
 

 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 
高山村商工会（法人番号 9070005007744） 

高山村（地方公共団体コード 104281） 

実施期間 令和２年４月１日～令和７年３月３１日 

目 標 

経営発達支援事業の目標 

（１）小規模事業者の特性に応じた経営支援の実施 

（２）経営環境の変化に対応する計画的・戦略的経営の実践支援 

（３）新たな需要の開拓に寄与する一歩踏み込んだ個社支援の強化 

（４）基幹産業である「農業」の支援強化による 6次産業化・農商工連携・地域資

源活用事業の促進 

（５）地域内事業者への迅速な情報発信 

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 

高山版「小規模事業者景況調査」の実施や統計資料等の外部データ、国が提供

するビッグデータを活用し地域経済動向を把握する。 

２．経営状況の分析に関すること 

巡回等により経営分析実施事業者を掘り起こし、経営指導員が経営支援基幹シ

ステムを活用した経営状況分析支援を実施する。事業者自ら経営分析を行えるよ

う、経営分析スキルアップセミナーを開催する。 

３．事業計画策定支援に関すること 

  事業計画策定の重要性を理解してもらうことを目的に啓蒙活動を行い、計画的

な経営を行うために事業計画策定セミナーを開催。事業計画のブラッシュアップ

を図るため、専門家による個別相談会を開催する。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

定期的な巡回や専門家との連携によりフォローアップを実施。新たな取組が見

いだせる場合は、経営力向上計画・経営革新計画の承認支援を行う。事業計画と

並行し事業承継計画策定や、ニーズに即したセミナーを開催。 

５．需要動向調査に関すること 

 需要動向調査の重要性を認識していただき、展示商談会等でのアンケート調査

支援を実施し新商品開発や商品のブラッシュアップに繋げていく。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

販路拡大のためのメディア戦略支援、商談会等出展支援、IT活用支援、村内事

業者の BtoB 商談会の開催、特産品・商品開発支援を行い、新たな需要を開拓し

ていく。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

１．地域経済の活性化に資する取組に関すること 

  地域経済の活性化や地域外からの集客による賑わいを創出するため高山ブラ

ンド力向上委員会を開催し地域イベントや特産品開発等にいて検討する。多様化

する観光ニーズへの対応を図るため独自性の高い着地型観光プログラムを開発

していく。高山村と連携し各種イベントの開催や協力を行っていく。 

連絡先 

高山村商工会 〒377-0702 群馬県吾妻郡高山村大字中山 3410 

TEL：0279-63-2200 FAX：0279-63-2430  

E-mail:takasyo-371120@bay.wind.ne.jp 

高山村 地域振興課 〒377-0702 群馬県吾妻郡高山村大字中山 2856番地 1 

TEL:0279-63-2111 FAX:0279-63-2768 

E-mail:info@vill.takayama.gunma.jp  
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【特産品】 

ブランド米である「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

受賞）、「たかやまきゅうり」「まこもだけ」「ビーツ」等新鮮な野菜類が採取できる。 

たかやまきゅうり まこもだけ ビーツ 月あかね 

    

 

【交通】 

上越新幹線「上毛高原駅」、高速道路（関越自動車道）「月夜野インター」ともに車で約 20 分の距

離にあり、首都圏まで 2 時間圏内とアクセスに優れている。 

 

【第 5 次高山村総合計画からの引用（商工・観光部分）】 

＜商工業＞ 

現在、我が国は、経済立て直しの途上にあります。産業面における東アジア諸国の影響は避けるこ

とが困難ですが、村の一員である事業者が強く元気でいることは、村の活性化につながります。 

雇用面においても産業は重要です。特に将来を担う若者については、非正規雇用者も多く生活が不安

定になっていることが課題になっています。村では、産業振興を推進するため、村内企業の支援と、

村外企業の誘致を図ります。また、村における人口減対策の一環として雇用を確保し、定住促進を図

ります。 

 

＜観光業＞ 

観光立国にむけて、魅力ある観光地域づくりとして、観光地域のブランド化や複数地域間の広域連

携等があげられています。村における広域連携軸は、東西方向に日本ロマンチック街道が、南北方向

に旧三国街道が存在し、街道特有の風景、景観が観光客にとって魅力的な空間になっています。 

さらに村の地形条件が盆地形状であることから、広域連携軸周辺には、農山村景観、眺望景観、星空

といった魅力的な景観が形成されています。 

村では、道の駅「中山盆地」を観光、防災等を含めた村の中心拠点として整備し、村民相互、都市

居住者及び観光客を含めた交流の場の形成に努めます。 

 

②課題 

【地域における産業別の状況】 

＜商業＞ 

当村の商業は近年の消費者ニーズの多様化、ＩＴの普及やＥＣサイトによる通信販売の拡大、自家

用車の普及や大型小売店舗の出店など、商業を取り巻く急激な環境変化に対応が遅れ、魅力不足から

競争力の低下により顧客離れを招いている。また経営者の高齢化や過疎化を背景に後継者不足による

店舗の閉店による空き店舗の増加やそれに伴う買い物の利便性の低下が問題となっている。卸売業も

平成 11 年には 7 事業者あったが平成 14 年には 3 事業者まで減少しており、商品販売額の減少を招

いている。これまでも、村と連携を図りながら経営相談や融資貸付などの経営支援、後継者の育成支

援に取り組んできたが、今後は新商品開発やブランド化、個店の魅力向上が課題である。 

 

＜商品販売額・事業所数の推移＞         

 小売業 卸売業 

 商品販売額 事業所数 商品販売額 事業所数 
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（百万円） （百万円） 

平成 6 年 2,089 36 369 4 

平成 11 年 1,388 36 424 7 

平成 16 年 1,744 39 389 3 

平成 19 年 1,377 32 427 4 

平成 24 年 353 18 454 4 

 

＜工業＞ 

当村の工業は業種別に見ると事業所数では建設業が多く、平成 26 年では、事業所数 30 所、従業

員数 190 人、総生産額 876 百万円となっている。産業別の総生産額を見ると、不動産業が最も多く

（22.8％）次にサービス業（18.8％）、製造業（9.5％）が多い状況となっている。平成 23 年では、

製造業の総生産額が 1,782 百万円（15.8％）と多くを占めていたが、平成 26 年には総生産額が 426

百万円（4.6％）まで落ち込んでいる。全体的な総生産額も減少傾向にあり、一部の優良企業が景気

を牽引している状況であり、全体的な底上げには至っていないのが現状である。 

 

＜農業＞ 

農業は本村の主要産業であり、農業産出額は 151 千万（平成 29 年推計）に達する。主に米、野菜

の生産と畜産が盛んであり、それぞれの地区の特性に合った農業が展開されている。しかしながら、

農業経営者の高齢化や担い手不足、兼業化が急激に進んでおり、耕作放棄地の増加に伴う農地利用率

の低下、土地の分散による生産性の低下などを招いているのが現状である。 

 

＜農家数の推移＞ 

 平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 

総農家数 538 戸 500 戸 436 戸 

販売農家 296 戸 247 戸 224 戸 

内専業農家数 59 戸 51 戸 66 戸 

自給農家 242 戸 253 戸 212 戸 

（出典：農林業センサス） 

 

