
 

経営発達支援計画の概要 
実施者名 伊勢崎商工会議所（法人番号９０７０００５００４２１３） 
実施期間 平成３１年４月１日～平成３６年３月３１日 
 
 
 
 
 
目  標 

（１）小規模事業者の経営基盤の強化 
小規模事業者が今後、売り上げの減少や利益の減少からの脱却を図っていく

ため、様々な課題の洗い出しや分析を基に実効性の高い事業計画の策定支援、

販路開拓支援や将来を見据えての情報化支援や人材育成支援を行い経営基盤

の強化を図っていくための支援を行っていく。 
（２）小規模事業者の事業承継支援 

今後進むであろう小規模事業者の事業継承の課題に対してスムーズな事業

承継を行えるよう支援していく。 
（３）創業支援・第二創業支援並びに創業間もない事業者への経営支援 
創業者及び創業間もない事業者等を対象とした創業塾の開催や創業者向け

のセミナーや第二創業希望者を対象とした相談会等を関係機関と協力・連携し

ながら開催し効果のある支援を行っていく。 
 
 
 
 
 
 
 
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【指針③】 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

３．事業計画の策定支援に関すること【指針②】 

（１）事業計画策定支援 

（２）創業・第二創業（経営革新）支援 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

（１）マスメディア・各種広報誌等による広報 

（２）展示会・商談会・即売会等への参加支援 

（３）ホームページ、ソーシャルメディア等のＩＴ活用支援 

（４）その他 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

（１）「Made in いせさき地域ブランド化推進事業」 

（２）「観光づくり推進事業」 

（３）「中心市街地活性化・買い物弱者対策事業」 
 
 
連 絡 先 

〒３７２－００１４  
群馬県伊勢崎市昭和町３９１９ 

      伊勢崎商工会議所・中小企業相談所 
      電 話：０２７０－２４－２２１１ 
      ＦＡＸ：０２７０－２４－４３６２ 
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経営発達支援事業の目標 
 

１．地域の概要 
 

伊勢崎市は関東平野の北西、群馬県の南東 

部に位置し、首都から100㎞圏内にあり、県 
都前橋市に隣接しています。西部は佐波郡玉 
村町、南部は利根川を隔てて埼玉県本庄市、 

深谷市に県境を接しています。 

北部には桐生市、東部はみどり市と太田市 

が隣接しています。また、南西から北西にかけ 

て妙義、浅間、榛名の山々、北に赤城の秀峰、 

谷川連峰、足尾連山、日光男体山などが望見で 

きます。 

 

気候は、太平洋岸気候で、平均気温は約15度、年間降水量は1000㎜程度です。夏は高温多

湿で、猛暑となる日が多く、雷の発生も多発します。冬は乾燥した晴天が多く、特有の「か

らっ風」が吹き付けます。長期的には真夏日が増加する一方、冬日は減少しています。 

 
＜歴史的背景＞ 
豪族の屋敷を模した家形埴輪が出土した茶臼古墳をはじめとして古墳があり、早くから力

のある豪族が現れ、組織化された社会が営まれていたことが伺えます。土地は火山灰地で水は

けがよく、桑の成長に適していたため古くから養蚕が盛んです。江戸時代には太織の産地とし

て知られ、明治以降には「伊勢崎銘仙」として全国的に有名になり、織物のまちとして発展し

てきました。近年は利便性に優れた幹線道路網を活かして、製造業や大規模商業施設の進出が

進み、商工業が盛んな産業地域となっています。また、近郊農業も盛んで農産物の生産も多い

地域です。 
＜交通網＞ 
本市はＪＲ両毛線と東武伊勢崎線が結節する鉄道交通の要衝であるとともに、北関東自動

車道が東西に横断し、伊勢崎インターチェンジ、波志江ＰＡスマートインターチェンジと２つ

のインターチェンジが設置されています。また、東部を貫通する国道１７号上武国道（平成２

９年３月全線開通）、南北を結ぶ４６２号と伊勢崎大間々線、さらには国道５０号、南に国道

３５４号（２６年８月３１日全線開通）が高崎市から板倉町までの 58.6 ㎞、東西に横断して

おり、非常に交通アクセスに恵まれた地域といえます。 
＜人口の推移＞ 
明治・昭和の合併、さらには平成１７年には近隣の３町村（東村、赤堀町、境町）との合
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併が行われ、合併時は約２０万であった人口も平成１９年には２１万人を超え、県内で唯一

微増ではありますが人口増加（表１）がみられる地域です。 
 

（表１）平成 24 年～平成 28 年 人口・世帯数          （各年１２月末現在） 

平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 

人口 世帯数 人口 世帯数 人口 世帯数 人口 世帯数 人口 世帯数 

211,535 82,047 211,051 82,567 211,323 83,779 211,812 85,057 212,059 86,322 

（伊勢崎市統計資料） 
＜産業構造＞ 
伊勢崎市の産業別構成（表２）をみると、第1次産業の主体は農業ですが、構成比は極め

て少ない状況です。第2次産業の構成比は全体の約23％であり、第3 次産業の占める割合が

最も大きく、全体の約76％、占めています。特に、中でも、卸売・小売業の割合が高く、次

いで宿泊・飲食サービス業の割合が高く、これらで全体の約36％を占めています。 

最近の伊勢崎市の平成２６年の製造品出荷額は１兆１，９００億円（表３）で太田市に次

ぐ、県内２位の規模であり県内を牽引する工業都市となっています。 
 
 

   （表２）産業別構成の割合（事業所数ベース）  

 
（平成 26 年経済センサス基礎調査） 
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（表３）伊勢崎市製造品出荷額等（従業員４人以上）    各年１２月末日現在（単位：万円） 

平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 
102,333,038 107,130,526 109,506,166 104,135,798 119,105,433 

（伊勢崎市統計資料） 
＜地域の名産品・地域資源＞ 
製糸業が盛んであった伊勢崎には、平成２６年に世界遺産に登録された“富岡製糸場と絹産

業遺産群”のひとつ、「田島弥平旧宅」があり、「清涼育」と呼ばれる養蚕技術を確立し、養

蚕農家の様式にも影響を与えた人物の住宅です。また、県内でも珍しい明治時代末期の木造洋

風医院建築物で「伊勢崎銘仙」の常設展示でも有名な伊勢崎明治館が観光スポットになってい

ます。 

小麦の産地である当市は粉文化が発展し、幅広うどんを煮込んだ「おっきりこみ」や「焼き

まんじゅう」やソース味が懐かしい「いせさき神社コロッケ」「いせさきもんじゃ」などがソ

ウルフードとして市民に親しまれています。 

また、伊勢崎市のブランド化された野菜として、甘味と酸味と旨味を追求したトマト

「Julia」や下植木地区を中心として２００年前から栽培されている伝統野菜「下植木ねぎ」、

レタスやキャベツに負けないみずみずしさを誇る、糖度 10以上の白菜「十兵衛」など野菜が

栽培されています。 

 
 

２．地域経済の現状と課題 
伊勢崎市は古くは「伊勢崎銘仙」で栄えた地域であり、養蚕農家や織物業が主力の産業であ

りましたが、戦後から経済成長期にかけ織物業の衰退に伴い、織物産業時代の技術を基盤に輸

送用機械器具製造業、業務用機械器具製造業などの企業が集積し、現在北関東有数の工業都市

として発展しており、太田市に次いで県内第２位の製造品出荷額の工業都市となっています。   
近年、北関東自動車道の開通、上武国道の完成の他に、市内の主要交通網である３５４号バ

イパスが高崎市から館林市まで４車線化が開通し、かつ３５４号バイパスに隣接する西部地

域に「宮郷工業団地」が完成し、立地の良さから県内外から大手企業の進出が決定し、分譲区

画はほぼ完売している状況です。 
そんな中、中小企業にとってはリーマンショック以降の受注環境は厳しさを増しています。

多くの中小企業事業者は経営基盤が弱いため、景気の景況を受けやすく安定した経営基盤 
の構築並びに新たな取引先の獲得と販路拡大が求められています。 
また、当市の商業構造としては平成の市町村の大合併以降、郊外や幹線道路沿いでは大規模

小売店舗や飲食店などの商業集積が見られますが、中心市街地では空き地、空き店舗や廃業な

どにより空洞化が進んでおり、特に小規模商業事業者にとっては、大変厳しい業況が続いてい

ます。また、逆に郊外では商業集積が進み、人口規模と比べて売り場面積は過剰供給にある
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中、大型商業施設の出店は多く、近年では大型のドラッグストアやコンビニエンスストアの出

店等主要幹線道路沿いで続いており、市内における商店数は年々減少しており、従業員数・年

間販売額においても平成１９年、２６年との比較では減少しています。（表４） 
 

○商業の推移（表４ 伊勢崎市統計資料） 

 

（伊勢崎市統計資料） 
○伊勢崎市年齢別人口 
伊勢崎市の年齢別人口の内訳（表５）を見ると、生産年齢人口（15-64 歳）は年々減少傾

向にあり、老齢人口（65-69 歳）は年々増加傾向にあり、６０歳以上の人口も年々増加傾向

にあり市内人口の約 28％（平成２２年調査）を占めています。    
群馬県による生産年齢人口予測でも、今後１０年で県内の生産年齢人口（15-64 歳）は、

約１０万人減少することが予測されています。 
これらのことから当市においても、今後、少子高齢化が進む中、高齢化が進む事業者に対

して事業承継をいかにスムーズに行えるかが大きな課題になると思われます。  
 
表５：年齢別人口 

年齢別 平成７年 平成 12年 平成 17年 平成 22年  

年少人口（0-14歳） 31,031 31,176 32,133 31,776  

生産年齢人口（15-64

歳） 
126,751 131,243 133,682 132,185 （↘） 

老齢人口（65-69歳） 26,612 31,813 36,547 42,063 （↗） 

年齢不詳 26 161 85 1,197  

（合計） 184,420 194,393 202,447 207,221  

年齢別 平成７年 平成 12年 平成 17年 平成 22年  

６０歳以上 37,103 42,623 49,057 57,303 （↗） 

（伊勢崎市統計調査） 
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（１） 事業所数 
平成２６年の事業所数については、平成２４年までの減少傾向から若干持ち直しつつあ

りますが、平成２１年との比較では群馬県と同様に減少傾向にあります。産業分類別では、

建設業、製造業、卸・小売業での事業所が目立って減少となり、平成２１年と平成２６年と

の比較では、それら３つの業種で４００件以上が減少しています。それに代わって医療・福

祉業が１００件以上増えていますが、これは伊勢崎市においても高齢化が進んだことによ

り、それに関連した事業所が増えたことに起因しています。（表６・７） 
 

表６：事業所数の推移     

   H21 年 H24 年 H26 年   H21 年と 26 年の比較 

 伊勢崎市 9,631 8,845 9,247   96.01% 

 群馬県 104,556 93,556 96,077   91.89% 

（伊勢崎市統計資料より） 
 

表７：産業別事業所数の推移      

  H21 年 H24 年 H26 年  
H21 年と 26

年の比率 

H21 年から

の増減 

 第１次産業 37 37 40   108.11% 3 

        

