
 

経営発達支援計画の概要 
実施者名 

（法人番号） 
高崎商工会議所（法人番号 2070005002462） 
高崎市（地方公共団体コード 102024） 

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)一般消費者を対象としたビジネス(BtoC)を展開する事業者への支援 
  小売業、飲食業、サービス業等の BtoC を展開している事業者を中心に、

ヒト・モノ・カネ・情報といった内部の経営資源の分析と、地域動向や消
費者ニーズといった外部の経営環境の分析機会を提供するとともに、事業
計画の策定を通じて、新たな販売チャネルとプロモーションの展開を支援
し、売上高もしくは営業利益の向上に繋げる。 

(2)企業間取引(BtoB)を主体にビジネスを展開する事業者への支援 
  製造業や建設業等の BtoB を主体とする事業者に対しては、設備の刷新

や IT の活用、従業員の能力開発といった技術革新・経営革新に向けた支
援を行っていくとともに、交通利便性を活かした地域ブランド化に向けて
BtoB のマッチングを支援していく。 

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 
  これまで景況調査等の集計結果は提供していたが、売上高等の増加に結
び付く内容ではなかった。よって、未来の動向調査に関する集計結果を提
供し、個社の売上高等の増加に繋げる。 

２．経営状況の分析に関すること 
  これまでは分析結果のアウトプットがＰＤＦやＥｘｃｅｌファイルで
あったため、経営指導員間での共有が困難であった。よって、クラウド型
経営支援ツールの導入による分析力の強化と情報の共有を実現し、個社支
援時に有効活用する体制を整備する。 

３．事業計画策定支援に関すること 
  セミナーや個別相談会を通じて事業計画策定希望者の掘り起こしを行
い、新たな販売チャネルやプロモーションの展開、技術革新・経営革新の
推進等に言及した事業計画の策定について、クラウド型経営支援ツールを
用いて支援する。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 
事業計画策定後の実施支援については、組織としての明確な方針が示さ

れていなかった。よって、明確な方針を示し、クラウド型経営支援ツール
により把握した売上、利益等を分析、計画の進捗状況に応じたフォローア
ップを行う。 

５．需要動向調査に関すること 
小規模事業者に対しマーケットインの考え方を浸透させるため、消費者

向けに実施した調査の結果をフィードバックし、絶えず変化する顧客ニー
ズやトレンドに合致した商品・サービスの開発を促す。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 
小規模事業者の外販力の脆弱性を補完するため、商品のブラッシュアッ

プと域外への販路開拓・商圏拡大、ＳＮＳの活用等による情報発信力の強
化を支援し、新規需要の喚起に貢献する。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
高崎駅周辺に偏重している集客効果を中心市街地全体に波及させるた

め、「高崎まちなか回遊性向上検討懇談会」等の会合を機能させ、地元商
業者や関係機関との連携を密にし、地域経済活性化の方向性を共有する。 

連絡先 

【高崎商工会議所 経営支援課】 
〒370-8511 群馬県高崎市問屋町 2-7-8 
TEL:027-361-5171 FAX:027-362-3550 E-mail:info@takasakicci.or.jp 
【高崎市役所 商工観光部 商工振興課】 
〒370-8501群馬県高崎市高松町 35-1 
TEL:027-321-1256 FAX:027-325-4879 
E-mail: shoukou@city.takasaki.gunma.jp 

 

tel:027-361-5171
tel:027-321-1256
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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．目標 

（１）地域の現状及び課題 

①現状 

【高崎市の立地と交通拠点性】 

高崎市は、広大な関東平野の

北端（東経：139度00分、北緯：36

度19分、海抜：97.1メートル）に位

置し、群馬県の玄関口として発展

を続けている。江戸時代から中山

道の13番目の宿場町として栄え、

明治以降も東京と鉄道で結ばれ､

生糸などの交易が活発な商業都

市として発展してきた｡現在は､上

越・北陸の新幹線2路線と在来線

７路線、関越・上信越・北関東の3

つの自動車道が交わっており､その拠点性を活かした都市型観光の推進や企業誘致に注力している。 

 

   【高崎商工会議所の管轄エリアと特性】 

高崎市は、平成の大合併により、倉渕村・箕

郷町・群馬町・新町・榛名町・吉井町の6町村が

加わったが、それぞれの町村には商工会が単

独で存在しているため、高崎商工会議所の管

轄エリアとしては旧市内である高崎地域のみと

なっている。 

また、高崎市が2018（平成30）年度に策定し

た第6次総合計画（2018～2027年度）では、テ

ーマを「変革する高崎」と定め、高崎に「人・も

の・情報」を集積させ、ビジネスを盛んにすると

している。特に地域の特性を生かした振興策に

よる都市づくりでは、高崎地域を「総合的な都

市機能が集積する拠点ゾーン」と定め、商工業においては以下の地域振興の方向性を定めている。 

 

１）高崎駅を中心とした都市基盤の整備、特に、駅東西の大型商業施設、高崎アリーナ、高崎芸術劇

場及びパブリックゾーンを備えた複合施設の整備による、新しい都市機能の集積、さらには群馬県

が整備する群馬コンベンションセンター（Ｇメッセ群馬）との連携により、交流圏の拡大及び交流人口

の増加を図っていく。 

   ２）高崎玉村スマートインターチェンジ周辺の産業団地の整備、高崎市総合卸売市場周辺の複合産業

団地の整備により、高崎駅東口から高崎玉村スマートインターチェンジに至る国道354号バイパスを

新しい高崎の産業発展の基幹軸とし、各種産業の集積を進めていく。 

   ３）商業活動の集積エリアとして副都心機能を有し、かつ高等教育機関の存立等により新しい商業エリ

アとなりつつある問屋町周辺の商業活動の振興を一層図っていく。 

   ４）高崎地域内にある22の商店街の商業活動を支えるため、民間のまちおこし活動の支援を進めると

ともに、駅周辺の集客効果を及ぼすことができるように、各商店街と個店の魅力の向上を支援し、ま

ちの回遊性を高める官民一体となった取り組みを進めていく。 
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   【高崎市の面積と人口推移】 

    平成の大合併により、倉渕村・箕郷町・群馬町・新町・榛名町・吉井町の6町村が加わったため、市の

面積は459.16㎢、人口は37万人強となったが、高崎商工会議所が管轄する高崎地域は面積110.72

㎢、人口24万人強である。国立社会保障・人口問題研究所が公表した「日本の地域別将来推計人口」

によると、高崎市の人口は徐々に減少していくものと推計されていたが、近年は高崎駅周辺を中心に

マンションの建設が相次ぎ、全国的な人口減少社会にあって、高崎市、高崎地域ともに横ばい状態と

なっている。高崎市では2018（平成30）年度に策定した第６次総合計画では、経済状況等の大きな変

化がない限り、2025年において40万人の人口を目指すとしている。 

 

   
 

 

   【高崎市の産業構造】 

    高崎市は、古くから中山道の宿

場町、そして生糸などの交易が活

発な商業都市として発展してきた

経緯から、商業を中心とした街づく

りが進められている。1967（昭和

42）年には高崎商工会議所も立地

する日本で第1号の卸商業団地

「高崎問屋街」が誕生、2008（平成

20）年、2014（平成26）年には、「高

崎市中心市街地活性化基本計

画」の認定を受けて街づくりが進

められている。その結果、2016（平

成28）年経済センサスによる高崎

市の卸売業・小売業の売上高合

計額は全国15位となっている。 
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一方、早くから東京と鉄道で結

ばれ、上越・北陸の新幹線2路線

と関越・上信越・北関東の3つの自

動車道が交わる拠点性から多く

の製造業も立地しており、市内に

は32箇所の工業団地が整備され

ている。中でも災害の少ない立地

特性から森永製菓、ケロッグ、タカ

ナシ乳業、クラシエフーズ、大塚

製薬、ガトーフェスタハラダ等の食

料品製造業が多数立地しており、

製造出荷額の約23％を占めてい

る。また、ピー・アンド・ジー㈱、中

国化薬㈱、群栄化学工業㈱等の

化学工場の立地も多いことから、

他市に比べ化学工業の占める割

合が高いのも特徴である。 

 

   【高崎市の事業所数と従業者数の推移】 

    前述したような状況下におい

て、近年は県内外から高崎市内

に事務所を移転したり、支店、代

理店等の事業所や工場を新設す

る企業が増加しており、全国的に

事業所数と従業者数が減少する

中、高崎市においては約17,000の

事業所数を維持しており、従業者

数においては2006（平成18）年か

ら2016（平成28）年にかけて

11,558人も増加している状況にあ

る。また、一事業所当たりの従業

者数について見ていくと、2006（平

成18）が9.8人だったものが、2016

（平成28）年には10.3人となってお

り、一事業所当たりの従業者数が増加している状況が見受けられる。 

 

   【管内商工業者数と小規模事業者数の推移】 

上記は合併エリアを含めた高崎市内全域の事

業所数の推移であるが、高崎商工会議所の管轄

する高崎地域に限定して商工業者数と小規模事

業者数の推移を見ていくと、右図のように年々逓

減している状況が見て取れる。そのため、高崎地

域においては、事業所の移転や新設により事業

所数の減少は少ないものの、小規模事業者にお

いては減少傾向にあり、厳しい状況が見て取れ

る。 
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   【業種別管内商工業者数・小規模事業者数】 

平成28年経済センサス-活動調査から業種別の管内小規模事業者数について見ていくと、下表のよ

うに「卸売業、小売業」が2,060社と最も多く、次いで「建設業」の1,058社、「生活活関連サービス業、娯

楽業」の984社、「宿泊業、飲食サービス業」の970社、「不動産業、物品賃貸業」の963社、「製造業」の

653社となっている。 

業　種　名 高崎市内事業所数 管内商工業者数 管内小規模事業者数

農林漁業 62 24 23

鉱業、採石業、砂利採取業 1 1 1

建設業 1,779 1,143 1,058

製造業 1,457 853 653

電気・ガス・熱供給・水道業 10 8 3

情報通信業 159 144 76

運輸業、郵便業 295 207 112

卸売業、小売業 4,503 3,463 2,060

金融業、保険業 303 258 212

不動産業、物品賃貸業 1,220 1,026 963

学術研究、専門・技術サービス業 765 649 487

宿泊業、飲食サービス業 1,907 1,565 970

生活関連サービス業、娯楽業 1,550 1,167 984

教育、学習支援業 490 302 229

医療・福祉 1,355 206 180

複合サービス業 87 42 31

サービス業（他に分類されないもの） 997 543 292

合　　　計 16,940 11,601 8,334

業種別管内商工業者数・小規模事業者数

 
 

また、管内小規模事業者数の業種別割合について、群馬県内や高崎市内全体の事業所数割合と

比較すると、下表のように「建設業」、「不動産業、物品賃貸業」、「学術研究、専門・技術サービス業」、

「生活関連サービス業」の割合が高く、反対に「医療・福祉」、「サービス業（他に分類されないもの）」の

割合が低い状況にある。 
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   【景況感と経営課題】 

市内事業者の景況感について高崎信用

金庫「景況レポート」によると、2017年より

一貫して事業所数が最も多い「卸売業」、

「小売業」で業況DIが最も悪く、「製造業」、

「建設業」においては、2019年に入り業況

DIが悪化してきている。一方で「不動産

業」、「サービス業」においては、業況DIが

回復傾向にある。 

    

また、群馬経済研究所「群馬県内企業

経営動向調査」によると、経営課題別のDI

では、2017年より一貫して「人員判断」、

「原材料（仕入）価格」、「在庫水準」、「採

算」で悪い状況が続いており、「資金繰

り」、「製商品（販売）価格」においては、問

題と捉えている事業者は少ない状況であ

る。 

 

 
 

②課題 

   【課題１：店舗の集客強化】 

高崎市は、古くから商都として発展を遂げてきたため、市内売上高のうち卸売業・小売業の占める割

合は約6割となっている。一方で、国内消費の落ち込みとネットショップの台頭から市内卸売業・小売業

の業況DIは長期的にマイナス水準にあり、事業所数も減少の一途を辿っている。 
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そのような中、高崎市では第6次総合計画にも掲げているように「交流人口・集客人口の増加による

都市づくり」を促進しており、2017（平成29）年4月には高崎駅西口に最大約6000人収容の国際大会規

格に対応した高崎アリーナを、2019（令和元）年9月には高崎駅東口に2030席収容の大劇場を備える

高崎芸術劇場を開業した。そして、2020（令和2）年4月には群馬県が同じく東口に1万㎡の展示場を備

えるGメッセ群馬を開業する予定となっている。また、高崎市では都市型観光の推進に向けて、高崎商

工会議所と連携した「高崎バル」、「高崎商都博覧会」、「高崎まちなかコミュニティサイクル」、「高崎ま

ちなかオープンカフェ」といった事業を実施するとともに、店舗の改装や集客強化に向けた設備投資を

支援する「まちなか商店リニューアル助成事業」を2013（平成25）年より実施している。 

    しかしながら、卸売業・小売業を始めとした店舗の集客強化には、ハード的な整備に加え、周辺環境

の把握やターゲットの選定といったマーケティング計画の作成、ホームページの作成やSNSの活用等

の発信力の強化といったソフト的な支援が必要である【課題１】。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   【課題２：商圏の拡大】 

