
経営発達支援計画の概要 

実施者名 板倉町商工会 （法人番号 5070005006592） 

実施期間 平成３０年４月１日 ～ 平成３５年３月３１日 

目標 

・地域に根ざした小規模事業者の懐に飛び込み、顔と顔を向き合わせた

伴走型の支援を積極的に行う。 

・町の活性化を図るため、「地域振興事業」「訪問による経営課題の解決」

「地域に密着した支援機関としての機能及び能力の強化」を推進し、事

業者それぞれの魅力を掘り起し向上させることにより販路拡大し持続的

な経営に繋げる。 

事業内容 

Ⅰ.経営発達支援事業の内容 

1. 地域の経済動向調査に関すること 

地域内の経済動向の調査・分析を行い現状と課題を的確に把握す

る。その結果を踏まえ、各事業者の経営支援や事業計画作成用のデ

ータとして活用していく。 

2. 経営状況の分析に関すること 

小規模事業者の経営分析に積極的に取り組む。経営分析を通じ、小

規模事業者が自社の現状を理解し、その問題点の解決と事業の発展

に自発的に取り組むことを支援する。 

3. 事業計画策定支援に関すること 

事業計画策定セミナーに多くの事業者が参加し、具体的で実現性の

高い事業計画の作成を支援する。創業者・第二創業者については、

個別に金融支援や法的なアドバイスなどの手厚い支援を実施する。 

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、各事業者の進捗状況を把握し、状況に応じたフォ

ローアップを行う。創業者・第二創業者に対してはより手厚いフォ

ローアップを行い、当地区の持続的な発展や活性化を促す。 

5. 需要動向調査に関すること 

アンケート等の実施により当地域内の小規模事業者の需要動向を

正確に把握する。 

6. 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

展示会、商談会、地域振興を活用し小規模事業者の販路開拓を図る。 

農産物のブランディングや６次産業に取り組む。 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取り組み 

空き店舗対策・農産物のブランド化、渡良瀬遊水地の活性化、婚活事

業、商品券の発行等を軸とし、当地域の一体化を促進することにより

地域経済の活性化を図るとともににぎわいの創出を実現する。 

連絡先 

板倉町商工会 

〒374-0132 群馬県邑楽郡板倉町板倉 1691-1 

TEL0276-82-0224  FAX0276-82-1247 
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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．板倉町の概要 

 板倉町は群馬県の東南端に位置し、埼玉県加須市、栃木県栃木市に接している。３

つの県が接する珍スポット「３県境」と言われ、日本には４０カ所以上の３県境が

あるが平地にあるのは日本で唯一、大変貴重な存在と言われている。当地は古くか

ら「板倉低地帯」と言われ沼が点在し、南に利根川、中央に谷田川、北に渡良瀬川

が流れており、「水場」と呼ばれる洪水の常習地であった。 

 

 町内には国道 354号が通じ、東武日光線の「板倉東洋大前駅」、４km西には東北自

動車道館林 I Cがある。また、平成９年に東洋大学板倉キャンパスが開校した。 

 

 平成 29年 8月 1日現在の人口 14,889人、世帯数は 5,483戸である。板倉中心部の

人口は減少しているが、平成 13年に入居が始まった住宅地「板倉ニュータウン」の

人口増加により、人口の増減は横ばい傾向にある。 

 

      
 

 町の主産業は農業で、米とキュウリのハウス栽培、露地ナス栽培を中心に幅広い作

物が栽培されている。特にキュウリとナスは共に全国２位の出荷量を誇っている。

そのような事情から、当地区内には農産物を加工し製品として販売する事業者も多

い。そのような事業者の中には、6 次産業化に取り組む事業者や国内外の新たな販

路を開拓したいと考えている事業者も少なからず存在する。 

 

 町の東端にある「渡良瀬遊水地」は、渡良瀬川下流の群馬・栃木・埼玉・茨城の 4

県にまたがり、足尾銅山による鉱毒を沈殿させ無害化することを目的に造られた。

面積33km² 総貯水容量2億m³の我が国最大の遊水地で、現在は洪水防止の役割を果

たしている。2012年 7月 3日、湿地に生育する鳥、動植物にとって重要な環境を幅

広く保全・再生し、そこから得られる恵みを持続的かつ適正に利用していくことを

目的とする「ラムサール条約」に登録された。周辺にはグランドやサイクリングコ

https://ja.wikipedia.org/wiki/2012%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/2012%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%83%A0%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%AB%E6%9D%A1%E7%B4%84
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ースもありサッカー場やテニスコートも常設している。水辺を利用した観光も盛ん

で、トライアスロン大会、ボート大会の開催をはじめウィンドサーフィンなどのウ

ォ－タースポーツに年間を通じて利用されている。 

 

   
     渡良瀬遊水地全景          ウィンドサーフィンとトライアスロン 

 

 板倉東洋大前駅周辺は「板倉ニュータウン」として群馬県企業局と町との協同で分

譲しており、宅地、商業地をはじめ産業用地への企業誘致も活発に行われている。

しかし、29年度 7月時点で宅地の分譲数は 872戸と当初の 64％に留まっており、さ

らなる活用を図るため、平成 29年 4月には商業地から産業用地への用地変更が実施

された。「板倉ニュータウン」の住民には町内在住者の子孫で子育て世代が 15％、

県外から終の棲家を求めてきた世代が 85％と圧倒的に多い。 

 

 当町は 3 県境に接している土地柄、病院や衣料品の購入等を県外または隣の館林市

へ出向く方が多い。近年、近隣に大型商業施設が開店し、特に町内中心地から車で

20 分程度ほどの距離に、栃木県佐野市のイオンやプレミアムアウトレット、茨城

県古河市のイトーヨーカドーやダイエー、埼玉県羽生市のイオンなどの大型ショッ

ピングセンター等が乱立しており、休日には多くの買い物客で賑わっている。 

 

 当町は古くから農村として栄えた土地柄であり、祭事も農業に起因したものが多

く、大嘗祭、サナブリ、御田祭、新嘗祭等、それぞれの地域や集落で五穀豊穣を願

う祭事が脈々と受け継がれてきたが、時代の移り変わりと共に衰退し、現在は殆ど

見られない。現在の地域振興事業としては、8 月の板倉まつり、灯篭流し、10 月に

は福祉まつり、商工祭、文化祭が実施されており、商工会も携わっている。 

 

 「商工会の現況」（群馬県商工会連合会発行）によると、最新の（平成 28 年 4 月）

板倉町内の商工業者総数は 619者、小規模事業者数は 516社となっている。 

 26年度 27年度 28年度 

商工業者総数 617 576 619 

 

建設業 140 113 139 

製造業 115 117 120 

卸売業・小売業 137 140 115 

飲食店・宿泊業 41 39 40 

サービス業 104 91 120 

その他 80 76 85 

小規模事業者総数 557 494 516 
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・当町における小規模事業者の業種には、地域による特性はあまり認められない。し

かし全ての業種において夫婦二人または一人等の少人数での経営が多く、老齢化や

後継者不足等による廃業が増加し、事業所数、商工会員数ともに減少している。特

に食料品、日用品など生活関連品を取り扱う商店の廃業が著しく、商店街は皆無で

ある。町内では新たに板倉ニュータウンに出店した「スーパーフレッセイ」「ドラッ

グセイムス」、衣料品の「サンキ」のみに買い物客が集中している。 

 

２．板倉町の現状（内部環境） 

  (1)強み 

 東北自動車道館林 IC から近く、国道 354 号が町内を通り、県内から栃木・茨

城・千葉方面等へ向かう交通の要所として古くから交通量が多く、物流拠点と

しての利便性が高い。 
 沼地や水辺が多く、観光の拠点として活用できる。 
 多業種が混在していることから異業種間の交流を促進することにより、大きく

飛躍出来る可能性がある。 
 地域の面積が広く土地に余裕があるため、大企業の進出や既存企業の事業拡大

が容易にできる。 
 板倉ニュータウンで産業用地、商業用地、住宅用地を販売中のため、雇用の創

出、新店舗の開業、人口の増加が見込める。 
 特産品であるキュウリ、ナス等のブランディングが期待できる。 
 渡良瀬遊水地がラムサール条約に登録されている。 

 

  (2)弱み 

 3 県境に接していることから、購買層が近隣市町の大型 SC に流出している。 
 事業者の高齢化や後継者不足により、町内経済の活力が衰退している。 
 時代の変化や経済環境に伴い、就農人口、農業産出額は減少している。加えて

農業の衰退に伴い、町内の商工事業者数、小規模事業者数も減少している。 
 少子高齢化により子供数が減少し、平成 32 年には小学校が 4 校から 2 校に統合

されてしまい、地域力が弱まる可能性が高い。 
 高齢化や若者の農業離れにより就農者が減少し耕作放棄地が増えている。 
 平成 13 年に入居が始まった「板倉ニュータウン」の住人増加で人口は横ばいだ

が、既存住人との交流を図るような機会が無く、連携・調和がとれていない。 
 農業者と商工業者との連携が図れていない。 
 群馬県の東南端に位置していることから県の中央に遠く、閉鎖的、独自的な商

工業環境にある。 
 渡良瀬遊水地が 4 県に跨っているため、観光の盛り上がりに欠ける。 

 

３．板倉町の課題 

板倉町は古くから農業を中心に発展してきた町である。しかし、商工業者にお

いては以下の問題や課題を抱えている。 

（商業の現状と課題） 
    当町の商工業数のピークは平成１５年で、小規模事業者数は９２％を占めてい

た。しかし農業の衰退、近隣市町村の大型商業施設の乱立、経済環境の変化、事

業主の高齢化や後継者問題などの要因により毎年減少し、平成２８年における商
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工業者総数は６１９件、うち小規模事業者数は５１６件であり全体の８３％とな