 第２次産業 2,432 2,228 2,214  91.04% -218 

 建設業 945 839 839  88.78% -106 

 製造業 1,487 1,387 1,374   92.40% -113 

        

 第３次産業 7,160 6,580 6,943  96.97% -217 

 卸・小売業 2,446 2,225 2,225  90.96% -221 

 宿泊・飲食サービス業 1,018 957 991  97.35% -27 

 生活関連サービス業 870 840 865  99.43% -5 

 医療・福祉業 533 534 668  125.33% 135 

 不動産業 611 541 538  88.05% -73 

 運輸業・郵便業 275 244 271  98.55% -4 

 その他 1,407 1,239 1,385   98.44% -22 

        

 合計 9,629 8,845 9,197   95.51% -432 

（伊勢崎市統計資料より） 
（２） 従業者数 

従業者数については、群馬県内全体として減少傾向から持ち直しつつある中、伊勢崎市で
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は、人口の増加などに伴い、平成２６年の段階で平成２１年の従業者数を超えています。 
業種別の従業者を見ると建設業、運輸業・郵便業で大きく減少していますが、宿泊・飲食

サービス業や医療・福祉業では大きく増加しています。（表８・９） 
 
表８：従業者数の推移     

   H21 年 H24 年 H26 年   H21 年と 26 年の比較 

 伊勢崎市 99,197 91,020 102,224   103.05% 

 群馬県 989,891 878,540 967,945   97.78% 

（伊勢崎市統計資料より） 
 

表９：従業者数の推移       

  H21 年 H24 年 H26 年  
H21 年と 26

年の比率 

H21 年から

の増減 

 第１次産業 329 278 420  127.66% 91 

        

 第２次産業 35,140 33,596 34,313  97.65% -827 

 建設業 5,242 4,474 4,738  90.39% -504 

 製造業 29,884 29,111 29,570  98.95% -314 

 その他 14 11 5   35.71% -9 

        

 第３次産業 63,728 57,146 65,438  102.68% 1,710 

 卸・小売業 18,816 17,902 18,074  96.06% -742 

 宿泊・飲食サービス業 7,215 6,856 8,211  113.80% 996 

 生活関連サービス業 4,477 3,855 4,559  101.83% 82 

 医療・福祉業 9,482 9,493 12,571  132.58% 3,089 

 不動産業 1,491 1,305 1,446  96.98% -45 

 運輸業・郵便業 7,291 6,279 6,301  86.42% -990 

 その他 14,956 11,456 14,276   95.45% -680 

        

 合計 99,197 91,020 100,171   100.98% 974 

（伊勢崎市統計資料より） 
 

（３） 業種別特徴 
伊勢崎市は、前述の産業構造でも記載したように、製造業（主に自動車関連・電気機械製

品等）を主力産業とし、群馬県内第２位の工業出荷額を誇る地域です。平成２１年以降も製

造品出荷額は増加を続け、平成２６年の段階では平成２１年との比較で１２４％となって
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います。（表１０） 
一方、小売業では売上の減少傾向に歯止めがかかりつつありますが、増加額は小幅であ

り売り場面積も減少傾向に歯止めがかかった程度の回復にとどまっています。（表１１） 
 

表１０：製造品出荷額                    （単位：万円） 

 平成２１年 平成２４年 平成２６年  
Ｈ21 年と 26 年との比

較 

伊勢崎市 95,992,164 109,506,166 119,105,433  124.08% 

群馬県 670,666,913 745,266,258 836,350,986  124.70% 

 

表１１：商品販売額及び 

売り場面積の推移    

 

          

商品販売額 （単位：万円） 平成２１年 平成２４年 平成２６年   
H21 年と 26 年との

比較 

  伊勢崎市 46,828,286 42,689,800 45,878,200   97.97% 

  群馬県 683,000,000 608,527,000 615,554,900   90.13% 

              

売り場面積 （単位：㎡）         

  伊勢崎市 344,101 320,771 321,347   93.39% 

  群馬県 2,814,843 2,640,832 2582782   91.76% 

 
（４） 小規模事業者数と景況感 

前述の伊勢崎市全体の事業所数は減少傾向にありながら、小規模事業者数が横ばい状況

にあるということは、既存の中規模事業所から従業員が減少し小規模企業へと変化した事

業所があると思われます。同様の事が従業員数の変化にも表れ、製造業・建設業の労働力が

第３次産業へ流れています。（表１２） 
 

表１２：小規模事業者数及び小規模事業者従業員数の推移     

      H21 と H26 の比較 

小規模事業者数 H21 H24 H26  比率 増減 

 第２次 2,072 1,883 1,957  94.45%  

 建設業 905 812 816  90.17% -89 

 製造業 1,167 1,071 1,141   97.77% -26 
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 第３次 4,256 3,984 4,532  106.48% 276 

 卸・小売業 1,456 1,303 1,448  99.45% -8 

 宿泊・飲食サービス業 593 531 644  108.60% 51 

 生活関連サービス業 666 672 706  106.01% 40 

 医療・福祉業 170 174 245  144.12% 75 

 不動産業 543 488 491  90.42% -52 

 運輸業・郵便業 44 42 67  152.27% 23 

 その他 784 774 931   118.75% 147 

        

 合計 6,328 5,867 6,489   102.54% 161 

        

小規 模従業員数 H21 H24 H26  比率 増減 

 第２次 10,759 10,000 10,800  100.38% 41 

 建設業 3,981 3,700 3,921  98.49% -60 

 製造業 6,778 6,300 6,879   101.49% 101 

        

 第３次 9,027 8,503 11,851  131.28% 2,824 

 卸・小売業 3,403 3,112 4,212  123.77% 809 

 宿泊・飲食サービス業 1,312 1,170 1,906  145.27% 594 

 生活関連サービス業 1,239 1,261 1,474  118.97% 235 

 医療・福祉業 350 381 688  196.57% 338 

 不動産業 935 834 898  96.04% -37 

 運輸業・郵便業 105 108 214  203.81% 109 

 その他 1,683 1,637 2,459   146.11% 776 

        

 合計 19,786 18,503 22,651   114.48% 2,865 

 
また、当所が実施している景気動向調査（表１３）（対象企業数３８６社：製造業１１

７社、卸売業２９社、小売業９３社、建設業６１社、サービス業８６社）においても、建

設業を除く全産業で当期のＤＩ値がマイナスを示していますが、全国平均に比べると比較

的堅調なことが伺えます。そんな中で、小売業のＤＩ値は全国調査においても同様に、マ

イナス幅が他業種より大きく、今期以前の平成２６年の調査以降このような業況が慢性化

し厳しい状況におかれていることが伺えます。 
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表１３：景気動向調査（平成２８年１２月期） 

 
（５） 今後の課題 
上記の現況を踏まえると、伊勢崎市の主力産業である製造業においては機械化やＩＴ導入

などを進めることで従業員数は減少していますが、従業員１人当たりの生産性が高まり、あ

る程度の収益を確保しています。これを引き続き維持するためには、高齢化が進む事業主に

対して事業承継等をいかにスムーズに行うかが、今後は重要になってくると思われます。 
一方で、市内の従業員構成比で５０％以上を占める第３次産業の中では、それまでの中心

であった卸・小売業から他のサービス産業へとシフトしていることが伺えます。小売業にい

たっては事業所数の減少と販売面積の減少に差があることからも、オーバーストアの状況で

もあります。 
これらのことから、今後の伊勢崎市においては卸・小売業に変わる新たな産業の育成が必

要となります。また、群馬県では平成３１年度には県内の開業率１０％（平成２６年度＝

５．０％）を目指す取り組みを行っていますが、伊勢崎市では平成２６年度において開業率

６．１％、廃業率５．７％と僅かながら開業率が上回っているにすぎません。当所において

も今後市内の開業率の向上並びに１０％を目指した取り組み支援と廃業率の減少及び新たな

産業の育成支援に取り組み、さらに活気のある地域にするための支援をしていく必要があり

ます。 
 
 

３．当商工会議所の役割 
当商工会議所は創立以来、伊勢崎地域の産業振興と中小・小規模事業者支援の中核を担う地

域総合経済団体としての役割を長年にわたり担ってきました。 
地域基盤と公共性を持つ組織としての特性を活かし、地域の意見集約に基づく陳情・提言活

動や行政の政策普及支援など、行政機関と中小・小規模事業者とのパイプ役としての役割を果



 
 

10 
 

たすとともに、中心商店街活性化事業やにぎわい創出のためのイベントの開催など地域経済

活性化事業を展開してきました。 
また、小規模事業者に対する経営改善支援においては、巡回、窓口相談において、金融斡旋・

税務支援・販路開拓支援・各種共済制度の紹介など経営全般における指導の他に、セミナーや

講習会の開催など小規模事業者支援機関としての取り組みを行ってきました。 
しかしながら、「２．地域経済の現状と課題」で示した中小企業の受注環境の厳しさや小規

模商業者の厳しい経営状況など今後も見通しが厳しいという中小企業の認識を踏まえ、「地域

の経営支援の中核機関」として、小規模事業者に寄り添い経営課題を的確に捉え、小規模事業

者が経営の安定・改善・改革に向けて取り組めるよう、関係機関や専門家等と連携しながら、

売上の増加や利益の確保につながる実効性の高い支援を多面的に実施することが求められて

います。 
 
 

４．地域における小規模事業者の中長期的な振興のあり方 
  伊勢崎市では、市民が夢と希望を持ち、安全・安心して暮らせる元気なまちを目指し、平成

２７年度～平成３６年度までの１０年間を期間とした第２次伊勢崎市総合計画を策定しまし

た。 
この第２次総合計画の中の、産業分野においては、活力ある産業とにぎわいのあるまちをつ

くるために、「活力ある商工業の振興」、「企業誘致の推進と雇用の促進」が盛り込まれ、１０

年後（平成３６年）の施策の目指す将来像として、①活発な商業活動により、まちににぎわい

や活力がうまれ、市民が利用しやすい商業環境が整備されている、②中小企業は環境の変化や

顧客ニーズを的確に捉えた事業を展開し、地域産業全体が活気づいている、③企業誘致活動に

より優良な企業が進出し、市内企業の受発注増加や就業人口の増加など、地域経済全体が活性

化している、④伊勢崎宮郷工業団地、多田山産業団地の整備が終了し、新たな産業団地につい

て検討が進められている、⑤市民の働く場が確保され、働きやすい労働環境のもと、勤労者が

生き生きと意欲を持って働いている、という将来像が描かれています。 
今後、地域経済の活性化に向け、地域経済の基盤である小規模事業者を支援していくため、

小規模事業者にとっては身近な存在であり、支援機関である商工会議所にかかる期待は一層

高まっていくと思われます。 
地域に密着した総合経済団体として、今後の大きな課題である事業承継問題や新規創業者

への支援の他に小規模事業者への経営基盤の強化支援や販路開拓支援を持続的に支援するこ

とで地域経済の活性化につなげ、創業者数の増加、廃業の減少をはかり、１０年後も当地域の

小規模事業者が持続的発展を続け地域経済が活性化し伊勢崎市の第２次総合計画にある伊勢

崎市の将来像を踏襲していけるよう、産業分野における小規模事業者支援においては当所が

主導的な役割を果たし、今後の１０年後のあるべき姿を下記のとおりとします。 
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（１）小規模事業者の経営基盤が強化され、事業計画に沿った経営・情報発信・情報分析等を