＜観光業＞ 

当村は東西に日本ロマンチック街道、南北に旧三国街道が存在し、街道特有の風景、景観が観光客

にとって魅力的な空間になっている。村の地形条件が盆地形状であることから農山村景観、眺望景観、

また光環境条例を制定している地域であるため美しい星空といった魅力的な景観が形成されている。

温泉やキャンプ場、ゴルフ場などのリゾート施設をはじめとした観光資源も有している一方、観光入

込客数を見ると平成 29 年では年間 528,600 人と絶対数が少なく、近隣の中之条町（1,468,600 人）、

草津町（3,250,400 人）と比べると、非常に少ない状況であり、多様な地域資源を活用しきれていな

いのが現状である。 

 

 

【強み・弱みを踏まえた課題】 

＜商業＞ 

消費者ニーズに即した品揃えの充実や独自の仕入ルート開拓による他店との差別化、VMD の実施

によるストアブランド力向上、地域の強みである地域資源を活用した商品の開発・販売が課題である。

また経営者の高齢化や過疎化を背景に後継者不足による店舗の閉店による空き店舗の増加やそれに

伴う買い物の利便性の低下が課題となっている。村と連携を図りながら経営相談や融資貸付などの経

営支援、後継者の育成支援に取り組んできたが、今後は新商品開発やブランド化、個店の魅力向上に

繋がる取組を実施していく事が課題である。 
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＜工業＞ 

産学官及び企業間の強みや特性を持ち合わせた連携を推進するなどして、市場の優位性を持つ新技

術を確立していくことや、独自技術の洗練化、新製品の開発を進め、内外へ幅広く発信していくこと

が課題となっている。また、自然災害やシステム障害や不祥事などの緊急事態に遭遇した場合におい

いても、重要な業務が継続できる方策を用意し生き延びられるようにしておくための BCP の策定支

援も課題である。 

 

＜農業＞ 

高山村ではこれまでも農業経営者の育成や農業生産基盤の整備、農地の保全等に取り組んできた

が、今後は有効活用に向け、地域の実情に即した耕作放棄地対策や担い手への農地の集積、地域農業

の核となる集落営農などの組織経営体の育成や、経営の法人化、複合化などの経営基盤の強化へ向け

た取り組みが課題となる。また、6 次産業化への取り組みや、農商工連携への取り組み、高付加価値

農業の推進を図るとともに、販路開拓、ブランドイメージの構築を図ることが近々の課題である。 

 

＜観光業＞ 

多くの観光資源を有している一方で、観光入込数を見てみると年間 528,600 人であり、観光消費

額も 1,139 百万円と近隣の観光地に比べ非常に少ない状況であり、観光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、村を訪れた方に喜んでいただけるような商品力・サービス力の強化、

その販路開拓においても課題である。村の人口が減少していく中でいかに交流人口や関係人口を増加

させていくかが課題となっている。 

これまで当村の魅力の発信や観光資源の発掘、新商品開発、観光客への利便性向上等に取り組んで

きたが、農業や商工業との連携を強化し、地域が一体となって魅力を高めリピーターの確保、交流人

口の増加に取り組む必要がある。訪れた方に喜ばれるような地元ならではの商品開発、商品力、サー

ビス力の強化や、多様化する観光ニーズへの対応、インバウンド観光客や教育旅行など幅広い観光客

の誘客に取り組むことも課題となっている。 

 

（２）小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

①10 年程度の期間を見据えて 

小規模事業者は、人口減少、高齢化、海外との競争の激化、地域経済の低迷などといった構造変化

に直面しており、売上や利益、雇用の減少、経営者の高齢化、後継者等の課題を抱えている。 

当村において事業者の多い「工業・建設業」や、「農業」「全ての業種」に対する事業を取り入れ、事

業範囲と規模を拡大し、積極的な事業展開を進めていくことが小規模事業者の持続的な経営に必要と

なる。 

そのため、高山村商工会では小規模事業者が変わり行く経営環境の中で、変化に対応していくため、

消費者ニーズを的確に捉え、売上・利益を確保し、持続的な経営を遂げられるよう、近隣商工会や群

馬県商工会連合会、高山村、地域金融機関、その他関係団体と連携強化を図りながら、伴走型支援と

いう特色を活かして小規模事業者の目線に立ちつつ、きめ細かい支援を行うことが求められている。

当村の「地域の現状及び課題」や「第 5 次高山村総合計画」そして、「当商工会の役割」を踏まえた

上で地域内の小規模事業者に対する今後 10 年間の振興の在り方を俯瞰すると下記のように考えられ

る。 

 

主要産業 今後 10 年間における小規模事業者に対する振興の在り方 

商業 ・ストアブランドの強化に伴う個店の魅力向上 

・顧客ニーズに即した品揃えの充実と VMD の実施 

・地元素材を活用した新商品開発 

・地元商品の販売 

・独自の仕入れによる他店との差別化 

・ネット通販物流会社との連携による買物利便性の向上と買物弱者対策
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の推進 

工業・建設業 ・独自技術の洗練化 

・他業種とのコラボレーション 

・新商品開発、販売 

・製造ラインの効率化 

・BCP 策定支援 

・高齢化に対応した建築・設備の提供 

農業 ・6 次産業化による新たな産業の創出と収益力向上 

・無農薬など付加価値の高い農作物の生産 

・観光との有機的な連携による新たな資金の流れの構築 

・農商工連携の推進（他業種との連携強化） 

・地域資源活用事業等への取り組み強化 

観光業 

（飲食業・宿泊業・ 

観光関連サービス業） 

・観光ニーズに即した施設への改修 

・農業や商工業との連携（地産地消の徹底） 

・新たな観光ルートの開発 

・地元素材を活かしたメニューの開発 

・訪日客の受入体制の強化 

・滞在時間の延長を促す拠点の整備 

・紙媒体やインターネット、マスメディアを活用した積極的なプロモー

ション活動 

全ての業種 ・人材育成による経営力の向上支援 

・村内での創業者を増加させる取組 

・空き家、空き店舗を活用した新たな起業促進 

・働き手にとって魅力ある企業の増加（新規就業者支援） 

・事業承継の推進 

・計画的に事業をやめる廃業支援 

 

②第５次高山村総合計画との連動性・整合性 

高山村では、こうした地域産業の状況に対応していくため、第 5 次高山村総合計画前期基本計画（平

成 27 年度～平成 32 年度）において、産業面では観光、農林業、商工業の振興を目指し次の目標を

掲げている。 

 

【観光振興】 

・道の駅「中山盆地」を観光、災害等を含めた村の中心拠点として整備するため、計画的に各種施設

整備や活動を行っていく。 

・農山村の豊かな資源を背景とし、村民、都市居住者及び観光客等の交流の場や、体験の場をつくり、

地域活性化や定住促進を図る。 

・ホームページや広報等を活用して、広告 PR を展開する。 

 

＜施策と実現化方策＞ 

・道の駅「中山盆地」施設整備 

・宿泊施設整備 

・各種イベント、体験プログラム等による交流事業 

・人材育成と村民参加 

・広告、PR 事業 

・様々な産業との連携 

・花いっぱい運動の推進 
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【農業振興】 

・地域の実情にあった農業基盤整備や施設の維持管理 

・農業の組織化に向けた支援、地域の経営体の育成・確保、環境に配慮した農業生産活動の推進、農

産物のブランド化 

・担い手への農地集積により、集団化した農地の保全 

 