っている。特に食料品、生活関連用品などを取扱う事業者数の減少が大きい。ま

た、インターネットやスマートフォンの台頭により、通販の利用者が増える等、

消費行動の変化も要因となり、売上が減少し利益の確保が困難な事業所が増え、

大きな課題となっている。（件数は町統計調査より） 
    

  （工業の現状と課題） 
当町には基幹産業が無く地域の特性は見られないが、平成１５年をピークに事

業所数、小規模事業者数ともに減少し、平成２８年における製造業を営む事業者

数は１２０件である（「商工会の現況」参照）。商業と同様に、農業の衰退、特に

事業主の高齢化により、農機具の部品製造工場や修理工場などの事業所は殆ど廃

業している。経済環境が目まぐるしく変化するなかコストカットや設備投資、経

営者の高齢、後継者などの切実な問題が山積し、小規模事業者の衰退が加速して

おり、事業継続のための細やかな個社支援が必要である。 

以上を勘案すると、当地域における課題は下記の通りとなる。 

・地域経済の担い手である小規模事業者の活性化 
・新規創業者、第２創業者の支援育成 
・主要産業である農業の衰退に代わる産業の育成 
・観光資源の有効活用 
・少子高齢化やニュータウンの住民増加によって失われた地域の求心力の回復と 

連携 
      

４．板倉町商工会の役割 

当商工会は経営改善普及事業を柱に、経営指導と地域振興に取り組んできた。経

営指導においては金融、労働、税務、経営一般等で、特に国競争的補助金において

は採択に向けた申請書作成支援から不採択者の再チャレンジ、計画の遂行状況の確

認、実績報告、金融支援まで事業者に寄り添い支援を行ってきた。しかし、これま

で殆どの事業者においては金融と税務を中心にした支援に留まり、小規模事業者が

様々な施策を幅広く活用できたとは言えない。 

平成 28年の事業成果は以下のとおりである。 

事業名 支援件数 

ものづくり補助金申請支援 4 

持続化補助金申請支援 22 

金融支援 9 

税務申告支援 53 

 

一方、地域振興においては、祭りや商工祭の事務局として事業者の販路拡大や事業

の活性化に取り組んできた。イベントは参加者、出店事業者との交流に繋がりが出

来るが、事務や準備等に追われ、その後の経営支援に結びついてはいない。 

平成 28年の地域振興事業の出店事業所数は以下のとおりである。 

事業名 出店事業所数 
板倉まつり（8月） 10 

灯篭流し（8月） 3 

商工祭（10月・文化祭共催） 25 

板倉町商工会商品券発行 70 
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当町の課題や商工会の取組を考慮すると、小規模事業者が持続的発展を遂げるた

めに地域経済の中心的な支援機関としての責務を果たし、ひいては地域経済の活性

化に寄与することが商工会の使命であると考えている。 

以上を踏まえ、これからの当会には以下のような役割が求められている。 

  ①町内の事業者を密に訪問し、ＨＰやＳＮＳだけに頼らない適時的確な情報提供 

  ②小規模事業者の特性に応じた事業の持続的発展のための伴走型支援の実施 

  ③町内に混在する様々な事業者との交流と連携、マッチングによる新たなビジネス 

   チャンスの創出 

  

５．小規模事業者振興の目標 
平成 26 年に施行された「小規模基本法」「小規模支援法」に基づき、平成 28 年

に群馬県が施行した群馬県小規模企業振興条例によると、事業者の持続的発展を

図るため、商工会等による事業者に寄り添った「伴走型できめ細やかな支援」の実

施が掲げられている。また、板倉町中期事業推進計画（平成 24 年度～平成 31 年

度）において「商工業の振興」として「創業支援事業」「町内商工業の活性化につ

ながるイベントの実施」「特産品の開発」「六次産業化の推進」などが謳われており、

当会の小規模事業者支援の方向性とも合致している。上記の群馬県小規模企業振興

条例や板倉町事業推進計画に則り、地元に根ざした小規模事業者の懐に飛び込

み、顔と顔を向き合わせた伴走型の支援を積極的に行う。板倉町は群馬県の都市

部より遠く離れ、田園の広がる閉鎖的な地域であることから、新しく商業施設を

誘致し経済の活性化を進めることは難しい。今後、当町の活性化を図るために

は、事業者それぞれの魅力を掘り起こし、向上することにより、売上の増加や利

益の確保に直結する小規模事業者支援を行うことが目標である。以上を踏まえ当

会の目標達成のための方針を以下の通り設定した。 
   

(1)小規模事業者の中長期的な振興のあり方 

  （中長期的な振興のあり方） 

小規模事業者が激変する外部環境に対応し継続的な発展を達成するためには、

顧客（消費者・取引先など）に自社を選択してもらう必要がある。そのためには、

自社の「強み」を正確に把握したうえで「強み」を最大限に活用した「事業の方

向性」を定めることが肝要である。当地域は、商工事業者数・小規模事業者数と

もに減少傾向となっており、今後における小規模事業者への支援が問われる状況

と言える。そのような状況の中で小規模事業者が継続的な発展を達成するために

は、独自の「強み」を最大限に活用した「地域住民に愛されるキラリと光る小規

模事業者」となることが、全業種に共通した今後 10 年間における中長期的な振

興のあり方となる。 
以下にそれぞれの業種における具体例を記載する。 

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

業種とのコラボレーション」「需要に応じた設備投資」 
○ 建設業 

「公共事業から民間受注獲得に移行」「営業力向上によるプレゼンテーション力

のアップ」「高齢化に対応した建築・設備の提供」「リフォーム需要の取込」 
○ 小売業 
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「ストアブランドの強化」「大型店にはできないきめ細やかなサービスの提供」

「独自の仕入による商品の差別化」「地元商品の販売」「高齢化に対応した宅配

サービスの実施」 
○ サービス業 

「独自の技術力を活かしたサービスの提案」「地元住民に安心感を与える店作

り」「イベント来場者に対応した新たなサービスの提案」「高齢者に対応したサ

ービスの充実」 
○ 飲食店 

「食の安心・安全の提供」「地元特産品を活用したメニューの開発」「高齢者に

配慮した店作り」「観光客に対応したメニューの提案」 
 

(2)経営発達支援計画事業の目標 

上記の中長期的な振興のあり方を踏まえながら、当町の小規模事業者支援を具

体的且つ現実的に実施する事が当商工会のミッションであり、当経営発達支援計

画事業の目標となりえる。以下に当事業の目標について記載する。 

【経営発達支援の目標】 
① 小規模事業者の「強み」を活用し他社との差別化を図ることにより販路拡大を

支援すること 
② 地区内の小規模事業者の育成を支援するためのハブ拠点となること 
③ 地区内外の関連機関との連携を図り各小規模事業者の特徴に対応した伴走型の

支援を実行すること 
④ 商工会の全職員の資質の向上を図り小規模事業者の更なる信頼を獲得すること 

当商工会は、このような活動を通して、当地域を活気・活力・魅力にあふれた 
地域となるため邁進したい。以上を勘案し、当商工会の目標達成のための方針 
を下記の通り設定した。 

【目標達成のための方針】 
（１）経営課題の解決による売上・利益の確保 

小規模事業者の中には、激変する外部環境の変化に対応しきれず、多くの経営

課題を抱えている事業者も多い。そのような事業者の中には、課題解決のため

に積極的な行動を起こさない事業者も存在する。当商工会は、小規模事業者へ

の経営指導員の積極的な巡回訪問や事業特性に応じた専門家派遣を行い、経営

課題の解決を図り売上・利益の確保に務める。 
   （２）地区内の小規模事業者のハブ拠点としての役割強化 

商店街が衰退傾向となっている当地区において、当商工会が核となり小規模事

業者の情報集積・情報発信を行う必要がある。しかし現状では、当商工会がそ

の役割を十分に果たしているとは言えない。今後はハブ拠点としての役割を強

化し、小規模事業者の経営課題にワンストップで対応できる拠点づくりを進め

る。 
   （３）関連機関との連携による支援 

人的資源・資金的資源が限られている当商工会において、小規模事業者の特徴

に対応したきめ細やかな支援を実施するにはおのずと限界がある。既存の関連

機関との連携を図ることはもとより、板倉町・群馬県商工会連合会・群馬県産

業支援機構・よろず支援拠点などとの連携を強め、情報交換やビジネスマッチ

ング事業などの支援を実施する。 
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   （４）地域に密着した支援機関としての機能及び能力の強化 
上記の方針を実施するためには、経営指導員が広範な知識を習得し、かつその

知識を事業者にわかりやすく提供するためのスキルが必要となる。現在行われ

ている各種研修会に参加し経営指導員の資質向上を図ることはもとより、経営

指導員間の情報の共有やOJTによるノウハウの習得を行い経営指導員の能力の

強化を図る。また、他地域との情報交換も積極的に行い、適切な情報をタイム

リーに事業者に発信する仕組み作りに取り組むことにより地域に密着した支援

機関としての機能強化を図る。 

 

経営発達支援事業の内容及び実施期間 

（１）経営発達支援事業の実施期間 

平成３０年４月１日～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） 

   これまで当会で行っていた地域の経済動向の調査は、経営指導員による巡回訪

問、窓口相談時の情報収集、日本政策金融公庫の「中小企業業況調査」、中小企業

庁の「景況調査」や講習会参加者へのアンケート等である。しかし、収集する情報

の内容については担当した経営指導員が任意に決めており、収集の基準が明確にな

っていない。また、収集した情報の分析や共有、経済動向情報の発信も行っていな

い。今後は地域の経済動向を的確に把握し、小規模事業者支援に役立てていくため

に「情報収集項目の明確化」と「適切な情報発信」が必須である。 

 