導入・活用する事業所が増え、経営体質が強化され、自ら販路開拓・取引先を広げ、売上

を伸ばしている小規模事業者が増えている。 
（２）市街地では商業活動が活発化し、来客が増え、事業承継も行われ、空き店舗が減少し、

賑わいのあるまちになっている。また、製造業では、取引先や受発注が増加し、就業人口

も増加し、小規模事業者においては人材育成や事業承継がスムーズに行われ産業が活性

化し製造出荷額も増大している。 
（３）地域経済全体が活性化し、人口も年々増加し、創業・起業しやすい経済環境が整備され、 

事業所数も増加し、まち全体に活気が満ち溢れている。 
 
 

５．当所における経営発達支援事業の目標 
前述の中長期的なの振興の在り方を踏まえ、５年先までを目標に以下のとおり目標を設定

し、小規模事業者支援を行います。 
 

（１）小規模事業者の経営基盤の強化 
当地区小規模事業者にとっても、リーマンショック以降のデフレ、円高、消費税の引き上げ

等の影響により、売上・利益の減少が慢性化した状態が続いています。 
ついては、この不況感から脱しきれない小規模事業者が今後売上・利益増加を実現していく

ために、売り上げの減少や利益の減少からの脱却を図っていくための支援として、経営基盤の

強化を図る必要があります。そのための支援として、様々な課題の洗い出しや分析を基に実効

性の高い事業計画の策定支援、販路開拓支援や将来を見据えての情報化支援や人材育成支援

を行い経営基盤の強化を図っていくための支援を行っていきます。そのため商工会議所の小

回りの効く特色をフルに活用した巡回及び窓口による相談や事業計画策定セミナー等の開催

と合わせ、よろず支援拠点や専門家派遣を利用した助言活動を行うことにより、関係支援機関

との連携を強め、即効性のある伴走型の支援を行い、小規模事業者の廃業を可能な限り食い止

めるよう支援を行います。 
 

（２）小規模事業者の事業承継支援 
 当地域では、平成２８年３月に実施した「中小企業の将来を見据えた事業承継についての調

査」において代表者の年齢で一番多い回答が６０歳代（３６．８％）、後継者が決まっていな

い、見当たらない、考えていない、必要ないの回答が６８．６％という結果となりました。こ

のことから当地域においても高齢化の進行と、後継者問題が大きな課題となっていることが

伺えます。 
今後迎えるであろう少子高齢化社会に向かい、当地域においても例外ではなく小規模事業 

者にとっても今後多くの事業者が事業継承のタイミングを迎えることになり事業承継は小規
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模事業者にとっては緊急の課題となってきます。 
事業承継の対象には、親族、親族外、社外として第三者への譲渡・売却・統合（M&A）が 

ありますが、今後事業承継を必要としている事業者への支援を行っていくにあたり、対象事業

者の把握とその支援について、巡回指導や窓口相談での状況把握、セミナーの開催やアンケー

ト調査等により対象者となる事業者の実態把握を行い、事業承継に伴う様々な課題への支援

や事業承継計画の策定支援などについて、群馬県事業承継ネットワーク連絡会議や地域支援

機関と連携し、情報を共有しながら専門家の支援や事業引き継ぎセンター等の支援を受け適

切な事業承継を導き出すとともに、場合によっては群馬県後継者バンク登録などのマッチン

グなども活用し、スムーズな事業承継を行えるよう支援していきます。 
 
（３）創業支援・第二創業支援並びに創業間もない事業者への経営支援 
  少子高齢化、地域経済の低迷、構造変化により地方における創業とくに情勢が厳しい小規模

事業者の創業は今後減少していくことは必置です。地域経済の基盤である小規模事業者数・従

業員数を確保することは地域経済活性化には無くてはならない要因です。そのために当地域

の創業率（現状６．１％）をさらに上げ（目標１０％）、廃業率（５．８％）をさらに下げて

いく支援が必要になります。 
  創業支援としては、関係機関や特定創業支援機関である行政機関と連携し、創業者の掘り起

こしとその把握をし、創業者への支援はもちろん、創業間もない事業者への支援も同様に行

い、創業者がこれから先も安定して事業を継続していけることが重要です。 
そのための支援としては、創業者及び創業まもない事業者を対象とした創業塾の開催や創

業者向けのセミナーや創業者向けの相談会を関係機関と協力し連携しながら開催し効果的な

支援を行っていきます。また、創業と合わせ、時には専門家の協力を仰ぎながら第二創業等の

支援にも力を注ぎ、廃業率をできるだけ低く抑えるための支援を行っていきます。 
 
 

６．本計画の目標達成に向けた取組方針 
上記に示した地域における小規模事業者の中長期的な振興のあり方を踏まえ、本計画の目

標達成に向け、次の方針で取り組んでゆきます。 
 

（１）小規模事業者の経営基盤の強化では、事業計画策定から実施までを伴走支援し、時には、 
専門家と連携し支援を行い、継続的に効果的な支援を行います。 

（２）小規模事業者の事業承継支援については、まず巡回やアンケート、セミナー等によりでき

るだけ多くの対象者の把握を行いデータベース化し、分類（親族、第三者、売却、統合）し、

それぞれの状況を考慮しながら専門家と連携し、それぞれの状況に合った的確な支援を行

っていきます。 
（３）創業支援・第二創業支援並びに創業間もない事業者への経営支援では、まず、関係機関や
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特定創業支援機関と連携し、広く創業者への支援を呼びかけ、できるだけ多くの創業者（創

業予定者）の掘り起こしとその把握を行い、創業塾や創業セミナー等の開催や専門家等とも

連携し、創業者へのきめ細かな支援を行い、創業率の向上を図っていきます。 
 
 
 
 



 
 

14 
 

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３１年４月１日～平成３６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） 

地域経済動向調査については、①中小企業景況調査（4 半期ごと）、②地域景気動向調査

（アイオー信用金庫と連携による調査）（４半期ごと）、③日商ＬＯＢＯ調査（毎月）を定期

的に実施、その中で②の地域景気動向調査の集計結果については、当所の会報（発行毎月２

７００部）等にて４半期ごとに公表し情報提供をしています。その他に①②③各調査結果に

ついては事業者がいつでも閲覧できるよう１階サロンの図書室に集計結果を常設し情報提

供しています。しかしながら現状では一方通行的な情報提供のみなので、事業者への周知が

十分になされているとは言えない状況です。 
 
  （事業内容） 

① 中小企業景況調査（４半期ごと） 
   当商工会議所では、景気動向を総合的に把握するために中小企業基盤整備機構と連携し、 

１９８０年より３０年超にわたり実施、対象企業５０社 
（調査項目） 

製造業、卸売業、小売業、建設業、サービス業の５つの業種（各１０社ずつ）について３

か月ごとに景気の動向調査（業況、売上、資金繰り、採算、在庫、従業員動向、設備導入、

経営上の問題点等）し最新の動きを調査。 
（活用方法） 

指導員が地区別ごとに担当し、実訪し聞き取り調査を行い、取りまとめたデータを中小企

業基盤整備機構に送付、後日中小企業基盤整備機構から取りまとめられた集計結果（小冊

子）が届きます。今後は、今までの過去データをデータ化し、事業者のリクエストに対応

できるデータベースを構築するとともに、巡回時に広く周知していく他に必要と思われ

るデータを当所ホームページに掲載していくとともにリクエストのあるデータについて

はメール等で情報提供できるよう活用していきます。 
 

② 地域景気動向調査（４半期ごと） 
２００２年、地元金融機関アイオー信用金庫と連携し調査を開始、調査対象企業は現在４

００社、４半期ごとに業種ごとに景気動向調査を実施。 
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（調査項目） 
調査項目については、製造・卸・小売り・建設・サービスの各業種について、売上・採算・ 

従業員数・借入・設備投資について前期・今期・来期の見通しについて聞き取り調査を実施。

その他に毎回テーマを決め「中小企業のＩＴ活用」や「販売・調達・資金決済」などピック

アップした調査も実施。 
（活用方法） 
指導員が地区別ごとに担当し、実訪し聞き取り調査を行い、取りまとめたデータをアイオ

ー信用金庫に送付、後日アイオー信用金庫から取りまとめられた集計結果（小冊子）が届

きます。今後は、今までの過去データをデータ化し、事業者のリクエストに対応できるデ

ータベースを構築するとともに、巡回時に広く周知していく他に必要と思われるデータ

を当所ホームページに掲載していくとともにリクエストのあるデータについてはメール

等で情報提供できるよう活用していきます。 
 
③ 日商ＬＯＢＯ（早期景気観測）調査（毎月実施、年１２回） 

商工会議所のネットワークのもと、地域や中小企業が「肌で感じる足元の景気観」を全国

ベースで毎月調査し、月ごとにテーマを設定して付帯調査（例：設備投資や賃金の動向等）

を実施・公表することにより、企業を取り巻く経営環境や直面する課題等の現状を示すデー

タとして、経済対策に関する政策提言要望活動に活用実施。 
調査対象企業２社、毎月１回実施。現在調査対象が２社（製造・建設）となっているので、

今後、卸・小売・サービス業種にも対象を広げて対応してまいりたいと考えております。 
   （調査項目） 

調査項目については、製造・卸・小売り・建設・サービスの各業種について、業況・売上・ 
採算・資金繰り・仕入れ単価・従業員数について FAX にて聞き取り調査を実施。 
（活用方法） 
現在実施している中小企業景況調査・日商ＬＯＢＯ（早期景気観測）については取りまと

めたデータを日本商工会議所に送りそちらで集計し、後日集計結果（メールデータ）が届き

ます。LOBO 調査については、業種別、地区別に全国規模のデータとなっているので全国

ベースと地域との比較データとして活用できます。 
当所ではそれ（データ）を巡回時等に活用する他に必要と思われるデータを当所ホームペ

ージにピックアップして掲載し、広く情報提供に努めていきます。 
 

④ 国が提供するビッグデータの活用 
当地域の経済動向を把握し、地域内の小規模事業者の効率的な活性化を促すため、国が提

供する「RESAS（地域経済分析システム）」による分析を行い、年１回公表します。 
（調査項目） 
調査項目については、人口増減（総人口・老年人口・生産年齢人口・年少人口・人口ピラ
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ミッドなど）、産業構造（事業者数・従業員数・製品出荷額・年間商品販売額など）、人の