    小規模事業者等の売上高の向上には、１）既存商圏内での販売シェアの拡大と、上記のような２）都

市型観光の推進に伴う観光需要の獲得、そして３）商圏の拡大といった３つの支援があると考える。販

売シェアの拡大と観光需要の獲得においては、前述したようなソフト的な支援が必要だと考える。しか

しながら、商圏の拡大においては、「ヒト、モノ、カネ、情報」といった経営資源に制約のある小規模事業

者においては、リスクを伴う可能性がある。 

高崎市では、2014（平成26）年より毎年1月に東京ドームで開催される「ふるさと祭り東京」に市内事

業者から出展者を募り、単独で参加している。また、2016（平成28）年からは前橋・宇都宮・水戸といっ

た北関東の中核都市から出展者を募り、都内で連携した販売会を開催している。また、高崎商工会議

所においても2014（平成26）年度より東京駅、新宿駅、ららぽーとTOKYO-BAY、浅草まるごとにっぽ

ん、東武百貨店池袋店、日本百貨店しょくひん館等にて催事販売会を開催するとともに、2016（平成

28）年度からは都内ホテルにて首都圏バイヤーを集めた商談会を開催するなど、市内事業者の首都

圏販路の開拓を支援してきた。 

    そこで、これまで培ったノウハウを活かし、高崎市と連携して小規模事業者等の商圏の拡大に向けた

支援を行っていく【課題２】。 

 

   【課題３：ものづくり支援】 

本市製造業においては、他の業種に比べ事業所数は少ないものの、付加価値額（企業単位）で約

20％、従業者数（企業単位）で約17％を占めており、卸売業・小売業に次ぐ比率となっている。一方で
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国内消費だけでなく輸出入の影響を受けやすい製造業においては、2019年に入り業況DIが悪化してき

ており、事業所数も減少の一途を辿っている。 

そのような中、高崎市では第6次総合計画にも掲げているように、市内32箇所の工業団地に加え、

2014（平成26）年に開通した高崎玉村スマートインターチェンジ周辺に64ヘクタールもの「高崎スマート

IC産業団地」を整備するとともに、高崎玉村スマートインターチェンジから高崎駅に向かう国道354号バ

イパス（東毛広域幹線道路）沿いに「高崎354複合産業団地」を整備することで、企業誘致並びに工場

等の新規移設による生産性の向上を図っている。また、ソフト面では、製造業等の生産性の向上や製

品の高付加価値化等を促進するために、リース契約による導入機器等のリース料の一部を助成する

「中小企業等機械設備導入支援助成金」、新技術・新製品を開発するために必要な原材料費、機械装

置費、外注加工費、調査研究委託費、知財出願費などの経費の一部を群馬県と連携して補助する「高

崎市ぐんま新技術・新製品開発推進補助金」、国内外で開催される展示会や見本市に単独で出展する

企業及び展示会等を開催する団体等に対して出展・開催費用の一部を助成する「高崎市技術振興展

示会等支援事業」、経営の安定及び向上を図るために経営の合理化、事業の近代化、生産性や品質

管理技術の向上等を目的とする診断および指導を受けるアドバイザーを導入しようとする場合に、アド

バイザー導入に要した講師謝金の一部を補助する「中小企業アドバイザー導入支援事業」、そして

2018（平成30）年6月に施行された生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」による固定

資産税の特例軽減措置（償却資産にかかる固定資産税を3年間ゼロにする措置）等により製造業等の

ものづくり企業を支援している。また、高崎商工会議所においては、経営革新等支援機関として「経営

力向上計画」、「先端設備等導入計画」の作成支援による生産性向上設備の導入を支援するとともに、

国の「ものづくり補助金」、群馬県の「ぐんま新技術・新製品開発推進補助金」、「小規模事業者持続化

補助金」等の申請支援を通じて、製造業等のものづくり企業の試作品開発・生産プロセスの改善等を

支援している。加えて、中小企業基盤整備機構が運営するウェブマッチングサイト「J-GoodTech（ジェ

グテック）」への登録や、金沢商工会議所が開催する「かなざわマッチング商談会」、富山商工会議所

が開催する「とやまビジネスドラフト」、上越商工会議所が開催する「ビジネスマッチング個別商談会in

上越」、長岡商工会議所が開催する「ながおかビジネスマッチング個別商談会」への参加を促すことに

より、BtoBの販路開拓支援を行っている。 

    そこで、これまで培ったノウハウを活かし、高崎市と連携して各種計画の策定支援を通じて試作品開

発や生産プロセスの改善等を促すとともに、関係機関と連携したBtoBのマッチングを支援することで、

ものづくり企業の販路開拓を支援していく【課題３】。 

 

   【課題４：人手不足に対応した生産性向上】 

ここ数年、すべての業種において喫

緊の課題となっているのが、人手不足

の問題である。ハローワーク高崎の平

成29年～令和元年度の有効求人倍率

を見ると、年間を通じて2.0倍を下回る

ことが少なく、月によっては2.7倍を上回

っている。また、既述したように群馬経

済研究所「群馬県内企業経営動向調

査」によると、経営課題別のDIでは、

2017年より一貫して「人員判断」が最も

不足している状況であり人手不足の状

況が見て取れる。 

そのような中、高崎市では市内事業

者の求人情報を提供するサイト「お仕事ナビたかさき」を運営するとともに、育児終了後の女性の再就

職を応援するバスツアー「ママのジョブ探しバス」を実施している。また、高崎商工会議所においては、

市内の７大学に通う大学生を対象に地元企業の経営戦略を学んでもらう「高崎ビジネススクール」を開

催するとともに、高崎経済大学の学生を対象とした地元企業の見学バスツアー並びに就職説明会を実
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施している。さらに、既存人員での生産性向上に向けたＩＴ利活用セミナーやマッチング展示会、階層別

や課題別の能力開発セミナーを開催している。 

そこで、これまで培ったノウハウを活かし、高崎市と連携して人手不足の解消に向けた各種支援を

実施するとともに、既存人員の生産性向上に向けたＩＴの利活用と能力開発を支援していく【課題４】。 

 

   【課題５：事業所数の維持・向上】 

帝国データバンク群馬支店が2019

年1月時点の群馬県内企業約97万社

（個人、非営利、公益法人等除く）の

データ分析を行った結果、県内経営

者の平均年齢は59.7歳となり過去最

高を更新、調査を開始した1990年以

降一貫して上昇傾向にあり、経営者

の高齢化が進展している状況が見て

取れる。一方で、高崎市の事業所数

はこれまで横ばいで推移してきた

が、上記調査に個人企業を加味する

と将来的な減少が見込まれる。 

そのような中、高崎市では身近な飲食店において「絶品」で「絶やしたくない」店を紹介するサイト「絶

メシリスト」を公開することで、事業の継続と承継を促している。また、高崎商工会議所においては、事

業承継セミナーを継続的に実施するとともに、群馬県事業承継ネットワークの連携機関として「簡易事

業承継診断」から事業承継補助金等の申請に至るまで個社支援を実施している。 

 

事業承継支援とともに、将来的な市

内の事業所数に影響を与えるのが創

業支援である。高崎市では創業支援

事業計画を作成するとともに、創業者

を育てるインキュベーション施設「高崎

市産業創造館」を設置している。ま

た、資金面では創業者向け制度融資

を利用した場合に、保証料補助金及

び利子補給金制度を設けており、保

証料の全額補助と5年間の利子補給

を受けることができる。一方、高崎商

工会議所は創業支援事業計画におけ

る創業支援事業者として、毎年創業セ

ミナーと特定創業支援事業である創

業塾を実施している。その結果、保証料補助金及び利子補給金制度の始まった2012（平成24）年より

高崎市の創業比率は飛躍的に向上し、2014～2016年は6.02％となっている。 

 

そこで、これまで培ったノウハウを活かし、管内の事業所数の維持・向上に向けて、高崎市や群馬県

事業引継ぎ支援センター、群馬県事業承継ネットワーク事務局等の関係機関と連携し、事業承継並び

に創業支援に注力していく【課題５】。 

 

（２）小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

①小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

地域の現状及び課題でも記載したように、高崎市の人口は37万人を維持しており、市の積極的なイ

ンフラ整備により、交流人口も増加傾向にある。しかしながら、業況DIは長期的なマイナス傾向にあり、
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飲食業・サービス業、生活関連サービス業では事業所数を維持しているものの、卸売業・小売業は減

少の一途を辿っている。その要因として国内消費の落ち込みやネットショップの台頭も考えられるが、

特に小規模事業者においては、消費者ニーズの変化に応じた商品・サービスの提供ができていない、

また、多様化する販売チャネルやプロモーションに対応できていない状況が見て取れる。 

そこで高崎商工会議所では、小売業、飲食業、サービス業等の一般消費者を対象にしたビジネス

（BtoC）を展開している事業者に対して、ヒト・モノ・カネ・情報といった内部の経営資源の分析と、地域

動向や消費者ニーズといった外部の経営環境の分析機会を提供するとともに、事業計画の策定を通じ

て、新たな販売チャネルとプロモーションの展開を支援していく。 

 

また、地域の現状及び課題でも記載したように、高崎市の製造業はその交通利便性から食品製造

業の立地が多いものの、業種業態に偏りがなくバランス良く立地している。そのため、景気変動の影響

を受けにくいものの、規模が小さく技術革新・経営革新への対応が遅く、本市製造業のブランド力も弱

いため、戦略的な地域ブランド化の必要性が考えられる。 

そこで高崎商工会議所では、製造業や建設業等の企業間取引（BtoB）を主体とした業種において

は、設備の刷新やITの活用、従業員の能力開発といった技術革新・経営革新に向けた支援を行ってい

くとともに、交通利便性を活かした地域ブランド化に向けてBtoBのマッチングを支援していく。 

 

    その結果、高崎商工会議所としては、10年後の2030（令和10）年において、管轄する高崎地域での商

工業者数約10,000者、さらに小規模事業者に限定すると約8,000者の維持を目標とする。 

 

②群馬県中小企業憲章と高崎市総合計画との連動性・整合性 

群馬県では、中小企業とそこに関わる人々が誇りを持って生きる「ふるさと群馬」を築いていくため、

2011（平成23）年6月に中小企業振興の理念として、以下のような群馬県中小企業憲章を定めた。 

 

・地域を支える中小企業の健全な発展を、国、市町村、関係機関と連携しながら支援します。 

・未来を担う世代が中小企業に誇りと夢を持てるよう、その重要さを伝えます。 

・公正な取引環境の整備に努め、中小企業の果敢な挑戦を支援します。 

・施策の立案実施にあたっては、中小企業の立場にたち、経済環境の変化に対応し、常に迅速かつ

適切な対策を講じます。 

 

 また、高崎市は第6次総合計画（2018～2027年度）のテーマを“変革する高崎”と定め、『高崎に「人・

もの・情報」を集積させ、ビジネスを盛んにする。大地の恵みやものづくりの技術を生かした生産活動を

活発にする。そしてこれを基盤とし、福祉や子育て環境、教育、文化芸術、スポーツなど市民生活を豊

かにしていく』としている。また、都市づくりの基本的な考え方として、『バランスの取れたたくましい産業

を育む都市づくりを目標に、高崎で培われたものづくり産業や農業などの振興やその技術と伝統の伸

展を積極的に支援するとともに、地域の文化活動やスポーツ活動を振興し、商業・工業・農業・文化・ス

ポーツを含めたあらゆる分野において市民生活と地域経済の基盤である「しごと」を増やし、高崎全体

の産業を活性化していく』としている。 

 

高崎商工会議所の小規模事業者に対する長期的な振興のあり方としては、商業、工業ともにビジネ

スの変革を促し、時代に即した新たな販路開拓を支援することで、小規模事業者の健全な発展を図る

ものであり、上記の群馬県中小企業憲章並びに高崎市総合計画と連動性・整合性の高い内容となって

いる。 

 

③商工会議所としての役割 

    高崎商工会議所では、2012（平成24）年3月に若手職員10名によるビジョン策定プロジェクトを立ち上

げ、内部・外部環境分析、また、SWOT分析を行い、商工会議所としてあるべき姿（ビジョン）を以下のよ

うに定めた。 
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1つ目のビジョンとしては、高崎商工会議所の保有する関係機関から集まる様々な情報や市内企業