 （改善方法） 

現状の取組では情報収集の手段が限られており、町内の経済動向の把握が偏って 

いた可能性がある。まずは、情報収集の手段や機会を増やし広範な情報を収集する。 

収集する情報は「景気動向」「消費動向」を中心とした情報とし、得られた情報に 

関しては分析を行い、経営指導員の巡回時に事業者に提供し、経営計画策定の資料 

として活用していただく。また、当会としても小規模事業者の支援や施策を推進す

るための基礎資料及び指標として共有、活用する。 

 

（事業内容） 

①経済動向の把握について 

県内の経済動向を把握するために、関東財務局が発表する「県内経済動向・統計」 

や日本銀行前橋支店が３、６、９、１２の各月に行う企業短期経済観測調査にお 

いて県内の経済動向を把握する。また群馬県東部地域の業況判断材料として「き 

りしん経営情報（桐生信用金庫）」から 「業況判断指数」「売上高」「収益」な 

どの情報の調査や収集を行う。 

 

②町内事業者に対する経済動向について 
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町内事業者に対する経済動向は巡回、窓口相談時に指導員が収集する。収集する 

情報の統一化を図るため「ヒアリングシート」を新たに作成し、情報収集後の整 

理、分析がスムーズに行える体制を整える。ヒアリングシートの内容は、「売上 

の増減・利益の増減・個人消費の増減・設備投資・雇用情勢・景況感・トピック 

ス」等の項目について記載し、今後の支援方法の指標や事業計画策定に繋げる。 

 

③情報の公開と周知 

得られた結果は当会の毎月１回発行している「商工会だよりやＨＰ」にて公表す 

るほか、経営指導員の巡回時に管内の事業者に提供し経営に役立てる。 

 （目標） 

地域内の経済動向の調査・分析を行うことにより、その特性を理解し地域の現状 

と課題を的確に把握する。その結果を踏まえ、小規模事業者の経営支援や事業計画

策定の資料として活用するほか、今後の当商工会の取組に繋げていく。 

 

内容 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

各機関の情報収集 0 年 1回 年 1回 年 1回 年 1回 年 1回 

上記の情報公開回数 0 年 1回 年 1回 年 1回 年 1回 年 1回 

個別聴き取り 0 20件 30件 40件 50件 60件 

情報の分析 0 年 2回 年 2回    年 3回       年 3 回 年 3回 

情報発信 0 年 2回 年 2回 年 3回 年 3回 年 4回 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

  （現状と課題） 

現在、小規模事業者の経営状況の分析に関しては「財務分析」に留まり、マル

経などの金融支援や各種補助金、経営革新、経営改善のための経営計画策定など

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。多くの小規模事業

者は日々の業務に追われ過去の経験や勘に頼った経営を行い、「経営状況の分析」

を行っておらず、手法について理解していない事業者も少なくない。 

一方、当商工会においても「経営状況の分析」の必要性や、当商工会で経営分

析が可能であることについて、積極的に周知していない。 

こ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

対応を実施していく必要がある。 

 

（改善内容） 

これまでの受け身の対応を改め、経営指導員の巡回を基本に窓口相談、各種セ

ミナーの開催時などの小規模事業者との折衝の機会を捉え、「経営状況の分析」

が必要であることを説明し、経営指導員が主導し事業者の経営分析を実施する。

分析を行う主な項目は、資金繰りに窮する事業者や環境変化に対応できず、自社

の事業の方向性が明確になっていない事業者が多いことから、「財務状況」と「事

業の方向性」とする。より精度の高い分析が必要な事業者に対しては、診断ツー

ルを活用し、「安全性、収益性、活動性、生産性、成長性」等の詳細な分析を行
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うほか、群馬県商工会連合会やその他支援機関より専門家派遣を実施する。経営

状況分析を実施した事業者には、更に後記「３．事業計画の策定」へ繋げていく。 

 

 （事業内容） 

(1) 経営指導員の巡回・窓口相談、各種セミナーの開催時に「経営状況の分析」の

必要性を説明する。「経営状況の分析」を行うことにより財務状況の問題点が

把握できた事例や事業の方向性が明確になった事例などを具体的に提示しそ

の有用性を説明する。（新規事業） 

(2) （1）において、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「経営状況の分析」を行う。具体的には、経済産業省が提供している「ロー

カルベンチマーク」を活用し、①売上高増加率②営業利益率③労働生産性④

EBITDA有利子負債倍率⑤営業運転資本回転期間⑥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。（新

規事業） 

 

「ローカルベンチマーク」による分析例 
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(3) 小規模事業者は自社の「強み」「弱み」を正確に把握していない場合も多い。「ロ

ーカルベンチマーク」の「非財務ヒアリングシート①②」を活用し、経営状況

分析時に事業者の「強み」「弱み」をヒアリングする。特に事業者の潜在的な

「強み」を聞き出すことを心がける。（新規事業） 

(4) 必要に応じて専門知識を有する中小企業診断士や各専門家と連携し、その事業

者が保有する製造技術やノウハウ、財務の内容等のさらに詳しい分析を行う。

（新規事業） 

(5) 上記（2）（3）で行った分析結果と「⒈地域の経済動向調査に関すること」「5.

需要動向調査に関すること」で得られた外部環境の調査・分析結果にもとづき

分析対象事業者の SWOT分析を行い、「事業の方向性」を明確にし、事業計画策
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定や事業計画策定後の支援に役立てる。また、財務状況や事業の方向性などの

分析結果については、経営指導員が事業者に個別に説明を行う。（新規事業） 

    

 （目標） 

小規模事業者と接触する機会を活用し、経営分析の必要性を説明することによ

り、多くの小規模事業者の経営分析に積極的に取り組む。経営分析を通じ、小規

模事業者が自社の現状を理解し、その問題点の解決と事業の発展に自発的に取り

組むことを目標とする。 
 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

経営状況分析の掘り起こし

のための活動総数 
0 30 35 40 45 50 

 巡回訪問数 0 20 25 30 35 40 

 窓口勧誘数 0 5 5 5 5 5 

 セミナー開催時勧誘数 0 5 5 5 5 5 

経営状況分析事業者数 0 15 20 25 30 35 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

  （現状と課題） 

    多くの小規模事業者の現状は事業計画を策定していないため、事業目標が明確

でない状況にある。現在、当会で実施している事業計画策定支援は上記「２．経

営状況の分析に関すること」と同様に金融支援や経営革新、各補助金の申請書作

成時などに限られており、当会で事業計画が策定できることを積極的に周知して

いない。また、細部にわたる事業計画の作成が出来ていないため、事業者が課題

抽出できても経営状況がうまく改善しない、事業者の「強み」を発揮できないな

どの課題もある。加えて、個々の経営指導員等の事業計画策定におけるスキルに

もバラつきがあり、事業者支援に充分に資するとは言えない状況にある。以上を

考慮すると、事業者に事業計画策定の意義を理解していただくこと、効果的な支

援ができるような具体的な仕組みを構築することが必要である。 

  

創業・第二創業支援の現状は、相談があれば応じる程度に留まり、積極的に創

業を促すような支援体制は整っていない。当町では廃業数が開業数を大きく上ま

わっており、事業者数の増加には至っていない。群馬県においては平成３０年に

開業率１０％を目標として、創業支援のための連携会議を平成２６年７月設立

し、官民一体となった創業支援を呼びかけている。当町でも県、町の方針に則り、

今後の開業率の向上や事業者数の維持、拡大を図るためには創業・第二創業支援

は不可欠であり経営指導員等を中心とした、創業予定者のための事業計画策定を

実施することが課題である。 

 

    一方、経営革新計画の申請数は、平成２７年度１件、２８年度１件、経営力向

上計画の認定は現在のところ１件に留まっており、経営指導員が日々の雑務に追

われ、潜在的に経営のイノベーションが必要な会員の発掘を充分に出来ていない

状況である。しかし、既存事業の衰退から新たな事業に取組む事業者も少なから

ず存在する。そのような意欲的な事業者を支援することは当町の発展に必須であ

ると考えられることから、経営革新計画、経営力向上計画に該当する事業者の発
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掘と計画作成支援を実施することが課題である。 

 

（改善方法） 

「２．経営状況の分析に関すること」に基づき、需要を見据えた事業計画を策 

定するための指導・助言を行う。今後は事業計画策定の意義や重要性を周知す 

ると共に、経営分析で抽出した本質的な課題の解消を軸に、定期的な計画の見 

直しを行い、小規模事業者の売上拡大、販路開拓、事業継続に向けた「伴走型 

支援」による実現性の高い事業計画策定を実施する。必要に応じて群馬県、板 

倉町、群馬県商工会連合会、よろず支援拠点等と連携するほか、ミラサポ等も 

活用し専門家派遣を行う。専門家派遣には経営指導員の資質向上のため必ず同 

行し、知識を深め事業者支援に活かす。 

 

（事業内容） 

   ①事業計画策定の周知（新規事業） 

事業計画策定の必要性や、商工会で事業計画策定ができることを周知するため、 

わかりやすい啓蒙用チラシを作成し、巡回訪問や窓口相談、セミナー開催時や 

イベント等で配布するほか、当会のＨＰや商工会だよりにも掲載し、経営計画 

策定を目指す意欲的な小規模事業者の掘り起こしを行う。 

 

