
経営発達支援計画の概要 

実施者名 
藤岡商工会議所（法人番号 9070005004015） 
藤岡市（地方公共団体コード 102091） 

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）小規模事業者の経営基盤の強化 

（２）小規模事業者の事業承継支援 

（３）創業者・創業後間もない事業者への支援 

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 

 ①中小企業景況調査 

 ②地域景気動向調査「景況調査」の活用 

③国が提供するビッグデータの活用 

２．経営状況の分析に関すること 

①経営分析を行う事業者の掘り起こし 

②財務諸表を活用した分析とＳＷＯＴ分析 

３．事業計画策定支援に関すること 

 ①経営分析を実施した事業者への「事業計画策定セミナー」の開催 

 ②事業承継を検討している事業者に対する事業承継計画策定支援 

 ③創業希望者・創業後間もない事業者を対象とした事業計画策定支援 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

  ①既存事業者に対する事業計画策定後の支援 

②事業承継に係る事業計画策定後の支援 

③創業者に対する事業計画策定後の支援 

５．需要動向調査に関すること 

  ①地域資源を活用した商品開発の為の動向調査及び分析 

  ②新商品開発の為の動向調査及び分析 

  ③プレミアム付き商品券取り扱い参加店に対する需要動向調査 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

①ＩＴ活用による販路開拓支援 

②マスメディアへのプレスリリース支援 

  ③新商品・サービス等の販路開拓支援 

  ④商談会・展示会への参加支援 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

①藤岡市地域活性化協議会の開催 

②地域資源活用やイベント開催による商店街、個店の集客力向上支援 

連絡先 

 藤岡商工会議所 中小企業相談所（指導課） 

〒375-8506 群馬県藤岡市藤岡８５３－１ 

TEL:0274-22-1230 FAX:0274-24-1229 E-mail:fcci@fujioka-cci.or.jp 

 藤岡市 経済部商工観光課 

〒375-8601 群馬県藤岡市中栗須３２７ 

TEL:0274-40-2318 FAX:0274-24-4414 E-mail:syoko2@city.fujioka.gunma.jp 
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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 

群馬県の南西部に位置する藤岡市は、総面積 180.29 ㎢で、東側は埼玉県上里町や神川町、西

側は甘楽町や下仁田町、南側は神流町や埼玉県秩父市、北側は高崎市や玉村町と接している。市

の南西部は、主要山岳である赤久縄山と御荷鉾山を有しているため標高が高く、北東に行くに従

い平地が広がる。市街地を含む平野部は、三方を鏑川、烏川、神流川に囲まれ、南部には首都圏

の水がめである下久保ダムを有している。 

気候は太平洋側気候で、平野部の年間降水量は約 1,000㎜と比較的少なく、年間平均気温は約

15℃と比較的温暖な気候である。 

東京からは約 90㎞の距離に位置し、日本の中央の南北軸である関越自動車道と東西軸である

上信越自動車道、北関東自動車道により十字軸が形成されている。そのため、高速自動車道交通

ネットワークの結節点であり、国道 17号、254号、462号、主要地方道前橋長瀞線などが走り、

交通の利便性に優れている。 

公共交通機関は、JR 高崎線と JR 八高線、上越新幹線が横断しており、市内には JR 八高線群

馬藤岡駅と北藤岡駅がある。バスは市内を循環する路線バスや広域連携による路線バスが運行さ

れている。 

江戸時代には、中山道の脇街道の宿場町として栄え、多くの人や物産、文化が行き交い、上州

絹の集積地として発展、平成 18年に鬼石町を編入し、現在の藤岡市となった。（第 5 次藤岡市総

合計画より引用） 
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＜観光・特産品＞ 

平成 26 年に世界文化遺産に登録された「富岡製糸場と絹産業遺産群」の構成資産のひとつで

ある「高山社跡」を有し、隣接する高山社情報館では、絹産業の発展をもたらした功績を伝えて

いる。藤岡インターチェンジに隣接する「道の駅ららん藤岡」は、高速道路のパーキングエリア

からも、一般道路からもアクセスできることから立ち寄りスポットとして人気があり、「関東好

きな道の駅ランキング」において常に上位に選ばれ、年間約 240万人が訪れている。4月下旬か

ら 5 月上旬にかけて、「ふじの咲く丘」では藤岡を代表する花の一つ、フジの花が咲き誇り、開

花期間中は、ふじまつりが開催され、県内外から多くの人が訪れる。 

群馬県育成品種のイチゴ「やよいひめ」の県内有数の産地であり、また、全国有数のシンビジ

ウムの産地で、数多くの品種を生産している。（藤岡市勢要覧 2019 より引用） 

 

＜人口＞ 

藤岡市の住民基本台帳人口は、平成 30年 4月 1日現在で 65,984人であり、このうち、旧鬼石

町地区を除く旧藤岡市地区（藤岡商工会議所管内、以下「管内地域」という。）の人口は 60,638

人である。（平成 30年版藤岡市統計書） 

 