の情報、そして地域で唯一の総合経済団体として、これまで培ってきた「信頼」と「実績」という強みを活

かして、中小企業の求めている売上の拡大や人材の確保育成に対する支援、産学官連携やマッチン

グ事業といった機会を提供することが商工会議所の役割であると考え設定している。また、2つ目のビ

ジョンとしては、これまで支援機関として培ってきた「経験」と「ノウハウ」、さらには他の関係機関とのネ

ットワークを最大限に活用し、企業の主たる目的である利益の捻出に向け、これまで以上に管内中小

企業の経営課題や問題の解決に取り組むことが商工会議所の役割であると考え設定している。 

 

 
 

高崎商工会議所では現在も上記ビジョンを達成するべく、SNS等を活用した積極的な情報発信を図

るとともに、様々な販路開拓支援を行っている。 

 

（３）経営発達支援事業の目標 

地域の現状及び課題、小規模事業者に対する長期的な振興のあり方、そして所内の実施体制（経営指

導員12名、補助員3名）を踏まえ、高崎商工会議所では5年後の経営発達支援事業の目標を以下のように

設定する。 

高崎市の総合経済団体として、情報と交流の中心となる商工会議所 
～ヒト・モノ・カネ・情報をつなぐ～ 

 管内中小企業の課題や問題にともに取り組み解決に導く商工会議所 
～利益に結びつく質の高いサービスの提供～ 
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   ①一般消費者を対象にしたビジネス（BtoC）を展開している事業者への支援目標 

    １）ヒト・モノ・カネ・情報といった内部の経営資源の分析、地域動向や消費者ニーズといった外部の経

営環境の分析を含む事業計画・マーケティング計画の作成事業所数200社 

    ２）ホームページの作成・リニューアル、SNSの活用、プレスリリース等、新たなプロモーションの展開

による売上高もしくは営業利益（個人事業主は所得額）向上事業所数75社 

    ３）店舗改装、販売会、商談会への出展、ネットショップの構築等、新たな販売チャネルの展開支援を

通じた売上高もしくは営業利益（個人事業主は所得額）向上事業所数50社 

 

   ②企業間取引（BtoB）を主体にビジネスを展開している事業者への支援目標 

    １）生産性の向上、技術革新、経営革新に向けた経営力向上計画、先端設備等導入計画、経営革新

計画、事業承継計画等の作成事業所数100社 

    ２）中小・小規模事業者支援施策を通じた試作品開発、生産プロセスの改善支援による売上高もしく

は営業利益（個人事業主は所得額）向上事業所数50社 

    ３）ホームページの作成・リニューアル、SNSの活用、プレスリリース等、新たなプロモーションの展開

並びにマッチング商談会等への出展を通じた売上高もしくは営業利益（個人事業主は所得額）向上

事業所数50社 

 

（４）目標の達成に向けた方針 

高崎商工会議所では上記の目標達成を図るため、以下の4点を基本方針として定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針の下、各目標の達成に向けて以下の方針にて事業を実施していく。 

①支援ニーズと課題の把握・蓄積・活用 

上記すべての目標達成に向けて、管内事業者の支援ニーズと課題の把握に努めるとともに、新たに

導入するクラウド型経営支援ツール「BIZミル」に事業所ごとの支援ニーズと課題を蓄積し、支援事業と

のマッチングを図っていく。 

 

②各種計画策定支援【基本指針１・２・３の項目に該当】 

    上記目標で掲げた①－１）、②－２）の各種計画策定支援では、ヒト・モノ・カネ・情報といった内部の

経営資源の分析ではローカルベンチマークを、地域動向や消費者ニーズといった外部の経営環境の

分析では地域経済分析システム「RESAS」や地図で見る統計「jSTAT MAP」を積極的に活用していく。 

 

③新たなプロモーションの展開支援【基本指針３の項目に該当】 

上記目標で掲げた①－２）、②－３）の新たなプロモーションの展開支援では、啓発セミナーと個社支

援を組み合わせることで、効率かつ効果的な支援に結び付けていく。アクセス解析等の高度専門的な

課題については、専門家派遣等を活用していく。 

 

基本方針１：職員の資質を更に高め、組織全体としての支援力向上を図る 

基本方針２：高度専門的な課題に対して、専門家の活用と関係支援機関 

との連携を強化する 

基本方針３：経営資源の乏しい小規模事業者に対し、それぞれの課題に 

即したきめ細かな伴走型支援を実施していく 

基本方針４：個社支援、面的支援を行った事業者に対して、フォローアップ 

の充実を図るとともに、状況に応じた継続支援を実施していく 
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④新たな販売チャネルの展開支援【基本指針３の項目に該当】 

上記目標で掲げた①－３）、②－３）の新たな販売チャネルの展開支援では、支援事業者の発達段

階に応じた販路開拓支援を実施していく。また、販売会や商談会等を新たな課題抽出の場として活用

することで、事業者の持続的発展を支援していく。 

 

⑤試作品開発、生産プロセスの改善支援 

上記目標で掲げた②－２）の試作品開発、生産プロセスの改善支援では、国・県・市の中小・小規模

事業者支援施策の積極的な活用を促すとともに、人手不足の解消に向けて最新設備の導入やITの利

活用についても支援を実施していく。 

 

以上の基本方針や取り組みを踏まえ、本計画の進捗状況や成果等をＰＤＣＡサイクルで毎年度検証し、

次年度の行動計画に反映させ実行していく。また毎年度更新される国の支援メニューの活用を促すことに

より、管内事業者の底上げと地域経済の活性化を図っていく。 

 

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．経営発達支援事業の内容 

２．地域の経済動向調査に関すること 

（１）現状と課題 

〔現状〕 高崎商工会議所では、2015（平成27）年7月の経営発達支援計画の認定を受けて、管内商工業

者の経営支援ニーズや経済動向等を把握・分析する目的で、アンケート調査を実施した。その結

果、1,605 件（回収率 21.2％）の回答があり、集計結果をホームページにて公開した。また、2018

（平成 30）年 10 月には、高崎商工会議所が行った経営発達支援事業の効果をはかる目的でアン

ケート調査を実施し、456件の回答を得て、経営発達支援事業の効果を検証した。 

一方で、景況調査としては、日本商工会議所が全国規模で毎月実施している早期景気観測調

査「LOBO 調査」を管内にて実施するとともに、群馬県が四半期ごとに実施している「経営環境の

変化による影響調査」を管内にて実施している。 

      さらに、個社支援の現場においては、「RESAS」を用いたマクロ的なデータ分析や「jSTAT MAP」

を用いたミクロ的なデータ分析の結果、群馬県や高崎市が公開している統計情報、そして中小機

構が運営している「J-Net21（ジェイネット 21）」、日本政策金融公庫、「HOT PEPPER Beauty 

Academy（ホットペッパービューティーアカデミー）」等が公開している業種ごとの経済動向調査の

結果を提供している。 

〔課題〕 上記のように高崎商工会議所では日本商工会議所や群馬県が実施している景況調査を実施し

ているものの、地域に特化した集計を行っていなかった。また、個社支援の現場では、「RESAS」

や「jSTAT MAP」を活用した分析データや、行政が公開している統計情報、各種調査機関が行っ

ている業界動向調査などの提供を行っていたが、ホームページに掲載する等、管内事業者に広く

周知することを行っていなかった。そして最大の課題は、統計情報や景況等の結果を集計した動

向調査は提供できていたが、売上高等に結びつく未来の動向調査を提供できていなかった点に

あると考える。 

 

（２）事業内容 

①未来のイベント情報と市内宿泊施設の予約状況等の公開 

高崎市では第 6 次総合計画にも掲げているように「交流人口・集客人口の増加による都市づくり」を
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促進しており、2017（平成 29）年 4 月には高崎駅西口に最大約 6000 人収容の国際大会規格に対応し

た高崎アリーナを、2019（令和元）年9月には高崎駅東口に2030席収容の大劇場を備える高崎芸術劇

場を開業した。そして、2020（令和 2）年 4 月には群馬県が同じく東口に１万㎡の展示場を備える G メッ

セ群馬を開業する予定となっている。また、都市型観光の推進に向けて「高崎バル」、「高崎商都博覧

会」、「高崎えびす講市」、「高崎まつり」、「高崎だるま市」、「高崎映画祭」、「高崎音楽祭」、「たかさき

能」、「キングオブパスタ」、「群馬お肉の祭典」といった集客イベントや「榛名山ヒルクライム」、「榛名湖

マラソン」、「榛名湖リゾートトライアスロン in群馬」といったスポーツイベントの開催にも注力している。 

これらの交流人口・集客人口の増加を地域経済へ波及させていくためには、管内の事業者がイベン

トの開催情報や市内宿泊施設の予約状況等を事前に把握し、対策を講じることが有効だと考える。そ

こで高崎商工会議所では、市内の集客施設や宿泊施設、各種団体と連携し、公式ホームページ内にこ

れらの予期情報を提供するページを構築し、積極的な情報発信を図ることで、管内事業者の顧客獲得

機会の提供を行っていく。 

 

【調査対象】１）市内の集客施設（5施設）、イベント開催団体（4団体） 

２）市内の宿泊施設（10施設） 

【調査項目】１）イベント名、イベント概要、来場予定者数、主な来場者層 

        ２）宿泊施設の予約状況、宴会場の予約状況 

【調査手法】調査票を事前に配布し、毎週メールやＦＡＸで回答を得る 

 

   ②行政の統計情報や各種調査機関が実施している消費者ニーズ調査、景気動向等の公開 

    群馬県では、群馬県統計情報提供システムにて「経済センサス」、「工業統計調査」、「消費実態調

査」、「地価調査」、「新設住宅着工戸数」、「市町村別観光入込客数」、「市町村別観光消費額」等の情

報を公開している。一方で、高崎市では、「町名別人口及び世帯数」、「各駅乗客人員状況」、「バス路

線別乗客人員状況」、「高速道路インター利用状況」、「一般職業紹介状況」等の情報を公開している。 

また、中小機構が運営している「J-Net21（ジェイネット 21）」、日本政策金融公庫、三井住友銀行、

HOT PEPPER Beauty Academy（ホットペッパービューティーアカデミー）等では、業種ごとの経済動向

調査の結果を公開しており、群馬県や日本商工会議所、各金融機関では景気動向調査の結果を公開

している。 

高崎商工会議所ではそれらの情報を個社支援の現場では提供していたが、ホームページに掲載す

る等、管内事業者に広く周知することは行っていなかった。そこで、各調査結果を地域の特性等を考慮

した独自の加工・分析を加えて、予期情報とともにホームページにて公開することで、地域動向を加味

した経営の促進を図っていく。 

 

【調査対象】群馬県統計情報提供システム、高崎市統計季報、J-Net21、日本政策金融公庫、 

三井住友銀行、HOT PEPPER Beauty Academy、日本商工会議所、高崎信用金庫、 

しののめ信用金庫 

【調査項目】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【調査手法】経営指導員等が定期的に調査対象機関のホームページを確認し、情報を得る 

№ 調査対象 調査項目

1 群馬県統計情報提供システム
経済センサス、工業統計調査、消費実態調査、地価調査新設住宅着工戸数、
観光入込客数、観光消費額

2 高崎市統計季報
町名別人口及び世帯数、各駅乗客人員状況、バス路線別乗客人員状況、
高速道路インター利用状況、一般職業紹介状況

3 日本政策金融公庫 調査結果

4 J-Net21 市場調査データ

5 三井住友銀行 経済・業界動向に関するレポート

6 HOT PEPPER Beauty Academy 美容業界調査・研究・アンケート

7 日本商工会議所 LOBO調査

8 群馬県 経営環境の変化による影響調査

9 高崎信用金庫 たかしん景況レポート

10 しののめ信用金庫 景況レポート
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③管内事業者への支援ニーズ・経済動向調査の実施 

管内事業者を対象とした支援ニーズと経済動向調査を毎年実施することで、支援ニーズと経済動向

を的確に把握・分析し、実態に即した経営支援策を講じていく。 

 

【調査対象】管内小規模事業者 300 社（卸売業・小売業、飲食業・サービス業、建設業、生活関連サービ

ス業、製造業、医療・福祉、不動産業・物品賃貸業、サービス（他に分類されないもの）等、

業種の偏りなく調査を実施） 

【調査項目】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【調査手法】経営指導員等が調査票を持参し、ヒアリングにて回答を得る 

【分析手法】経営指導員等が集計・分析を行う 

 

（３）成果の活用 

事業内容①②③に関しては、経営指導員等が情報を収集・加工・分析し、高崎商工会議所の公式ホーム

ページにて公開することで、広く管内事業者への情報提供を図っていく。また同時に、個社支援の現場でも

積極的な活用を図っていく。 

 

（４）目標 

地域の経済動向調査に関する目標値 

 現 行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

①公開回数 ― ２４回 ２４回 ２４回 ２４回 ２４回 

②公開回数 ― ２４回 ２４回 ２４回 ２４回 ２４回 

③公開回数 ― １回 １回 １回 １回 １回 

 