動き（まちづくりマップ・From-To 分析）について実施する。 
（活用方法） 
調査結果については、当商工会議所 HP にて公開し小規模事業者の事業の方向性の検討

や事業計画作成に役立てます。また、経営指導員の巡回指導時に調査結果を持参し、参考

資料として活用を図ります。 
 

（成果の活用） 
現在の経済動向調査結果の周知方法は、一方通行的な情報提供のみなので、今後は小規模

事業者が本来求めている情報提供ができるよう、収集した過去からのデータを業種別、規模

別、地域別にデータベース化し、データの整理・分析も行い小規模事業者の要望するデータ

をタイムリーに情報提供できるよう改善していきます。また、その調査結果については従来

からの公表の他に、当所ホームページへの掲載公表を行う他に、リクエストのあるデータに

ついてはメール等で情報提供できるよう活用していきます。また、経営指導員等巡回時に活

用し、小規模事業者の事業計画作成や販売戦力・販路開拓・商品開発などの支援材料となる

ように活用していきます。 
 

【目標】 
 項 目 現 状 31年度 32年度 33年度 34年度 35 年度 
① 中小企業景況調査 

対象企業５０社 
 

４回 
 

４回 
 

４回 
 

４回 
 

４回 
 

４回 
〃 結果報告書提供 未実施 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 
〃 当所ＨＰ公表 未実施 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 

② 伊勢崎市景況調査 
対象企業数４００社 

 
 ４回 

 
４回 

 
４回 

 
４回 

 
４回 

 
4 回 

〃 結果報告書提供 4 回  4 回 4 回 4 回 4 回 4 回 
 〃 当所ＨＰ公表 未実施  ４回  ４回  ４回  ４回 ４回 
③ 日商ＬＯＢＯ調査：現在

対象 2 社（対象企業は今

後拡充予定） 
12 回 12 回 12 回 12 回 12 回 12 回 

〃 結果報告書提供 未実施  ６回  ６回  ６回  ６回 ６回 
〃当所ＨＰ公表 未実施 ６回 ６回 ６回 ６回 ６回 
④ RESAS 調査 未実施 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 
 〃 当所ＨＰ公表 未実施 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 
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２．経営状況の分析に関すること【指針①】        
 当所では、経営改善普及事業の主力である巡回・窓口での経営・金融・税務相談その他の相

談を中心として支援を行ってきましたが、情報提供的な支援（セミナー等開催誘導）が主な内

容であったため、具体的な経営状況の分析支援はなく、小規模事業者が本来抱えている経営課

題への支援に対応しているとは言えない状況でした。 
今後は、小規模事業者の持続的発展に向け、経営分析、財務分析を通し小規模事業者が抱 

えている経営課題について効果的な支援を行ってまいります。 
なお、専門的な課題については、群馬県産業支援機構、よろず支援拠点、地域金融機関、地 

域プラットフォーム等の支援を仰ぎ連携して小規模事業者の抱える経営上の問題点や悩みに

ついて実効性のあるサポート支援を行っていきます。 
 

（事業内容） 
小規模事業者の持続的発展に向け小規模事業者の経営状況等の把握や経営課題の掘り起し 

を行うため、巡回指導、窓口相談、セミナー来場者等のなかから対象者を掘り起こし、経営分

析を行い、小規模事業者の経営課題を抽出し、経営問題を解決していくための支援をしていく

必要があります。   
また資金調達などを考えている事業所においては財務分析などを活用し、効果的な支援を

行えるよう事業を行っていきます。 
(1) 経営状況の分析の必要性について理解していない事業者も多いため、経営指導員の巡

回・窓口相談、各種セミナー（販路拡大セミナーなど）の開催時に「経営状況の分析」

の必要性を説明します。「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

を説明します。 

（2）（1）で掘り起こした事業者については、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④EBITDA 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 つの項目から財務分析を行います。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します。 
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「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「非財務情報」である「４つの視点（①経営者②事業③企業を取り

巻く環境・関係者④内部管理体制）」を活用し事業者の経営状況を把握します。特に、

事業者の「強み」「弱み」をヒアリングし、事業者の潜在的な「強み」を聞き出します。 

(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います。 

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

に関すること」で得られた外部環境の調査・分析結果にもとづき分析対象事業者の

SWOT 分析を行い、「事業の方向性」を明確にし、事業計画策定や事業計画策定後の支

援に役立てます。また、財務状況や事業の方向性などの分析結果については、指導員

が事業者に個別に説明を行います。 

（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みます。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

とします。 
 
支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

経営状況分析の掘り起こしの

ための活動総数 
15 30 45 75 100 100 

 内巡回訪問数 5 10 15 30 40 40 

 内窓口勧誘数 10 15 25 35 45 45 
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 内セミナー開催時勧誘数 0 5 5 10 15 15 

経営分析事業者数 0 10 15 25 35 35 

 
 
 ３．事業計画策定支援に関すること【指針②】      
  上記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の内容を踏ま

え、小規模事業者が経営課題を解決するとともに、経営基盤の強化を図り、持続的な発展して

いくための事業計画策定支援を行っていきます。 
（１）事業計画策定支援 

  ①事業計画策定事業の周知及び事業所の掘り起し 
事業計画策定等に関する個別相談やセミナーの開催や、当所会報「商工いせさき」、ホー

ムページによるセミナー開催告知や経営指導員等が巡回指導・窓口で相談等を受ける中で、

事業計画策定の必要性を周知するとともに対象事業所の発掘を行っていきます。 
②事業計画策定支援目標 
今後、事業計画策定を目指す小規模事業者を強力に支援していくため、 個別相談会の開

催や事業計画作成支援セミナーを開催します。 
また、危機感がありながら明確な課題に至っていない、あるいは課題はあるものの解決

のためのアクションがない小規模事業者については経営指導員等が巡回等により、掘り起

しを行い積極的に個別相談会やセミナーに参加勧奨し、事業計画策定の必要性を理解して

もらえるよう指導していきます。また、小規模事業者が自ら申し込んでくる意欲的な事業

者については、当該事業計画策定にあたっては寄り添いながら伴走型支援を行います。 
  最終的には、事業者自ら事業計画を作成できるよう支援していきます。 
 【目標】 

支援内容 現 状 31年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 
広報・周知 ０回 １回 １回 ２回 ２回 ３回 
事業計画策定個別相談会 ０回 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 
事業計画策定個別相談会

参加者数 
０名 20名 20 名 20 名 20 名 20 名 

事業計画策定セミナー １回 １回 ２回 ２回 ２回 ２回 
事業計画策定セミナー参

加者数 
30 名 30 名 60 名 60 名 60 名 60 名 

事業計画策定者数 ０件 ５件 10 件 20 件 30 件 30 件 
 
 

（２）創業・第二創業（経営革新）支援 
当所地域経済がこれからも発展していくためには、地域の小規模事業者の事業の活性化
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が不可欠です。今後、少子高齢化社会を迎え、創業者数が減少していくことは地域経済活性

化にとって大きな課題となっています。地域経済が持続的に発展していくためには創業者

数の増加は不可欠です。当所では、当地域において創業を目指す方または創業して間もない

方を支援するため従来から巡回指導、窓口相談、創業塾やセミナー等開催してきましたが、

今後はより一層の創業支援を行っていくため、巡回指導、窓口相談等の強化はもちろん、今

後開催する創業塾や創業（第二創業）相談の開催では、特定創業支援機関・群馬県産業支援

機構・よろず支援拠点・日本政策金融公庫・地域金融機関等と連携し、支援を行っていきま

す。 
創業塾に関しては、従来開催してきた状況を分析し、開催日程・時間等、新たな創業を希

望される方が受講しやすい内容として開催していきます。 
①創業塾の開催 

創業希望者への創業基礎知識の習得、知識の向上を図り、創業計画の策定支援を行うこと

により、創業支援を行います。 
②創業個別相談会の開催 

創業希望者や創業間もない人を対象に、よろず支援拠点、日本政策金融公庫や地元金融機

関等と連携し、相談会を開催します 
  ③第二創業（経営革新）個別相談会の開催 
   第二創業（経営革新）を希望される方を対象に、よろず支援拠点、日本政策金融公庫や地

元金融機関等と連携し、第二創業者を対象とした相談会を開催します。 
   

【目標】 
 支援内容 現  状 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 
創業塾開催回数  １回     １回   ２回   ２回   ２回   ２回 
創業塾参加者数 １０人 １５人 ２０人 ２０人 ３０人 ３０人 
創業相談会開催回数 ０回 １回 ２回 ２回 ２回 ２回 
創業相談会参加者数 ０回 ２０人 ３０人 ３０人 ３５人 ３５人 
創業計画策定者数 ５件 ５件 １０件 １０件 ２０件 ２０件 
第二創業（経営革新）相談

開催回数 

 ０回   １回   １回   １回   ２回   ２回 

第二創業（経営革新）相談

会参加者数 

０人 １０人 １０人 １０人 １５人 １５人 

第二創業計画策定

者数 

 ０件   ３件  ５件 ５件  ８件  ８件 

  ※注 当所では、平成１６年度～平成２４年度まで、創業塾６回、第二創業塾２回開催 
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 ４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
  事業計画策定後の支援としては、四半期に１度の割合で、事業所訪問並びに窓口相談を行

い、実施する計画がより実効性があり、収益に結び付くものにしていけるよう指導・助言等の

支援を行います。 
また、創業支援については、開業の届け出業務、税務・記帳・申告業務や各種許認可につい

ての支援、金融面の支援、開業計画支援などについて伴走支援を行うとともに、関係機関であ

る税務署や日本政策金融公庫、信用保証協会や特別創業支援機関である伊勢崎市などとも連

携し、支援を行っていきます。 
なお、第二創業等の支援において専門家が必要な高度な支援については、群馬県産業支援機

構やよろず支援拠点や地域連携機関や関係金融機関等と連携のうえ第二創業計画策定から計

画の実施に向け伴走型の支援を行います。 
 
（事業内容） 

  ①巡回指導・窓口相談 
従来から継続している小規模事業者等への巡回訪問、窓口相談等行って伴走しながら事

業計画、創業予定者には開業計画の策定・実施に向けての支援を行っていきます。 
②フォローアップ支援 

  実施に向けた支援のなかで、変更や修正が出た場合は、支援事業所の売り上げ状況や業況

等の確認作業を行い、より良い方向へ向けた見直しを随時検討しながら、伴走支援を行って

いきます。 
③専門機関と連携した支援 
 事業計画・開業計画の実施にあたり、専門的な課題が出た場合には、群馬県産業支援機構

やよろず相談拠点の活用や、ミラサポの専門家派遣等の活用の他に、資金需要が生じた場合

には、日本政策金融公庫の低利融資等の活用や保証協会等の斡旋・支援を行います。 
 
【目標】 

支 援 内 容 現 状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 
巡回指導・窓口相談 随時      

事業計画策定後フォローアップ回数  ０回 ２０回 ４０回 ８０回 120 回 120 回 
創業後フォローアップ回数 ５回 ２０回 ４０回 ４０回 ８０回 ８０回 
第二創業後フォローアップ回数 ０回 １２回 ２０回 ２０回 ３２回 ３２回 
専門家派遣 ２件 ４件 ４件 ４件 ５件 ５件 
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５．需要動向調査に関すること【指針③】          
  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