②事業計画策定セミナーの開催（新規事業） 

上記の「１．地域の経済動向調査に関すること」「２．経営状況の分析に関す 

ること」、後記の「５．需要動向調査に関すること」によって得られた顧客ニ 

ーズ等を踏まえ、分析結果で抽出された経営課題を解決し、「強み」を活かし 

た事業計画を策定することを目的に、「事業計画策定セミナー」を毎年開催す 

る。セミナーの内容は、事業計画策定を行ったことのない小規模事業者や創業 

希望者にもわかり易い内容とする。特に決算書の仕組み、売上や利益計画の策 

定など事例を交えながら丁寧な説明を行い、事業者の利益確保に繋がるセミナ 

ーとする。セミナー終了後には、経営指導員が巡回訪問時や窓口で計画策定の 

進捗を確認すると共に、指導、助言を行う。必要に応じて各専門家と連携し事 

業者に実現可能な事業計画の策定を行う。セミナーの開催についてはＨＰや商 

工会だよりで告知する。 

 

③事業計画策定の支援（新規事業） 

事業計画策定の支援を行う事業者は、「２．経営状況の分析に関すること」に 

おいて経営分析を行った事業者及び、「事業計画策定セミナー」に参加した事業 

者とする。事業計画策定時には、「１．地域の経済動向調査に関すること」「２． 

経営状況の分析に関すること」「５．需要動向調査に関すること」で得た事業者 

に関する各種情報を踏まえ、事業者の経営状況に対応した事業計画を策定する。 

具体的には、小規模事業者の持つ「強み」をどのように活用するかに重点を置 

いたうえで「売上・利益計画」「売上・利益を達成するための行動スケジュール」 

を作成する。必要に応じ専門家と連携し、事業者の実態に則した実現可能な事 

業計画を策定する。 

 

④創業・第二創業支援（新規事業） 
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創業・第二創業支援に関しては、当商工会内に「創業相談窓口」を設置し、創 

業希望者の相談にいつでも対応する体制を整える。創業予定者には経営指導員等 

がその対応にあたり、開業までのスケジュールや各種手続きなどの説明・支援を 

行う。また、創業相談窓口の設置にあたり、「商工会ＨＰや商工会だより」を通 

して告知を行い、広く周知を図る。創業者・第二創業者の事業計画策定について 

は、「事業計画策定セミナー」への参加を促す。それに加え、個別に金融支援や 

法的なアドバイスなどの手厚い支援を実施する。必要に応じて群馬県商工会連合 

会・群馬県産業支援機構・よろず支援拠点との連携を図り、専門家の派遣を依頼 

するなど総合的な支援を行う。 

 

⑤経営革新計画及び経営力向上計画作成支援（既存事業改善） 

これまで当会では経営革新等に取組む事業者の掘り起こしを積極的に行ってい 

ない。しかし事業者にとって、イノベーションによる需要の開拓は重要な経営課 

題である。今後は日々の巡回業務や窓口相談などにおいて、可能性のある事業者 

に対するヒアリングを行うほか、経営分析や事業計画を作成した事業者を中心に 

経営革新計画等にチャレンジする事業者の掘り起こしを行い、経営分析で抽出し 

た独自の技術、商品、サービスなどの強みを活かし、事業の持続的発展に繋がる 

実りある計画策定を行う。また「経営革新計画や経営力向上計画」を知らない事 

業者も多いため、その主旨や作成手順などを説明したチラシを作成し事業者への 

周知を図る。必要に応じて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、群馬県発明協会、中小企業基盤整備機構との連携を図り、専門家の派遣 

を依頼するなど総合的な支援を行い、認定まで事業者に寄り添って支援を行って 

いく。 

 

 （目標） 

            現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

啓蒙チラシ等配布（訪問件数）  0    50   50   70   70   100 

事業計画策定セミナー開催  0  2 2 2 2 2 

事業計画策定セミナー参加者数  0 15 20 25 30 40 

事業計画策定総数 0 8 11 15 18 22 

      うち事業計画策定のみ 0 3 5 8 10 12 

  うち創業・第二創業策定数 0 1 2 2 3 3 

うち経営革新策定数 1 2 2 3 3 4 

うち経営力向上計画策定数 1   2 2 2 2 3 
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【事業計画策定支援のスキーム】 

 

 

                                                                 

      各種補助金 

        支援  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

     経営発達支援事業の目標達成に向け、上記「３．事業計画策定支援」を行った小

規模事業者に対し、事業計画が確実に実施され課題が解決されることを目的に、伴

走型の指導・助言を行う。事業者に寄り添い継続して支援することで、計画の修正、

見直しを見極め、必要な場合は関係機関とも連携し実効性を高める。 

 

（現状と課題） 

現状の「事業計画策定後の実施支援」は、事業者から相談があった場合に対応 

するに留まり、計画の進捗状況の管理をするまでには至っていない。経営革新な 

ど策定後のフォローアップが義務付けられている以外は、内容や回数も経営指導 

員の個々の判断により統一されていない。そのため、事業者に対する指導の頻度 

を見極められず「日々の雑務に追われ予定通り計画が進まない」「求める成果が 

得られない」等の課題があった。今後は、定期的な巡回訪問により、進捗を管理 

するほか、事業者のニーズに沿って指導・助言を行い、事業計画が着実に実施さ 

れる支援へと改善し、臨機応変に修正や見直しの対応を行うことも含め、実効性 

を高める。 

 

(改善方法) 

   事業計画を作成した全事業者についてフォローアップを実施する。また、これま 

では経営指導員が個々の判断で行っていたフォローアップの回数を「3ヶ月毎に一 

度訪問」とする。内容も標準化し進捗状況の確認や現状把握を行い、巡回で得た情 

報を全職員間で共有・検証する。計画に変更が生じた場合は改善に必要な各種施策 
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等を事業者に提供し、事業者に寄り添って改善を行う。必要に応じて専門的機関と 

連携して課題の解決を図る。 

 

 （事業内容） 

  ①事業計画策定後の支援（既存事業改善） 

   策定支援した事業計画について、景況調査や需要の動向を踏まえて進捗の確認や 

軌道の修正を図るためのフォローアップを行う。事業者の売上、利益、顧客層な 

どを定期的な巡回により把握し、事業者の積極性向上を図りながら新たな課題を 

抽出していく。また、事業計画達成に活用できる各種補助金などの施策について 

の情報提供を行い計画の円滑な進行を支援して行く。専門的かつ高度な指導・助 

言が必要な事業者には、群馬県、群馬県商工会連合会、よろず支援拠点、ミラサ 

ポ等と連携し効果的な専門家派遣を実施する。財務的な問題が生じた場合は、日 

本政策公庫前橋支店、群馬銀行板倉支店、館林信用金庫板倉支店と連携して問題 

解決にあたる。 

 

  ②創業・第二創業計画策定後の支援（新規事業） 

   創業・第二創業者は、予想していなかった経営課題が次々に発生することが多い。 

   事業が安定するまでは手厚い支援体制を構築することが必要であることから、上 

   記①に加え、開業後半年間は月に１度の巡回訪問を行い、事業の進捗を注意深く 

見守り計画の実効性を高めて行く。特に創業後の資金繰りには留意し、必要な場 

合は金融機関と連携を図り資金調達支援を行う。加えて認知度の向上、販売促進 

や市場の開拓など、売上や利益の確保に繋げ、安定した経営が継続できるよう展 

示会、イベントへの積極的参加を促す。 

 

  ③経営革新計画・経営力向上計画策定後の支援（既存事業改善） 

新規事業計画・経営力向上計画を軌道に乗せるためには計画の進捗状況を確認する

ことはもとより、経営指導員が充分なヒヤリングを行い、状況の変化に応じて計画

の修正や補助金や制度融資等、確実な事業化を支援していく。また特許取得等の 

知的財産申請登録が必要な案件は、群馬県発明協会や専門家派遣を活用し支援して

行く。 

 (目標） 

事業計画策定支援は計画の策定を支援することが目標ではない。その計画を実

行し事業者の持続的な発展が図られることが最も重要な目標である。そのことを

考慮すると、事業計画策定後の５年間、各事業者の進捗状況を把握し、状況に応

じたフォローアップを行うことが不可欠である。 
 内 容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

事業計画策定フォロー総数 0 36 52 68 84 100 

 うち事業計画フォロー総数 0 12 20 32 40 48 

うち創業・第二創業フォロー総数 0 8 16 16 24 24 

うち経営革新フォロー総数 1 8 8 12 12 16 

うち経営力向上計画フォロー総数 1 8 8 8 8 12 

※ 「事業計画」「経営革新」「経営力向上計画」については 3 か月に 1 回の割合でフ

ォローすることとした。そのためそれぞれの年間フォロー総数は「計画作成数×4」
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とした。 