３．経営状況の分析に関すること 

（１）現状と課題 

 〔現状〕 高崎商工会議所では、平成 27 年 7 月の経営発達支援計画の認定を受けて、下表のように目

標値を上回るペースで管内事業者の経営状況分析を行ってきた。 

経営状況分析の現状 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

目 標 値 １５０件 １８０件 １８０件 ２００件 

実 績 値 ２２７件 ４５５件 ２０６件 ３６８件 

       具体的には、中小機構の提供している「経営自己診断システム」や「経営計画つくるくん」、経済

産業省が提供している「ローカルベンチマーク」等の経営分析ツールを用いた個社支援に取り組

んでいる。 

№ 調査項目 調査内容

1 事業所概要 業種、経営形態、従業員数、業歴

2 財務状況
法人：売上高、売上総利益、営業利益、経常利益
個人：売上高、売上総利益、所得額

3 景況感 前年と比較：良い、変わらない、悪い

4 経営能力の充足感 人員、設備、資金、技術、開発、販売

5 経営の見通し
売上高、販売受注量、販売受注額、仕入原材料価格、人件費、雇用人数、
経常利益、資金繰り、設備投資

6 経営課題

営業力・販売力の強化、国内の新規顧客・販路の開拓、海外の新規顧客・販
路の開拓、既存商品・サービスの高付加価値化（ブランド化）、新商品・新
サービスの開発、技術力の維持・強化、設備の増強・更新、人材の確保・育
成、資金繰り、コスト削減・業務効率化、他社との連携・アライアンス、事
業承継

7 経営支援ニーズ

事業計画の作成、国内の販路開拓、海外の販路開拓、既存商品・サービスの
高付加価値化（ブランド化）、新商品・新サービスの開発、人材の確保・育
成、コスト削減・業務効率化、広告宣伝、営業力の強化、補助金の獲得、資
金調達、他社との連携・アライアンス、事業承継
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〔課題〕 上記のように高崎商工会議所では、中小機構や経済産業省が提供している経営分析ツールを

用いて、管内事業者の経営分析を支援してきたが、分析結果のアウトプットが PDF ファイルや

Excel ファイルであったために、事業所管理システム（TOAS）での保存や経営指導員間での情報

共有が取り組みづらい状況であり、改善が必要であった。 

 

（２）事業内容 

①経営分析を希望する管内事業者の発掘のため、「経営分析セミナー」を開催 

「財務分析」や「SWOT 分析」等の自己分析を行ったことのない管内事業者に対して、自己分析の効

果や具体的な手法を学んでもらう経営分析セミナーの入門編を開催する。また、本セミナーの受講者

を BIZ ミルのセミナー管理機能にて登録することで、フォローアップ支援につなげていく。 

 

【募集方法】ホームページ、Facebook、LINE@にて開催案内を行うとともに、会報へチラシを折り込む 

【開催回数】年 2回 

【参加者数】60社 

 

②BIZ ミルを活用した巡回・窓口相談による経営分析の強化と情報共有 

    「経営分析セミナー」の受講者や２.－（２）－③でも記載した「管内事業者への支援ニーズ・経済動向

調査」の経営支援ニーズにて“事業計画の作成”、“既存商品・サービスの高付加価値化（ブランド

化）”、“新商品・新サービスの開発”、“コスト削減・業務効率化”、“広告宣伝”、“営業力の強化”、“補

助金の獲得”、“資金調達”、“他社との連携・アライアンス”、“事業承継”と回答した事業者に対して、

巡回・窓口相談による経営分析の強化を図る。経営分析ツールとしては、定量分析たる「財務分析」と

定性分析たる「SWOT分析」の双方が行うことができ、アウトプットとして「ローカルベンチマーク」の出力

も行うことができるクラウド型経営支援ツール「BIZ ミル」を中心に用いることで、事業所ごとのデータ保

管と経営指導員間での情報共有を図る。 

 

【分析項目】財 務 分 析 ：売上持続性、収益性、生産性、健全性、効率性、安全性、損益分岐点 等 

内部環境分析：経営理念、ヒト（経営者、従業員、ステークホルダー）・モノ（商品、製品、サ

ービス、設備、技術）・カネ（内部留保、金融資産、金融機関との関係性）・

情報（情報収集力、情報発信力）ごとの強み・弱み、マーケティングミックス

（商品・サービス、価格、販路・店舗、プロモーション）における強み・弱み、

バリューチェーンにおける強み・弱み 等 

【分析手法】BIZ ミルを主体として、必要に応じて経済産業省の「ローカルベンチマーク」、中小機構の

「経営自己診断システム」や「経営計画つくるくん」、内閣府の「経営デザインシート」等の無

料で公開されている分析ツールを活用し、経営指導員等が分析を行う。 

 

（３）成果の活用 

分析結果は、アウトプットとして当該事業者にフィードバックし、事業計画の策定等に活用する。また、分

析結果をクラウド型経営支援ツール「BIZ ミル」上にデータベース化し、経営指導員間で共有することで、経

営指導員等のスキルアップに活用する。 

 

（４）目標 

経営状況分析の目標値 

 現行（Ｈ３０年度） Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

①開催回数 ― ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

②分析件数 ３６８件 ２５０件 ２６５件 ２８０件 ２９５件 ３１０件 
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４．事業計画策定支援に関すること 

（１）現状と課題 

〔現状〕 高崎商工会議所では、平成 27年 7月の経営発達支援計画の認定を受けて、下表のように目標

値を上回るペースで管内事業者の事業計画の策定を行ってきた。 

事業計画策定支援の現状 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

目 標 値 ４０件 ７０件 ８０件 ８０件 

実 績 値 １３４件 ２５５件 ８６件 ４２３件 

具体的には、事業計画策定セミナーを開催することで、事業計画策定の重要性を説き、希望者

に対して経営指導員等が同席した専門家による個別相談会を開催することで、これまで事業計画

を策定したことのなかった事業者に対して、伴走型の支援を実施するとともに、経営指導員の資

質向上を図ってきた。 

事業計画策定セミナー・個別相談会の現状 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

目標値 
セミナー受講者数 ５０件 ５０件 ５０件 ５０件 

個別相談会参加者数 ― ２０件 ２０件 ２０件 

実績値 
セミナー受講者数 ６８件 ４６件 ８６件 ７５件 

個別相談会参加者数 ― ６９件 ４９件 １９件 

また、平成 2 年より管内における産業活性化の観点から創業支援にも積極的に取り組んでお

り、日々の窓口創業相談だけでなく、創業機運を高める創業セミナーや個々に創業計画書を作り

上げる 10 日間の創業塾を開催している。加えて、高崎市の設置したインキュベーション施設「高

崎市産業創造館」の運営を行うことで、ソフト・ハードの両面から創業者を支援している。その結

果、創業相談者数、創業者数ともに下表のように目標値を上回るペースで推移している。 

創業相談者数・創業者数の現状 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

目標値 
創業相談者数 ３０者 ３５者 ３５者 ４０者 

創業者数 １５者 １８者 １８者 ２０者 

実績値 
創業相談者数 ２１４者 ８５者 １０１者 ８７者 

創業者数 ３７者 ２５者 ２４者 １７者 

上述した事業計画や創業計画を策定する際には、独自

に作成した右図の「販売戦略体系図（Word）」や「販売計画

（Excel）」等を用いて支援を実施している。経営理念やミッ

ションを前提として、外部環境・内部環境を分析、ターゲット

のニーズやウォンツ、自社商品・サービスの特徴を加味し

て事業領域を設定。そして定性目標と定量目標を掲げた上

で、マーケティングミックスとアクションプランを作成すること

で、実行段階への落とし込みを行っている。 

〔課題〕 上記のように高崎商工会議所では、セミナーや個別相談

会、策定ツールを用いた個社支援にて管内事業者の事業

計画や創業計画の策定を支援してきたが、策定ツールが

Word ファイルと Excel ファイルであったために、事業所管理

システム（TOAS）での保存や経営指導員間での情報共有

が取り組みづらい状況であり、改善が必要であった。また、

事業計画の策定目的が補助金申請等の事業者が多く、補

助金申請時期に集中してしまい、寄り添った伴走型支援に

課題があった。 
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（２）支援に対する考え方 

 高崎商工会議所では、「小規模事業者に対する長期的な振興のあり方」として以下の 2点を定めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上記の振興を強力に推進していくためには、管内事業者に対して「２．地域の経済動向調査に関すること」

と「３．経営状況の分析に関すること」の支援を実施するとともに、その結果を踏まえた事業計画と創業計画

の策定を支援することが最も有効だと考える。計画の策定内容としては、内部環境の強みと弱み、外部環

境の機会と脅威を認識した上で、SWOT分析を行い、事業ドメインの再設定から新たな販売チャネルやプロ

モーションの展開、設備の刷新やITの活用、従業員の能力開発といった技術革新・経営革新の推進までを

支援していく。 

 また、計画の策定事業者に関しては、その実行に向けて補助金等の申請支援につなげるとともに、具体

的な実行に向けて伴走型支援を実施していく。 

 

（３）事業内容 

①事業計画の策定を希望する管内事業者の発掘のため、「事業計画策定セミナー」を開催 

事業計画の策定を行ったことのない管内事業者に対して、事業計画の策定意義と重要性、具体的

な手法を学んでもらう事業計画策定セミナーの入門編を開催する。また、本セミナーの受講者を BIZ ミ

ルのセミナー管理機能にて登録することで、フォローアップ支援につなげていく。 

 

【募集方法】ホームページ、Facebook、LINE@にて開催案内を行うとともに、会報へチラシを折り込む 

【開催回数】年２回 

【参加者数】５０社 

 

②「事業計画策定セミナー」等の受講者を対象とした個別相談会を開催 

「事業計画策定セミナー」等の受講者に対して、それぞれの業種業態に応じた個別の事業計画策定

支援を実施するため、専門家による個別相談会を開催する。個別相談会に経営指導員等が同席する

ことで、計画策定後の実行支援にもつなげていく。 

 

【募集方法】ホームページ、Facebook、LINE@にて開催案内を行うとともに、会報へチラシを折り込む 

【開催回数】年２回（１回５日間） 

【参加者数】５０社 

【策定ツール】BIZ ミルを主体として、必要に応じてこれまで使用していた「販売戦略体系図（Word）」や

「販売計画（Excel）」、中小機構の「経営計画つくるくん」を活用し、経営指導員等が伴走

型の計画策定支援を行う。 

 

 

小売業、飲食業、サービス業等の一般消費者を対象にしたビジネス（BtoC）を展開し

ている事業者に対して、ヒト・モノ・カネ・情報といった内部の経営資源の分析と、

地域動向や消費者ニーズといった外部の経営環境の分析機会を提供するとともに、事

業計画の策定を通じて、新たな販売チャネルとプロモーションの展開を支援していく。 

製造業や建設業等の企業間取引（BtoB）を主体とした業種においては、設備の刷新や

ITの活用、従業員の能力開発といった技術革新・経営革新に向けた支援を行っていく

とともに、交通利便性を活かした地域ブランド化に向けて BtoBのマッチングを支援

していく。 
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③創業希望者の発掘のため、「創業セミナー」を開催 

創業を希望している方や創業に興味を持っている方に対して、創業に向けた心構えやビジネスプラ

ンの必要性、売るための仕組みづくり等を学んでもらう創業セミナーの入門編を開催する。また、本セミ

ナーの受講者を BIZ ミルのセミナー管理機能にて登録することで、創業に向けたフォローアップ支援に

つなげていく。 

 

【募集方法】ホームページ、Facebook、LINE@にて開催案内を行うとともに、市の広報誌にて募集を行う 

【開催回数】年１回 

【参加者数】３０名 

 

④創業計画書の作成に向けた「創業塾」を開催 

「創業セミナー」の受講者や創業を予定している方、創業間もない方に対して、経営者として必要な

心構えや自己の棚卸、事業を取り巻く環境分析等を通じて、具体的な創業計画やマーケティング計画

を作成する 5 日～10 日間にわたる創業塾を開催する。また、受講者を BIZ ミルのセミナー管理機能に

て登録することで、創業に向けたフォローアップ支援につなげていく。 

 

【募集方法】ホームページ、Facebook、LINE@にて開催案内を行うとともに、市の広報誌にて募集を行う 

【開催回数】年１回（１回５～１０日間） 

【参加者数】３０名 

 