要となります。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ません。当所においても、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す。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ません。 
北関東自動車道の開通、国道１７号上武国道（平成２９年３月全線開通）の開通、国道３５

４号の全線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ま

す。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く見受けられます。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

なります。 
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

に重要です。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ません。 
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」を実施します。分析結果の報告は個別に行い、地域小規

模事業者の個別商品・サービスのブラッシュアップや、「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します。 
  

（事業内容） 
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

要があります。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。

そのような中で、新商品開発や新サービスの提供に積極的に取り組んでいる事業者

を中心にアンケート調査を実施する。具体的には、伊勢崎市特産の「小麦」を材料と

する製品を提供している食品関連事業者や小売業者、「電装部品」などを製造してい

る自動車部品製造業などがあげられる。上記に上げた商品・サービスについて、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）買い手のニーズを調べるために行うアンケート調査 （BToC 事業者） 

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



 
 

24 
 

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。当所において、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票を作

成し、店頭でのヒアリング調査による情報収集の支援を実施する。特に、伊勢崎市特

産の「小麦」を材料とする製品を提供している事業者を中心に支援をおこなう。 
 
対象事業者 「小麦」を材料とする製品を提供している事業者（BToC 事業者） 
サンプル数 20 サンプル 

調査手段 
対象者：店舗来店者 
調査方法：ヒアリングによるアンケート調査 

分析手段・手法 
調査結果については、中小企業診断士などの専門家の意見を参考

に経営指導員が分析を行う。 

調査項目 

 住んでいる地域・年齢などの基礎的情報 
 来店頻度 
 来店目的 
 商品の「好み」「品揃え」「価格帯」「よく購入する商品」 
 商品の「味」「甘さ」「硬さ」「色」「大きさ」「見た目」「パッケー

ジ」等、特定の商品に対する生の声 
 伊勢崎産「小麦」に対する認知度 
 店舗の雰囲気 
 現商品・サービスの不満点・改善点 
 競合店との比較 
 今後販売して欲しい商品・提供して欲しいサービス など 

分析結果の活用 
分析結果については、経営指導員が各店舗に直接報告し、販売促

進策の立案・新商品の開発・新規顧客の開拓・事業計画作成など

に役立てる。 
（２）新商品・新サービスにかかるバイヤーのニーズを調べるためのアンケート調査（B to 

B 事業者） 
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、「ものづくりフェアインぐんま」

や「ビジネスマッチングフェア桐生」などの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を事業者と作成し、ヒアリングを行う。特

に、自動車部品製造業者について主に支援を行う。 
 

対象事業者 自動車部品製造業（BToＢ） 
サンプル数 20 サンプル 



 
 

25 
 

調査手段 
「ものづくりフェアインぐんま」「ビジネスマッチングフェア桐生」

などのイベントや各種展示会開催会場における来場者へのアンケ

ート調査 

分析手段・手法 
調査結果については、中小企業診断士などの専門家の意見を参考に

経営指導員が分析を行う。 

調査項目 

 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 
 製品の改善ポイント 

分析結果の活用 
分析結果については、経営指導員が各事業者に直接報告し、新商品

開発・販売戦略・新規顧客開拓・事業計画作成に役立てる。 
 

（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。当所においては上記の

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 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

調査対象事業者数 0社 3社 5社 7社 9社 11社 

 内小売業・ｻｰﾋﾞｽ業（BToC事業者） 0社 2社 3社 4社 5社 6社 

 内製造業（BToB 事業者） 0社 1社 2社 3社 4社 5社 

 
 
 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） 

当地域の経済情勢は、北関東有数の工業都市として発展し今日に至っているものの、小規

模事業者（製造業者等）にとっては大手企業の下請け企業が多く、リーマンショック以降受

注環境は厳しさを増しています。当地域内には、特長のある技術を持ちながらあらたな取引

先を獲得できていない事業者も少なくありません。小規模な製造業者は独立した営業部門を

持っていないため自社の技術力を PR することが苦手な場合が多い。また、当所もそのよう

な事業者への取引先拡大支援をほとんど行っていませんでした。 
郊外や幹線道路沿いでは大規模小売店舗や飲食店などの集積が見られる一方、中心市街地

では空き店舗、廃業などによる空洞化が進み、小規模小売業者においても大型店の出店等の
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影響もありさらに厳しい状況が続いています。しかし、このような状況にもかかわらず、当

地域内の小規模事業者は、積極的な需要の開拓に取り組んでいない場合も多い。 
上記を勘案すると、小売・サービス業においては自社の商品・サービスの PR の強化、製

造業においては地域内外のビジネスマッチング事業への出展などを積極的に誘致すること

が課題となります。 
 

（事業内容） 
 

（１）マスメディア、各種広報誌等による広報 
①当所広報誌・ホームページによる事業所・商品・製品ＰＲ 

従来から当所会報誌に毎月２社ずつ企業紹介コーナーを設け掲載していますが、さらに

当所ホームページも活用し事業所の紹介ページを新設し、事業所概要・商品・製品などの写

真を掲載しＰＲを行い、販路拡大支援を行います。 
②群馬県産業支援機構の「受・発注ニュース」への利用・あっせん 

群馬県産業支援機構では毎月発行している「企業サポートぐんま」に発注・受

注の取引情報として  「受・発注ニュース」（冊子並びにインターネットで公開）

を掲載しています。本コーナーは取引のあっせんを効果的、効率的に行うため、

県内企業とのあっせんに限らず、他都道府県の機関と連携して広域的な取引のあ

っせんに努めているもので、無料で登録が可能であり、広域な周知も行っていま

す。  
しかしながら小規模事業者で利用している事業者は少ないと思われるので本コ

ーナーへの利用・あっせん、登録サポートを行い販路拡大支援を行います。  
③グッドデザインぐんまへの選定支援   

県では、県内のデザインに優れた工業製品等を選定・推奨する「グッドデザインぐんま商

品選定事業」を平成５年度から実施しており、選定されると選定商品カタログを作成し、広

く関係機関に配布しＰＲが行われる他に、選定された商品の展示会を開催するとともに、県

ホームページ等に掲載して、選定商品の普及・啓発が行われています。 

ついては、グッドデザインぐんまについて小規模事業者に広く周知を行うとともに、出品

についての申請支援を行います。 

 
（２）展示会・商談会・即売会等への参加支援   
  小規模事業者にとって商談会や展示会・即売会等への出展する機会がない事業者がほと

んどだと思われます。たとえ出展を促しても出展する事業者は少ないのが現状です。 
ついては、小売業・サービス業に関しては、地域内の地域振興事業に小規模事業者の出展

を誘致し地域内外の消費者へ自店の周知を図ります。また、製造業においては地域内外のビ

ジネスマッチング事業への出展を図ります。 
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また、商談会や展示会への出展の意義や有効性について理解を深めてもらうとともに出

展については準備段階から商品の展示レイアウトのアドバイスから来場者への売り込みな

どの支援を行い、販路拡大につながるよう伴走支援を行っていきます。 
＜展示会（BtoB 事業者（製造業者など）への支援）＞ 

①ものづくりフェアインぐんま（群馬県）への出展支援 
群馬県主催で毎年 1 月に開催されている製造業を中心とした本展示会への出展を

支援する。本展示会の 2017 年における出展者数は 105 社、来場者数は 1,845 人で

あり県内有数の展示会である。今まで無縁であると思ってきた小規模事業者に必要

性を理解してもらうとともに参加について積極的に参加の支援を行います。（出展

者には市から出展補助あり。） 
②ビジネスマッチングフェア桐生への出展支援 

独自技術を有する製造業を中心に、隣接市である桐生市で開催されているビジネス

マッチングフェアへの積極的な出展勧奨を図ります。2017 年においては、出展者

数 120 社、来場者数 2,570 人でした。出展を勧める事業者を事前にリストアップし

個別に働きかけます。また、開催時期に合わせ出展要項などの資料を取り寄せ、巡

回時やセミナー開催時に配布し出展事業者の発掘に努めます。 
③フードビジネス個別商談会（シルクカントリープラットホーム・しののめ信用金庫

地域支援主催）への市内企業の出展支援 
毎年、食品関係業者を対象に開催されている本商談会に当地域の食品加工業者の小

規模事業者を中心に、積極的に参加の要請を行い、準備作業から伴走支援等を行い

ます。 
＜即売会（BtoC 事業者（小売・サービス業者など）への支援）＞ 

① いせさき軽トラ朝市への出店支援 
当所主催で、買い物弱者対策・市街地活性化対策として毎年５回開催している軽ト

ラ朝市へ小規模事業者の出店を促します。2017 年における出展社数は 200 社・来

場者は 5,000 人でした。軽トラ朝市は規模も小さく、出店についても軽トラで搬出

入・展示ができ準備作業も簡単なため、小規模事業者にも出店しやすい環境である

ため、出店の入門編という感覚で気軽に出店してもらい販売促進につなげるととも

に新たな需要の獲得のための支援をしていきます。 
 
（３）ホームページ、ソーシャルメディア等のＩＴ活用支援 

当地域の小規模事業者については、当所の行った「PC・インターネット利用調査」（２０

１６年６月実施）によるとホームページ未利用・未開設が３３．５％、ソーシャルメディア

利用では SNS 利用が７．９％、利用したくないが４２．８％と情報化への遅れは顕著とい

う状況となっています。 
今後、小規模事業者の販路支援を考えた場合、ホームページ・IT 活用は小規模事業者にと
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ってもなくてはならないアイテムです。 
当所で実施した「PC・インターネット利用調査」では、ホームページや SNS を活用して

いない事業者が過半数を占めているため、今後その必要性を理解してもらうためのセミナー

を開催し理解を深めるとともに基本的なインターネットの操作も含めＳＮＳの実践セミナ

ー等の開催や個別支援を行う必要があります。また、それと並行してホームページへの登録

支援として「商工会議所ビジネスモール」や伊勢崎市で実施している、「いせさきものづくり

ネット」への登録（どちらも登録は無料）支援やフェイスブックやツイッター、インスタグ

ラムなどの登録・利用・活用等も併せて行い販路拡大につながる支援をしていきます。 
ホームページ・ソーシャルメディアの活用により、小売・サービスなどの BtoC 事業者の

