示会や商談会へ参加して、新規取引先など需要の掘り起こしを支援する。

特産品開発も行いマスコミの活用や外部機関とも連携する。 

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意識の共有化を図れる仕組みや農業体験プログラ

ム構築、地域資源を活かした星空のアピールを行い地域経済活性化に取組む。

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 

研修会へ参加すると共に、専門家との連携により経営分析ノウハウを獲得する。  

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 

 ＰＤＣＡサイクルを実施し事業の評価・見直しのための仕組みを構築する。

連絡先 
住所 〒377-0702 群馬県吾妻郡高山村大字中山 3410 

電話番号 0279-63-2200  FAX 番号 0279-63-2430 

メールアドレス takasyo-371120@bay.wind.ne.jp 担当者名 経営指導員 藤島貴光 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

１．地域の概要 

 高山村は、群馬県中北西部の山間地に位置しており、南北に標高 1000 メートル級の

山々が連なり眺望が良く、また米や野菜といった農産物など豊富な地域資源、観光資源

に恵まれている。さらに、星空を守るための光環境条例を制定しており、美しい星空を

楽しむことができる。 

 村の主要な産業（基幹産業）は農業である。また村内には建設業者も比較的多く存在

している。 

 村の人口は 3,746 人 1,340 世帯（平成 28 年 9 月 1 日現在）である。 

 

２．地域の現状と課題 

【当地域の強み】 

・アクセス…新幹線、高速道路ともに車で約 20 分の距離にあり利用しやすく、首都圏

からのアクセスが良い。 

・観光資源…美しい風景として、周囲の山々の風景、緑豊かな田園風景、爽やかな牧場

風景、そして素朴な田舎らしさを有している。また、村内には県立ぐんま天文台があ

り、光環境条例を制定されているため美しい夜空など多数の魅力を持っている。 

なお、村内を通る国道は、日本ロマンチック街道（地域産業資源）にも指定されてお

り非常に美しい風景が広がっている。中でも農村風景の美しさには誇りを持ってい

る。 

・特産品…農産物として、ブランド米「月あかね」（平成 26 年の米・食味分析鑑定コン

クール国際大会において金賞を受賞）、新鮮な野菜類、こんにゃくいも（地域産業資

源）等を有している。 

 

【当地域の課題】 

 各観光資源を有している一方で、観光入込数（群馬県庁発表数値）を見ると、年間約

40 万人（同じ吾妻郡内の草津町は約 280 万人、嬬恋村は 220 万人）と絶対数が少なく、

また観光消費額についても年間約 12 億円（草津町は約 287 億円、嬬恋村は 106 億円）

と周辺に比べ非常に少ない状況であり、地域資源を活かしきれていないことが弱みとな

っている。また、村を訪れた人に喜ばれるような地元ならではの商品力・サービス力の

強化とその販路開拓についても課題である。村の人口は減少傾向であることも大きな課

題となっている。 

 

【高山村商工会の現状】 

・当商工会は職員 2 名（経営指導員 1 名・補助員 1 名）会員 112 社の小規模商

工会である。（平成 28 年 9 月 1 日現在） 

・会員 112 社の業種構成は、建設業 43 社、製造業 7 社、卸売業 2 社、小売業

23 社、飲食業 5 社、サービス 13 社、その他 16 社、定款会員 3 社である。村

内の商工業者総数は 139 社であり、組織率は 80.5％という状況である。 
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高山村の位置             高山村の人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．高山村商工会の役割 

 

【事業方針】 

高山村商工会では、小規模事業者それぞれのニーズに沿った支援を行いつつも、最近

では村全体の視点で農産物や美しい星空等地域の資源を活かした観光振興をテーマと

した村内各小規模事業者支援にも取り組んでいる。 

 会員企業に対するアンケート調査の結果によると、高山村の地域経済の活性化のた

め、高山村商工会に期待すること、求めることについては次のような回答が中心となっ

た。 

 

①観光客を呼び込むための事業（観光振興、特産品開発）への取り組み 

②暮らしやすい村づくりへの活動（生活支援、買い物弱者へのサポート、高齢者の安否

確認など） 

③村の賑わい創出事業（中心地振興、地域イベントの主催、協賛、後援等） 

 

以上より、村内の関心は観光客に多く向けられていることが明らかとなった。外部か

らも人が訪れるような地域となることを意識している事業者が多く観光振興への期待

が高い。そこで、経営発達支援事業をより効果的に実施すべく、これらのテーマに基づ

き今後、村内事業者に対して丁寧に伴走型の支援を実施するよう、小規模事業者の取り

組みについてさらに状況を把握、分析、検証し事業を推進する。 

 

４．小規模事業者振興の短期及び中長期的目標 

  

今後の目標としては、当地域の強み（高山村の地域資源等）をうまく活かしながら、

上記課題を踏まえ、群馬県商工会連合会、群馬県、高山村、日本政策金融公庫、その他

支援機関と連携し、小規模事業者の経営力向上、販売促進等を継続して支援する。また

高山村には、農業者に対して 6次産業化を支援する補助金があり、高山村からも商工会

へ支援が求められていることから、6 次産業化へ向けて専門家派遣や地域の特色を活か

した異業種連携による特産品開発等を行う特産品開発部会を構築し、小規模事業者との

年 人口（人） 世帯数 

平成元年 4,216 1,045 

平成 5年 4,161 1,083 

平成 10 年 4,262 1,169 

平成 15 年 4,378 1,251 

平成 20 年 4,151 1,279 

平成 28 年 9 月 3,746 1,340 
 



- 3 - 
 

連携や組織力強化を図る。これにより、高山村のきれいな星や田園風景、特産品を開発

することで「高山ブランド」として売り出し産業の活性化に繋げ、地域づくりを進める

ことを目標とする。 

そのため、これまでの支援の在り方を振り返り、今後の支援の在り方を見直すことと

し、交流人口を増やす対策に組み込み、賑わいを創出することを通しての地域の小規模

事業者の期待感醸成、そして販売力の向上へとつなげていく。 

 