＜施策と実現化方策＞ 

・集落営農及び農業法人等の組織の育成 

・農業の担い手、農業後継者、新規就農者への支援 

・特産品のブランド化（6 次産業化、米、野菜、花き） 

・地域の実情にあった基盤整備 

・環境に配慮した農業の推進 

 

【商工業振興】 

・農林業関係者との連携を図り、村独自のブランド商品の開発等を行うことや、それらを観光客に販

売するため、道の駅「中山盆地」等を活動の場とする展開。 

・雇用確保や定住促進を図るため、村内企業の支援を継続的に行うとともに、村外企業の誘致を図る。 

 

＜施策と実現化方策＞ 

・行政と商工会との連携事業の支援 

・商品のブランド化 

・企業の誘致や斡旋 

 

③高山村商工会としての役割 

高山村商工会は地域における唯一の経済団体として、地域内の小規模事業者の持続的な経営発展を

目的として「金融支援」や「税務・記帳指導」「労働改善指導」等の所謂、経営改善普及事業と地域

の活性化や観光振興として地域振興事業を両輪で行ってきた。 

人口減少に伴う需要の低迷や高齢化の進展、グローバル経済における競争環境の激化等によって小

規模事業者はこれまで経験したことのないような経営環境の変化に直面しており、小規模事業者が独

力で経営の持続的発展を遂げていくことは難しい時代となった。また、小規模事業者の多くは大企業

と異なり、人・モノ・金・情報等の経営資源に制約があるため、それぞれの企業の実情に応じた支援

が必要となる。経営理念を踏まえ、環境に適応するためにイノベーションを起こし続けることが必要

となるため、常に事業者目線に立ち、経営計画や事業計画の策定支援を行わなければならない。 

そのため、今後の高山村商工会の役割は、地場産業の現状や産業振興における指針を踏まえつつ、

他の関係機関とも連携を図りながら、個々の事業者に対して伴走型による支援を提供し、経営のリズ

ムを変えていくことでイノベーションを起こし続けることが求められており、これまでの基礎的な経

営改善普及事業に加え、新たに経営戦略まで踏み込んだ支援を提供することで事業者の持続的発展を

支えていくことが使命であり、与えられた役割であると考えている。 

 

（３）経営発達支援事業の目標 

高山村商工会では上述した「（１）地域の現状と課題」「（２）小規模事業者に対する長期的な振興

のあり方」を踏まえ、今後 5 ヶ年による経営発達支援計画においては事業範囲と規模を拡大し、積極

的でより具体的な事業展開を図るため下記の目標と方針を定め、小規模事業者が行う経営の持続的発

展を支援して行くものとする。 

（１）地域小規模事業者の特性に応じた経営支援の実施 

（２）経営環境の変化に対応する計画的・戦略的経営の実践支援 

（３）新たな需要の開拓に寄与する一歩踏み込んだ個社支援の強化 

（４）基幹産業である「農業」の支援強化による 6 次産業化・農商工連携・地域資源活用事業の促進 
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（５）地域内事業者への迅速な情報発信 

 

（４）目標の達成に向けた方針 

①小規模事業者の特性に応じた経営支援の実施 

昨今の経営環境は国内市場の成熟化や国際化の進展等、競争が激化し小規模事業者が直面する経営

課題も、業種や業態により一定の傾向はあるものの、以前と比べ多種多様であり高度複雑化している。

人・モノ・金・情報・ノウハウ等の経営資源に制約がある小規模事業者の経営課題を克服していくに

は、業種や業態などに応じた一律の支援策を講じるのではなく、個々の企業における「強み」や「機

会」といった特性に応じた支援策を提供していくことが重要である。 

上記のことから本会では、小規模事業者に対する経営発達支援としての第 1 項目として企業・事業所

の強みや特有の機会（販売する商品や提供するサービスの内容、保有する技術、ノウハウ等）を明ら

かにするための経営分析を実施し、その特性を活かした施策の実行を支援していく。以前は「商業」

「工業」と大きい単位での取り組みであったため、伴走型支援という特色を活かした目標を新たに設

定し小規模事業者の特性に応じた支援策を講じていく。 

 

②経営環境の変化に対応する計画的・戦略的経営の実践支援 

社会経済環境が目まぐるしく変化する中で、小規模事業者が着実に売上や利益を確保していくため

には、事業者自らが環境変化を予測し、事業計画を策定、実践し、その成果を検証する事が重要であ

る。しかし、小規模事業者の殆どは事業計画を策定したことがなく、成り行きに任せた経営を行って

いるのが実情である。経営環境の変化に対応するため、需要を見据えた事業計画の策定するための策

定支援、検証、改善を伴走型支援で行い、事業計画の再構築やビジネスモデルとして落とし込む。計

画の実践に関しても国や県の支援策を有効に活用しながら、戦略的な経営を行っていけるよう支援し

ていく。第 1 回目では、国等の支援策を有効に活用しながら伴走型支援を実施してきたが、今後は「当

たり前」の取り組みとして実践支援していくため目標に掲げる。 

 

③新たな需要の開拓に寄与する一歩踏み込んだ個社支援の強化 

これまで当商工会では、基礎的な経営改善指導（金融・税務指導等）を中心に活動を行ってきたが、

地域の小規模事業者が商工会に求める期待は、そうした内容から、新たな需要の開拓に寄与する一歩

踏み込んだ支援に期待が高まっている。 

そこで当商工会では、これまで実施してこなかった個社の取扱う商品等の「需要動向調査」を実施

することで、地域の小規模事業者の新商品開発や既存商品の改善を支援していく。また、個社の取扱

う商品等の販路開拓を目的に、広報支援や商談会出展支援を通じて、小規模事業者の売上の増加や利

益の確保に寄与していくものとする。 

 

④基幹産業である「農業」の支援強化による 6 次産業化・農商工連携・地域資源活用事業の促進 

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、地域資源活用事業等の活用を促進す

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の 6 次産業化サポートセンターと連携し、

認定に向けた支援を行っていく。また、農商工連携として村内で無農薬や有機栽培、自然栽培など特

別に栽培した安心安全な 1 次産品を活用した特産品や、素材としての販路開拓を積極的に支援してい

く。 

 

⑤地域内事業者への迅速な情報発信 

最近では小規模事業者の経営の持続的発展に繋げるための支援策も充実してきている。しかし、支

援策も小規模事業者に必要なタイミングで情報が行き届かなければ、活用に結びつくことはない。そ

のことから、当会では小規模事業者に対しタイムリーな情報発信を目標に掲げ、ＩＴを活用した情報

発信の導入の他、巡回指導の徹底によって必要な情報を必要なタイミングで提供できるよう支援体制

を整備していく。 
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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（令和２年４月１日～令和７年３月３１日） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 

Ⅰ．経営発達支援計画の内容 

 

 

２．地域の経済動向調査に関すること 

 

（１） 現状と課題 

【現状】 

これまで地域の経済動向調査に関する調査は、経営指導員の巡回訪問及び窓口相談時における個別

ヒアリングや理事会や各部会会員事業者に向けたアンケート調査の実施（平成 29 年度実施）程度に

とどまっており、地域の小規模事業者に対する的確な指導を行うための体系的な調査を実施していな

かった。 

 