売上高前年対比１０３％を目標とします。また、製造業などの BtoB 事業者については、成

約件数 1 件／年を目指します。 
 

（４）その他 
①ぐんまちゃん家への商品展示 

群馬県内や地元に特化する商品を扱っている事業者については、東京銀座にある群馬県

のアンテナショップ「ぐんまちゃん家」に商品を展示し（お試し展示等も可能）、全国に商

品の周知・ＰＲを行うべく、出店の手続申請から展示に至るまで販路拡大につなげるための

支援を行います。 
②「Ｊ－ＧｏｏｄＴｅｃｈ（ジェグテック）」への登録・あっせん 

   大手企業に負けない、すぐれた技術、製品を有する事業者においては、ハードルは高いも

ののジェグテックへの登録利用の支援を行います。ジェグテックは日本の中小企業をはじ

めとする世界の信頼できる企業をつなぐビジネスマッチングサイトで、独立行政法人 中小

企業基盤整備機構が運営しているもので、登録されると数多くの海外企業や日本の企業へ

情報発信が行われ、ビジネスパートナーのマッチングや製品開発や新規取引に結びつくた

めの支援が受けられるシムテムとなっているため、新規開拓や販路拡大が期待できるため、

地域ですぐれた技術、製品を有する小規模事業者については、専門家の支援を受けながらジ

ェグテックへの登録支援を行います。 
  

【目標】 
支援内容 現  状 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 

（１）マスメディア、各種広報誌等に

よる広報 

      

 広報誌事業所紹介 ２４社 ２４社 ２４社 ２４社 ２４社 ２４社 

  内商談件数 ０社 ２社 ３社 ４社 ４社 ５社 

  １社あたり成約件数 ０件 １件 １件 １件 ２件 ２件 

  前年対比売上増加率 － ３％ ３％ ３％ ３％ ３％ 
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 HP事業所紹介 ０社 ６社 １２社 １２社 １２社 １２社 

  前年対比売上増加率 － ３％ ３％ ３％ ３％ ３％ 

 受発注ニュース斡旋 ０社 １社 ２社 ５社 ７社 １０社 

  内商談件数 － １社 １社 ２社 ４社 ７社 

  １社あたり成約件数 ０件 １件 １件 １件 ２件 ３件 

 グッドデザインぐんま選定出品

（年１回） 

０社 １社 １社 １社 ２社 ２社 

  前年対比売上増加率 － ３％ ３％ ３％ ３％ ３％ 

（２）展示会・商談会・即売会等への

参加 

      

 ものづくりフェアインぐんま出

展年１回） 

０社 １社 ２社 ２社 ４社 ４社 

  内成約件数 ０件 １件 ２件 ２件 ４件 ４件 

 ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞﾌｪｱ桐生出展 

（年１回） 

０社 ２社 ２社 ４社 ４社 ５社 

  内成約件数 ０件 ２件 ２件 ４件 ４件 ５件 

 ﾌｰﾄﾞﾋﾞｼﾞﾈｽ個別商談会出展 

（年１回） 

０件 

 

２件 

 

３件 

 

５件 

 

  ５件 

 

６件 

 

  内成約件数 ０件 ２件 ３件 ５件 ５件 ６件 

 いせさき軽トラ朝市出店（４０

件×年５回） 

２００

社 

２００社 ２００

社 

２００社 ２００社 ２００社 

  前年対比売上増加率 － ３％ ３％ ３％ ３％ ３％ 

（３）ホームページ作成・SNS サイ

ト作成事業者数 
５社 ５社 ７社 ７社 １０社 １０社 

  BtoC事業者の売上高前年対

比 

－ ３％ ３％ ３％ ３％ ３％ 

  BtoB事業者の成約件数 － １件 １件 １件 １件 １件 

（４）その他       

 ぐんまちゃん家出店 ０社 １社 １社 １社 ２社 ２社 

  前年対比売上増加率 － ３％ ３％ ３％ ３％ ３％ 

 Ｊ-ＧｏｏｄＴｅｃｈ登録 ０社 ２社 ３社 ３社 ５社 ５社 

  内成約件数 ０件 １件 １件 １件 ２件 ３件 
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Ⅱ.地域経済活性化に資する取組         
 
（１）Made in いせさき地域ブランド化推進事業 
 
 伊勢崎市では、平成２６年９月２６日に伊勢崎市が中心になり、商工会議所、群馬伊勢崎

商工会、ＪＡ佐波伊勢崎、市内企業、金融機関、市内高等学校などが連携して「Made in 
いせさき地域ブランド研究会」を組織・設立しました。設立から２年間伊勢崎商工会議所が

会長職を務め、会のけん引役として重要な役割を果たしてきました。 
本研究会は、伊勢崎市のブランド力を高めるため、市内の企業及び団体等が連携しなが

ら、その手法又は製品の研究を行い、その成果を広く発信し、本市の知名度を向上させると

ともに、地域経済の活性化を図ることを目的としています。 
会員資格（入会資格）としては、伊勢崎商工会議所・群馬伊勢崎商工会・佐波伊勢崎農業

協同組合のいずれかの推薦が必要であり、本研究会の組織維持・拡大には当所は重要な関わ

りを持っています。 
会の活動としては年 1 回の総会・交流会の他に幹事会・全体会議を年数回開催していま

す。実際の事業活動としては、伊勢崎市のブランド力を高める活動の一環として、地域ブ

ランド統一ロゴマークの作成（専門部会にて企画・検討）や大型店と連携しての市内企業

の商品・製品の展示会やアンテナショップの開設等の販路拡大支援などを行い、地域ブラ

ンドの構築に向けての取り組みの推進を行っています。 
今後は、本会において、地域経済活性化の方向性を検討して行く中で、関係者が意識を共

有し、同じ方向を向きながら、これまでの事業活動のみに留まらず、あらゆる地域活動活性

化事業に取り組んでゆきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

31 
 

 
「Made in いせさき地域ブランド研究会」組織図・活動 

 
○組織＜会員：３０社＞ 

 
＜幹事会＞ 

 
伊勢崎市、伊勢崎商工会議所、群馬伊勢崎商工会、㈱群馬銀行、群馬県立伊勢崎 
興陽高校、群馬県立伊勢崎商業高校、伊勢崎佐波農業協同組合、サンデンホー 
ルディングス㈱、昭和電工㈱、㈱パイロットコーポレーション、ポッカサッポロ 
フード＆ビバレッジ㈱、山崎製パン㈱） 
            

 
＜専門部会＞ 

 
工業部会、農業部会、商業部会、商品部会 

 
 
 

○活 動 
 

＜会議＞ 
 

幹事会 ・ 総会 ・ 全体会議 
 

＜事業＞ 
 

 
交流会・講演会   製品・商品展示会   アンテナショップ 
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（２）観光づくり推進事業 
①「いせさきもんじゃまつりと新・伊勢崎グルメ大集合」は、伊勢崎行政県税事務所、伊勢

崎市、玉村町、伊勢崎青年会議所、当所青年部等で実行委員会を組織し、伊勢崎地域が賑や

かで元気になるような場を提供することで地域活性化を目指すイベントです。地域内外か

ら沢山の人が集まり、伊勢崎地域とその近隣の食の魅力を幅広い年齢層の多くの人に発見・

認識していただき、魅力的な飲食店が増え、人が街に繰り出す機会が増え伊勢崎市の商業・

サービス業の活性化を推進します。 
②「いせさきイルミネーション」事業は、伊勢崎行政県税事務所、伊勢崎市、伊勢崎青年会

議所、当所青年部、群馬伊勢崎商工会、ＪＡ佐波伊勢崎等で実行委員会を組織しています。 
当地域は、もともと観光資源が乏しい地域です。市内外からの観光客を誘致できるような

冬期のイベントはなく、当市北部に位置する「波志江沼環境ふれあい公園」の近くには、北

関東自動車道の波志江スマートインターチェンジがあることからＩＣを利用した市内外の

観光客を迎え入れることで伊勢崎市のＰＲおよび地域経済の活性化を図ることを目的とし

て平成２１年度より、１２月初旬からクリスマスまでの期間に開催。平成２６年度までは当

所の主導により地域ボランティアの有志で実施していましたが、平成２７年度より当所に

実行委員会を設置し名実ともに当所の主催イベントになりました。 
また、本年は伊勢崎市の観光地であり、市内外への認知度も高い「華蔵寺公園」で「いせ

さきイルミネーション 2017in 華蔵寺」として実施しています。 
 
（３）中心市街地活性化・買い物弱者対策事業 
平成２５年の伊勢崎市の高齢化率は 23％、中心市街地にあっては約 35％となっています。

高齢化と空洞化が進む中心市街地の現状を改善するための支援策の一環として、当所地域 
振興委員会が主管して開催したのが「軽トラ市」（現在は「軽トラ朝市」）です。 
中心市街地の明治館通りを会場として、８時３０分～１１時３０分の間交通規制を行い開 

催し平成２５年当時は３０台の出店でしたが現在では４０台を超える出店があり、中心市街

地活性化・買い物弱者対策として推進しています。 
 

  【来訪者目標】 
  項   目 現 状  ３１度 ３２度 ３３度 ３４度 ３５度 
いせさきもんじ

ゃまつり 

3 万人 3 万人 3.5 万人 3.5 万人 4 万人 4 万人 

いせさきイルミ

ネーション 
７万人 ７万人 7.5 万人 7.5 万人 ８万人 ８万人 

軽トラ朝市 ５千人 ７千人 ７千人 ７千人 ９千人 ９千人 
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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 
                             
（１） 地域プラットフォームの構成支援機関との連携の推進 

当所では、群馬県産業支援機構の群馬県中小企業支援プラットフォーム及び、しののめ信

用金庫のシルクカントリープラットフォームの構成機関として、セミナーや研修会等に参

画し、創業支援や小規模事業者支援を行っていますが、今後、各プラットフォームと連携を

深め、より効果のある事業を年１回検討していきます。 
（２）一般社団法人群馬県中小企業診断士協会との情報交換会 

群馬県内の中小企業診断士協会と行政機関、県内の金融機関、県内の商工会議所、中企業 
団体中央会、群馬県商工会連合会、県内士業団体等と毎年情報交換会を開催していますが、

今後、より具体的に小規模事業者支援を図るための情報交換会にしていくべく情報の共 
有化を図り連携を深め具体的に小規模事業者支援に繋げられるよう方策を年１回検討して