   ⑤BIZ ミルを活用した巡回・窓口相談による事業計画・創業計画策定支援と情報共有 

「事業計画策定セミナー」、「個別相談会」、「創業セミナー」、「創業塾」の受講者や２.－（２）－③でも

記載した「管内事業者への支援ニーズ・経済動向調査」の経営支援ニーズにて“事業計画の作成”、

“既存商品・サービスの高付加価値化（ブランド化）”、“新商品・新サービスの開発”、“コスト削減・業務

効率化”、“広告宣伝”、“営業力の強化”、“補助金の獲得”、“資金調達”、“他社との連携・アライアン

ス”、“事業承継”と回答した事業者に対して、巡回・窓口相談による事業計画・創業計画策定支援を実

施する。策定ツールとしては、経営分析と同様にクラウド型経営支援ツール「BIZ ミル」を中心に用いる

ことで、事業所ごとのデータ保管と経営指導員間での情報共有を図る。 

 

（４）目標 

事業計画策定の目標値 

 現行（Ｈ３０年度） Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

①開催回数 １回 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

②開催回数 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

③開催回数 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

④開催回数 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

⑤策定件数 ４２３件 ２４０件 ２５５件 ２７０件 ２８５件 ３００件 

 

５．事業計画策定後の実施支援に関すること 

（１）現状と課題 

〔現状〕 「４．事業計画策定支援に関すること」で触れたように、高崎商工会議所では、変化する経営環

境に適応できない管内小規模事業者に対し、事業計画策定の重要性を説くとともに、「事業計画

作成セミナー」や「事業計画作成個別相談会」の開催、日本政策金融公庫の「小規模事業者経営

発達支援融資制度」の利活用等により、既存事業者の経営課題掘り起こしと経営基盤強化に努

めてきた。しかし、その後のフォローアップについては、担当した経営指導員ごとの裁量に委ねら

れているため、組織としての明確な方針が定まっていない。 
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また、創業支援に関しては、創業後のフォローアップとして、「高崎モーニングピッチ」によるビジ

ネスマッチングの場の創出や「群馬イノベーションアワード」へのエントリー、「たかさき物産展（仮

称）」への出展等を通じたビジネスを軌道に乗せるための支援を行っているが、前述したように、そ

の後のフォローアップについても、担当した経営指導員ごとの裁量に委ねられているため、組織と

しての明確な方針が定まっていない。 

〔課題〕 事業計画や創業計画策定後のフォローアップに関しては、「訪問回数」「周期」といった頻度につ

いて、組織としての明確な方針を示し、経営指導員等がそれに基づいた計画の進捗状況確認を

行うとともに、事業所の売上、利益等の経営指標を把握するよう努める必要がある。 

 

（２）事業内容 

①事業計画・創業計画策定後の実施支援 

「４．事業計画策定支援に関すること」『（４）目標』にて掲げたように、高崎商工会議所では本計画実

施期間を通して、年間240件～300件の事業計画・創業計画策定を目指す。これら事業計画等を策定し

た全ての事業者を対象に、策定した事業計画等の円滑かつ適正な実施を支援する。 

事業計画・創業計画策定事業者（240社～300社）を対象に、当該計画の進捗状況と遂行に伴う売上

や利益等経営指標の推移に関して、事業計画・創業計画策定に携わった経営指導員等による巡回や

アンケート調査といった手法を用いて把握する。頻度については、年4回を基本とするが、確認した内

容に応じ、集中した支援が必要であると判断した事業者等については、頻度を高めるなど臨機応変に

対応する。把握した売上や利益等の経営指標については、クラウド型経営支援ツール「BIZミル」内に

データとして蓄積し、担当経営指導員が分析。次回訪問時に結果を伝え、計画の進捗確認の際に活用

する。 

なお、進捗が芳しくない、売上の伸長が見られないなど、策定した事業計画・創業計画との乖離が見

受けられた場合は、フォローアップ頻度を高め、担当経営指導員並びに法定経営指導員による問題

点・課題点の洗い出しを行うとともに、外部専門家による個別相談を実施し、適宜計画の修正を図る。 

 

《目標》 

事業計画・創業計画策定後の実施支援の目標値 

 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

フォローアップ 

対象事業者数 
２４０件 ２５５件 ２７０件 ２８５件 ３００件 

頻度（延べ回数） ９６０回 １，０２０回 １，０８０回 １，１４０回 １，２００回 

売上増加事業者数 ８０件 ８５件 １３５件 １４０件 １５０件 

営業利益率3％以上 

増加事業者数 
４０件 ４５件 ６５件 ７０件 ７５件 

 ※上記目標値については、４．（４）「事業計画策定の目標値」で掲げた数値を基準に、「フォローアップ対

象事業者数」は「事業計画策定件数」と同数、フォローアップの「頻度（延べ回数）」は対象事業者につ

き年4回を原則とするため、1事業所×4回と設定。「売上増加事業者数」「営業利益率 3％以上増加の

事業者数」は、本計画開始当初における「フォローアップ対象事業所数」の 1／3及び 1／6から段階的

に増加させ、最終年度は 1／2及び 1／4まで引き上げる。 

 

６．需要動向調査に関すること 

（１）現状と課題 

〔現状〕 高崎商工会議所はこれまで、2タイプ（広域型・近隣型）の展示販売会を実施するなど、小規模事

業者の需要開拓に関する事業を展開してきた。小規模事業者が持つ魅力的な商品・サービス等

を周知する場の提供によって、販路開拓・売上増加という結果に繋げることが出来た。一方で、開

催にあたっては消費者の需要に関する調査等を行っていないため、既存商品・サービスにおける

販路拡大の域を出ず、絶えず変化する顧客ニーズやトレンドに合致しているとは言い難い。 
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〔課題〕 小規模事業者が自社の商品・サービスを消費者に選んでもらうための第一歩として、「どのよう

な顧客」の、「どのようなニーズ」に、「どのような強み」によって訴求するのかという方向性を定め

なければならない。これには、市場や購買者といった“買い手”の目線に立った、いわゆるマーケッ

トインの考え方に基づいた需要動向を調査・分析し、その結果を小規模事業者にフィードバックす

る必要がある。 

       また、収集した情報を分析した後の管理・提供に関する基準がないため、調査結果の一元管理

体制の整備が求められる。                                  

 

（２）事業内容 

①展示販売会場でのアンケート調査 

高崎商工会議所が小規模事業者の販路開拓を目的に実施している、広域型並びに近隣型の展示

販売会において、会場での購入者を対象としたアンケート調査を実施し、クラウド型経営支援ツール

「BIZミル」並びに地域経済分析システム『RESAS』を用いて分析する。分析結果を展示会参加店舗へ

フィードバックすることで、小規模事業者にマーケットインの考え方を浸透させ、消費者の需要を捉えた

新商品・サービスの開発を促すとともに、事業計画策定時に内容を反映、さらなる販路拡大・新規顧客

獲得に資する。 

 

【サンプル数】展示販売会における来場者２００人（１００人×２カ所） 

【調査手段・方法】主に首都圏百貨店を会場に実施する展示販売会『まるごと高崎フェア（仮称）』並びに近

隣ショッピングモールを会場に実施する展示販売会『たかさき物産展』において、同会場

での来場者を対象に、出展事業者３０社の販売商品・提供サービスに関して、アンケート

回答ブースにて経営指導員等付き添いのもと、調査票に回答を記入してもらう。 

【分析手段・方法】今般導入するクラウド型経営支援ツール『BIZミル』に加え、地域経済分析システム

『RESAS』を用いて、集計・分析を経営指導員等が行う。必要に応じ、よろず支援拠点コ

ーディネーターや各種専門家に意見を伺う。 

【調査項目】１）購入理由、２）価格設定、３）購入商品の魅力、４）購入商品の改善点、５）製造・販売業

者への要望、６）購入頻度、７）利用用途、８）デザイン、９）購入しない理由 等 

【分析結果の活用】分析結果をまとめた個別報告書を作成、終了報告会や巡回時に経営指導員等により、

当該出展者に対し直接説明する。結果内容を報告するだけに留まらず、今後の新商品・

サービスの開発に繋げ、その内容を事業計画に反映するよう、継続的な支援を行う。 

また、分析結果のデータについては、所内ネットワークサーバー上にて管理すること

で、経営指導員等の個社支援時に随時提供可能な体制を整備する。 

 

《目標》 

展示販売会場でのアンケート調査の目標値 

 現 行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

①調査対象事業者数 ― ３０社 ３０社 ３０社 ３０社 ３０社 

 

②『高崎バル』でのアンケート調査 

市内飲食業の活性化と滞在型消費促進を目的に実施している、中心市街地回遊型の飲食イベント

である『高崎バル』の参加店及びその提供サービスについて、『高崎バル』参加チケット購入者に対す

るアンケート調査を実施し、クラウド型経営支援ツール「BIZミル」並びに地域経済分析システム

『RESAS』を用いて分析する。分析結果を参加各店へフィードバックすることで、小規模事業者にマーケ

ットインの考え方を浸透させ、来店客の需要を捉えた新メニューの開発を促すとともに、事業計画策定

時に内容を反映、新規顧客獲得に繋げる。 
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【サンプル数】参加チケット購入者１００名（５店舗×１０名×２回） 

【調査手段・方法】『高崎バル』イベント期間中に対象店舗において、購入したチケットにより飲食をした利用

者に対して、当該店舗に関する質問項目を経営指導員等が聞き取り、アンケート調査票

へ回答内容を記入する。対象店舗については、実施回に応じテーマを設定（イタリア料

理、和食など）し抽出する。 

【分析手段・方法】今般導入するクラウド型経営支援ツール「BIZミル」に加え、地域経済分析システム

『RESAS』を用いて、集計・分析を経営指導員等が行う。必要に応じ、よろず支援拠点コー

ディネーターや各種専門家及び共催団体である「高崎飲食業活性化協議会」構成員に意

見を伺う。 

【調査項目】１）来店理由、２）注文メニュー、３）来店（来街）手段、４）誰と来店したか、５）来店頻度、６）

当該店舗に求めるメニュー、７）当該店舗に求めるサービス、８）イベント時以外での価格

設定 等 

【分析結果の活用】分析結果をまとめた個別報告書を作成、終了報告会や巡回時に経営指導員等により、

当該出展者に対し直接説明する。なお、飲食業者内で共有できる調査項目においては、

終了報告会でその結果を公表し、結果的に個々の事業者の売上増加に繋がるよう、イベ

ント全体の質を向上させる。 

結果内容については、今後の新メニューの開発や提供価格・ターゲティングの見直し等

に繋げ、その内容を事業計画に反映するよう、継続的な支援を行う。 

また、分析結果のデータについては、所内ネットワークサーバー上にて管理すること

で、経営指導員等の個社支援時に随時提供可能な体制を整備する。 

 

《目標》 

『高崎バル』でのアンケート調査の目標値 

 現 行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

②調査対象事業者数 ― １０社 １０社 １０社 １０社 １０社 

 

③バイヤー商談会でのアンケート調査 

管内小規模事業者の新市場進出の足掛かりとするため、首都圏型展示販売会と併せて実施してい

るバイヤー商談会にて、出展事業者１５社の商品・サービスについて、来場するバイヤーに対して試

用・試食、アンケート調査を実施し、クラウド型経営支援ツール『BIZミル』を用いて分析する。分析結果

を商談会出展者へフィードバックすることで、トレンドやマーケットを意識した商品への改良等、既存商

品・サービスのブラッシュアップを促し、小規模事業者の「強み」を更に伸長する。 

 

【サンプル数】来場バイヤー100名 

【調査手段・手法】商談会に来場するバイヤーに対し、出展事業者の商品を試用・試食後、経営指導員等

の聞き取りによるアンケート調査を実施。 

【分析手段・方法】今般導入するクラウド型経営支援ツール「BIZミル」を用いて、集計・分析を経営指導員等

が行う。必要に応じ、よろず支援拠点コーディネーターや各種専門家に意見を伺う。 

【調査項目】１）品質、２）価格、３）ターゲッティング、４）マーケット、５）デザイン、６）改善点 等 

【分析結果の活用】分析結果をまとめた個別報告書を作成、終了報告会や巡回時に経営指導員等より、当

該出展者に対し直接説明する。結果内容については、既存商品・サービスのブラッシュ

アップや価格・ターゲッティングの見直し等に繋げ、その内容を事業計画に反映するよ

う、継続的な支援を行う。 

また、分析結果のデータについては、所内ネットワークサーバー上にて管理すること

で、経営指導員等の個社支援時に随時提供可能な体制を整備する。 
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《目標》 

バイヤー商談会でのアンケート調査の目標値 

 現 行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

③調査対象事業者数 ― １５社 １５社 １５社 １５社 １５社 

 