【課題】 

今後は経営指導員の巡回訪問時や個別ヒアリング等の他に、国が提供するビッグデータ等を活用し

専門的な分析を行っていく。支援を行う個社の状況はもとより、地域の状況をしっかり把握するため

の調査方法・手段を確立し、得られた地域経済に関する情報を整理・分析して、地域の事業者が容易

に閲覧できるよう、情報提供していくことが課題である。 

 

（２）事業内容 

①高山版「小規模事業者景況調査」による地域経済動向の把握 

地域の産業の状況や経済動向について、一定時期ごとに変化の実態を迅速かつ的確に収集・提供す

ることを目的にする。現在、群馬県産業政策課が実施している「経営環境の変化による影響調査」に

ついては、本会も調査対象地区として管内 1 事業者の調査を実施しているが、調査対象件数が 1 社

と過小なサンプル件数であることから、当地域の経済動向を的確に表わし難い。 

そこで、本経営発達支援事業の一環として、高山村商工会版の「小規模事業者景況調査」を下記実

施要領に基づき実施し、地域の小規模事業者に対する的確な指導を行うための基礎データとして活用

し、併せて、地域の事業者が誰でも平易に閲覧できるよう情報を提供していく。 

  
＜実施要領＞ 

［１］調査対象件数 

当地域の経済動向を的確に把握するに足る小規模事業者数の過半数に近い 40 事業者を調査対象と

する。その業種構成は高山村商工会の部会編成に基づき、商業部 20 社、工業部 20 社とする。 

 

［２］調査項目及び調査時点・調査頻度 

調査項目については、群馬県産業政策課が実施する「経営環境の変化による影響調査」に独自の調

査項目を追加し、管内小規模事業者の景気動向について年３回調査、分析を行う。 

 

高山村商工会版景況調査・調査項目（案） 

  

問１．売上について ①平成 30 年 5 月時と比べて 

②3 ヵ月後（令和 2 年 11 月）の見通しについて 
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３．経営状況の分析に関すること 

 

（１）現状と課題 

【現状】 

地域における小規模事業者の多くは経験上の勘を拠り所に経営判断することが多く、そのため自社

を取り巻く経営環境の変化や自社の財務状況、強み、弱みを客観的に捉える機会に乏しいのが現状で

ある。また、商工会においても、こうした現状を踏まえて、その重要性を積極的に理解してもらうと

する周知活動は実施しておらず、セミナーや各種補助金の申請を通し経営状況の分析支援を行ってき

た程度である。 

 

【課題】 

今後は、小規模事業者が経営の持続的発展を図るために必要となる「事業計画の策定」を支援する

ため、その前段階として把握しておくべき「外部経営環境」と「内部経営環境」の分析支援を実施し

ていくこと、その重要性を知ってもらうための啓蒙活動が課題である。また、セミナーの開催につい

ても、個社の実情に合わせ「基礎」「応用」などといった状況に合わせた開催が必要である。 

 

（２）事業内容 

小規模事業者が経営の持続的発展を図るためには、事業計画に基づいた事業活動に取り組むことが

肝要であり、そのための「事業計画の策定」と「経営状況の分析」が必要ということになるが、前述

のとおり、小規模事業者の多くはこれまでの経験則に基づく勘によるところの経営判断に頼っている

ため、近年の経営環境の変化とスピードに対応することが出来ず、結果、売上の減少に繋っている。 

そこで、今後商工会としては、経営発達支援事業の一環として、経営分析の重要性を理解してもらう

ことを目的とした周知活動と具体的な経営分析支援を下記のとおり実施していくこととする。 

 
①巡回・窓口・広報媒体による経営分析実施事業者の掘り起し活動 

基本的な周知活動が不足していたため、新たに経営指導員による巡回訪問・窓口相談時に「経営状

況の分析」の重要性を説明していくとともに、地域の小規模事業者に対して、経営分析に取り組むこ

との重要性や経営分析に取り組んだ結果、成果が得られた事業者の声などを掲載したリーフレットを

作成・配布することで、経営分析に主体的に取り組もうとする事業者の掘り起こしを推進していく。 

反応のあった事業者に対しては、下記に記載する「②経営指導員による分析ツールを活用した経営状

況分析支援」や「④経営分析スキルアップセミナー」に誘導し、具体的な経営分析支援に繋げていく。 

 

②経営指導員による分析ツールを活用した経営状況分析支援 

経営分析に取り組もうとする事業者の掘り起し活動により、自社の経営状況の分析を希望する事業

者に対しては、積極的な巡回や窓口支援を通し伴走型経営支援基幹システム「ＢＩＺミル」を活用し

事業計画の策定へと繋げるため経営状況分析を行う。 

今まで行っていなかった、事業者に視覚的なデータを提供することで、現状を「見える化」し、当会

においてもデータの蓄積ができるため、事業計画のつなぎ役として活用する。 

 

③経営支援基幹システム「ＢＩＺミル」を活用した巡回・分析 

小規模事業者ごとの経営分析やデータを蓄積及び職員間で共有可能なクラウドによる伴走型経営

支援基幹システム「ＢＩＺミル」を活用。小規模事業者のアンケート回答事業者、セミナー参加者等

への経営指導員によるフォローアップ、マル経等制度を利用した事業者への巡回支援を行い、パソコ

ンやタブレットにより施策情報の提供や個別ヒアリングを行う。巡回支援時にデータ化、その場での

分析結果の提示、課題抽出等の現状を把握するための、現状把握シートを事業者へ掲示し、事業計画

策定へのつなぎ役として活用する。 
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＜現状把握シートの項目＞ 

①基本項目 事業内容、経営者属性、従業員構成等 

②定性面 目標設定(5年後のビジョン)、景況感、経営課題、ABC分析、SWOT分析、簡易

経営計画作成(計画内容の PDF化・参照) 

③定量面 過去 3期分の財務諸表から主な財務分析(成長性、収益性、生産性、安全性等)

分析結果はエクセルデータで出力 

 
本システムにより今後の支援内容の提案が可能となり、属人的な経営支援活動から脱却し組織とし

て均一化された支援を行い、支援の見える化と経営指導の資質向上を図ることが可能となる。また、

分析～課題抽出～事業計画～フォローまで一連の蓄積が可能となり、小分類業種ごとの動向や地域内

数値、年度ごとの比較などの比較が可能となる。 

 

 
 
④専門家による「経営分析スキルアップセミナー」の開催 

外部専門家等を活用して、事業者自らが自社の経営分析を行えるよう、「経営分析スキルアップセ

ミナー」を開催する。セミナーは事業者が受講しやすいように基礎編・応用編を設け、定量的な決算

データから導くことが出来る財務分析に加え、定性的要因を踏まえた今後の経営の方向性を模索する

ための SWOT 分析や３C 分析の活用支援も行っていく。 

参加事業者の個々の事案によっては、専門的な知識を有する税理士や中小企業診断士などの専門家の

指導助言を受けることとし、群馬県商工会連合会や群馬県よろず支援拠点と連携し、経営分析のブラ

ッシュアップ支援を行っていくこととする。 

 ＜分析項目と狙い＞ 
  項目 分析の内容 狙い 

基

礎

編 

財務分析 売上高、経常利益、損益分岐点売上高、

売上高総利益率、売上高経常利益率、

流動比率、自己資本比率等を分析 

経営自己診断システムにより導

き出された経営指標を業種別審

査辞典の同業者間等と比較し

て、財務上の問題点を洗い出す。 

応

用

編 

SWOT分析 自社を取り巻く外部・内部環境による

影響と、それに対する自社の現状を分

析 

事業環境変化に対応した経営資

源の最適活用を検討する。 

３C分析 顧客・競合・自社の三項目より経営環

境における現状の経営課題等の分析 

外部環境や競争の状況から事業

の成功要因を導き、自社の経営

課題発見や戦略代替案の発想に

活用する。 
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相談時において配布説明するなどして周知を図っていく。 