※ 「創業・第二創業」に関しては、開業後半年間は毎月フォローしその後は 3 か月

に 1 回の割合でフォローすることとした。そのため、年間フォロー総数は「計画

作成数×8」とした。 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

（現状と課題） 

小規模事業者の売上・利益の確保・向上を図るためには、提供する商品・サー

ビスについて買い手（消費者・バイヤー）の需要動向を調査・分析し「売れる商

品を作る」という視点が必要となる。現在、買い手（消費者・バイヤー）の需要

動向について、その必要性を理解し情報の収集・分析を行っている小規模事業者

はほとんど存在しない。当商工会においても、経営指導員が巡回訪問時に、事業

者が話す需要動向の変化などについて受動的に聞く程度である。また、得られた

情報についても分析は行っておらず活用も図られていない。 
北関東道の開設、国道 354 号バイパスの開通による地域外からの来訪者の増加

や大型ショッピング施設の開業による購買客層の変化などにより従来の需要と

は異なる消費者ニーズが生じていることも考えられる。また、製造業においては

下請的業務が中心であったため買い手のニーズを考慮したマーケットインの考

え方に基づいた製品作りが行われていない場合が多い。買い手の需要動向につい

て、情報収集を行うとともに、その情報を分析し、活用を図ることが課題となる。 
 

（改善内容） 

小規模事業者が事業計画を策定する上で、消費者や取引先のニーズを予測する

ことは非常に重要である。また、外部環境の変化が激しい昨今において、買い手

のニーズの変化を捉え自社の事業計画に取り込んでいくことが持続的な発展に

欠かせない。 
買い手のニーズの情報収集については、「①買い手がどのような商品・サービ

スを求めているのかを知るためのアンケート調査」「②新商品・新サービスが買

い手のニーズに応えているかを調査するためのアンケート調査」「③各種統計調

査等によるトレンド調査」を実施する。分析結果の報告は個別に行い、「4.事業計

画策定後の実施支援に関すること」における事業計画修正時や「6.新たな需要の

開拓に寄与する事業に関すること」における販路拡大の資料として活用する。 
需要動向調査については、「（1）情報収集」「（2）情報の整理・分析」「（3）調

査結果の報告」の仕組みを構築する必要がある。スキームについては下記の通り

とする。 
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（事業内容） 

(1) 買い手のニーズを調べるために行うアンケート調査 
小規模事業者が、「既存商品や既存サービスを改善する場合」や「新商品・新

サービスを開発する場合」において買い手のニーズに対応した商品・サービ

スを提供する必要がある。当地域の小規模事業者はさまざまな商品・サービ

スを提供しているが、アンケート調査を実施する商品として、当地域の特産

品であるキュウリやナスを活用した加工品などがあげられる。買い手のニー

ズを把握するために以下の施策を実施する。 

① 小売業・サービス業（BtoC事業者）における情報収集 

小売業・サービス業を営む事業者にとって、既存客の需要動向（買い手

のニーズ）を把握するには、自店に来店する顧客へのアンケート調査を

行うことがもっとも現状に則した調査となる。しかし、小規模事業者に

おいて、そのようなアンケートを実施している事業者はほとんどない。

当商工会において、アンケート調査を行う事業者へのヒアリングを実施

し、業種・商圏・取扱商品・来店顧客層に応じたアンケートを作成し、

情報収集の支援を実施する。アンケートの項目は下記の通りとする。 

 住んでいる地域・年齢などの基礎的情報 

 来店頻度 

 よく購入する商品・サービス 

 現商品・サービスの不満点・改善点 

 今後販売して欲しい商品・提供して欲しいサービス など 

アンケートの回収率を向上させるためにクーポンを付加するなどの工夫

① 買い手のニーズを

調べるためのアン

ケート調査 

 

②新商品・新サービスに

対するアンケート調

査 

③各種統計調査 

（1）情報収集 

（２）情報の整理・分析 

（商工会） 

小規模事業者（個社） 

・事業計画の修正 

・経営状況の分析 

・新たな需要の開拓 

（3）調査結果の報告 
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を行う。（新規事業） 

 

② 製造業・建設業など（BtoB事業者）におけるヒアリング調査 

製造業・建設業などを営む小規模事業者は下請事業者として事業を行っ

ていることが多い。そのような事業者が買い手のニーズに対応するため

には、取引先に対してヒアリングを実施する必要がある。小規模事業者

が、買い手である発注企業との打ち合わせや訪問などの機会を活用し、

買い手のニーズのヒアリング調査を行う。必要に応じてヒアリング調査

に経営指導員が同行する。ヒアリング内容については事前に整理し効率

的なヒアリングが実施できるよう工夫を行う。ヒアリング項目は下記の

通りである。 

 自社製品の品質（Q）・価格（C）・納期（D）に対する評価 

 自社製品の品質（Q）・価格（C）・納期（D）に対する改善点 

 商品開発力に対する要望及び改善点 

 製造工程に関する要望及び改善点 

 現場施工に関する要望及び改善点 

 組織体制に関する要望及び改善点 

 ネットワークや情報交換に関する要望及び改善点 

 人材に関する要望及び改善点 など 

上記のヒアリングを行うことにより、取引先事業者が自社に対してどの

ような要望を持っているかを把握する。製造業・建設業などの小規模事

業者がそのようなヒアリングを行っている例はそれほど多くないため商

工会の支援が必要となる。（新規事業） 

 

＜買い手のニーズを調べるためのアンケート調査実施支援の流れ＞ 

1） アンケート調査実施の周知 

売上・利益の維持・向上のためには「買い手のニーズ」を把握する必要

があることを小規模事業者に周知する。各種イベントやセミナーなどの

機会を活用しアンケート調査の必要性・実施方法などを周知する。 

 

2） 事業者との打合せ（アンケート設計） 

アンケート調査を実施する事業者に対して、事業者が取り扱う商品・サ

ービスに対する買い手のニーズを把握するため、専門家の知見も借りな

がら「アンケート票」「ヒアリングシート」作成支援を行う。 

 

3） アンケート実施支援 

小売業・サービス業（BtoC 事業者）に対しては、来店客へのアンケート

調査票の配布方法・配布時期などについてアドバイスを行う。また、ア

ンケートの回収率を向上させるための接客方法などについて専門家を派

遣するなど積極的な支援を実施する。 

製造業・建設業など（BtoB 事業者）に対しては、当商工会において、ア

ンケート調査を行う小規模事業者へのヒアリングを実施し、その事業者

の製品・技術などを把握した上で、発注企業に対してのヒアリング項目

を整理し需要動向調査用のヒアリングシート作成支援を行う。また、ヒ
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アリングシートの内容検討やヒアリング時の注意点などにアドバイスが

必要な場合、専門家を派遣するなど積極的な支援を実施する。 

 

4） 評価の集計・分析 

商工会では、アンケート調査にて得られた評価・意見等を集計・整理し、

専門家の意見も交えながら分析を行い、アンケート調査結果報告書を作

成する。 

 

5） アンケート調査結果報告書の説明 

経営指導員は、当該事業者に対してアンケート調査結果報告書の説明を

行い、対象商品・サービスの改善点や価格の見直し、売り方等に対して

アドバイスを提供する。新たに明らかとなった課題については、群馬県

商工会連合会や群馬県よろず支援拠点が実施する専門家派遣制度等を活

用して、専門家より的確な指導・助言を受けることとする。 

 

6） 成果の活用 

アンケート調査の実施支援における成果の活用については、当然のこと

ながら当該事業者の今後の商品開発や既存商品の改善に役立てるもので

あるが、同時に事業者の了承のもと商工会で活用事例集にまとめ、今後

の更なる事業推進に活用していくものとする。 

 

(2) イベント・展示会出展時等のアンケート調査（個社の「新商品・新サービス

開発および新規顧客獲得」のための需要動向調査） 
小規模事業者が、上記の「個社で実施するアンケート調査（個社の既存客に

対する需要動向調査）」により開発した新商品・新サービスを、イベントや各

種展示会に出展・展示する際に実施する来場者に対するアンケート調査の支

援を行う。アンケート調査は商品・サービスごとに分析を行い、買い手のニ

ーズに対応した「売れる商品」となっているかどうかについて当該事業者に

報告する。 

アンケート調査内容は下記の項目とする。 

 

1）小売業・サービス業（BtoC事業者） 

 商品・サービスの利便性・機能性について 

 商品・サービスの価格について 

 商品の使い勝手について 

 サービスの提供方法について 

 商品・サービスの販売場所や販売方法について など 

 

2）製造業・建設業など（BtoB事業者） 

 製品の品質について 

 製品の機能性について 

 製品のデザインについて 

 製品の価格について 

 製品の納期について など 
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アンケート調査は、小売・サービス業が自社の商品の販売拡大を目的として

出展する「東部地区物産展（平成２９年５月実績・来場者数 1,300 人・出展

者数 18団体）」、製造業が自社の技術の披露や取引先の拡大を目的とし出展す

る「ものづくり技術展示商談会（平成２８年２月実績・来場者数 1,845 人・

出展者数 105社）」において実施する。 

 

＜イベント・展示会出展時等のアンケート調査実施支援の流れ＞ 

1） 出展事業者との打合せ（アンケート設計） 

出展事業者が出展する新商品・新サービスに対する顧客の評価を吸い上

げるために、専門家の知見も借りながらアンケート票を設計する。 

 

2） アンケート実施支援 

出展事業者が参加するイベント・展示会に商工会職員も同席し、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。アンケート調査は、商品・サービスごとの標本数を２０件と設

定し聞き取り調査を行う。 

 

3） 評価の集計・分析 

商工会では、アンケート調査にて得られた評価・意見等を集計・整理し、

専門家の意見も交えながら分析を行い、アンケート調査結果報告書を作

成する。 

 

4） アンケート調査結果報告書の説明 

経営指導員は、当該事業者に対してアンケート調査結果報告書の説明を

行い、対象商品・サービスの改善点や品質・価格の見直し、売り方等に

対してアドバイスを提供する。新たに明らかとなった課題については、

群馬県商工会連合会や群馬県よろず支援拠点が実施する専門家派遣制度

等を活用して、専門家より的確な指導・助言を受けることとする。 

 

5） 成果の活用 

アンケート調査の実施支援における成果の活用については、当然のこと

ながら当該事業者の今後の商品開発や既存商品の改善に役立てるもので

あるが、同時に事業者の了承のもと商工会で活用事例集にまとめ、今後

の更なる事業推進に活用していくものとする。 

 