④高崎商工会議所が把握しているトレンドや地域情報の提供 

管内小規模事業者の特徴として、自社を取り巻く経営環境や他社の動向の把握を不得手としている

ため、事業戦略分析やSWOT分析に基づく事業計画が策定できず、場当たり的な経営を続けている傾

向にある。 

そこで、高崎商工会議所で所有している『業種別審査辞典』や定期購読している『日経MJ』などの書

籍・専門紙のほか、全国商工会議所の「支援体制強化情報ネットワーク整備推進事業」の一部として

利用可能な『日経テレコン』、NTTドコモが提供しているプロモーション＆リサーチサービス『プレミアパ

ネル』などを駆使し、時流に応じた消費者の趣味嗜好といった業種別のトレンドやPOSの売れ筋ランキ

ング、日経BP社による市場調査等の結果をデータベース化する。また、人口や立地特性といった地域

情報については、地域経済分析システム『RESAS』並びに地図で見る統計『jSTAT MAP』や日本統計

センターのクラウド型エリアマーケティングサービス『MieNa（市場情報評価／ミーナ）』を活用する。これ

らの情報は経営指導員等全職員が共有し、活用できるよう高崎商工会議所共有サーバー内に保管

し、担当する小規模事業者の新商品開発や新規出店など販路拡大等に関する相談の際に参考資料と

することで、的確なターゲッティング並びにエリアマーケティング戦略が可能となり、策定した事業計画

の確度を向上させる。 

 

【参考】『日経テレコン』とは、日本経済新聞社が提供する、日本最大級の会員制ビジネスデータベースサー

ビス。過去30年分の新聞・雑誌記事や国内外の企業データベース、最新の業界レポートやＰＯＳの

売れ筋ランキングなど、業界分析や戦略立案に必要なビジネスデータの提供を行っている。 

 

【参考】docomo『プレミアパネル』とは、NTTドコモが提供する、日本最大級の会員組織「dポイントクラブ」を

母体としたプロモーション＆リサーチサービス。外部企業から調査を受託し、会員に対してアンケート

を行うもので、1日最大19万人の回答回収実績もあり、大規模アンケートに対応可能。 

 

《目標》 

高崎商工会議所が把握しているトレンドや地域情報の提供の目標値 

 現 行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

④調査対象事業者数 ― ５０社 ５０社 ５０社 ５０社 ５０社 

 

７．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

（１）現状と課題 

〔現状〕 高崎商工会議所はこれまで、外販力の弱い小規模事業者を中心に販売商品のブラッシュアップ

と域外への販路開拓支援事業に注力してきた。 

       ＩＴを活用した支援としては、ホームページを持たない事業者を対象とした「低価格ホームページ

サービス」、地域情報発信サイト「たかさきわいわい広場」を提供。“ＢｔｏＢ”では製造業の販路開

拓を目的に、域外でのビジネスマッチングに主眼を置いた「ものづくり企業情報交流会」の開催や

連携商工会議所主催による各種マッチング商談会への出展、“ＢｔｏＣ”では、首都圏と管内近隣と

いう２方向の販路を開拓する視点から、広域型として「広域展示販売・商談会事業」を、近隣型とし

て「たかさき物産展」の開催と、それに伴う専門家による個別相談を実施している。また、自社商

品・サービスに関する情報をリリースする機会の提供として「合同プレス発表会」を実施し、小規模

事業者の情報発信力強化の支援をしている。 
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〔課題〕 小規模事業者の需要の開拓について、様々な事業を行ってきたが、いずれも実施後のフォロー

が不十分であった。この点について、既存・新規に関わらず、事業終了後もその効果等について

聴取するなど、データを蓄積し、以後の事業者へのフィードバックを行う。 

 

（２）事業内容 

①ホームページ作成支援と作成後のフォロー（ＢｔｏＣ／ＢｔｏＢ） 

携帯情報端末の急速な普及等により、インターネットを介しての情報取得が当たり前となっている現

代において、ホームページの設置はあらゆる規模の事業者において求められている。しかしながら、未

だ情報発信能力が脆弱な小規模事業者も存在しており、それらに対しては、平成26年8月より実施して

いる、年間3千円の低価格ホームページサービス｢BMテンポ｣（大阪商工会議所が主管する全国的ビジ

ネスマッチングサイト）並びに地域情報発信サイト「たかさきわいわい広場」の活用、また、小規模事業

者持続化補助金を利用したホームページ作成支援を継続して行い、インターネットを通じた管内事業

者の情報発信・販路開拓を促進する。 

また、ホームページは作成しているものの、携帯情報端末に未対応であったり、機能改善点を省み

ていない事業者に対しては、専門家による相談や分析手法に関する『ホームぺージ分析・活用セミナ

ー』を開催し、今後の販売促進に寄与する。 

 

【参考】｢BMテンポ｣は大阪商工会議所が主管する全国的ビジネスマッチングサイトであり、契約上限数は

200件となっている。 

 

《目標》 

ホームページ作成支援と作成後のフォローの目標値 

 現 行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

①登録事業者数 １５９件 １７０件 １８０件 １９０件 ２００件 ２００件 

②セミナー参加者数 ― ５０社 ５０社 ５０社 ５０社 ５０社 

③個別相談参加者数 ― ２０社 ２０社 ２０社 ２０社 ２０社 

 

②「ものづくり企業情報交流会」（ＢｔｏＢ） 

製造業の販路開拓を目的に、群馬県内3商工会議所（太田商工会議所・桐生商工会議所・伊勢崎商

工会議所）とともに「ものづくり企業情報交流会」を継続開催する。域外へのビジネスマッチングの場を

提供することで、既存取引先や近隣業者のみならず、県内他市の製造業者に対して、管内製造業・情

報関連企業の「強み」を発信する。参加企業や関連する団体に対しては、マッチングにおけるＰＲを効

果的なものとするため、専門家による自社製品・サービスのアピール方法、認知度向上、企業ブランデ

ィングに関する事前セミナー・集団研修を実施するなど、成約に向けた実効性のある支援を行う。 

 

【参考】「ものづくり企業情報交流会」は平成26年12月から実施している製造業の販路開拓を目的とした

交流会である。高崎商工会議所を含めた県内各商工会議所のものづくり関連業者を出展対象と

したもので、当初は高崎市と太田市で開始したが、平成27年度に桐生市、平成29年度に伊勢崎

市が加わり、より広域なビジネスマッチングの場を提供している。 

 

「ものづくり企業情報交流会」の現状 

 Ｈ２６（２市） Ｈ２７（３市） Ｈ２８（３市） Ｈ２９（４市） Ｈ３０（４市） 

出展事業者総数 ５１社 ４０社 ４２社 ４１社 ４２社 

管内出展事業者数 ２４社 ２０社 １５社 １４社 １８社 

商談件数／社 ２件 １．２５件 １．５件 １．５件 １．６６件 
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《目標》 

「ものづくり企業情報交流会」の目標値 

 現 行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

出展事業者総数 ５０社 ５０社 ５０社 ５０社 ５０社 ５０社 

出展事業者数 ２０社 ２０社 ２０社 ２０社 ２０社 ２０社 

商談件数／社 ２件 ２件 ２件 ２件 ２件 ２件 

成約件数／社 ０．２５件 ０．２５件 ０．２５件 ０．２５件 ０．２５件 ０．２５件 

 

③広域型展示販売・商談会事業（ＢｔｏＣ／ＢｔｏＢ） 

高崎商工会議所では、人口減少や消費支出の低下等を背景に、既存の近隣市場が縮小傾向にあ

る中、有望な首都圏マーケットに販路を求める広域型の展示販売・商談会事業を平成26年度より実施

している。単独や他都市との共催など様々な形態での開催によりノウハウを構築しており、今後も、優

良な商材を持ちながらも販路の拡大に苦慮している管内小規模事業者のため、「高崎産ブランド」の認

知度向上とビジネスパートナーとの橋渡し役として『まるごと高崎フェア（仮称）』を首都圏百貨店等の

催事スペースにて開催する。出展にあたっては、専門家による個別相談の場を設け、販売商品のブラ

ッシュアップや陳列・接客などについてのアドバイスを行い、ブランド形成・マーケティングに関するきめ

細かな支援を実行する。 

 

【参考】これまでの「広域型展示販売・商談会事業」開催実績 

 Ｈ２６（東京） Ｈ２７（新宿） Ｈ２８（船橋） Ｈ２９（浅草） Ｈ３０（池袋） 

出展事業者数 ３２社 ３４社 ３２社 ３６社 １４社 

売上額／社 51,603円 81,535円 40,090円 27,276円 875,536円 

商談件数／社 ０．６３件 ０．１５件 ５．７２件 ６．６７件 １３．６４件 

 

《目標》 

広域型展示販売・商談会事業の目標値 

 現 行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

出展事業者数 ２０社 ２５社 ２５社 ３０社 ３０社 ３０社 

売上額／社 167,000円 170,000円 170,000円 180,000円 180,000円 180,000円 

商談件数／社 １５件 １８件 １８件 ２０件 ２０件 ２０件 

成約件数／社 ２件 ３件 ３件 ４件 ４件 ４件 

 

④近隣型展示販売会事業（ＢｔｏＣ） 

平成27年度に実施した管内事業者を対象とするアンケート調査において、小規模事業者における

最大の課題が「販路開拓」という結果を受け、平成28年度より、高崎市周辺地域への販路開拓に乗り

出す小規模事業者を支援するために、近隣型の展示販売会事業を実施している。事前に設けた専門

家による個別相談では、③の広域型と異なり、市内あるいは近隣他都市での開催を意識した商品構

成などについて、経営指導員並びに専門家によるアドバイスを実施しており、当日の売上増はさること

ながら、その後の店舗売りでの参考となっている。今後も、市内あるいは近隣他都市のショッピングモ

ールなどの大型商業施設において近隣型展示商談会『たかさき物産展（仮称）』の開催と、それに伴う

専門家個別相談会を継続実施し、小規模事業者の販路開拓・売上増加と自店商圏の拡大に寄与す

る。 

 

【参考】これまでの「近隣型展示販売会事業」開催実績 

 Ｈ２８（太田） Ｈ２９（伊勢崎） Ｈ３０（高崎） 

出展事業者数 １５社 ２０社 １５社 

売上額／社 74,407円 70,201円 98,828円 
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《目標》 

近隣型展示販売会事業の目標値 

 現 行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

出展事業者数 ２０社 ２０社 ２０社 ２０社 ２０社 ２０社 

売上額／社 100,000円 110,000円 110,000円 120,000円 120,000円 120,000円 

 

⑤「合同プレス発表会」（ＢｔｏＢ／ＢｔｏＣ） 

他社に勝る素晴らしい商品・サービスを扱っているが、その「強み」を伝達する手段を持たず、あるい

は限られた事業資金を広報費に回すことが出来ず、結果として情報発信力が伸び悩んでいる小規模

事業者は多い。高崎商工会議所では、平成29年度より「合同プレス発表会」を実施しており、小規模事

業者が自社の商品・サービスを県内マスコミ・報道機関に対しＰＲできる場を提供している。より精度の

高いプレゼンが行えるよう、参加事業所に対して専任の職員を1名ずつ配置し、伴走型の支援を行って

いる。今後も管内事業者の情報発信力向上の一助となるよう、同事業を継続実施する。 

 

【参考】これまでの「合同プレス発表会」開催実績 

 第１回（Ｈ２９） 第２回（Ｈ３０） 

参加事業所数 ６社 ６社 

マスコミ等見学者数 １１社 ８社 

掲載等件数 １３件 ３件 

 

《目標》 

「合同プレス発表会」の目標値 

 現 行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

参加事業所数 ６社 ７社 ７社 ８社 ８社 ９社 

マスコミ等見学者数 １０社 １２社 １２社 １３社 １３社 １４社 

掲載・報道件数 ４件 ５件 ５件 ６件 ６件 ７件 

 

⑥ソーシャルメディア活用による広報手法向上事業（ＢｔｏＣ） 

ＩＴ技術の進歩は加速度的に進んでおり、規模の小さな事業者であっても、ソーシャルメディアを利用

した広報を取り入れることで、多額の資金を要さずとも効果的な宣伝・ＰＲをすることが可能となってき

ている。しかしながら、独学でのソーシャルメディア利用では、その機能を使いこなすことはできず、マ

ーケティングの潮流に乗り遅れてしまい、販売機会の損失にも繋がりかねない。そこで高崎商工会議

所では、小売業・サービス業を中心とする管内小規模事業者に対して日進月歩で進化するソーシャル

メディアを活用した広報手法について、その時勢・トレンドに応じた利用方法を教授するセミナーや個別

相談会を実施する。 

  

《目標》 

ソーシャルメディア活用による広報手法向上事業の目標値 

 現 行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

①セミナー回数 １回 １回 ２回 ２回 ２回 ２回 

②セミナー参加者数 ５０名 ４０名 ８０名 ８０名 ８０名 ８０名 

③個別相談参加者数 ― １２名 １２名 １２名 １２名 １２名 

 