①売上増に向けて事業者に直接的フォロー（支援）を行う。経営分析や市場調査の 

結果を踏まえ、事業計画策定支援や伴走型の支援により経営力向上を図る。 

 

②売上増に向けて交流人口を増やすため、農業体験等の観光プログラムの構築により

406,500 人（平成 25 年度年間入込数）から 3年後には 10％増 450,000 人を目指す。 

 

③村の基幹産業である農業を支援し、6 次産業化や農商工連携を促進する。認定を希

望する事業者へは個別に群馬県商工会連合会が 6次産業化のサポートセンターを行っ

ているため、協力を依頼し専門化等を派遣して 6次産業化の認定を年間 1件、3年間

で 3件を目標にする。また特産品の開発部会を開催し、年間 2品、3年間で 6品商品

化することを目標にする。また、農商工連携として、村内では無農薬や有機ＪＡＳ、

自然栽培など特別に栽培した安心安全な農作物が豊富にあり、その特色をアピールし

て群馬県商工会連合会が主催する商談会等への参加を積極的に促し、販路開拓を支援

する。 

 

④商工会の支援能力の底上げ 

以上を図ることを目標に活動する。そして、将来的には来訪者、居住者、小規模事業

者にとって高山村の風景や農産物の素晴らしさ、星空の美しさをアピールしていき、

人口は少ないながらも魅力ある地域づくりを目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：群馬県庁ホームページ 平成２５年「群馬県観光客数・消費額調査（推計）結果」
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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２９年４月１日～平成３２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） 

これまでは、地域の経済動向に関する調査は未実施だった。小規模事業者も日々の仕

事に追われ経済動向を十分には把握できておらず、地域内の事業者を取り巻く環境を明

確化するために、地域の経済動向を把握することは非常に重要であり、調査を実施する

ことにより消費行動の変化や関連産業の動向を予測可能にする事が課題である。 

  

（事業内容） 

地域および小規模事業者の現状と課題を以下の実施方法により把握する。 

 

（1）小規模事業者の実態調査の実施（新規事業） 

 小規模事業者の実態を探るための書面（実態調査票）を配布し、各事業者に記入して

いただく形式にて調査を実施する。 

当該調査票により、事業者としての現在のポジション、競合状況、業界の動き、抱え

る課題、財務状況など、事業者の声を直接聞くとともに、この調査結果を活かし各社の

経営状況を個別に把握する。（後で検索しやすいように収集結果はデータ化する） 

※業種ごとにどのような支援ニーズがあるのかについて、調査結果を集約する形で把握

し、各種事業計画作成支援の参考とするとともに、当会ホームページに調査報告書（個

社情報の記載はなく、業種別にデータを集積する。）の掲載・巡回指導等での紹介を行

うことで、域内小規模事業者への周知を行う。 

 

（2）各種統計資料により経済動向の情報収集と分析（新規事業） 

各種統計資料（関東財務局が発表する県内動向統計調査・群馬経済研究所の県内経済

調査・経済センサス・工業統計や行政・金融機関の各種レポートを域内業種別事業者数

の推移とともに、地域経済の動向を把握、定期的に分析し、小規模事業者等の意思決定

の参考資料として情報提供していく。具体的には、業種別（大分類で製造業、建設業、

小売業、サービス業の 4分類）に「景気動向」「消費動向」「売上高 DI」等の項目を調査

項目に設定し、業種別の経済動向・トレンドを群馬県商工会連合会と協力し、当会が報

告書として取りまとめ地域小規模事業者に情報提供を行っていく。 

また、村の基幹産業である農業分野について公的な調査資料では調査内容が不十分で

あるため、専門家を活用して、地域内の経済動向調査・分析を行うことでより高度なも

のとして経営上の課題を抽出し小規模事業者が持続的発展に向けた経営計画を策定す

るために活用する。 
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(活用方法) 

調査結果については、上記の実態調査・統計調査ともに、エクセル・PDF データによ

り利用できるものとし、窓口・巡回の相談時にタブレット等でも閲覧・参考にできるよ

うに、クラウドサービス（マイクロソフト社 OneDrive、閲覧・利用については専用 ID

とパスワードを設定）を利用して職員間で共有する。 

また、調査・分析結果から、経営上の課題を先取りし、小規模事業者等における経営

課題の抽出や、小規模事業者等が自社の経営力強化に向けた「事業計画」を策定するた

めの基礎資料として活用するとともに、当会ホームページにて各調査の報告書を掲載す

ることにより、域内小規模事業者への周知・情報提供を行う。 

 

 

（目標） 

今後は、地域内の経済動向を１年に１回調査し、小規模事業者の動向を踏まえた上で、

分析結果のとりまとめを行い、事業者および地域のニーズや課題等を把握、その後の相

談等に活用、提供していく。 

  

 

なお数値目標は下表のとおり。 

 

 