＜産業構造＞ 

管内地域における産業別就業者数による産業構造では、平成 7年に第 1次産業が 7.2％、第 2

次産業が 43.2％、第 3次産業が 49.6％の割合であったが、平成 27年には第 1次産業 4.4％、第

2 次産業 35.4％、第 3 次産業が 60.2％となり、第 1 次産業、第 2 次産業が減少し、第 3 次産業

が多くなっている。（表 1参照） 

第 3次産業では、卸売業・小売業、医療や福祉関係に従事している者が特に多く、第 3次産業

全体の半数近くを占める。（表 5参照） 

平成 28 年経済センサス活動調査を基に算出した管内の商工業者数 2,344 のうち、小規模事業

者数は 1,827（77.94％）で、平成 24 年の数値、商工業者数 2,430、うち小規模事業者数 1,912

（78.68％）より割合が 0.74％下がっているが、群馬県の全商工会議所管内を合計した小規模事

業者の割合（75.78％）や群馬県全域の小規模事業者の割合（77.45％）と比較すると多い。 

 

表 1【産業分類別就業人口の推移（管内地域）】            単位：人（％） 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

 

 

 

 

 

年次 総数 第 1次産業 第 2次産業 第 3次産業 

平成 7年 32,894（100.0） 2,381（7.2） 14,214（43.2） 16,299（49.6） 

平成 12年 32,237（100.0） 2,114（6.6） 13,182（40.9） 16,941（52.6） 

平成 17年 31,315（100.0） 1,932（6.2） 11,798（37.7） 17,585（56.2） 

平成 22年 29,620（100.0） 1,545（5.2） 10,692（36.1） 17,383（58.7） 

平成 27年 30,119（100.0） 1,317（4.4） 10,659（35.4） 18,143（60.2） 
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＜工業＞ 

工業は、旧来からの瓦製造業に替わり、輸送機器をはじめ、金属製品、プラスチック製品、電

気機器等の製造業を中心に企業立地が進んできた。市内には 12の工業団地があり、輸送用機器

関連や化学関連、業務用機器関連産業などさまざまな企業が進出し、市の工業力を高めている。 

事業所数（従業者 4 人以上）は、平成 19 年の 245（うち、従業者 300 人未満 240）から平成

29 年は 204（うち、従業者 300 人未満 201）と 41（うち、従業者 300 人未満 39）減少、従業者

数は、平成 19年の 8,850 人から平成 29年は 9,155 人と若干増加しているが、近年は概ね横ばい

の傾向である。 

一方、製造品出荷額等は、平成 19年の 2,242 億円から平成 29年は 2,748億円と増加している。 

しかし、その内訳は、従業者 300 人以上の事業所 2 社を含むプラスチック製品製造業が 397

億円、1社を含む輸送用機械器具製造業が 749億円となっており、大企業を有する分野で全体の

約 4割を占めている。（工業統計調査） 

 

＜商業＞ 
卸売業や小売業における商店の数は、平成 16 年の 867 店から平成 26 年は 557 店となり、310 店

（35.8％）減少している。販売額は平成 16年の 1,017億円から平成 26年は 820億円となり、197億

円（19.4％）減少している。工業に比べ、事業所の減少率が非常に大きくなっている。（表 2参照） 

特に、小売業の商店数の減少率が販売額の減少率より 20.7％も大きく、小規模店舗の廃業、撤退

が進んでいると推察できる。 

 

表 2【商業の推移】            

資料：商業統計調査 

②課題 

管内地域は、日本の中央部を縦横に結ぶ高速自動車道交通ネットワークの結節点に位置し、東

京から約 1時間の群馬の玄関口として、北関東屈指の広域交通の利便性を誇っている。藤岡イン

ターチェンジに隣接し、観光案内所や観光物産館、農産物直売所を置く「道の駅ららん藤岡」や

「高山社跡」、国の名勝及び天然記念物である「冬桜」が有名な旧鬼石地区の「桜山公園」、「三

波石峡」など優れた観光資源を有し、人が行き交う地域である。 

一方、市の総人口は、平成 7 年の 70,528 人をピークに減少に転じ、平成 27 年には 65,708 人

となっている。管内地域では、平成 12年の 62,951 人まで人口が増加傾向であったが、その後減

少が続き、平成 27年には 60,253人となっている。年齢別 3区分人口構成比の推移をみると、年

少人口及び生産年齢人口が減少し、老齢人口が増加しており、今後も人口減少、少子高齢化が加

速度的に進んでいくと推計されている。（表 3参照） 

人口減少に伴い、商業客の減少や商圏の縮小に伴う市街地の衰退、事業規模縮小や廃業による

地域経済衰退が危惧され、産業基盤の整備と交流人口の更なる増加に向けた対策が必要である。 

 