① 各種統計資料調査 

小規模事業者の多くは、情報収集力・情報分析力が充分ではなく、どのよう

な新商品・新サービスを提供すればよいのかわからない事業者も少なくない。

そのような事業者に対してマクロ的な需要動向を提供することにより「買い

手のニーズ」を把握し、新商品・新サービス開発に役立てる。「調査する統計

資料」「調査する項目」「調査の目的」は下記の図表の通りである。（新規事業） 

 

調査する統計資料 調査する項目 調査の目的 

「工業統計調査」（経済産業省） 業種別の製造品出荷額 製造業における取引先の需
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要動向の把握 

「商業統計調査」（群馬県統計情

報提供システム） 

業種別の商店数商品年

間販売額 

商圏の変化 

消費者の嗜好変化 

日経 MJなどの商業誌 トレンド情報 
消費者の嗜好の変化 

新商品・新サービスの開発 

「新設住宅着工戸数」（群馬県統

計情報提供システム） 

地域別住宅着工戸数 

構造別着工件数 

商圏の把握 

消費者の嗜好の変化 

業種別審査辞典 

（金融財政事情研究会） 

業種別の市場シェア 

トレンドの変遷 

消費者ニーズの変化 

需要動向の把握 

 

（目標） 

小規模事業者が販売する商品・サービスに対する「買い手のニーズ」を把握し、

マーケットインの視点に基づく商品・サービスを提供する。また、新商品・新サ

ービスの開発においてもマーケットインの視点を重視し「売れる商品・サービス」

を開発する。当商工会においては上記の目標を達成するためのアンケート調査・

分析などの支援を実施する。 
支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

情報収集       

 
個社で実施するアンケート調査支

援事業者数（合計） 
0 5件 5件 5件 5件 5件 

  BtoC事業者支援事業者数 0 3件 3件 3件 3件 3件 

  BtoB事業者支援事業者数 0 2件 2件 2件 2件 2件 

  標本数（1件あたり） 0 20/件 20/件 20/件 20/件 20/件 

 イベント・展示会出展時等のアン

ケート調査支援事業者数 
0 5件 5件 5件 5件 5件 

  BtoC事業者支援事業者数 0 3件 3件 3件 3件 3件 

  BtoB事業者支援事業者数 0 2件 2件 2件 2件 2件 

  標本数（製品・サービス別） 0 20/製品 20/製品 20/製品 20/製品 20/製品 

 各種統計調査 0 年1回 年1回 年1回 年1回 年1回 

アンケート調査の報告事業者数 0 10件 10件 10件 10件 10件 

※標本数については、各イベント・展示会における新商品・新サービスごとの目標標本数とする。例

えば、事業者が展示会において 2 つの新商品を出展した場合の標本数は 40（20（標本数）×2（商

品数）=40）となる。 

 

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】 

地域経済の環境変化の中、意欲ある小規模事業者がこれまで蓄積してきた強みと

地域に存在するチャンスを活かし、事業計画に基づく経営の推進と、自ら取組む新

たな販路拡大により売上や利益を確保し、持続的経営の実現を支援する。 

 

（現状と課題） 

当町の小規模事業者は、前述のとおり 1、2名で経営しているような零細事業所

が多く、経営に危機感を持っていない事業者が多い。しかしその中にも意欲に溢

れ気概をもって事業に取組んでいる事業者もおり、当会ではその様な事業者に対

し、これまでも「板倉町商工祭」「灯篭流し」への出店や、各種商談会や展示会な

どの情報を提供し出展を支援してきたが、単発的で直接的な効果に繋がりにくい

などの課題があった。今後は小規模事業者の継続的な売上の増加や利益に繋がる

ような支援を行い、新たな需要の開拓支援に繋げていく。 
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（改善内容） 

実際に活用している多くの事業者には確実な成果が見られている一方で、これ

らの事業の成果は継続的な活動の中で結び付くため、短期で成果を期待する事業

者に対して説明が不十分で、事業の周知があまり行われていなかったため、出展

している事業者が限定的であることが課題であった。今後は、巡回や窓口で成功

事業者の経験談などを提供しながら多くの小規模事業者に対し、積極的に事業の

周知と十分な説明を実施して行く。加えて現在の事業内容についても改善を図り

ながら、需要の開拓に有効な手段として今後も推進して行く。 

 

（事業内容） 

①工業系においては県内外で行われているビジネスマッチング事業や各種展示会・

商談会等の情報提供を行う。出展を希望する事業者に対しては、関係機関と連携

して出展支援を行い、出展企業の販路開拓と知名度の向上を図る。出展に不慣れ

な小規模事業者を支援するため、群馬県・群馬県商工会連合会・地区内金融機関

などと連携し、出展のために活用可能な補助事業などの情報を収集する。必要に

応じて連携機関から出展に必要なノウハウ（商品の展示方法・販売促進の具体的

な進め方など）の提供を受け事業者の出展を支援する。出展後についても継続的

なフォローアップを実施し小規模事業者の需要開拓について伴走的な支援を行

う。また、現在は商品の販売が主になっている「板倉町商工祭」への展示出店を

促し、新たな販路開拓の支援を行う。「板倉町商工祭」は地元のイベントであり、

来場者（約 7,000人）も多い。出展する事業者も多岐にわたるため（平成 29年実

績：出展者数 25 社 内商業 11 社・工業 6 社・その他 8 社）小売・サービス・製

造の事業者の出展を促す。展示会については、出展を希望する事業者の商品やサ

ービス等に応じて、一番有益であろうと思われる展示会等を選定して出展する。

出展可能な展示会・商談会等は下記の通りである。 

  【出展可能な展示会・商談会等】 

  ・ぐんま新技術・新工法展示商談会 

  ・ものづくり技術展示商談会 INぐんま 

  ・モノづくり企業ビジネスマッチングフェア 

  ・ぐんま地場産フェスタ 

  ・関東５県広域ビジネスマッチング商談会 

  ・機械要素技術展 Ｍ―Ｔech 

  ・難加工技術展 

  ・きりしんビジネスマッチングフェア 

  ・ぐんぎんビジネスマッチングフェア 

  ・東和銀行ビジネス交流会  その他 

 

②商業系においては、既存事業である「板倉町商工祭」「灯篭流し」への出店参加を 

  引き続き呼びかける。今後は新規出店者の掘り起こしを行うほか、県内外で行わ 

れている物産展や各種展示会・商談会等の情報提供を行い、事業者の認知度を高 

め、売上の増加、利益の確保を向上させる。また、当会で実施している「板倉町 

プレミアム商品券」や、町内住民が一定の改築を行うことにより補助金が貰える 

「リフォーム補助事業」などの取扱店登録を呼び掛け、新たな需要の開拓支援を 

行う。各イベント終了後も来場者アンケートや出店者アンケートなどを実施し、 
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販路開拓の支援を行う。なお、上記の商工祭は毎年 10月、当会が主催しているイ 

ベントで、商業者の展示販売のほか、工業製品の展示即売なども実施し商工業者 

共に出展可能で、新聞折り込み、ミニコミ誌やケーブルテレビを利用し町内及び 

近隣市町村へ広く開催や出店を周知しており、各事業所の認知度を高めることが出

来る。（平成 29年実績は参加出店者 24社、来場者 7000人） 

 【出展可能な展示会・商談会等】 

  ・東部地区物産展 

  ・全国商工会物産展 

  ・むらからまちから館 

  ・ぐんまちゃん家 

  ・北関東 3県ウマいもの合戦 

  ・おいしい群馬再発見絶品ご当地グルメ大集合 

  ・ぐんま食と農の商談会 

  ・美味しい群馬再発見！ビジネス商談会 

  ・ぐんま地場産フェスタ  その他 

 

③群馬県内の農産物直売所で売上第 3 位を誇る「ぽんぽこ」が館林市にあることか

ら、飲食店、小売業、卸売業者を中心に町内の小規模事業者にも積極的に参入を

促し、販路拡大に取組めるよう支援を行う。 

 

④小規模事業者には出店に必要となるチラシ・ＰＯＰ作成やＰＣ作業が苦手という

方も多いので、販促物の作成支援を行う。具体的には群馬県商工会連合会の専門

家派遣などを活用して、デザイナーやカメラマン、ＷＥＢデザイナーなどの専門

家によりチラシやショップカード、ロゴマークや会社案内の作成、ＨＰの整備な

どの支援を行い、販売促進に繋げる。 

 

⑤板倉まつりや商工祭、各展示会、商談会などの情報は、毎月発行している板倉町

商工会だよりやＨＰ、上毛新聞地域版シャトル、館林ケーブルＴＶで情報発信し 

 多くの事業者が販路拡大に取組めるよう周知し支援を行う。 

 

(目標) 

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

 

工業系マッチング 

フェア・展示会等       

出展者数 0   3 5 10 15 20 

商談件数 0 8 16 20 28 32 

成立件数 0 1 2 3 4 5 
 

商業系マッチング 

フェア・展示会等 

出展者数 3 4 5 10 15 20 

商談件数 6 12 20 28 36 40 

成立件数 2 2 3 4 5 6 

ぽんぽこ出店者数 出展者数 2 3 4 5 5 6 

売上増％ 0 5％ 8％ 10％ 12％ 15％ 

灯篭流し出店者数 5 8 10 13 15 15 

商工祭出店者数 23  25 27 30 35 40 

ＨＰ・商工会だよりの情報発信 1 3 4 4 4 4 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

(現状と課題) 