 現 状 ２９年度 ３０年度 ３１年度 

小規模事業者の実態

調査の実施（回） 
なし １ １ １ 

上記実態調査件数 なし 30 40 50 

統計調査分析（回） なし １ １ １ 

分析のための専門家

派遣（回） 
なし 3 3 3 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

（現状と課題） 

小規模事業者の発展を目指し、これまで当商工会ではなるべく親身に話を聞き、相談

を受けることを中心に経営状況の把握に努めてきた。しかしながら、受身的になってお

り、積極的に経営状況を分析する姿勢が欠如していたと反省している。 

これまでの支援では、決算書等から経営状況を読み取るような支援には至っていなか

った。そこで今後は、経済動向結果を踏まえ、小規模事業者の持続的発展に向け、経営

指導員等の巡回指導、窓口相談、各種セミナー開催等を通じて小規模事業者の課題等の

抽出等を行い、経営分析を行っていく。分析の結果は個者支援のため、その事業所の経

営力向上に役立てるようにする。 
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（事業内容） 

 小規模事業者の持続的発展を目指し、積極的に経営状況の把握に務めるべく、商工会

が伴走支援のために経営状況を把握してもらうために支援頻度の拡大を図る。 

（1）商工会で主催するセミナーやイベント等における出席者や個別相談会の出席者を

対象に、経営状況の分析の支援を行う。 

具体的な実施方法としては、上記出席者に対して経営状況チェックシートと経営分析

シートをもとにヒアリングを行い、事業者の実態把握(経営診断書の作成･SWOT 分析・財

務分析等)を行う。年間２０社の支援を目標とする。（新規事業） 

 

（2）分析に当たっては各商工会経営指導員の他に、必要に応じて専門知識を持つ群馬

県商工会連合会の指導員、専門家と連携し、事業所ごとの特性や状況を整理して事業計

画の策定や経営計画実行後の推移チェック等に活かせるようにする。（新規事業） 

 

（目標） 

１日に３件は巡回して小規模事業者の声をしっかり聞く。相談内容を把握し、専門的

知識が必要な時は、群馬県商工会連合会に専門家派遣依頼を行う。これらにより、頼れ

る存在として小規模事業者の経営を継続するため調査を実行して商工会は伴走型支援

をする。 

以上のことを踏まえて数値目標は下表の通り。 

なお、頼りになる商工会となるよう補助金等の提案、専門家とのマッチング、課題の

確認等を行い、期待感を高める工夫を行う。 

 

 

支援内容 現 状 ２９年度 ３０年度 ３１年度 

経営分析件数（件） 0 20 20 20 

   

 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

（現状と課題） 

 当会ではこれまで群馬県の地域経済活性化補助金等の活用や、群馬県商工会連合会と

連携し事業計画策定セミナー、スキルアップセミナー等を開催してきたが、現実的には

経営計画等の作成を行った小規模事業者は稀有であり、まだまだ経営計画策定の重要性

を認知してもらっていない。そこで、この現状および課題を解決するため、上記１で掲

げた経済動向調査や２の経営状況分析を踏まえ、事業計画の策定支援を行う。 

 

（事業内容、改善方法） 

（1）事業計画策定に関するセミナーを開催する。（既存事業拡充） 

 小規模事業者が参加しやすい内容とする。 

一般的な「経営計画書作成セミナー」ではなく、補助金申請に関わらず「自社を健康

診断する」等の題名とし、受講することによって小規模持続化補助金の申請書や経営
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革新計画書の初期段階のものが作成できるようになる。そこから希望する事業者は経

営革新に繋げるべく専門家派遣等を行う。 

 

（2）事業計画策定を目指す小規模事業者の他にも、金融相談や持続化補助金、ものづ

くり補助金等の申請時に事業計画策定を行う。マル経融資なども 2,000 万円に拡大さ

れ、事業計画書や融資による売上の見込み額などの書類作成が必要となった。ただ融

資を受けるためではなく、経営状況を把握して、融資額に対し返済財源が確保されて

いるのか専門家派遣を利用して財務分析を行う。融資＝売上の向上に直結するように

支援していく。（新規事業） 

 

（目標） 

支援内容 現 状 29 年度 30 年度 31 年度 

事業計画策定セミナー数 1 2 2 3 

事業計画策定事業所 

（内訳）事業計画策定 

    経営革新申請 

5 20 20 20 

5 18 18 18 

0 1 1 1 

 

 

 

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） 

事業計画策定後、小規模持続化補助金の申請等支援を行っている。そこからもう一歩

踏み込んで経営革新計画書の策定まで支援していきたいのだが、新規性や革新性の壁に

阻まれ承認事業者がない。平成 22 年度に経営革新塾を開講し、27 名の参加者があった

ものの、アフターフォローや計画書の作成支援指導をしなかったため、経営革新計画の

承認件数がなかった。専門家派遣も今まで提案をできていなかったため利用があまりな

かった。今後は、経営計画策定支援先に対し、巡回指導を通じて進捗状況等を把握して

いくとともに、必要に応じて群馬県商工会連合会等が実施する専門家派遣制度等を活用

しながら、計画の実現可能性と実行性を高めていく。 

 

（事業内容、改善方法） 

（1）国や県・村等が行う支援策等を広報や巡回等で周知し、今後の活用方等、提案な 

どフォローアップを実施する。（既存事業改善） 

（2）事業計画を策定した事業所には遂行状況および課題確認のため四半期に一度は巡

回指導を行う。（既存事業改善） 

なお、事業計画を策定した事業所で融資を希望する時には、日本政策金融公庫によ

る小規模事業者経営発達支援融資制度を活用する。（新規事業） 

（3）策定した事業計画をもとに次なるステップに関しても支援すべく、経営革新・創

業支援・小規模持続化補助金・ものづくり補助金等については個別相談会等を実施

する。（既存事業改善） 
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（4）経営計画・事業計画の策定後、一層の発展を目指し個別のフォローアップを求め