いきます。 
（３）日本政策金融公庫前橋支店との連絡協議会 

経営改善貸付（マルケイ資金）について、融資状況、事故率、推進策、地域動向、推薦

上の注意点についてまた、小規模事業者についての経営改善の成功事例や手法やノウハ

ウ等についての情報交換を年２回行っています。  
 今後は地域小規模事業者の経営状況の把握に努め、資金を必要とする事業者に円滑に

資金提供できるよう連携を深め、協議を行っていきます。 
（４） 群馬県事業承継ネットワークとの連携事業 

群馬県で組織された群馬県事業承継ネットワーク連絡協議会の構成メンバーとして年２ 
回情報交換会に参加。今後、地元伊勢崎地域の小規模事業者の事業承継問題について巡回指

導や窓口相談やセミナー参加時や定期的に開催している景況調査時に事業承継を必要とし

ている事業者を把握し、支援するとともに第３者への承継等必要とする事業者には専門家

や事業引継ぎセンターにつなげ、円滑な事業承継が図られるよう連携を深め支援を行って

いきます。 
 
 

実施内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

地域プラットフォーム

の構成支援機関との連

携の推進 

0 1 1 1 1  1 

一般社団法人群馬県中

小企業診断士協会との

情報交換会 

0 1 1 1 1  1 
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日本政策金融公庫前橋

支店との連絡協議会 
0 2 2 2 2  2 

群馬県事業承継ネットワーク

との連携事業 
0 2 2 2 2  2 

 
   ２．経営指導員等の資質向上等に関すること        

 （現状と課題） 
    日本商工会議所が主催する研修の参加に加え、（独）中小企業基盤整備機構主催の 

研修や中小企業大学校の主催する研修、群馬県商工会議所連合会の主催する研修に経営

指導員が年間１回以上参加することで、売上や利益を確保することを重視した支援能力

の向上を行っています。しかし、経営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ます。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（経営支援員・記帳職員）も含めた組織全

体のレベルアップが意識されていません。 
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ります。 
 

（改善方法） 
  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

善を図ります。また、組織全体の支援力向上のために、「支援力向上会議」を新たに実施

します。 
支援ノウハウの共有化については、「支援力向上勉強会」を実施します。また、ＴＯＡ

Ｓシステム上の経営カルテ（相談カルテ）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、全職員が閲覧することにより共有化すべきノウハウ

の共有化を図ります。 
 

（事業内容） 

(1) 群馬県商工会議所連合会が主催する研修に積極的に参加するとともに、（独）中小企

業基盤整備機構の主催する研修への参加、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ります。 
(2) 全職員（経営指導員・補助員）が参加し、定期的（毎月 1 回）に「支援力向上会議」

を行います。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います。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します。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します。 
(3) 当商工会議所職員が全員参加する「支援力向上勉強会」を年 2 回開催します。勉強会
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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ます。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ます。 
(4) 経営指導員の支援力を高めるために積極的に OJT の機会を設けます。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ま

す。 
(5) 専門家派遣による指導時に経営指導員が必ず同行し、専門家の行う指導、助言内容、

情報収集方法を学ぶなど OJT により支援能力の向上を図ります。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

能力の補充に努めます。 
(6) ＴＯＡＳシステムに事業者ごとの支援内容を詳細に入力します。ＴＯＡＳシステムは

当商工会議所の職員であれば誰でも閲覧できるため、担当経営指導員が不在の場合で

も事業者への対応が可能となります。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

有化を進めます。ファイル内容については毎年見直し、当所の支援ノウハウとして蓄

積し組織の財産として活用します。 
（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 31年度 32年度 33年度 34年度 35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 

支援力向上勉強

会の実施 
0 2回/年 2回/年 2回/年 2回/年 2回/年 

OJT の実施       

ファイル作成 未実施 
3 ｶ月ごとに

作成 

3 ｶ月ごと

に作成 

3 ｶ月ごと

に作成 

3 ｶ月ごと

に作成 

3 ｶ月ごとに 

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 
    今後事業の実施状況等の成果については以下のとおり、評価・検証を行い、ＰＤＣＡサ

イクルによる見直し（下図 ＰＤＣＡサイクルによる見直し図参照）を行い、結果につい

ては当所ホームページに公表し、また、当所会報誌にて周知を行っていきます。 
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(1) 当商工会議所役員・外部有識者（伊勢崎市職員・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 1回 2月に開催し、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、当商工会議所役員会（常議員

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「商工会議所 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。 

 

（ＰＤＣＡサイクルによる見直し図） 
 （ＰＤＣＡサイクル） 

ＰＬAN(計画)  ＤＯ（実行） 
 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

役員会にて報告し承認を受ける 
 事業報告・事業計画を HP や会報な

どで公表する 

 
 
→ 

 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）  

 
 ← 

ＣＨＥＣＫ（評価） 
 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。 
 

 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 
 当商工会議所役員や専門家（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３０年８月現在） 

（１）組織体制 
・伊勢崎商工会議所事務局 全職員１３名（うち経営指導員６名 補助員２名）の全職員

での実施体制で支援を行う予定ですが、中小企業相談所長の指揮の下、経営指導員６名及

び補助員２名による中小企業相談所員計８名を支援の中心として業務遂行に取り組みま

す。 
・事務局組織体制 

  ・総務課職員   ５名（嘱託１名含む） 
  ・経営支援課職員 ４名（経営指導員３名・補助員１名）       
  ・商工振興課職員 ５名（経営指導員３名・補助員１名） 
  ・ジョブカードサポートセンター ２名（嘱託２名） 
（職員数） 
区 分 専任職員 経営指導員 補助員 記帳選任指導員 嘱 託 計 
男 ２名 ５名 １名 ０名 ２名 １０名 
女 ３名 １名 １名 ０名 １名  ６名 
計 ６名 ６名 ２名 ０名 ３名 １６名 

 
・経営発達支援事業組織体制（伊勢崎中小企業相談所） 

  ・直接支援（経営支援課・商工振興課）   
経営指導員、補助員、一般職員による小規模事業者の伴走型支援（経営分析・事 
業計画策定・実施支援・市場調査・販路開拓支援等） 

  ・間接支援（総務課）   
   事務局長、一般職員他による支援機関、行政との連絡調整と予算管理、事務処理 
（２）連絡先 
   〒３７２－００１４ 
    群馬県伊勢崎市昭和町３９１９ 
    伊勢崎商工会議所 
    伊勢崎中小企業相談所・経営支援課 
    電話０２７０－２４－２２１１ ＦＡＸ０２７０－２４－４３６２ 
    ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：//www.isesaki-cci.or.jp 

E-mail:info@isesaki-cci.or.jp 
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                            （平成３０年８月現在） 
○伊勢崎商工会議所・経営発達支援計画 

組織図 
 

  
  

 
                  
 
 
  
 
                

 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

専務理事  
三井秀之 

総務課 
課長（兼） 

榛澤宏平 
係長 関口和代 
主事 早坂さおり 
主事 加藤僚一 
嘱託 

長谷田健二 
 
 

経営支援課 
課長（経営指導員） 
（兼）柿沼 栄 
係長（経営指導員） 

年代智宏 
主任（経営指導員） 
   齋藤美紀 
主事補（補助員） 

金井麻美 
 
 

商工振興課 
課長（経営指導員） 
   赤羽正徳  
主事 宮下奈緒 
主事（経営指導員） 
   根岸良和 
主事（経営指導員） 

横堀 匠 
主事補（補助員） 
   堤 秀矢 
 
 
 

ジョブ・カード 
サポートセンター 
嘱託 古澤美香 
嘱託 竹内 享 

中小企業相談所 
所長 柿沼 栄 

事務局長 
榛澤宏平 
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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調達方法 

（単位千円） 
 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

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

  地域の経済動向調査に関する事業 

 経営状況の分析に関する事業 

 事業計画策定支援に関する事業 

 事業計画策定後の実施支援に関す

る事業 

 需要動向調査に関する事業 

 新たな需要の開拓に寄与する事業

に関する事業 

 地域経済の活性化に資する取り組

みに関する事業 

 他の支援機関との連携を通じた支援ノウハ

ウ等の情報交換に関する事業 

 経営指導員等の資質向上等に関す

る事業 

500 

500 

800 

800 

 

800 

800 

 

500 

 

500 

 

500 

500 

500 

800 

800 

 

800 

800 

 

500 

 

500 

 

500 

500 

500 

800 

800 

 

800 

800 

 

500 

 

500 

 

500 

500 

500 

800 

800 

 

800 

800 

 

500 

 

500 

 

500 

500 

500 

800 

800 

 

800 

800 

 

500 

 

500 

 

500 

 
（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること 
 

調 達 方 法 
会費、国補助金、県補助金、市補助金、事業受託費、各種事業負担金、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 
経営発達支援計画（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３．事業計画策定支援に関すること４．事業計画策定後の実施支援に関すること５．需要

動向調査に関すること６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること）を実行するに

は、群馬県、伊勢崎市、各行政機関、金融機関、専門家（士業）等の密接な連携を図る必要

があり、当計画を実行する上においても諸機関との連携協力は欠かせません。 
 連携者との情報交換会や支援を得ることにより地域小規模事業者の経営を支援します。 
 

連携者及びその役割 
連携者と連携して実施する事業内容に関しては下図のとおり。 

事業名 連携者 事業内容 
１．地域の経済動向調査 

に関すること 
群馬県・アイオー信用金庫・ 
群馬伊勢崎商工会・群馬県信

用保証協会・日本政策金融公

庫・日本商工会議所 
（独）中小企業基盤整備機構 

当所地域内の経済動向調査 
地域外の経済動向調査 
地域内外の情報の収集・分

析・把握・ 

２．経営状況の分析に関す

ること 
 

群馬県・群馬県産業支援機構 
地域金融機関・地域プラット

フォーム・専門家（士業） 

経営状況の分析・ＳＷＯＴ

分析・課題の把握・個別相談

等 
３．事業計画策定支援に関

すること 
   

群馬県・群馬県産業支援機構・

地域金融機関・専門家（士業） 
事業計画書策定支援のため

のセミナー・相談会、専門家

の個別相談等 
４．事業計画策定後の実施 
  支援に関すること 
 （経営革新支援） 

群馬県・群馬県産業支援機構 
地域金融機関・専門家（士業） 
 

個別相談・経営革新計画書

策定・経営分析、フォローア

ップ 

５．需要動向調査に関する

こと 
群馬県・群馬県産業支援機構 
地域金融機関・地域プラット

フォーム・専門家（事業） 

課題の把握・需要動向分析 
・消費者動向調査・市場調

査・個別相談等 
６・新たな需要の開拓に寄

与する事業に関する

こと 

群馬県・伊勢崎市・ＪＡ佐波

伊勢崎・群馬伊勢崎商工会・

地域金融機関 

販路開拓支援・展示会・セミ

ナー・商談会・マッチング 
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※連携者（事業内容役割等については、連携体制図に記載） 
   