これまで農業を中心として栄えてきた板倉町は、就農人口の減少により町が衰

退し、人口の減少、少子高齢化など様々な問題を抱えている。それを打破し新た

な町づくりに取組むため「板倉ニュータウン」を造成し、賑わいの創出に努めて

きたが、古くからの住民と新たな住民同士の交流が図れず、町が一丸となってい

ない。当商工会としても活性化のため「板倉町商工祭」を主催し、「板倉まつり」

「灯篭流し」の事務局として寄与してきた。また「板倉町プレミアム商品券」の

発行事業を行い、町内の需要喚起に寄与してきたが、イベントは一過性の賑わい

に留まり、住民同士の交流や事業者の新たな需要開拓までには至っていない。今

後は恒久的な地域活性化に繋がる賑わいづくりが課題である。 

 

（改善内容） 

商工会が“地域総合経済団体”として行う、地域経済の活性化に資する取組で

ある地域振興事業は、経営改善普及事業と一応の区別はできるものの、相互に有

機的な関連をもっている。また、地域経済の活性化は当町の「ブランド化」や「賑

わいの創出」など、当町に密着して事業を行う小規模事業者の振興に直結するも

のであるので、「面的支援」として取組んでいく。これまでは当商工会独自の方

針で地域経済の活性化を推進してきたが、今後は板倉町、金融機関（群馬銀行・

館林信用金庫など）、東洋大学、町内大企業、中規模企業、関係諸団体（群馬県

中小企業診断士協会など）との連携により、地域経済活性化の方向性等を検討す

ると共に、小規模事業者が事業を持続的発展させるための良好な環境を整備する。 

 

（事業内容） 

①空き店舗対策（新規事業） 

町内に多数の空き店舗があることから、板倉町産業政策課、東洋大学等と連携 

し、創業予定者のチャレンジショップや実験店舗として利用をしてもらい、創

業の支援を行い事業者の増加や町の活性化に繋げる。 

 

②板倉町ブランド化事業（新規事業） 

板倉町、東洋大学、ＪＡ邑楽館林、金融機関（群馬銀行・館林信用金庫など）、

町内大企業、中規模企業、関係諸団体（群馬県中小企業診断士協会など）によ

る「板倉町ブランド化推進協議会（仮称）」を立ち上げ、板倉町の「いいもの」

を売込み地域ブランドの創出を図る。キーワードとして特産品の＜キュウリ・

ナス・米・うなぎ・なまず＞など。 

 

③渡良瀬遊水地活性化事業（新規事業） 

渡良瀬遊水地の魅力を全国に発信することで、町内の観光の目玉として広く周

知させる。遊水地は４県に隣接していることから、栃木県、茨城県、埼玉県の

各観光担当課とも連携協力して観光地としての調査研究、情報交換を行う場を

設け、遊水地の認知度を高め観光客の誘致をし、賑わいの創出に努める。 

 

④婚活事業（既存事業） 

町内の人口減少と少子高齢化を打破するため、当商工会青年部が年２回実施し
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ている＜婚活＞を継続的発展的に実施していく。今後は町企画課、農協青年部、

NPOわいわいネットワークと連携し「板倉町婚活応援事業実行委員会」を立ち上

げ、更なる事業の推進を図る。 

⑤地域商品券発行事業（既存事業） 

板倉町との連携により、「地域商品券発行事業」を拡大継続実施し、地域小規

模事業者の売上向上に繋げる。今後は保育料、水道料、軽自動車税などの納入

や各種報酬の支払い等に利用できるよう、各機関と協力し調査研究を推進する。 

 

(目標) 

内 容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

チャレンジショップ支援件数 0 1  2 2 4 4 

ブランド化事業連携会議回数 0 １ １ 2 2 3 

渡良瀬遊水地活性化会議回数 0 1 1 2 2 3 

婚活事業実施回数 2 3 3 4 4 4 

地域商品券発行回数   1 1 1 2 2 2 

 

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 

当会が地域における小規模事業者の最も身近な支援機関として、経営発達支援計

画を実施するに当たり、他の支援機関との連携強化を図ることでこれまで持ち得な

いノウハウを補完･強化し、小規模事業者への支援力を引き上げる。 

 

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や金融機関、当該地域の連絡会議等を行っているが、主に

各機関の報告に留まっている。このような場では、情報交換を目的とした会合で

はないため、支援ノウハウの共有や習得が充分とは言えず事業者への支援力向上

にも効果を発揮するには至っていない。 

今後は、金融・マーケティング・農商工連携・創業・経営革新等の支援力向上 

を図るために必要な支援を実施し、得られた各種情報を事業者にフィードバック

し、一人でも多くの小規模事業者の事業承継に携わり、伴走型支援に寄与するこ 

とが課題である。 

 

（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。得られた情報は当商工会職員間の

ミーティングを 1か月に 2回開催し、全員で共有する。また巡回や窓口相談時に

おいて事業者にフィードバックする。これにより小規模事業者の新たな需要の開

拓を進める基盤の構築を図る。 

 

（事業内容） 

① 近隣商工会との連携 

東部地区 6商工会による情報交換会を 2回/年開催し、支援ノウハウ、支援の

現状等の意見交換を行い、経営指導員の支援力向上に役立てる。 
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② 各支援機関との連携 

群馬県商工会連合会・館林商工会議所・太田商工会議所・群馬県・中小企業

診断士協会などと支援ノウハウ、支援の現状、地域内経済動向の共有を図る

ことを目的とした会合を年 2回開催（現状 0回）し、情報交換を行う。 

 

③ 金融機関との連携 

日本政策金融公庫などの金融機関と金融懇談会を年 2回開催し、（現状 1 回）

情報交換を行うとともに地元の経済動向、小規模事業者の現状、需要の動向

などを把握し支援力の強化に取組む。 

 

④ 町との連携 

「板倉町総合計画」との整合性を鑑み連携を図りながら支援を行うため、町

の担当部局意見交換を年１回程度実施する。 

 

⑤ ＪＡ邑楽館林との情報交換会の開催 

農業が盛んな地域特性を捉え、農業者と連携した販売促進及び地域振興を目

的に情報交換会を開催。(年 2 回)具体的には、農畜産業と商工業の連携によ

る地域産業の活性化について調査研究する。また、新商品開発等については

6 次産業化に向け、連携して「板倉町産の農産物のブランディング化」を推

進するため、農産物直売所や地元スーパーマーケットとも企画段階から連携

を図り、小規模事業者の新たな需要開拓を推進する。 

 

⑥ 情報発信 

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」「行政の新たな取組み」などの事業者に直結する情報については、「商

工会だより」・「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。 
内 容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

東部地区情報交換会 0 2回/年 2回/年 2回/年 2回/年 2回/年 

各支援機関との会合 0 2回/年 2回/年 2回/年 2回/年 2回/年 

金融懇談会 0 2回/年 2回/年 2回/年 2回/年 2回/年 

ＪＡとの情報交換会 0 2回/年 2回/年 2回/年 2回/年 2回/年 

補助金・融資制度の情報発信 0 2回/年 2回/年 2回/年 2回/年 2回/年 
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２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

（現状と課題） 

小規模事業者が事業計画に基づいた経営を進めるためには、支援の最前線に立つ

経営指導員等の個々の経営に関する知識や情報力、目利き力などを備えたマンパワ

ーによる指導力に頼るところが多いが、それぞれの支援能力に差があるのが現状で

ある。そのため支援能力の底上げは急務である。併せて施策情報、経済動向、支援

事業などの情報共有も徹底されていない現状であり、小規模事業者が施策活用の機

会を逃さないような情報共有する仕組みの再構築が必要である。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・経営支援員）（旧

補助員・旧記帳職員）も含めた組織全体のレベルアップも急務であり、経営指導員

を中心として商工会全体が知識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） 

経営分析、需要分析、販路開拓、需要調査の活用法・需要拡大策、経営改善提案

などの経営発達支援を進めるためには、従来よりも専門家への依存度が高まるが、

より充実した経営発達支援が進められるよう、専門家と事業者の繋ぎ手としての役

目が果たせる専門的な知識の習得や、企業訪問時の意見聴取方法、提案手法などの

スキルの向上を行い、組織を挙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。 

 

（事業内容） 

■集団研修 

① 群馬県商工会連合会主催研修会への参加 

群馬県商工会連合会が主催する経営指導員･補助員を対象とした研修会、階層

別･目的別のセミナーに参加し専門的支援能力の強化を図る。研修内容につい

ては勉強会等を通じ事務所内で情報共有する。対象者：経営指導員・経営支

援員 

 

② 中小企業大学校専門研修への参加 

経営発達支援計画事業を進める中で、小規模事業者が必要とする各種需要動

向や販路開拓支援に関する知識の習得に関しては、中小企業大学校が主催す

る課題別の専門研修に経営指導員等を参加させることで、現場における支援

能力の向上を図ると共に、研修内容については職員間で情報共有する。対象

者：経営指導員 

 

③ 日本政策金融公庫による小規模事業者発達支援融資等の制度を学ぶ 

日本政策金融公庫による、「小規模事業者発達支援計画の認定を受けた商工会

議所・商工会の事業計画策定支援を受けた小規模事業者」を対象とした、小

規模事業者経営発達支援融資等の制度内容を学び、金融支援能力の向上を図

る。対象者：経営指導員・経営支援員） 

④ 「支援力向上会議」の実施 

全職員（経営指導員・経営支援員）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
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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る。（既

存事業改善） 

 