る小規模事業者に対しては、群馬県商工会連合会が主催する各種専門家派遣制度

（エキスパート事業やミラサポへの事業所登録）などのあらゆるものを利用し

て、専門家派遣を充実し、専門家と共に支援を実施する。専門家の指導内容を経

営指導員も同行し、指導内容や説明の仕方を学ぶ。また、指導中に内容が不明だ

ったものには会員指導後、理解できるまで教えていただくこととする。ただ単に

専門家を派遣して終わりではなく、指導方法を習得し、経営指導員のスキルアッ

プにもつなげる。（既存事業改善） 

（目標） 

 セミナーや専門家派遣事業、経営指導員のスキルアップ、支援力向上に向けて、中小

企業大学校での研修（27 年度は経営革新計画書作成セミナー）を受講し、経営品質の向

上や各種計画承認（経営革新計画等）につながるような伴走支援体制を構築する。 

 現 状 29 年度 30 年度 31 年度 

計画書策定後のフォロー 

アップ事業者数 
5 20 20 20 

遂行状況確認巡回件数 5 80 80 80 

個別相談会の実施件数 １ １ １ １ 

専門家派遣件数 1 5 5 6 

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

（現状と課題） 

 小規模事業者の販売する製品・サービス等の需要動向については、現状では需要動向

調査を行っていない。小規模事業者の具体的な商品や製品・サービス提供などの情報は

整理されてなく、こうした情報を戦略的に活用できておらず、小規模事業者の顧客や売

上の増加に貢献出来ていないことが課題となっている。また、高山村は農業と豊富な自

然環境が魅力・特徴となっているが、現状では支援対象が様々な業種分野に拡散してお

り、支援対象の選択と集中も成されていない。 

マーケットインの商品開発を行う事は、小規模事業者が販路開拓を行う上での重要性

は高く、特定支援分野を設定して地域の特徴化を図る事は、長期的に見て小規模事業者

への支援効果は高まる。今後は、支援分野の集中化を図るとともに、当会のみでは対応

できない高度な課題については、群馬県商工会連合会や専門家と連携し、小規模事業者

の販売する商品やサービスに対する需要動向調査を計画的に実施する。そして、需要動

向調査の結果については販路開拓を目的とする個社支援資料とするとともに、地域小規

模事業者の事業計画策定の基礎資料として活用を図る事で、当会の小規模事業者支援の

効果を向上させていく必要がある。 

 

（事業内容、改善方法） 

（1）顧客アンケートによる需要動向調査（新規事業） 

地域における小規模事業の販路開拓を支援するために、地域イベントや群馬県商工会
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連合会主催の展示会・商談会等において、イベント等に出展する地域小規模事業者の商

品に対する顧客アンケート調査（１商品・サービス毎に聞き取り調査等 20 名を想定）

を実施する。地域イベントであれば、地域内もしくは周辺地域の消費者の声を収集する

ことができ、県連展示会等では、県内全域を対象とした消費者ニーズを把握することが

できる。 

当調査は、当会が個社支援を行う小規模事業者の販売する商品・サービスを調査対象

として実施するものであり、商工会で設計作成した顧客アンケートを地域イベント・展

示会等で、当会職員が来場者に直接意見を聞き取り調査（バイヤーについては後日郵送

によるアンケート調査）を行い、需要動向情報を収集する。収集した情報については専

門家を活用して分析、個社商品・サービス毎に報告書を作成し、地域小規模事業者に報

告・説明を行う事で情報のフィードバックを行う事で地域小規模事業者の販路開拓に結

び付けていく。 

なお、調査項目は「年代」「性別」「居住地」「交通手段」「来訪目的」「来訪回数」等

の基本情報とともに、「商品やサービスに対する意見・改善点（価格、見た目、味、内

容量など）」「今後期待する商品・サービス（価格、見た目、味、内容量など）」「地域の

魅力づくり」等とし、地域イベントへの来場者や商談会等バイヤーから意見をいただき、

小規模事業者の商品の改善やニーズに対応すべき改善点の発見をして、今後の事業計画

策定の基礎とする。 

 

 

（2）各種統計調査を活用した需要動向調査（新規事業） 

事業計画を策定した事業者や販路開拓に向けて展示会や商談会に出展した小規模事

業者に対してその事業者が販売する商品・サービスの需要動向に関する情報を、各種統

計調査（総務省「家計消費状況調査」「家計調査」、日本フードサービス協会「データか

ら見る外食産業」等）、日経ＭＪ等の新聞、商業誌、業種別審査事典等書籍やインター

ネット等からトレンド調査を行い提供する。当地域外の需要動向に関する分析結果を提

供することで事業計画の見直しや新たな需要開拓の方向性の決定等への活用を図る。当

調査は、当会が支援する小規模事業者への販路開拓支援のため、特定支援分野として「食

品加工業」「観光サービス業」について業種別単位での調査として実施するものである。

なお、統計調査の活用については、地域小規模事業者に広く活用できるように、当会

ホームページ・当会会報での掲載をするとともに、新規販路開拓を目指す小規模事業者

の事業計画策定の基礎資料をする。また、エクセル・PDF データとしてクラウドサービ

ス（マイクロソフト社 OneDrive）上に保存し、窓口・巡回の相談時にタブレット等でも

閲覧・利用できるものとする事で、当会小規模事業者支援の高度化を図る。 

 

（目標） 

 課題の解決に向けきめ細やかなサポートをすることで持続的発展を支援するために

需要動向調査を行い分析して個者支援を行う。需要動向調査並びに個社支援件数の数値

目標は下表のとおり。 
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 現 状 29 年度 30 年度 31 年度 

需要動向調査数 未実施 1 回 2 回 2 回 

統計調査等を活用した 

需要動向調査 
未実施 1 回 1 回 1 回 

需要動向調査分析 

提供による個者支援件数 
0 5 10 15 

  