機  関  名 住     所 電話番号 
○行政 

群馬県  
代表者 知事 大澤正明 
伊勢崎市 
代表者 市長 五十嵐清隆 

 
前橋市大手町１－１－１ 
 
伊勢崎市今泉町５４０－２ 

 
027-226-3310 
 
0270-24-5111 

○支援機関 
 （公）群馬県産業支援機構 
 代表者 理事長 根岸冨士男 
 （独）中小企業基盤整備機構 
 代表者 理事長 高田坦史 
 群馬伊勢崎商工会 
 代表者 会長 大矢光利 
 群馬県信用保証協会 
 代表者 会長 青木 勇 
 群馬県弁護士会 
 代表者 会長 佐々木弘道 
 群馬県中小企業診断士協会 
 代表者 会長 福島 久 
 関東信越税理士会伊勢崎支部 
 代表者 支部長 小野朝嗣 
 群馬県社会保険労務士会 
 代表者 会長 藤井良昭 
 ＪＡ佐波伊勢崎 
 代表者 代表理事組合長 森村孝利 

 
 日本商工会議所中小企業振興部 
 代表者 会頭 三村明夫 

 
前橋市大渡町 1-10-7 
 
東京都港区虎ノ門 3-5-1 
 
伊勢崎市東町 2668-1 
 
前橋市大手町 3-3-1 
 
前橋市大手町 3 丁目 6 番 6 号 
 
前橋市敷島町 244-1 
 
伊勢崎市西久保町 1-46-2 
 
前橋市元総社町 528-9 
 
伊勢崎市連取町 3096-1 
 
東京都千代田区丸の内 3-2-2 

 
027-255-6500 
 
03-5470-1620 
 
0270-62-2580 
 
027-231-8816 
 
027-233-4804 
 
027-231-2249 
 
0270-62-4040 
 
027-253-5621 
 
0270-20-1220 
 
03-3283-7845 

○地域金融機関 
 群馬銀行伊勢崎支店 
 代表者 支店長 石関孝史    
群馬銀行伊勢崎西支店 
代表者 支店長 藤井和久 
群馬銀行伊勢崎南支店 

 
伊勢崎市市本町 11-5 
 
伊勢崎市三光町 2-2 
 
伊勢崎市山王町 134-4 

 
0270-24-1111 
 
0270-24-1530 
 
0270-23-1300 
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代表者 支店長 星野哲也 
群馬銀行豊受支店 
代表者 支店長 木村彰秀 
群馬銀行伊勢崎北支店 
代表者 支店長 久保昌俊 

 足利銀行伊勢崎支店 
 代表者 支店長 伏間江尉伸 

東和銀行伊勢崎支店 
代表者 支店長 廣村孝之 
東和銀行伊勢崎東支店 
代表者 支店長 竹井 章 
東和銀行伊勢崎西支店 
代表者 支店長 高橋利充 
アイオー信用金庫本店 
代表者 理事長 長谷川淳一 
アイオー信用金庫大手町支店 
代表者 支店長 唐岡和行 
アイオー信用金庫うえはす支店 
代表者 支店長 鈴木裕加命 
アイオー信用金庫宮郷支店 
代表者 支店長 石原圭一 
アイオー信用金庫北支店 
代表者 支店長 杉山智宏 
アイオー信用金庫茂呂支店 
代表者 支店長 高橋均 
アイオー信用金庫名和支店 
代表者 支店長 笠原武敏 
アイオー信用金庫豊受支店 
代表者 支店長 新井浩 
アイオー信用金庫ＴＢＳハウジング支店 

代表者 支店長 金子正則 
しののめ信用金庫伊勢崎支店 
代表者 支店長 柴田一章 
桐生信用金庫伊勢崎支店 
代表者 支店長 生方隆志 
桐生信用金庫伊勢崎東支店 

 
伊勢崎市馬見塚町 621-5 
 
伊勢崎市寿町 113-10 
 
伊勢崎市本町 1-15 
 
伊勢崎市本町 10-24 
 
伊勢崎市上諏訪町 1525-11 
 
伊勢崎市連取町 2342-9 
 
伊勢崎市中央町 20-17 
 
伊勢崎市大手町 12-20 
 
伊勢崎市上諏訪町 2111-16 
 
伊勢崎市連取町 3039-3 
 
伊勢崎市太田町 909-4 
 
伊勢崎市茂呂町 2-2929-1 
 
伊勢崎市堀口町 315-1 
 
伊勢崎市富塚町 252-7 
 
伊勢崎市宮子町 3600-1 
 
伊勢崎市今泉町 2-946-13 
 
伊勢崎市堤下町 14-1 
 
伊勢崎市上諏訪町 2113-16 

 
0270-32-0358 
 
0270-26-1121 
 
0270-24-2100 
 
0270-24-2200 
 
0270-24-5622 
 
0270-23-1116 
 
0270-23-1111 
 
0270-24-7551 
 
0270-24-4567 
 
0270-23-0123 
 
0270-23-3300 
 
0270-24-0300 
 
0270-32-4811 
 
0270-31-1111 
 
0270-22-0001 
 
0270-23-1811 
 
0270-21-1717 
 
0270-21-6555 
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代表者 支店長 松島秀人 
桐生信用金庫伊勢崎西支店 
代表者 支店長 黒崎浩寿 
桐生信用金庫伊勢崎南支店 
代表者 支店長 深澤和宏 
桐生信用金庫豊受支店  
代表者 支店長 箕輪啓一 

 あかぎ信用組合伊勢崎営業部 
 代表者 営業部長 下山裕 
あかぎ信用組合豊受支店 
代表者 支店長 高橋弘幸 
あかぎ信用組合うえはす支店 
代表者 支店長 石原輝久 
あかぎ信用組合つなとり支店 
代表者 支店長 坂田晶 
あかぎ信用組合宮子支店 

 代表者 支店長 蜂須克彦 
ぐんまみらい信用金庫伊勢崎支店 
代表者 支店長 清水孝浩 

ぐんまみらい信用組合伊勢崎北支店 

 代表者 支店長 大谷勝彦 
ぐんまみらい信用組合伊勢崎西支店 

代表者 支店長 武井邦夫         
 日本政策金融公庫前橋支店 
      中小企業事業 
 代表者 事業統括 吉田健一    
 日本政策金融公庫前橋支店 
      国民生活事業 
 代表者 事業統括 石井邦明 
 商工組合中央金庫前橋支店 
 代表者 支店長 櫻井浩嗣 

 
伊勢崎市連取町 1334-1 
 
伊勢崎市南千木町 2470-1 
 
伊勢崎市冨塚町 221-1 
 
伊勢崎市緑町 5-5 
 
伊勢崎市除ケ町 243 
 
伊勢崎市下植木町 402-4 
 
伊勢崎市連取町 1901-9 
 
伊勢崎市宮子町 3525-3 
 
伊勢崎市下植木町 5-8 
 
伊勢崎市柳原町 74-3 
 
伊勢崎市連取町 2354-12 
 
前橋市本町 1-6-19 
  
 
前橋市本町 1-6-19 
 
 
前橋市大手町 2-6-17 
 

 
0270-22-3111 
 
0270-223-322 
 
0270-20-3020 
 
0270-24-1001 
 
0270-32-0187 
 
0270-23-6331 
 
0270-23-7333 
 
0270-23-8848 
 
0270-23-5222 
 
0270-26-6116 
 
0270-21-8888 
 
027-243-0050 
 
 
027-223-7312 
 
 
027-224-8151 
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連 携 体 制 図 等 ① 

   連携する内容 (当所)     役     割          ※連携者 
       

景気動向調査などの各種資料請求 

                                
各種資料の提供・情報交換 

 
 
 
              経営状況分析・需要動向調査など 

の資料請求                             

 

              各種調査資料の提供・専門家の 

知見提供 

 
 
              

専門家派遣依頼・セミナー開催依頼 
                   

 事業計画策定実務支援 
 
 
            

                        

専門家派遣依頼・セミナー 開催以来 

 

専門家派遣・各種セミナー開催支援 

                 

 

                                   

                展示会・商談会等の情報提供 

 

販路開拓に関する支援・情報提供 

 

 

・群馬県 
・アイオー信用金庫 
・中小企業基盤整備機

構 
・群馬伊勢崎商工会 

 

 
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 

 
３．事業計画策定支援に 
関すること 
 

 
４．事業計画策定後の実 
施支援に関すること 
  
 
 

 
５．新たな需要の開拓に 
寄与する事業に関する 
こと 
   

 
１．地域の経済動向調査 
に関すること 

・群馬県 
・群馬県産業支援機構 
・地域金融機関 
・専門家（士業） 
・日本商工会議所 
 

・群馬県 
・群馬県産業支援機構 
・地域金融機関 
・専門家（士業） 
・日本商工会議所 
 

・群馬県 
・群馬県産業支援機構 
・地域金融機関 
・専門家（士業） 
・日本商工会議所 
 
 
 
・群馬県 
・伊勢崎市 
・群馬伊勢崎商工会 
・地域金融機関 
・ＪＡ佐波伊勢崎 
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連 携 体 制 図 等 ② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

小規模事業者 

 

 
巡回・窓口相談、景況調査・分析・情報提供、ニーズの把握、専門家派遣支援等 

経営発達伴走型支援  伊勢崎商工会議所      

群馬県、群馬県産業支援機構、群馬県よろず支援拠点 
日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、群馬銀行 
東和銀行、足利銀行、アイオー信用金庫、桐生信用金庫、 
しののめ信用金庫、あかぎ信用組合、ぐんまみらい信用組

合、群馬県信用保証協会、群馬県中小企業診断士協会、 
関東信越税理士会・群馬県弁護士・群馬県社会保険労務士

会、群馬伊勢崎商工会、中小企業基盤整備機構、日本商工

会議所、連携支援機関として、群馬県地域プラットフォー

ム、シルクカントリープラットフォーム、ミラサポ 

群馬県、伊勢崎市 
ＪＡ佐波伊勢崎 
群馬伊勢崎商工会 
群馬銀行、東和銀行 
足利銀行、アイオー

信用金庫、しののめ

信用金庫、桐生信用

金庫、あかぎ信用組

合、ぐんまみらい信

用組合 
 
 
 
 
 

経営状況の分析・把握・課

題の把握、経営革新計画

書策定・分析・フォローア

ップ、創業スクール 
資金計画等 
 
 

専門家派遣、事業承継・事業

再生、経営分析・収集、 
需要動向調査分析・収集、 
事業計画策定、個別相談 
課題の把握等 

販路開拓・拡大 
展示会、セミナー 
商談会、ビジネス

マッチング 
ネットショップ 
 
 


	【伊勢崎商工会議所】計画概要
	【伊勢崎商工会議所】別表1-4
	35年度
	34年度
	33年度
	32年度
	31年度
	35年度
	34年度
	33年度
	32年度
	31年度
	35年度
	34年度
	33年度
	32年度
	31年度
	35年度
	34年度
	33年度
	32年度
	31年度
	35年度
	34年度
	33年度
	32年度
	31年度