また、商工会のホームページや会報にも特設ページを設けて、地域の事業者に対して広く啓蒙活動

を図っていく。 

 

②事業計画策定セミナーの開催 

事業計画策定セミナーについては、商工会員限定の事業であったが、今後は参加対象者を会員事業

所に限定することなく広く周知し、事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起しを行うとともに、

「３．経営状況の分析に関すること」で経営分析を行った事業者や後述する「６．需要動向調査に関

すること」において個社支援を行った事業者にも積極的な参加を勧奨し、事業計画策定セミナーを開

催していく。 

なお、セミナーの開催要領については以下のとおりである。 

 
 ＜事業計画策定セミナー開催要領＞ 

［１］目 的 小規模事業者が経済社会情勢の変化に対応し、自らのビジネスモデルを再構築する為、

顧客ニーズや自らの強み・弱みを踏まえた事業計画に基づく経営を推進することを目

的とする。 

［２］名 称 事業計画策定セミナー 

［３］日 程 ２時間×３日間 

［４］会 場 高山村商工会 2 階 

［５］講 師 専門家を活用（中小企業診断士） 

［６］参加者 事業計画策定を目指す事業者、経営分析を行った事業者、需要動向調査を実施した事

業者等 

［７］カリキュラム  
日程 テーマ 講義内容 

１日目 事業計画策定の概要 ○事業計画とは何か 

○事業計画策定の意義と重要性を理解する 

○事業計画の概要を理解する 

２日目 事業計画策定の実践① ○経営理念について考える 

○経営ビジョンの策定を行う 

○環境分析（市場機会の評価を行う） 

 ・外部環境分析 

 ・内部環境分析 

３日目 事業計画策定の実践② ○経営課題を明確化する 

○経営戦略を策定する 

 ・事業計画の作成 

 ・行動スケジュールの作成 

 ・数値計画の作成 

 
③専門家による個別相談会の実施 

経営計画策定セミナーにおいて策定された参加事業者の事業計画をブラッシュアップすることを

目的に、群馬県商工会連合会やよろず支援拠点等と連携を図りながら、専門家（中小企業診断士等）

による個別相談会を実施する。事業計画の策定が途中で滞らないよう専門家による個別相談会で、課

題の解決を図る。個別相談会の席上には、事業者毎に経営指導員を担当割することとし、同席するこ

とで事業計画策定後の実施支援に繋げていく。 
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６．需要動向調査に関すること 

 

（１）現状と課題 

【現状】 

小規模事業者が新商品や新サービスを提供する際、需要動向調査が必要となってくるが管内におけ

る多くの小規模事業者はその必要性を認識しておらず、調査を行っていないのが現状である。商工会

としてもこれまで需要動向調査においては小規模事業者からの相談時や、ものづくり補助金申請時や

経営革新計画策定支援時に、該当する業種や商品についてインターネットや業界紙でチェックする程

度であった。 

 

【課題】 

商品・サービスを開発する際、特定の原材料や素材、個社の技術で開発できるものは何かといった

シーズ発想を元にしたプロダクトアウト型の商品開発に陥りやすい傾向にある。消費者に受け入れら

れる売れる商品を開発していくには、ニーズ発想のもとマーケットインの考え方や、顧客と一緒に開

発していくといったコンセプトアウトの発想が重要になってくるため、このような視点を取り入れる

ことが課題となっている。 

小規模事業者自身が提供する商品・サービスについて、そのターゲット顧客の需要動向を調査分析

し、将来の予測を立てた上で事業計画を策定する必要があるため、この課題を解決するために個別具

体的な需要動向調査を実施していく。 

 

（２）事業内容 

管内の小規模事業者が商品・サービスを開発し販路開拓を行う際、需要動向調査の必要性を説明し、

認識していただくとともに、事業者が需要動向調査を行う際には、当商工会でも積極的にサポートを

行い、商品・サービスの販売促進を効果的に行えるよう支援していく。 

展示商談会やマッチングフェア等において、小規模事業者が出展する商品等について消費者と近い

位置にいるバイヤーのニーズを把握するためのアンケート調査を行う。消費者やバイヤーが求める商

品、トレンド、ニーズ等の情報を収集し、小規模事業者へフィードバックし、買う側のニーズを踏ま

えた商品開発や商品ラインの拡充、価格戦略などに活用してもらう。 

 

①展示商談会等出展時のアンケート調査実施支援 

買う側のニーズを踏まえた商品開発等を支援していくため、展示商談会等の出展時において事業者

が行うアンケート調査を支援する。 

食品製造販売業、地元食材を使用した加工品など「食品」の販路開拓を実施する事業者や製造業者

の中でも特にＢｔｏＢ取引が中心の、小規模事業者が行う新商品開発や既存商品のブラッシュアップ

に繋げていくための支援とする。 

具体的には、食に特化した展示商談会として「地銀フードセレクション」「アグリフード EXPO」

等や製造業者の支援としては、「ギフトショー」等の展示商談会を活用し、個社が取り扱う商品やサ

ービスを「売る」「宣伝する」だけでなく、アンケート調査を実施して、得られた評価を集計、分析

することで今後の商品開発やブラッシュアップに繋げていく。 

 

【アンケート調査実施支援の流れ】 

［１］出展事業者とアンケート設問設計の打合せ 

出展する商品・サービスに対する見込顧客やバイヤーの意見を吸い上げるため、専門家の知見も借

りながらアンケート設問を設計する。 

［２］アンケート調査実施支援 

事業者が出展する展示商談会等へ商工会職員も同席し、需要動向を捉えようとする商品、サービス

のアンケート調査の実施支援を行う。調査項目としては、対象とする商品、サービスにより異なるが、
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域の魅力向上に繋げていく。 

 

①【広報支援】販路拡大のためのメディア戦略支援の実施（BtoB・BtoC） 

地域の小規模事業者が限られた経営資源で効果的な販路拡大を図るためには、テレビや新聞、雑誌

などのメディアを活用した広報支援が有効と考えられる。巡回指導時に気づいた、小規模事業者のア

ピール力のある製品やサービスに対し、先ずはプレスリリースの存在を周知する。プレスリリースの

効果などを周知した上で、プレスリリース作成支援などのマスメディア対策を行い、メディアへの露

出を図ることで潜在的な力を引き出し、販路開拓及び経営力を強化する。そのために、新商品開発に

取り組む事業者や特徴的な商品・サービスを取扱う事業者に対して、年間を通じて計画的にプレスリ

リースを行うことが出来る手法の習得機会を提供し、事業者が出来るだけお金をかけずに販路拡大を

図るための「プレスリリース作成セミナー」を年 1 回開催する。 

成果の検証として、セミナーで作成した自社のプレスリリースを掲載希望するメディアに送付し、

実際にマスコミに取り上げられるか否かの検証を行う。マスコミに取り上げられた際には、それによ

る定量・定性的な経済効果を測るものとする。また、マスコミの反応が得られなかった際には、専門

家（セミナー講師）の個別指導により、リリース内容のブラッシュアップやリリース先の変更を検討

する。 

 