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） 

 平成 21 年度に全国展開支援事業の採択を受けて、高山村ブランド米の販路拡大のた

め商談会に出展したが、それ以後は販路拡大を支援するような展示会や商談会への出展

等行っていない。 

また、平成 25 年度より村内農業者・農家民宿経営者・加工、小売業者などのメンバ

ーで高山村の農産物を使った特産品開発の部会を立ち上げた。 

部会での特産品開発については、平成 25 年度はマコモダケ（イネ科の作物で中華食

材となるもの）の葉を粉末状にして、パンやお茶の商品開発を行い、平成 26 年度はこ

んにゃくをテーマに「こんにゃくいなり」（油揚げの代わりにこんにゃくでご飯を包む）

の開発を行った。この地元産品を活用した特産品については、地元新聞やローカルテレ

ビ（群馬テレビ）の取材が入り、注目を集めたが、商品化・事業化できたのは、地域内

小規模事業者 2社のみで、生産量・販売数量が少なかったため十分な需要開拓には至っ

ていない。 

 

（改善点） 

・地域内外のイベント・展示会・商談会に出展する事で地域の特産品の販路拡大に向け

た小規模事業者への支援を行う。 

・高山村の小規模事業者が有効な販路開拓を進めていくためには、地域内小規模事業者

に広く特産品開発に参加していただくとともに、特産品開発後の商品化・事業化に至

るためのマーケティング面での個社フォローアップ支援を行う。 

 

（事業内容） 

（1） 「高山村ふるさと祭り」（高山村ふるさと祭り実行委員会主催）「三國街道中山

宿 秋祭り」（高山村主催）において高山村の地元野菜や特産品販売を行っている

が、本事業において事業計画策定並びに創業・第二創業支援を行って小規模事業

者等を出展対象者とし、その知名度向上と新たな販路開拓を支援するため、イベ

ントへの出展支援(各イベント周知並びに商談会ツール作成支援)を行う。 

（新規事業） 

 

（2） 群馬県商工会連合会と連携し、商談会や展示会などの情報を得て、部会や事業者

で検討して出展する。出店する商談会・展示会は、群馬県前橋市で開催される、
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農産物と食品産業に特化した商談会である「ぐんま農と食の商談会」（群馬県商

工会連合会主催）、群馬県川場村の道の駅川場田園プラザで開催される、食品産

業に特化した物産展である「おいしい群馬再発見！」（群馬県商工会連合会主催）、

東京都有明で開催される商談会である「ぐんま地場産業フェスタ 2017 in TOKYO」

（群馬県工業振興課主催）に向けて、小規模事業者に対して出展支援(各商談会・

展示会周知並びに商談会ツール作成支援)を行い、農業者及び食品製造業者の販

路開拓と認知度の向上を図る。また、出展後には小規模事業者に商談後の成約状

況の確認を行い、商談時の問題点や今後の課題について、出展者と意見交換を行

い、商談のやり方や改善点の指摘を行う事で、商談会参加者の成約率向上を図る。

（新規事業） 

 

（3） 特産品部会を秋から冬に掛け月に 1 回～2 回（年間 5 回程度）開催し、専門家派

遣を利用しながら、特産品での各地の取組や特産品となりえるものを実際に作っ

てもらい検討する。使用する農産物のテーマを絞り、毎年１品ずつ商品を考案し

て販売まで結び付ける。具体的には、高山村らしい特産品を再度検討し、高山村

の農産物であるもち米・旬の農産物を活用した加工品（大福等をイメージ）の製

造を考案するとともに、村内の農業者・加工業者・飲食店・小売店が連携して特

産品開発・製造・販売に取組む事で、多くの小規模事業者に販路開拓の機会を提

供する。本取組のイメージとしては、農業者が季節の野菜を提供し、加工業者は

皮に混ぜ込み色を付けたり、大福等の餡に加工し、飲食店・小売店が地域内で販

売を行う。（新規事業） 

 

 

（4） 上記の特産品の販路開拓を効果的に進めるため、専門家のマーケティング指導を

受けた上で、特色ある特産品をアピールするため、マスコミを活用したニュース

リリースを行う。マスコミを活用した販売促進を実施するとともに、ニュースリ

リースの記事内容について、本会ホームページやフェイスブックなどのＳＮＳを

活用し、広く情報提供を行う事で、特産品の販路開拓に向けた認知度向上を図る。

（新規事業） 

 

（5） 外部機関（日本旅行総研(観光ルートの作成とプロモーション方法の検討･実施)、

交通新聞社(旅の手帖発行元)、行政機関、観光協会などの活用）との連携により、

特産品とともに、自然豊かな高山村の特徴を活かした観光サービスの販路拡大の

推進を行う。 

 

（6） 事業計画を策定し、新たな販路開拓に取り組む地域の小規模事業者を対象に、専

門家による個社プロモーション支援を行う。高山村の豊かな農産物や加工品の新

規取引や商品などのアピール方法等について支援するとともに、魅力的な店舗設

計、展示会での販促支援、品揃え等を含めたマーチャンダイジング支援、接客、

販促ツール作成等、新たな販路開拓に必要となる専門的な課題に対しての支援に

ついて専門家を活用して行う。（新規事業） 
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（目標） 

 今後特産品の開発にあたっては、使用する農産物のテーマを絞り、特産品の開発＝事

業者の利益・販路の開拓に向けて下記の目標を設定する。 

   