⑤ 「支援力向上勉強会」の開催 

当商工会職員が全員参加する「支援力向上勉強会」を年 1 回開催する。勉強

会は経営指導員が主導し、研修会や専門家への同行などにおいて習得した経

営支援スキルや小規模事業者の事業事例などを発表し、組織全体のスキルア

ップを図るとともに支援スキルの共有化を推進し、経営発達支援計画の遂行

に役立てる。また、必要に応じて勉強会に専門家を招聘し支援スキル向上に

役立つアドバイスを受ける。（新規事業） 

 

■個別研修 

① WEB 研修の受講による基礎的支援能力の強化 

小規模事業者の高度化･多様化するニーズに対応し、創業･経営革新につなが

る提案型指導ができるように、全国商工会連合会が主催実施する、WEB 研修

(全国統一演習研修事業)を受講する。全国統一のカリキュラムによるインタ

ーネット上での研修により、経営指導における専門化や資質向上に必要な知

識を習得し、経営支援力を高めることを目的とする。対象者:全職員 

 

② 資格取得の奨励による自己啓発と意識改革 

「資格取得奨励規程」を活用し、中小企業診断士・社会保険労務士等公的資

格、日商等が実施する簿記検定・販売士検定・ビジネス実務検定、通信教育

講座の受講等を奨励するとともに、経営指導員等が一層参加しやすい環境・

体制を目指して奨励制度の見直しを進める。対象者:全職員 

 

■情報（支援ノウハウ・小規模事業者の状況）の共有 

① OJTの実施による経営指導員の知識・情報の共有（既存事業改善） 

経営指導員の知識・情報の共有を図るために積極的に OJT の機会を設ける。

巡回、窓口相談時において必要に応じ、若手経営指導員等は、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、支援ノウハウの共有化を図

る。また、専門家派遣による指導時に経営指導員が必ず同行し、専門家の行

う指導、助言内容、情報収集方法を学ぶなど OJT により支援能力の向上を図

る。その際、経営指導員は自分にどのような支援能力が不足しているかにつ

いて分析を行い、研修時にその能力の補充に努める。 

 
② 商工会内における支援ノウハウの共有 

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。 
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（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 

各種研修会への参加       

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 

支援力向上勉強会の実施 0 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 

WEB 研修の受講 適宜実施 適宜実施 適宜実施 適宜実施 適宜実施 適宜実施 

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 

 

※平成２９年度より、補助員、記帳職員は経営支援員と職名が変更になりました。 

 

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、板倉町担当課、外部有識者（東洋大学教授、中小企業診断士

等の専門家）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、その内容を検証し、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」や「板倉

町商工会だより」において公表し、小規模事業者が常に閲覧可能な状況を作

る。 

⑤ 事業成果を活用し、経営指導員の支援能力の更なるステップアップの指標と

し、モチベーションを高める。 

 

（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 
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 
小規模事業者への支援施策の充実、周知を図る。 
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内 容 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 0 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 

事業の成果・見直しの公表 0 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 

   
【事業の評価及び見直しのスキーム】 

Plan（計画） 

経営発達支援計画の作成 事業実施に

必要な資金及び調達方法の検討 作成

した経営発達支援計画について理事

会にて報告し承認を受ける 事業報

告・事業計画を商工会 Webサイトや会

報等で公表する 

Do（実行） 
経営発達支援計画に基づき全職員に

て計画を実行する 月１回の「支援力

向上会議」において、事業ごとの実施

状況を管理するとともに情報共有を

図る。 

Action（改善） 
報告会での検証・評価にもとづき経営

発達支援計画を見直し改善を図る。ま

た、必要性・有効性を考慮し新たな支

援策・事業を検討する。 

Check（分析・評価） 
事業の実施状況を分析し、「支援力向

上会議」において結果と目標を比較す

る。 当商工会役員や専門家（外部有

識者）を交えた報告会を年度末に開催

し、計画の検証・評価を行う 
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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１１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、「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。 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（経営発達支援事業の実施体制） 

 事業の総括  会長 

事業の執行・体制整備  理事 

事業の実行推進  事務局（全職員5名） 

事業の実施協力  商業部会、工業部会、青年部、女性部 

      

（２）連絡先 

住所 〒374-0132 

 群馬県邑楽郡板倉町板倉 1691-1 

TEL 0276-82-0224 

FAX 0276-82-1247 

e-mail info@itakura-s.jp 

URL http://itakura-s.jp 

理事会 
報告会 
正副商工会長 3 名 
板倉町担当職員 1 名 
東洋大学教授 1 名 
中小企業診断士 1 名 
 

  
 

小規模事業者 

承認 

事務局 
事務局長   1 名 
経営指導員   1 名 
経営指導員研修生 1 名 
経営支援員  2 名 

報告 

板倉町商工会 

報告 

チェック・指示 

情報提供 
伴走型支援 
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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） 

 
30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

必要な資金の額 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 

 

 地域の経済動向調査に関する事業 

 経営状況の分析に関する事業 

 事業計画策定支援に関する事業 

 事業計画策定後の実施支援に関す

る事業 

 需要動向調査に関する事業 

 新たな需要の開拓に寄与する事業

に関する事業 

 地域経済の活性化に資する取り組

みに関する事業 

 他の支援機関との連携を通じた支援ノウ

ハウ等の情報交換に関する事業 

 経営指導員等の資質向上等に関す

る事業 

800 

500 

800 

800 

 

800 

800 

 

500 

 

200 

 

500 

800 

500 

800 

800 

 

800 

800 

 

500 

 

200 

 

500 

800 

500 

800 

800 

 

800 

800 

 

500 

 

200 

 

500 

800 

500 

800 

800 

 

800 

800 

 

500 

 

200 

 

500 

800 

500 

800 

800 

 

800 

800 

 

500 

 

200 

 

500 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

 

会費、国補助金、県補助金、町補助金、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 

・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、板倉町と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（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・板倉町・各金融機関・専門家等と連携し指導・助言を行う。 

 創業の際に生じる様々な問題点・課題に対して、群馬県商工会連合会・税理士会・

専門家等と連携を図りその解決に尽力する。 

 第二創業（経営革新）については、計画策定において必要に応じ専門家（中小企業

診断士など）と連携を図る。 

4. 事業計画策定後の実施支援に関すること 

 事業計画策定後の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・板倉町・各金融機関・専門家等と連携し指導・助言を行う。 

 創業・第二創業者の事業計画のフォローアップについて必要に応じ専門家（中小企

業診断士など）と連携を図る。 

5. 需要動向調査に関すること 

 業種別需要動向などの小規模事業者の特徴に応じた情報収集に関しては群馬県や

地元金融機関との連携を図る。 

 収集した情報の分析に関しては、中小企業診断士などの専門家との連携を図る。 

 専門家と連携しアンケートを作成・配布し消費者の動向調査を行う。 

6. 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 板倉町・地元企業・金融機関等と連携を図り各種地域振興事業を実施することによ

り、地域に密着した需要開拓を推進する。 

 販路開拓に関しては、全国商工会連合会・群馬県商工会連合会などと連携し県外・

県内の展示会や商談会への出展を促し販路開拓を支援するとともに出展後のフォ

ローアップも行い伴走型支援を実施する。 

 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組 

板倉町・地元企業・金融機関・地元の大学（東洋大学）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、地経済の活性化を推進する。 
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Ⅲ.経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

1. 他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

東部地区 6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 

力の向上を図る。 

 

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 代表者 住所・電話番号 連携事項 

群馬県 知事 
大澤正明 

前橋市大手町 1-1-1 
℡027-223-1111 経営改善支援全般 

板倉町役場 町長 
栗原 実 

板倉町板倉 2067 
℡0276-82-1111 

経済動向調査・地域振興・

創業支援 

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  事業計画策作成支援 

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  
℡027-255-6500 

創業支援・ビジネスマッチ

ング・専門家派遣 
群馬県産業技術センタ

ー 
所長 
宮下喜好 

前橋市亀里町 884-1 
℡027-290-3030 

新産業創出・新分野進出・

技術革新・商談会 
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 

専門家派遣・事業計画策定

支援 

群馬県発明協会 会長 
金子正元 

前橋市亀里町 884-1 
℡027-290-3070 知財申請登録 

群馬銀行 頭取  
齋藤一雄 

前橋市元総社町 194 
℡027-252-1111 

創業支援・金融支援・経営

改善支援・景況調査・ビジ

ネスマッチング 

館林信用金庫 理事長  
早川 茂 

館林市本町 1-6-32 
℡0276-72-5511 

創業支援・金融支援・経営

改善支援・ビジネスマッチ

ング 

日本政策金融公庫 総裁  
細川興一 

前橋市本町 1-6-19 
℡027-223-7311 

創業支援・金融支援・経営

改善支援・業況調査・ビジ

ネスマッチング 
関東信越税理士会 
館林支部 

支部長  
岸 文彦 

館林市大手町 10-1 
℡0276-71-1122 財務分析税・務等法的支援 

JA 邑楽館林 組合長 
小池 清 

館林市赤生田町 847 
℡0276-74-5111 販売促進・６次産業支援 

東洋大学 学長 
竹村牧男 

板倉町泉野 1-1-1 
℡0276-82-9111 地域活性化・学術的支援 
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

  情報提供        各種支援         各種支援 

   情報共有             支援依頼         支援依頼 

     

 

 

            情報提供       指導依頼 

 

            情報共有       専門家派遣 

  

     販売促進                    地域活性化 

   ６次産業 

 

 

 

 

 

 

群馬県商工会連合会 板倉町 群馬県産業支援機構 
よろず支援拠点 

日本政策金融公庫 
群馬銀行 
館林信用金庫 

外部専門家 
・診断士協会 
・税理士会 

 
経営発達支援 

小規模事業者 東洋大学 

JA 邑楽館林 

 
板倉町 
商工会 
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