②【商談会等出展支援】商談会等出展アシスト支援事業の実施（BtoC） 

展示商談会出展支援については積極的に、出展事業者の取引拡大に繋がるよう出展に係る書類の支

援や、会期中は同席しフォローを行っていく。更なる出展者を拡大していくために開催情報の提供や、

商談会や展示会に出展する事業者の取引拡大や商談時の成約率を高めていくための「商談会等出展ア

シスト支援事業」に取り組んでいく。出展支援を行っていく主な商談会は「地銀フードセレクション」

「アグリフード EXPO」などを見込んでいる。なお、商談会等出展アシスト事業の支援メニューは

以下のとおりである。 

 

［１］PR ツール作成支援 

小規模事業者の多くは販路の拡大を図ろうとする対象商品の PR ツールが不足しており、展示会等

に出展する際にも簡易なチラシ程度しか持ち合わせていないケースが多い。そこで本事業では、新た

な販路を求めて商談会や展示会等に出展する小規模事業者を対象に PR ツールの作成支援を行う。具

体的には商業デザイナーやプロカメラマン等の専門家の指導・助言を得て「チラシ・パンフレット作

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

 

［２］商談会時の秘書役支援 

小規模事業者の多くは経営資源に乏しいことから、商談会に参加する際にも代表者一人で商談に臨

んでいるケースが多く、商品説明に注力するあまりバイヤー等の商談相手から貴重なアドバイスがあ

った際にもメモを取り忘れている状況が散見される。商談時における相手先から感想や意見・要望に

対応していくことは、商品改善やマーケットインの発想による“売れる商品”づくりに繋がることか

ら、今後の取引拡大・成約率向上には欠かせないことと言える。そこで、商談スタッフを帯同できな

い商談会参加事業者を対象に、経営指導員が秘書役となり、商談相手のコメントを詳細に記録し、今

後の商品改善等に繋げていくことで新たな需要の開拓に寄与していく。 

 

［３］展示商談会出展支援事業 

商工会が自前で展示会等を開催するのは困難なため、首都圏で開催される既存の展示商談会への出

展を行う。出展にあたっては経営指導員が事前・事後の出展フォローを行うとともに、会期中には、

陳列・接客などのきめ細かな伴走支援を行っていく。展示商談会では商工会が 2 ブースを借り上げ、

事業計画を策定した事業者を優先的に出展し新たな販路拡大を支援していく。想定している展示商談

会は下記の通り。 
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名  称：地銀フードセレクション 

概  要：主催する地方銀行の取引先で全国に向けた販路拡大を希望する「食」関連の企業および団

体と 地域色豊かな食品を求める食品バイヤーとの商談の場を提供するための展示商談

会。出展社・来場者の満足度が高く、主催する地方銀行の手厚いサポートも魅力の 1つと

なっており、 地方創生に向けた取り組みとして年々規模を拡大し、日本最大の地域食品

の展示商談会。 

開催場所：東京ビッグサイト 

来場者数：13,412名（2019 年 9月 19日・20日開催実績） 

出展社数：食品企業約 1,000 社 

 

名  称：アグリフード EXPO 

概  要：国産にこだわり広域に販路拡大を目指す農業者や食品加工業者とバイヤーをつなぎビジネ

スマッチングの機会を提供する展示商談会。出展者の物流に係る課題相談が可能なことや、

事前個別予約制の個別商談会でビジネスマッチングをサポートしてくれることや、海外展開

相談コーナーや JETRO 食品輸出商談会との連携により輸出をサポートしてくれるなど、独

自の特徴を持つ展示商談会。 

開催場所：東京ビッグサイト 

来場者数：12,385 名（2019 年 8 月 21 日・22 日開催実績） 

出展者数：618 社（2019 年 8 月 21 日・22 日開催実績） 

 

③【IT 活用支援】インターネットを活用した販路開拓支援（BtoC） 

インターネットの普及により多くの小規模事業者が自社のホームページを開設するなど、その活用

度は進んでいると言えるが、自社サイトにて販売・決済機能を設けて運用するには経営資源上の制約

があり、その取り組みは遅れていると言わざるを得ない。今後は、こうした小規模事業者に対して、

商工会インフォメーションツール「SHIFT」への企業登録や全国商工会連合会の EC サイト「ニッ

ポンセレクト．COM」による出品勧奨を積極的に行い、店舗販売のほかにインターネットを活用し

た販路開拓を支援していく。 

事業者の EC へのハードルを下げるため、先ずは、高山村の「ふるさと納税」の返礼品として出品

支援をすることで、どのような流れで EC が行われるかイメージを掴んでもらう。 

       
 ECサイト「ニッポンセレクト.com」    ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」 

 

④地域資源を活用した特産品・各種商品の開発（BtoB・BtoC） 

高山村商工会では農業者に６次産業化や農商工連携支援を行い、商工業者に商品開発や販路開拓支

援を行っていく。農業者における専門的な支援（専門家派遣等）については、群馬県商工会連合会（6

次産業化サポートセンター）と連携して相談にあたる。商工業者における専門的な支援については、

群馬県商工会連合会（広域支援センター）と連携して相談にあたり、事業成果を高めていく。  

これらの商品開発は、既存商店⇒顧客増加、生産農家⇒6 次産業化、事業の多角化等の効果をもた

らすものであり、積極的な支援を行っていく。 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

８．地域経済の活性化に資する取組に関すること 

 

（１）現状と課題 

【現状】 

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年から 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

村内が相互連携するなど新たな取り組みが生まれてきたが、既存のイベントを膨らませる程度とな

り、構築には至っていない。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で掲示したが、地域内の話題性という面では限定的な影響しかなかっ

たのが実情である。現在は、平成 27年度から 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」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」の取り組みを開始した。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」

のテーマで結びつけ、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

ていくことにより、村外から観光客を呼び込むことも有効であると考えられる。 

 

【課題】 

これまで村と連携し賑わいづくりなど観光振興の視点でイベント等の開催、協力、協賛するなどの

取り組みを行ってきた。しかし、地域の小規模事業者への売上増加などの視点で捉えると、支援が十

分とはいえず、地域への波及効果も不明確であった。今後は地域経済の活性化に資する取り組みとし

て、高山村や、JA高山支店等とも連携を強化し、周辺地域とも広域的な展開を行っていくとともに、

地域資源を活用した取り組みや、農業との連携による農商工連携、6次産業化等のビジネスの視点を

取り入れ、新たな地域経済の活性化に寄与していくことが課題である。また、地域のブランド化に向

け、地域住民が魅力を感じ、地域外に誇れる地域ならではの商品開発、飲食メニュー開発など、高山

村のブランド力を創出することが課題となっている。 

 

（２）事業内容 

近年、着地型観光が注目されているが地元主導によるこうした取り組みが多様化する観光ニーズに

対応する有効な方策と思われる。現在、当商工会では神奈川県藤沢市商工会議所を中心とした 6団体

による連携体を構築する計画で進んでいる。こうした地域交流ネットワークを有効な販路と位置づけ

「着地型観光プログラム」を農家民泊や飲食店等の観光関連事業者や農業者、ガイド組合等の地域団

体を適切にコーディネートすることにより、きめ細かなメニューを開発し提供する。行政との連携に

より、旅行会社を仲介せず「ありのままの高山村」を体感いただけるよう独自性の高いプログラムを

開発する。 

 