 現 状 29 年度 30 年度 31 年度 

展示会等の出展支援者数 0 2 3 4 

上記展示会等での商談件数 0 5 5 5 

うち成約件数 0 1 2 3 

特産品開発数 0 1 １ 1 

特産品開発部会員数 5 8 9 10 

特産品開発部会開催数 5 6 6 6 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

（現状と課題） 

高山村商工会では平成 21 年度から全国商工会連合会の小規模事業者地域力活用新事

業全国展開支援事業等に積極的に申請し、平成 24～25 年度には県立ぐんま天文台を有

する星のきれいな高山村と豊かな農作物を活かした「“星と農”高山村の魅力を活かし

た観光振興事業」をテーマに地域資源の活用と点で行っていた観光事業所に観光部会を

立ち上げ線で結ぶ連携をしてきた。 

イベントで村内が相互連携をするなど新たな取組が生まれてきたが、既存のイベント

を膨らませる程度となり構築には至らなかった。 

平成 26 年度には、星空の魅力を村民の方から再認識してもらおうと、検討委員会を

立ち上げ星空ポスターを作成し、「星舞う故郷（ふるさと）」というキャッチコピーも考

案し、村内事業所や道の駅等などで掲示した。しかし、村内での話題性という面では限

定的な影響しかなく、地域の魅力の再認識と村内小規模事業者の意識共有については、

今後も「高山村の星がきれいな場所」と言う認知度・意識を上げて行くことは課題であ

り、高山村独自の魅力・特徴の共有と地域経済活性化への活用が必要となっている。 

現在は、平成 27 年度～平成 28 年度において農業者も巻き込み、「農業と田園風景を

組み合わせた体験型観光・特産品開発事業」というテーマで観光・地域と村ぐるみで高

山村をアピールする「農観連携」の取組を開始した。村内には農業に関連した小規模事

業者が多く存在しているため、加工食品製造販売、観光農園、農家民泊等、点として存

在している小規模事業者を農と観光のテーマで結び付け、高山村独自の農業と観光の連

携を進め、マーケットインのコンテンツを開発していく事により、村外から観光客を呼

び込む取組も有効であると考えられる。高山村における地域経済活性化のポイントは

「農観連携」と「着地型観光」である。 

 

※ 「農観連携」…里山・里海など美しい日本の農山漁村の景観や農山漁村に息づく暮

らし、地域ならではの「食」など、農山漁村の多様な魅力を持つ農林漁業分野と観

光分野とが連携する取組。 
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※ 「着地型観光」 

観光客の受け入れ先が地元ならではのプログラムを企画し、参加者が現地集合、現地

解散する新しい観光の形態。主に都会にある出発地の旅行会社が企画して参加者を目的

地へ連れて行く従来の「発地型観光」と比べて、地域の振興につながると期待されてい

る。 

 

（事業内容） 

（1）地域経済活性化委員会の開催（新規事業） 

 地域関係者間で意識の共有を図れる仕組みを構築するために、地域経済活性化委員会

を年に１回開催する。メンバーは小規模事業者・高山村・群馬県商工会連合会・商工会

役員・外部専門家（中小企業診断士）とする。 

 

（2）農業体験プログラムの構築と実施（既存事業改善） 

 平成 28 年度小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業に採択され、地元の農

業・食品加工・観光農園等の小規模事業者や高山村、商工会等の地域関係者間で観光部

会を立ち上げ、観光の専門家（中小企業診断士・㈱日本旅行所属）を招聘しアドバイス

を受けながら、農業体験プログラムを考案し、モニターツアーを実施する。定期的に継

続して部会を開催し専門家を招き、平成 29 年度からは、本格的な「農観連携による着

地型観光」の事業化を目指す。 

 

（3）魅力ある高山村の星空アピール事業（既存事業改善） 

 日本で初めて光環境条例（ぐんま天文台が設置されることにより美しい星空を守るた

め、人工光の増加を抑制し、天体観測に適した環境づくりに努めることを目的にしたも

の）を制定した村であり、星空を村外へアピールしていく。村内飲食店に提案して（村

内飲食店は 6店舗）協力してくれる事業所「星空メニュー」の開発を依頼する。独自に

考案したメニューを提供することにより、訪れたお客様に星空が美しい村と言う事をア

ピールする。星空メニューを注文してくれた方には星空にちなんだクリアファイルなど

特典も用意する。他の飲食店でも星空メニューを提供していることをお互いに宣伝し

て、地域内飲食店を循環する仕組みを構築する。また星空のアピールをする上で星空推

進委員会を設置する。メンバーは高山村・ぐんま天文台（群馬県）・個社飲食店等で星

空メニューの共有化とアピール方法を考案する。 

 

（目標） 

 観光部会を今後も継続的に行い、現状の把握と、実際に行える農業体験プログラムの

考案をする。農業者も栽培・収穫時の農繁期の受入れは出来ないので受入れ時期や受入

れ人数を調査し、お客様が興味を持つ体験メニューを構築していく。募集方法はホーム

ページで専用の申込フォームを作成し商工会で取りまとめ農業者に伝える。道の駅 中

山盆地とも連携し、当日受入れ可能なメニューを掲示しておき体験希望者の窓口の設置

を依頼し農業者へ伝えてもらえるシステムを構築し、3 年後には農業体験数を 3 倍にし

ていく。 
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星空メニューの開発を依頼して、考案してくれたメニューを地元新聞社等にニュース

リリースして広報をする。メニュー表も作成し自店と他店の紹介をする。価格も多少高

額に設定してもらい消費税転嫁対策として、新メニュー開発に結び付けるためにも継続

的に開発を依頼する。必要により専門家派遣して開発のヒントを得るための支援を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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） 