⑦各種マッチング商談会への出展（ＢｔｏＢ） 

高崎商工会議所では、2015年の北陸新幹線延伸を機に、沿線13都市の商工団体・観光協会ととも

に「北陸新幹線沿線都市民間交流会議」を設立している。これに伴い、連携関係にある４商工会議所

がそれぞれ主催するマッチング商談会（上越商工会議所『ビジネスマッチング個別商談会ｉｎ上越』、金
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沢商工会議所『かなざわマッチング商談会』、富山商工会議所『とやまビジネスドラフト』、長岡商工会

議所『ながおかビジネスマッチング個別商談会』）へ継続出展する。出展に際しては、経営指導員等に

よる展示会出展のポイントをレクチャーするなど、最小限の費用で県外への販路を求める小規模事業

者の後押しを行う。 

 

【参考】公表されている直近の「各種マッチング商談会」の実績 

 上越商工会議所 

『ビジネスマッチング

個別商談会ｉｎ上越』 

金沢商工会議所 

『かなざわマッチング

商談会』 

富山商工会議所 

『とやまビジネスドラフ

ト』 

長岡商工会議所 

『ながおかビジネスマ

ッチング個別商談会』 

 平成３０年 平成３０年 平成２９年 平成３０年 

参加申込企業数 １３０社 ２５７社 ４１２社 ２０１社 

商談件数 １１８件 ３６６件 ３０２件 ２１３件 

 

《目標》 

「各種マッチング商談会への出展」の目標値 

 現 行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

各種マッチング

商談会の出展 

管内出展者数 ８社 ８社 ８社 ９社 ９社 １０社 

商談件数／社 ３件 ３件 ３件 ４件 ４件 ５件 

成約件数／社 １件 １件 １件 ２件 ２件 ３件 

 

⑧「高崎モーニングピッチ」（ＢｔｏＢ） 

高崎商工会議所では、平成27年よりトーマツベンチャーサポート、高崎市、高崎信用金庫とともに、

成長意欲の高い起業家等による自社のサービス・製品・技術等のプレゼンテーションの場並びにビジ

ネスマッチングの場として、「高崎モーニングピッチ」を実施している。管内小規模事業者に、5分間とい

う限られた発表時間の中で、ビジネスプランや自社の製品・技術・ノウハウ等伝えたいことを集約した

プレゼンを行ってもらい、新たなアイデアを求める企業や新規の投融資先を求める金融機関等との新

規取引・提携を促進するものであり、高崎市内のみならず、近隣市町村からも聴講に訪れている。今

後も、関連団体との連携を密にし、民間企業・金融機関・公的団体が一堂に会する場を創出するととも

に、より精度の高いプレゼンが行えるよう、登壇事業所に対しては職員による伴走型の支援を行い、新

規事業成功への道筋を示す。 

    

《目標》 

「高崎モーニングピッチ」の目標値 

 現 行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

実施回数 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

登壇者数 ４社 ４社 ４社 ４社 ４社 ４社 

聴講者数 ６０社 ６０社 ６０社 ６０社 ６０社 ６０社 

 

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〕 古くから内陸交通の拠点「商都」として栄えた高崎市は、今日でも県内随一の商業集積を有す

る。その中心であるJR高崎駅西口周辺については、市による積極的な中心市街地振興施策が奏

功したことに加え、平成28年度に高崎駅西口に延床面積45,000㎡規模の大型商業施設が開店し

たこともあり、中心市街地における歩行者通行量は、平成30年度調査において281,712人と、前回

調査時（平成28年度）と比較し33.1％増加している。また、JR高崎駅における１日平均の乗車人員

については、平成28年度の29,960人から平成30年度は32,169人と1割近くの伸びを見せている。 
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高崎商工会議所においても、中心市街地の賑わい創出と回遊性向上を強力に推進するため、

高崎市・高崎商店街連盟・その他関係団体等とともに｢高崎まちなか回遊性向上検討懇談会｣を

設立したほか、「食で高崎の街を元気にする」ことを目的とする高崎飲食業活性化協議会との連

携等により、新たな地域経済活性化策を講じている。 

       また、早期キャリア教育という観点から市内中学生を対象とした「市内企業見学ツアー」を実施し

ているほか、地元大学である高崎経済大学との連携による「高崎市内企業見学バスツアー」「地

元企業合同説明会」、市内大学に通う大学生を対象とする「高崎ビジネススクール」の開催によ

り、市内企業への労働力定着・人材育成の側面から地域の活性化に寄与している。 

〔課題〕 前述のとおり平成30年度における中心市街地歩行者通行量調査では、前回調査比3割増の通

行量を記録した。一方、通行量の増加が見られたのは駅周辺がほとんどであり、各種振興施策が

中心市街地全体へ及んでいない結果となっている。今後も高崎駅東口周辺の再開発が進み、令

和元年9月には2,000席以上のメインホールを備える「高崎芸術劇場」が完成し、令和2年には

10,000㎡の展示会場を備えたコンベンション施設「Ｇメッセ群馬」が開業することもあり、駅周辺へ

の集客偏重はますます深刻化が予測される。この状況を打開し、各種施策による集客効果を中

心市街地全体に波及させるためにも、｢高崎まちなか回遊性向上検討懇談会｣等の会合を機能さ

せ、地元商業者や関係機関と意見を交えながら、地域経済活性化の方向性を共有していく。 

 

（２）事業内容 

①「まちなか回遊性向上事業」 

高崎まちなか回遊性向上検討懇談会を構成する高崎市や高崎商店街連盟、その他関係団体との

情報交換を定期的（年2回）に行い、日々移り行く中心市街地の動向を注視し、高崎駅周辺に偏重して

いる集客効果を中心市街地全体に波及できるよう検証、時流に合った地域活性化イベントの開催など

を検討する。 

また、第1期計画で発行し好評を得た『高崎まちなか逸品マップ』を定期的（年1回）に発行すること

で、中心市街地における小規模事業者の情報を絶えず発信するとともに、市内及び近隣都市在学の

学生や市内大規模商業施設・集客施設の来場者へ同冊子を配布し、高崎中心市街地への来街頻度

を加速させる。 

   

②飲食業活性化事業 

増加傾向にある来街者による滞在型消費を促進するため、「食で高崎の街を元気にする」を標榜す

る高崎飲食業活性化協議会（市内飲食関係業者）とともに、中心市街地回遊型の飲食イベントである

『高崎バル』を年2回開催する。高崎商工会議所が事務局を担い、統一のルールに則った広報・運営を

展開することで、個々の飲食店を面的・横断的に繋ぎ、中心市街地飲食店の魅力を市内外に浸透させ

る。イベント実施に合わせ、参加者を対象としたアンケートを実施・分析することで、消費者の“生の声”

を参加各店にフィードバックする体制を取る。 

また、都市再生特別措置法の活用により実施している『高崎まちなかオープンカフェ』については、

実施母体である高崎まちなかオープンカフェ推進協議会と連携し、毎年4月から11月までの8ヶ月に亘

り、中心市街地飲食店前の道路空間を利用したスペースにて飲食を提供することで、開放感あるロケ

ーションを演出、賑わいの創出・回遊性の向上に一役買っている。同事業については、事業実施前、期

間中、実施後の3回、高崎まちなかオープンカフェ推進協議会と会議を設け、顧客の定着と利用客増加

のための施策を考案・実施する。 

   

③産学官連携による人材定着・育成支援事業 

早期キャリア教育として、高崎市教育委員会並びに市内中学校校長会と情報を共有し、将来の進路

を思案し始める中学生を対象とする「市内企業見学ツアー」を実施。高崎市内に存在する中小・小規模

企業の優れた技術・サービスを目の当たりにし、地元での就職を将来の選択肢に入れてもらうことで、

10年後の定住人口増加に繋げる。 

また、高崎経済大学との連携による「高崎市内企業見学バスツアー」並びに「地元企業合同説明会」



２８ 

 

（実施に当たっては年2回以上の打合せを行う）や、専門特化したビジネスを市内から発信している企

業から講師を招いての「高崎ビジネススクール」（全5講座）を行い、就職活動を控えた大学生に対する

早期PRによって市内企業の認知度を高め、中長期的視点での人材確保を目指す。 

 

④その他、高崎商工会議所が取り組む地域振興事業 

●高崎えびす講市（昭和４年より開催） 

中心市街地の活性化と小売業の振興を目的に、毎年開催している販売促進イベント。直近の開催

（平成30年11月）では、14組合（高崎料理業組合 他）、8商店街（（振）高崎中部名店街 他）、4大型店

（高崎髙島屋 他）と高崎商工会議所が実行委員会組織を形成し、様々な集客イベントを考案、開催2

日間で延べ25万人の集客を得ている。開催にあたっては、年間10回程度の会議を催し、開催内容や

当日の警備体制等について協議・検討を行う（実行委員会2回、実施本部会議6回、事業部会2回、全

体会議1回、反省会1回）。 

●高崎商都博覧会（大型店と商店街による連携事業） 

中心市街地の大型店5店舗（スズラン高崎店、高崎髙島屋、高崎OPA、高崎モントレー、ヤマダ電機

LABI1高崎）とその導線上の4商店街（（振）高崎中部名店街、大手前慈光通り、チームハナハナストリ

ート、高崎南銀座商店街振興会）と高崎商工会議所が連携し、商都高崎のＰＲと中心市街地の新たな

賑わい創出を目的に毎年開催している販売促進イベント。期間中、対象店舗での買物客に対し実施し

ている抽選会については、直近の開催（令和元年4月）では延べ9,327人が参加するなど、売上の面か

らも中心市街地の活性化に貢献している。開催にあたっては、年間5回程度の実行委員会を開き、開

催内容について協議・検討を行う。 

●高崎まちなかコミュニティサイクル（都市再生特別措置法の活用） 

中心市街地の回遊性向上を目的に実施している、無料自転車『高チャリ』貸出事業。平成25年度よ

り実施しており、現在は16カ所のサイクルポートと150台の自転車が稼働しており、市民及び来街者の

足として好評を得ている。実施主体である「高崎まちなかコミュニティサイクル推進協議会」は、貸出区

域内の大型店（スズラン高崎店 他）、商店街（大手前慈光通り商店街）、サイクルポート設置協力企業

（東日本旅客鉄道㈱高崎支社 他）並びに高崎市関係部署と高崎商工会議所の計14団体により構成

されており、年間１回以上の会議を開催する。 

 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

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 

（１）現状と課題 

〔現状〕 第1期経営発達支援計画の認定以降、高崎商工会議所が中心となり「群馬県西毛地区小規模

事業者等支援連携会議」を発足。年4回・四半期毎の情報交換を行い、小規模事業者の経営課題

や地域情勢の共有化及び今後の各支援機関の支援力と連携力の向上について検討している。 

       また、地域プラットフォームの構成支援機関として、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」、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」に所属しているほ

か、「たかさき創業支援ネットワーク」「群馬県事業承継ネットワーク」「群馬県中小企業支援ネット

ワーク会議」「新輸出大国コンソーシアム」といった関連機関により構築された支援ネットワークへ

参画し、支援力向上のため積極的な情報交換を行っている。 

〔課題〕 連携機関との強固な支援体制は確立しているため、今後はこれらの枠組みを活用し、新たな需

要の開拓に資する取り組みに結び付けていく必要がある。 

 

（２）事業内容 

①「群馬県西毛地区小規模事業者等支援連携会議」の開催 

高崎商工会議所を中心に、群馬県西部地区の渋川・富岡・藤岡の3商工会議所並びに群馬県、高崎

市といった行政や地域金融機関、各種支援機関をはじめとしたパートナー機関による「群馬県西毛地

区小規模事業者等連携支援会議」については、今後も年4回・四半期毎のペースで開催する。広域的

な支援機関等との不断の情報交換・地域情勢の共有化による参加者相互の支援ノウハウ向上を図る
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とともに、高崎市だけでなく群馬県西部地区の最新の経済動向等の把握に努め、得られた知識・情報

を小規模事業者支援という形で還元し、販路開拓・売上増に結び付ける。 

 

②地域プラットフォームへの参画 

高崎商工会議所が所属する「群馬県中小企業支援プラットフォーム」（主管：群馬県産業支援機構）

及び「シルクカントリープラットフォーム」（主管：しののめ信用金庫）が開催する研修会やセミナーへ積

極的に参画（各年1回以上）する。主管する組織により、構成する支援機関にも違いがあるため、より広

範な情報交換と知識を習得することが出来る。 

 

③「たかさき創業支援ネットワーク」への参画 

高崎市内での創業を検討している方や創業間もない事業者に対する連携支援を目的に、日本政策

金融公庫高崎支店を中心に地域金融機関とともに設立した「たかさき創業支援ネットワーク」に年1回

以上参画し、管内における新規創業の活性化と雇用促進を図る。 

 