①高山村ブランド力向上委員会の開催 

地域経済の活性化や地域外からの集客による賑わいを創出するため、これまで連携する団体が単独

や一部の連携により取り組んできたが、発信力や財政面等において限界があるため、今後は地域の関

係者間での連携により意識や方向性の共有を図れる仕組みを構築する。地域経済活性化の方向性を検

討し、小規模事業者が事業を持続的に発展させるため「高山ブランド力向上委員会」（仮称）を立ち

上げ、地域ブランド力向上につなげる。 

委員会を四半期に 1度開催し、地域イベントの充実・活性化、地域資源を活用した特産品開発等に
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ついて検討する。委員は、商工会、高山村、農業者、飲食業者、商業、観光業者、群馬県商工会連合

会、外部専門家（中小企業診断士）等で構成する。 

 

②着地型観光プログラムの開発 

地元の農業者・観光農園・飲食店、農家民泊等の小規模事業者、高山村、商工会、群馬県商工会連

合会、県立ぐんま天文台、観光の専門家（㈱日本旅行所属・中小企業診断士）と着地型観光委員会を

設立し、年 2回委員会を開催し農業体験や星空観賞等の着地型プログラムを開発する。 

日本で初めて光環境条例（県立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、強みである星空も含め村外へアピールしていく。 

 

③各種イベントの開催、協力事業 

村との連携し、観光振興の視点により今後も各種イベントの開催、協力を行っていく。各種イベン

トを通し、高山村の魅力をアピールし、地域外からの入込客数の増加と観光消費額の増加、知名度向

上を図っていく。主なイベントは星空を PR する「ナイトウォーク」、観光 PR、消費拡大を目的とし

た「ふるさと祭り」等である。「ナイトウォーク」では、高山村商工会役職員で構成するナイトウォ

ーク実行委員会を年 3 回開催し内容を協議していく。「ふるさと祭り」は行政、商工会長、商工会青

年部長、婦人会等で組織するふるさと祭り実行委員会の開催に合わせ各団体の長が出席し内容を検討

していく。 
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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能力向上のための取組 

 

９．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）現状と課題 

【現状】 

群馬県商工会連合会では、3か月に一度、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。 

当会では、高山村の村長、議長、各課長をお招きし、年１回情報交換会を開催している。村内の状

況や事業者の景況感等、情報共有が図れる場となっており、引き続き実施していく。 

 

【課題】 

今後は日本政策金融公庫や金融機関等の支援機関と連携し、小規模事業者の動向、支援策やノウハ

ウ等の情報交換を行うとともに、金融、創業、経営革新、ものづくり、農商工連携、6次産業化等の

支援力向上を図るために、それぞれの機関の強みを持ち寄ることで、地域として面的な効果が上がる

ように支援事業を実施することが課題となっている。 

 

（２）事業内容 

①吾妻郡内 6商工会による情報交換会（年 2回） 

吾妻郡内 6商工会の経営指導員との情報交換会を開催する。小規模事業者の動向、支援策やノウハ

ウ等の情報交換を行うとともに、金融、創業、経営革新、ものづくり、6次産業化、農商工連携、地

域資源活用事業、新連携等についても支援能力向上を図れるよう、それぞれの地域の特性、強みを持

ち寄り支援力の強化を図る。 

 

②経営改善貸付推薦団体連絡協議会（年 2回） 

日本政策金融公庫高崎支店国民生活事業と高崎支店担当地区支援機関（商工会・会議所）による「経

営改善貸付推薦団体協議会」において、金融斡旋状況を中心とした現場レベルにおける様々な小規模

事業者への支援実績や成功事例、手法などを紹介し、伴走型支援のノウハウ、支援状況等についての

情報交換を行うことで、効果的な金融支援を行う。 

 

③群馬県中小企業支援ネットワーク会議への出席（年 1回） 

群馬県、行政、県内商工会、商工会議所、中央会、群馬銀行、東和銀行、各信用金庫等が参加する

中小企業支援ネットワーク会議へ参加する。各機関の成功事例において支援ノウハウを学ぶことや、

ネットワーク強化へと繋がるため支援の幅を広げることが可能となる。参加者との支援ノウハウの交

換を行うことで、支援ノウハウの一層の向上に努める。 

 

 

１０．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

（１）現状と課題 

【現状】 

職員の資質向上の取り組みとしては、これまで群馬県商工会連合会が主催する職種別各種研修、職

員協議会が開催する資質向上研修、中小企業基盤機構が運営する中小企業大学校での中小企業支援担

当者研修等定期的な Off-JT を実施してきた。また、別に全国商工会連合会で実施している eラーニ

ングを活用した経営指導員等 WEB研修を実施してきた。 
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【課題】 

研修会等は限られた時間の中で実施され、かつ職種別であることから職員間で、研修会等で得られ

たノウハウを一定の時間を設定して指導ノウハウや情報交換、共有化を図っていないことが支援業務

における課題である。各職員の支援能力格差、情報格差をなくすため、既存の Off-JT への接客的な

参加や外部支援機関や専門家派遣での企業支援同行など OJT を積極的に実施していくことも必要と

なる。 

 

（２）事業内容 

①テクニカルスキルアップの取り組み（Off-JT） 

これまでと同様に Off-JTによるスキルアップは必須である。技術的な支援能力を向上させるため、

群馬県商工会連合会が主催する職種別各種研修、職員協議会が開催する資質向上研修、中小企業大学

校が運営する中小企業大学校での中小企業支援担当者研修等の Off-JT を実施する。また、群馬県商

工会連合会、外部支援機関、専門家などを招聘し、有効な支援ノウハウ習得を目的として研修会を開

催する。（年 1回） 

 

②ノンテクニカルスキルアップの取り組み（OJT） 

経営指導員及び支援に携わる職員は、外部支援機関や専門家と連携して小規模事業者を支援する場

合、同行（同席）支援を必須として、指導・助言内容、情報収集方法など伴走型の支援能力向上を図

る。体験、経験を通してノンテクニカルスキルを向上させていく。 

 

③職員間の戦略的ミーティングの開催 

今後、職員間における情報共有は重要な役割となる。そのため、群馬県商工会連合会、その他支援

機関が開催する研修会等で得た支援ノウハウを職員で共有化を図るため報告会を逐次開催する。報告

会は研修会に参加した職員が中心となり、内容を職員に説明する。理解が足りていないところは、研

修先への確認や、専門家へ相談するなどし、分からない所をそのままにせず、知識の定着を図ること

で小規模事業者への支援へと繋げていく。また、月 2 回ミーティングを開催し、ミーティングの中で、

月の定量的な個人目標を設定し、目標達成に向けた支援を行っていく。月半ばには、目標と現実の差

を分析し、その差をどう埋めるか検討する。これにより、当たり前のことを当たり前にやりきるクセ

をつけていく。 

 

④支援ノウハウの明文化 

職員間の戦略的ミーティングで共有化した支援ノウハウについてはマニュアル化（電子データ化）

し、職員が人事異動等で変更になった際でも、一定の支援水準を保てることは重要であるため、ノウ

ハウの蓄積のためにも明文化していく。 

 