 群馬県商工会連合会では、3 ヶ月に一度運営連絡会議が開催され、群馬県の担当者などを

招き情報の提供や、商工会の情報共有を行っているが、支援ノウハウの共有等の情報交換ま

でには至っておらず小規模事業者への支援力向上には至っていない。他の支援機関と連携し

た情報交換についても機会が少なく情報交換に対する取組が行われてはいない。 

 今後は、他の支援機関と支援力向上を目的とした情報交換会を実施し、得られた各種情報

を小規模事業者にフィードバックしていくことが課題となる。 

 

（事業内容） 

（1）吾妻郡内 6 商工会による情報交換会を年に 2 回開催する。現在取組んでいる商工

会の事業や課題などを話し合い、情報の共有をする。他地域の経営指導員の支援の経緯

や方法・支援後の状況など事例を報告する。（新規事業） 

（2）日本政策金融公庫などの金融機関と金融懇談会を年 1 回開催し、情報交換を行う

とともに地元の経済動向や小規模事業者の現状や需要動向などを把握して支援力強化

に取組む。（新規事業） 

（3）高山村の観光施設、県立ぐんま天文台や道の駅中山盆地と情報交換を行い、イベ

ント開催の協力依頼や開発した特産品販売会の実施、顧客情報の提供をしていただく。

（新規事業） 

 現 状 29 年度 30 年度 31 年度 

観光部会員数 0 9 10 11 

観光部会開催数 0 7 8 8 

農業体験受入農業者数 5 5 6 7 

農業体験者数 0 50 100 150 

 現 状 29 年度 30 年度 31 年度 

考案飲食店数 0 3 4 5 

星空メニュー数 0 3 4 5 

新メニューによる売上向上

期待数（1店舗当たり） 
  0 

250,000

円 

350,000

円 

500,000

円 
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（目標） 

 他の支援機関と連携をした支援ノウハウを等の情報交換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小規模事業者の経営指導に

活用するとともに、必要な情報については情報発信を行い新たな需要の開拓を進める基盤の

構築を図る。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

（現状と課題） 

 小規模事業者からの相談内容は高度化してきており、専門知識も必要となってきている。支

援をしているが表面的なアドバイスでは、課題解決には結びついていないため、経営指導員の

更なる提案力・分析力等の資質向上が必要になる。 

 

（事業内容） 

 資質向上をするために、群馬県商工会連合会が主催する資質向上研修会はもちろんの

こと群馬県産業経済部商政課が行っている経営革新計画策定セミナー等にも参加する

ことにより、多面的なアドバイスが可能となる。また専門家派遣を実施した場合も同伴

し指導方法を学ぶ。不明な点があれば事業者への支援後に、専門家先生に内容を経営指

導員が理解できるようにご教授いただく。（既存事業改善） 

 当商工会は経営指導員 1名体制であるが、いつ人事異動があってもいいように研修し

た項目や支援例について経営指導員が共有できるようにファイリングをする。また職員

間でも現在支援している内容を共有すべき月 1回程度報告会を行う。また、地域内の経

営指導員に対して小規模事業者に対する支援方法・助言した内容や情報収集を提供する

などＯＪＴにより伴走型の支援能力向上を図り、地域商工会全体のレベルアップに貢献

する。（新規事業） 

 

（目標及び数値表） 

・群馬県商工会連合会主催による経営指導員資質向上研修会への参加(年 3回) 

・群馬県や他の商工会・商工会議所・各種団体等が開催するセミナーへ、資質向上に 

つながる内容であれば積極的に参加する（年 3回） 

・中小企業大学校研修（年 1回・現状の課題に沿ったカリキュラムを受講する。 

平成 27 年度は経営革新計画書策定支援セミナーを受講) 

・専門家との同伴巡回による経営分析ノウハウの獲得 

 

 

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） 

 商工会長に事業評価及び見直しを検討してもらい、理事会で行ってきた事業内容を報告し

て意見を聴いている程度で、見直しまでの仕組みづくりがなされていない。 

 

 



- 16 - 
 

（事業内容） 

毎年度、本計画に記載の事業の実施状況および成果について、以下の方法で評価・検

証を行う。（新規事業） 

 

（1）外部有識者等（高山村、県連、商工会役員、外部の中小企業診断士）を招聘した

経営発達支援事業検討委員会を立ち上げ、事業の評価および見直しの検討をして検討結

果については理事会で報告する。（新規事業） 

 

（2）経営発達支援事業検討委員会からの評価・見直しの方針を理事会で承認を受ける。

（新規事業） 

 

（3）事業の成果・評価・見直しの結果を高山村商工会のホームページにて計画期間中、

毎年事業報告書として公表する。（新規事業） 

 

（目標） 

 計画してきた内容の遂行状況がどのくらいのパーセンテージで達成されたのかをデ

ータ化して、次年度の取組みの参考にする。また、達成できなかったことについて、な

ぜ達成できなかった原因を追究する。 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（平成 28 年 10 月現在）

（１）組織体制 

現在の事務局体制は、経営指導員 1 名、補助員 1 名の 2 人体制である。本事業を実施

するために高山村商工会長が事業責任者となり、マネジメント全般を担い支援方針と事

業成果の明確化、経営指導員への指示命令をする。実施責任者として経営指導員が実務

担当者となり、対象企業の課題を明確化し、必要な支援を計画。直接支援または専門家

派遣を活用し課題解決に導く。補助員は経営指導員の補佐をしながら、運営に係る予算

管理や経営指導員が不在の場合、状況を伺い経営指導員に報告する。 

 