④「群馬県事業承継ネットワーク」への参画 

増加する小規模事業者の高齢化を放置することは、地域における雇用の喪失、技術・ノウハウの喪

失に繋がりかねない。このため、高崎商工会議所は「群馬県事業承継ネットワーク」に参画し、年1回以

上の会議・研修会を通し、同事務局並びに群馬県事業引継ぎ支援センターや高崎市と連携すること

で、小規模事業者の円滑な事業承継を後押しする。 

 

⑤「群馬県中小企業支援ネットワーク会議」への参画 

群馬県信用保証協会が事務局を務める、群馬県内の公的機関（群馬県 等）、金融機関（群馬銀行 

等）及び支援機関（群馬県商工会議所連合会 等）計90機関による、「群馬県中小企業支援ネットワー

ク会議」へ年１回以上参画することで、再生事例や経営改善計画の共有化などにより、高崎商工会議

所職員のスキルアップはもちろん、県内全体の支援機関等関係者の再生スキル向上が望め、構築さ

れたネットワークの活用により、中小企業者の経営改善に積極的に取り組むことが出来る。 

 

⑥「新輸出大国コンソーシアム」への参画 

日本貿易振興機構（ジェトロ）が中心となり、日本企業の海外展開を支援する全国1,123機関（群馬

県からは、自治体：群馬県他6市町、地域支援機関：（公財）群馬県産業支援機構、商工会議所・商工

会：高崎商工会議所他2会議所並びに群馬県商工会連合会、地方銀行：群馬銀行他1行、信用金庫：

アイオー信用金庫他3金庫の合計18機関が参加）が結集し、海外展開に関心を持つ中堅・中小企業へ

ワンストップの支援サービスを提供する「新輸出大国コンソーシアム」へ年1回以上参画。支援機関とし

て窓口機能を発揮するだけでなく、各産業分野に特化した知見・実務上の課題解決に対し専門的な知

識を有する専門家とノウハウを共有することで、組織としての支援力向上を図る。 

 

⑦「群馬県よろず支援拠点」との連携 

平成26年度から経済産業省が整備している「群馬県よろず支援拠点」との共催により、毎月第2金曜

日に定例の個別経営相談会を開催し、小規模事業者が抱える様々な経営課題の解決に取り組んでい

る。この定例の個別相談会においては、高崎商工会議所の経営指導員等も同席しており、専門家の相

談スキルを学ぶOJTの場として、資質向上に一役買っているため、今後も毎月開催（年12回）する。 

 

⑧その他専門家・行政機関等との情報交換 

高崎労働基準監督署、高崎公共職業安定所に加え、市内の社会保険労務士を交えた情報交換会

を年2回実施し、市内事業所における労災事例や雇用状況等に関する情報を収集、管内小規模事業

者へ提供することで雇用促進に寄与する。また、高崎税務署、関東信越税理士会高崎支部、近隣商工

会との連携により実施している税務指導協議会に年2回参加する。これにより、税務に関する知識・情

報等を蓄積するとともに、税制改正等に際しても小規模事業者に対する円滑な支援が行える。 
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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〕 高崎商工会議所職員の年齢構成は、30～40代が全体の約6割、20代と50代がそれぞれ2割弱と

概ねバランスが取れている。同様に経営発達支援事業の中核を担う経営指導員・補助員も中堅

層が中心になっているが、近年、ベテラン職員の定年退職が相次いだことで、現在は事業者支援

経験が10年未満の経営指導員・補助員が7割を超えているため、組織を上げて職員の資質向上

に取り組んでいる。 

    高崎商工会議所では、県下主幹商工会議所が主催する「経営指導員研修（年間5～7回）」や補

助員が対象の「基礎研修会（同2回）」等の義務講習に加え、毎年日本商工会議所や経済産業省

が行う各種研修会（5名程度）、中小企業大学校の「基礎研修」「専門研修」（5名程度）へ派遣して

いる。 

 

＜職員の年齢構成＞ 

年齢 全職員 うち経営指導員・補助員 

20代 5人 2人 

30代 6人 4人 

40代 10人 7人 

50代 4人 2人 

60代 3人 0人 

計 28人 15人 
 

〔課題〕 上記の現状を踏まえ、経営指導員等の資質向上に関して以下の3点を課題として認識している。 

①経営指導員・補助員をはじめ全職員の経営支援力の底上げが必要 

上述の通り、経営支援経験の浅い職員（＝今後長く同業務へ携わる人材）が多いため、個々の資質

向上が急務である。 

 

②効果的に職員の能力を高めるための仕組みが不十分 

現在、研修会は自主性を尊重し、受講者の希望を優先して参加講座を選定している。一方、組織と

して個々の支援力を十分に管理できておらず、職員は主観で自己啓発に努めている側面が大きいこと

から、資質向上の手法には改善の余地があるものと思われる。 

 

③研修・講習会で得た成果を組織内に波及するスキームが構築されていない 

参加者は受講後に報告書を作成するが、その情報を職員に共有する仕組みが機能しておらず、受

講者個人にノウハウが帰属する傾向がある。  

 

（２）事業内容 

①全職員の「経営支援スキルマップ」作成と外部講習会の有効活用 

職員の資質向上を目的に、従来自身の感覚で得手・不得手分野を認識していた経営支援力を数値

化したシートを作成する。自己評価に上長や同僚等、第三者の目線を加えた総合的な支援能力評価

を見える化することで、個々の能力を客観的に示し、組織的に管理できる仕組みを構築する。 

その上で、経営指導員・補助員を中心に、職員を中小企業大学校東京校が企画する専門性が高く、

かつ実践的な講座へ派遣する（年間5名程度）。 

講座選定の際には、経営支援スキルマップを基に受講者の上長が「不得意分野の克服」や「得意分

野の伸長」等、明確な目的を設定することで参加者に意識付けし、成果を高める。 

 

 
経営支援業務経験 

10 年以上 4人 

5～ 1 0 年 7人 

5 年未満 4人 
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②OJT制度の整備 

従来、経営指導員・補助員が日替わりで担当している経営相談窓口業務を、一般職員にも割り当て

ることで支援力の底上げを図る。また、事業所への巡回指導や窓口相談時には2名体制で対応するな

ど、OJT教育を積極化する。課ごとに「経験豊富な経営指導員と経験の浅い職員」や、経営支援スキル

マップを基に当該相談分野の「得意な人と不得意な人」等、さまざまな組み合わせを試み、実務を通じ

て個人の資質向上と支援力の平準化を図る。 

 

③データベース化による情報共有と経営支援マニュアルの作成 

経営支援基幹システム「BIZミル」の導入により、

事業者支援実績や研修会の受講内容等を一元管

理し、全職員に情報共有できる仕組みを構築する。 

また、経営支援業務は事業者の置かれている状

況により指導内容が大きく変わるが「創業」「金融」

「経営革新」「補助金獲得」等、事案の多い分野は基

本対応を記したマニュアルを作成し、職員の異動等

で人材が変わった際の支援力低下を防ぐ。 

 

 

 

 

 

 

評価 指 標 

5 

・事業者が抱える問題把握について、他者を指導しなが

ら導くことができる。 

・解決方法の立案に向けて、他者を指導しながら導くこと

ができる。 

・立案した解決方法について、他者を指導しながら効率

的に実践させることができる。 

4 
・事業者が抱える問題を的確に捉えることができる。 

・自ら解決方法を立案することができる。 

・解決に向け、迅速に行動できる。 

3 
・概ね事業者が抱える問題を捉えることができる。 

・周囲の協力等を得て解決方法を見出すことができる。 

・概ね解決に向けた行動を取ることができる。 

2 

・概ね事業者の抱える問題を捉えられるが、一定の時間

を要する。 

・周囲の協力を得て解決方法を見出すことはできるが、

専門知識や情報収集等に改善の余地がある。 

・解決に向けた行動を取ることができるが、一定の時間

を要する。 

1 

・基礎知識が不足しており、事業者が抱える問題の把握

が不十分である。 

・周囲の協力を得て概ね解決方法を見出すことはできる

が、知識や情報収集等、能力向上の必要がある。 

・現在、支援能力のアップに向けて修練中である。 

＜スキルマップの評価基準＞ 

経営分析 

税務 

労務 

金融 

情報化 

販路開拓 

＜経営支援スキルマップのイメージ＞ 
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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〕 外部有識者の中小企業診断士を委員長に、高崎市商工振興課長、日本政策公庫高崎支店長、

群馬県信用保証協会高崎支店長で構成された「経営発達支援計画評価委員会」を毎年5月に開

催。事業の進捗状況や実績等を報告し、12項目にそれぞれ5段階評価を受け、高崎商工会議所

会頭の承認を得た後に事業報告書及び評価をホームページ上で公開している。 

〔課題〕 委員会の評価を直接職員にフィードバックする機会が無いため、事業をブラッシュアップする仕

組みに改善の余地がある。また、現在の評価委員はいずれも支援機関の立場で、支援される事

業者側の視点が含まれていないため、一方的な評価になっている可能性がある。 

 

（２）事業内容 

①外部有識者等から成る評価委員会を開催する 

外部有識者である中小企業診断士、日本政策金融公庫高崎支店長、群馬県信用保証協会高崎支

店長のほか、被支援者代表、高崎市商工振興課長、法定経営指導員等をメンバーとする評価委員会

を年に1度（5月）開催し、経営発達支援事業の進捗状況や実績等に対する評価を行う。 

結果は、役員会で承認を得た後に高崎商工会議所のホームページと会報誌への掲載に加え、高崎

市のホームページに掲載し、地域の事業者に広く情報を発信する。さらに、事業報告書と評価結果を

事務局内に備え付け、常時閲覧可能な状態を保つ。 

  

②職員に対する事業評価のフィードバック 

職員の定例会議で評価委員会の結果を開示し情報を共有する。事業に改善やブラッシュアップの必

要があると判断された場合には、当該事業の担当課を中心にプロジェクトチームを立ち上げ対応する。 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（令和元年１１月現在） 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の経営発達支援事業実施に係る体制／関係市町村の経営発達支

援事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制／経営指導員の関与体制 

等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中小企業相談所所長主導の下、「会員サービス課」「地域振興課」「経営支援課」に在籍する経営指導員

（12名）と補助員（3名）の計15名を中心に、総務課等の一般職員も交えて全組織体制で経営発達支援事業

に当たる。毎週月曜日に行われる定例会議にて、事業の進捗状況や主な支援実績の情報を共有するな

ど、各課の連携を密にすることで、より高度な経営支援を継続する。 

また、高崎市商工観光部が有する産業構造・特性等のビッグデータや事業者支援施策等の情報を活用

し、共同で経営発達支援計画の策定することで、事業者の実態に沿った支援を実現する。さらに、「全国広

報コンクール」で受賞実績のある高崎市の高い広報力を活かし、高崎商工会議所単独では周知することの

難しい市内の非会員企業等へ広くPRすることで、より多くの事業者をサポートする。 

 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第７条第５項に規定する経営指導員

による情報の提供及び助言に係る実施体制 

 

①法定経営指導員の氏名、連絡先 

    ■氏 名：梅澤 史明 

    ■連絡先：高崎商工会議所 

【TEL】０２７－３６１－５１７１ 

【E-mail】f-umezawa@takasakicci.or.jp 

 

②法定経営指導員の関わり 

経営発達支援計画の策定や事業実施に係る指導・助言、進捗管理、事業評価に必要な情報提供等

を行う。自らも率先して事業者支援に当たるほか、職員による巡回指導・窓口相談等へ同席することで

自身のノウハウを供与し、経営支援力の底上げを図る。 

 

 

 
＜会員サービス課＞ 

経営指導員３名 

補助員１名 

一般・嘱託職員５名 

 
＜地域振興課＞ 

経営指導員３名 

補助員１名 

一般職員１名 

 
＜総務課＞ 

一般職員６名 

 
＜経営支援課＞ 

経営指導員６名 

補助員１名 

  高崎商工会議所 

＜事務局＞ 

事務局長 

＜中小企業相談所＞ 

相談所長 

 

商工観光部 

高崎市 
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（３）連絡先 

〒３７０－８５１１ 

 群馬県高崎市問屋町２－７－８ 

 高崎商工会議所 中小企業相談所 

【TEL】０２７－３６１－５１７１【FAX】０２７－３６２－３５５０ 

   【E-mail】info@takasakicci.or.jp（代表）  

【URL】http://www.takasakicci.or.jp 

 

〒３７０－８５０１ 

 群馬県高崎市高松町３５－１ 

 高崎市 商工観光部 商工振興課 

【TEL】０２７－３２１－１２５６【FAX】０２７－３２５－４８７９ 

   【E-mail】shoukou@city.takasaki.gunma.jp  

【URL】https://www.city.takasaki.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 

 

（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 

 

高崎商工会議所会費、国補助金、県補助金、市補助金、事業受託費（日本商工会議所等） 

 

（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 

 

連携して実施する事業の内容 

 

 

 

 

 

 

連携して事業を実施する者の役割 

 

 

 

 

 

 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