 

１１．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 

 

（１）現状と課題 

【現状】 

事業評価委員会を理事会と併設し実施しているが、見直しまでの仕組みが構築されていないのが現

状である。 

 

【課題】 

事業評価委員会は外部有識者を交え開催し、PDCA サイクルを素早く回すことが課題であり、定期

的な事業評価委員会の開催と理事会において実施内容の評価について素早いフィードバックが必要

となる。 
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（２）事業内容 

①伴走型小規模事業者支援推進事業評価委員会の開催 

商工会役員、高山村担当者、群馬県商工会連合会、日本政策金融公庫、中小企業診断士等の外部有

識者、法定経営指導員で組織した事業評価委員会を半期ごとに開催し、経営発達支援事業の進捗状況

等について評価を行う。事業の成果・評価・見直し結果については、理事会において承認を受ける。

評価に関しては、支援を行った事業者にアンケートを実施し、実際の支援の効果、評価をしていただ

き検討資料として活用する。 

 

②事業成果の公表 

事業の成果・評価・計画の見直し結果を、当商工会ホームページで計画期間中公表するとともに、

党商工事務所においても、常設し常時閲覧が可能とする。 

 



- 27 - 

 

（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 

（令和元年１０月現在） 

 

（１）実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・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 

平形 富二夫 

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行う。 

実施責任者 
法定経営指導員 

山賀 英彦 

対象企業の課題を明確化し、必要な支援を計画。直接支援の実

施や専門家派遣を活用し課題解決に導く。経営発達支援計画の

実施、実施に係る助言、目標達成に向けた進捗管理、事業評価、

見直し等に必要となる情報の提供を行う。 

実施補佐 
経営支援員 

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。 

 

（２）法定経営指導員の関わり 

①法定経営指導員の氏名、連絡先 

 

■氏名：山賀 英彦 

■連絡先：高山村商工会 ℡ 0279-63-2200 

 

②法定経営指導員の関わり 

経営発達支援計画の実施、実施に係る指導及び助言、目標達成に向けた進捗管理、事業の評価、

見直しをする際に必要となる情報の提供等を行う。 

 

（３）商工会、関係市町村連絡先 

①商工会 

  〒377-0702 

  群馬県吾妻郡高山村大字中山 3410 

  高山村商工会 

℡ 0279-63-2200 ／ fax 0279-63-2430 

高山村商工会 

 会長      １名 

 副会長     ２名 

 理事      ９名 

 監事      ２名 

 法定経営指導員 １名 

 経営支援員   １名 

 臨時職員    １名 

        １７名 

高山村役場 

 地域振興課 課長 割田 眞 
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  e-mail takasyo-371120@bay.wind.ne.jp 

②関係市町村 

〒377-0702 

群馬県吾妻郡高山村大字中山 2856番地 1 

  高山村役場  

℡ 0279-63-2111 ／ fax 0279-63-2768 

  e-mail info@vill.takayama.gunma.jp 
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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） 

 
R2年度 R3年度 R4年度 R5 年度 R6年度 

必要な資金の額 5,000 4,800 4,800 4,800 4,800 

 

専門家謝金 

専門家旅費 

ﾘｰﾌﾚｯﾄ作成費 

印刷製本費 

展示会出展費 

展示会旅費 

物産展開催費 

チラシ作成費 

郵送代 

1,500 

200 

200 

500 

1,500 

300 

500 

200 

100 

1,500 

200 

0 

500 

1,500 

300 

500 

200 

100 

1,500 

200 

0 

500 

1,500 

300 

500 

200 

100 

1,500 

200 

0 

500 

1,500 

300 

500 

200 

100 

1,500 

200 

0 

500 

1,500 

300 

500 

200 

100 

（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、村補助金、商工会一般会計、伴走型事業補助金 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 経営発達支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して経

営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

名称 住所 代表者 

群馬県商工会連合会 群馬県前橋市関根町 3-8-1 会長 石川 修司 
 

連携して実施する事業の内容 

①高山村ブランド力向上委員会 

地域経済の活性化や地域外からの集客による賑わいを創出するため、地域の関係者間での連携によ

り意識や方向性の共有を図れる仕組みを構築する。地域経済活性化の方向性を検討し、小規模事業者

が事業を持続的に発展させるため、高山村ブランド力向上委員会を立ち上げ、地域ブランド力向上に

繋げる。委員会を四半期に 1度開催し、地域イベントの活性化、地域資源を活用した特産品開発等に

ついて検討する。委員は商工会、行政（連携者）、農業者、飲食業者、商業者、観光業者、群馬県商

工会連合会（連携者）、外部専門家（協力者）で構成する。 

 

②着地型体験プログラムの開発 

高山村は日本で初めて光環境条例を制定した村であり、強みである星空を含めた体験型プログラム

を開発し、村外へアピールしていく。地元の農業者、観光農園、飲食店、農家民泊等の小規模事業者

等、商工会、行政（連携者）、群馬県商工会連合会（連携者）、県立ぐんま天文台（協力者）、株式会

社日本旅行（協力者）で着地型観光委員会を設立し、委員会を年 2回開催し着地型プログラムを開発

する。 

 

③伴走型小規模事業者支援推進事業評価委員会 

商工会、行政（連携者）、群馬県商工会連合会（連携者）、日本政策金融公庫（協力者）、中小企業

診断士等の外部有識者（協力者）、法定経営指導員で組織した事業評価委員会を半期ごとに開催し、

経営発達支援事業の進捗状況等について評価を行う。 

 

連携して事業を実施する者の役割 

①高山村ブランド力向上委員会 

・群馬県商工会連合会 

当会のサポートや、群馬県内の商工会での取り組み事例の紹介、他県の連合会からの情報収取によ

る事例紹介や、特産品開発等において活用可能な補助金等の制度について情報提供をいただく。連携

により計画がスムースに進行できることや、サポートによる支援体制の強化が期待できる。 

 

②着地型体験プログラムの開発 

・群馬県商工会連合会 

県内における着地型体験プログラムの事例の紹介や、当会のサポート役としての役割を担う。連携

する事で、サポートをいただきながらプログラム開発が可能となる。 

 

③伴走型小規模事業者支援推進事業評価委員会 

・群馬県商工会連合会 

県内各商工会の伴走型委員会に参画しているため、改善点の指摘や具体案の提示が可能となる。連

携する事により、小規模事業者にとって効果的な伴走型小規模事業者支援推進事業が実行できる。 
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連携体制図等 

①高山村ブランド力向上委員会の開催 

高山村商工会

高山村

（連携者）

農業者

飲食業者

商業者

観光業者

外部専門家

（協力者）

群馬県商工会連
合会

（連携者）

 
 

②着地型観光プログラムの開発 

高山村商工会

高山村

（連携者）

農業者

観光農園

飲食店農家民泊

県立ぐんま天文
台（協力者）

(株)日本旅行
（協力者）

群馬県商工会
連合会

（連携者）
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③伴走型小規模事業者支援推進事業評価委員会 

高山村商工会

高山村

（連携者）

法定経営指導員

(株)日本政策金
融公庫

（協力者）

外部有識者

（協力者）

群馬県商工会連
合会

（連携者）

 
 

 

 

 

 