◎経営発達支援事業組織図 

担当内容 担当者 業 務 内 容 

事業責任者 
商工会長 

奈良 哲男 

・マネジメント全般を担い支援方針と事

業成果の明確化、経営指導員への指示命

令をする。 

実施責任者 
経営指導員 

藤島 貴光 

・対象企業の課題を明確化し、必要な支

援を計画。直接支援または専門家派遣を

活用し課題解決に導く 

実施補佐 
補助員 

栗原 和恵 

・経営指導員の補佐をしながら、運営に

係る予算管理や経営指導員が不在の場

合、状況を伺い経営指導員に報告する。

  

◎高山村商工会の組織 

   会 長 １名 奈良哲男  

副会長 ２名 都筑 茂 若月桂午 

 理 事 ９名 竹淵 力 寺田克巳 後藤明宏 唐澤徳治 小野 勉 

        斉藤秀一 小林光義 都筑貞喜 平形眞佐子 

監 事 ２名 平形富二夫 小平勝司 

 

（２）連絡先 

名  称 高山村商工会（たかやまむらしょうこうかい） 

住  所 群馬県吾妻郡高山村大字中山 3410 

担 当 者 経営指導員 藤島 貴光（ふじしま たかみつ） 

電話・FAX 番号 電話 0279-63-2200 FAX 0279-63-2430 

メールアドレス takasyo-371120@bay.wind.ne.jp 

ホームページ 

アドレス 
http://www5.wind.ne.jp/takayama/ 
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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） 

 
29 年度 30 年度 31 年度 

必要な資金の額 3,000 3,000 3,000

 

・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 

・地域の活性化に資する取組 

・経営指導員等の資質向上のための取組 

500

400

500

300

300

200

300

500

500 

400 

500 

300 

300 

200 

300 

500 

500

400

500

300

300

200

300

500

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

本事業実施のための国補助金を中心に、県補助金・村補助金など 

 

 

（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 

 ・地域経済の動向調査においては、高山村や吾妻郡内商工会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 

 ・群馬県商工会連合会・地域金融機関などと連携し需要調査を行う。また地域振 

興事業（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 

 ・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表面化した課題に対し、群馬県商工会連合会や群馬県・ 

群馬県よろず支援拠点・高山村・各金融機関・専門家と連携し指導・助言を行う。

４．事業計画策定後の実施支援 

  ・事業計画後に生じた課題に対し群馬県商工会連合会や群馬県・群馬県よろず支援

拠点・高山村・各金融機関・専門家と連携し指導・助言を行う。 

５．需要動向調査 

 ・収集した情報の分析については専門家（中小企業診断士など）との連携を図る。

 ・専門家と連携しアンケートを作成して顧客アンケート調査を行う。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業 

 ・着地型観光を目指し、農業体験等新たな需要を開拓し、日本旅行など外部観光機

関と連携していく。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

  ・地域経済活性化委員会を高山村・小規模事業者・農業者・専門家等と連携を図り

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 

・吾妻地区の商工会と連携し、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 

 ・経営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経営指

導員の資質向上を図る。 

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、専門家（外部有識者）との連携を図り事業の成果や問題点

などについて検討を行う。 
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連携者及びその役割 

 

高山村商工会が中心となって、群馬県商工会連合会や関係機関で構成する連携体制を構

築する。連携先は表の通り。 
 

支援機関名 

代表者名等 
役  割 連 絡 先 

群馬県商工会連合会 

会長 高橋 基治 

県下商工会に対する支援機

関 

前橋市関根町 3-8-1 

027-231-9779 

群馬県 産業政策課  

課長 西村 透 

県内小規模事業者への施策

支援を行う 

前橋市大手町 1-1-1 

027-226-3320 

高山村 地域振興課 

課長 割田 眞 

村内小規模事業者への施策

支援を行う 

高山村大字中山 2856 

0279-63-2111 

道の駅 中山盆地 

駅長 中澤 八郎 
地域観光の拠点となる 

高山村大字中山 2357-1 

0279-63-1919 

県立ぐんま天文台 

台長 侭田 浩一 
地域観光の情報交換を行う

高山村大字中山 6860-86 

0279-70-5300 

日本政策金融公庫 高崎支店 

支店長 益原 浩一 

県内小規模事業者に金融支

援を行う 

高崎市連雀町 81 

027-326-1621 

群馬県よろず支援拠点 

理事長 根岸 冨士夫 

県内小規模事業者に対する

支援機関 

前橋市大渡町 1-10-7 

027-255-6631 

群馬銀行 中之条支店 

支店長 岡部 淳二 

県内小規模事業者に金融支

援を行う 

中之条町中之条町 935 

0279-75-3311 

ぐんまみらい信用組合 中之

条支店 支店長 角田 治彦 

県内小規模事業者に金融支

援を行う 

中之条町伊勢町 858-1 

0279-75-3003 

北群馬信用金庫 

支店長 木村 武史 

県内小規模事業者に金融支

援を行う 

中之条町中之条町 978 

0279-75-3381 

日本旅行総研  

ﾁｰﾌｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 砂子 隆志 

計画書策定支援・全国展開

事業実施支援 

東京都中央区日本橋1-19-1

03-6895-7865 
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
各町村･観光協会 

(地域内情報の提供) 

 
日本政策金融公庫等 

(金融支援) 

 
 
 
 
 
 

高山村商工会 

 

群馬県 
群馬県商工会連合会 

(情報提供・支援) 

支援策の紹介・専門家派遣 

支援力･資質向上に関する協力依頼

経済状況調査に関する地域内情報の提供

経済状況調査に関する協力依頼

 
中小企業診断士 

(経営計画作成支援) 

専門的見地からの支援事業者の経営分析

高度な事業所支援に関する相談

支援先事業所の経営計画実行に係る融資

支援先事業所の金融相談に対する斡旋