年次 
商店数（店） 従業者数（人） 年間商品販売額（万円） 

総数 卸売業 小売業 総数 卸売業 小売業 総数 卸売業 小売業 

平成16年 867 117 750 5,083 799 4,284 10,169,012 3,185,578 6,983,434 

平成26年 557 87 470 3,487 461 3,026 8,197,850 2,373,348 5,824,502 

増減 
▲ 

310 

▲ 

30 

▲ 

280 
▲

1,596 
▲ 

338 
▲ 

1,258 
▲ 

1,971,162 
▲ 

812,230 
▲ 

1,158,932 

増減率 
▲ 

35.8% 

▲ 

25.6% 

▲ 

37.3% 

▲ 

31.4% 

▲ 

42.3% 

▲ 

29.4% 

▲ 

19.4% 

▲ 

25.5% 

▲ 

16.6% 
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表 3【年齢別 3区分人口の推移（管内地域）】             単位：人（％） 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 資料：国勢調査 

＜地域産業の課題＞ 

藤岡市の産業別就業者数では、第 1次産業、第 2次産業が減少し、第 3次産業が多くなってい

るが、群馬県平均と比較した場合、第 2次産業の就業割合は県平均より多く、第 3次産業の就業

割合は県平均より少なくなっている。（表 1・表 4参照） 

 

表 4【産業別就業者数及び産業割合の群馬県との比較】         単位：人（％） 

 

 

 

 

  ※総数には分類不能の産業を含む              資料：平成 27 年国勢調査 

 

第 2次産業で、従業者が 4 分の 3以上を占める製造業における事業所数、従業者数の近年の推

移は概ね横ばいであるが、製造品出荷額等は増加がみられ、平成 29 年の 2,748 億円は前年の

2,548 億円から 7.8％増であった。しかし、近隣の高崎市 8,045 億円、富岡市 2,776 億円、安中

市 3,172億円と比較すると少ない状況である。（平成 30 年工業統計調査） 

第 3次産業を従業者数が多い順にみると、卸売業・小売業、医療・福祉関係、宿泊業・飲食サ

ービス業、運輸業・郵便業の順となっている。このうち、医療・福祉関係と、造成された工業団

地への進出もあった運輸業・郵便業以外は事業所数、従業者数ともに減少傾向であり、人口減少

や少子高齢化、通販市場の拡大等の近年の社会情勢が、当地域の産業にも大きく影響を与えてい

ることが推察される。（表 5参照） 

地域経済や産業の活性化を図るには、社会情勢の変化、競争の激化に耐えられるよう中小企業

者・小規模事業者の経営安定・経営改善への支援体制の強化が必要である。社会情勢の変化に適

応した経営を進める業種で事業所が増えていることを背景に、成長分野への参入や新たに収益を

生み出す事業展開を後押しする必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年次 総数 
年少人口 

（15歳未満） 

生産年齢人口 

（15～64 歳） 

老齢人口 

（65歳以上） 

平成 7年 62,676（100.0） 10,736（17.1） 42,848（68.4） 9,092（14.5） 

平成 12年 62,951（100.0） 9,812（15.6） 42,332（67.2） 10,807（17.2） 

平成 17年 62,480（100.0） 9,291（14.9） 40,767（65.2） 12,422（19.9） 

平成 22年 61,875（100.0） 8,596（13.9） 38,869（62.8） 14,410（23.3） 

平成 27年 60,253（100.0） 7,644（12.7） 35,737（59.3） 16,872（28.0） 

 総数 第 1次産業 第 2次産業 第 3次産業 

藤岡市 32,734（100.0） 1,440（4.4） 11,696（35.7） 19,221（58.7） 

群馬県 966,060（100.0） 47,943（5.0） 297,919（30.8） 591,710（61.2） 
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表 5【産業分類別事業所数・従業者数の推移】          

産業分類 

平成 18年 平成 24年 平成 28年 

事業所数 
従業者数 

（人） 
事業所数 

従業者数 

（人） 
事業所数 

従業者数 

（人） 

総数（公務を除く） 3,229 28,434 2,950 26,437 2,868 26,408 

第 1次産業（農林,林業,漁業） 11 81 18 173 18 130 

第 2次産業計 836 11,666 799 11,093 760 11,205 

鉱業,採石業,砂利採取業 4 32 1 1 0 0 

建設業 413 2,484 357 2,098 345 1,873 

製造業 419 9,150 441 8,994 415 9,332 

第 3次産業計 2,382 16,687 2,133 15,171 2,090 15,073 

運輸業,郵便業 62 1,059 76 1,242 72 1,465 

卸売業,小売業 836 5,139 700 4,513 691 4,309 

不動産業,物品賃貸業 203 448 206 462 180 448 

宿泊業,飲食サービス業 321 1,895 275 2,213 266 1,778 

生活関連サービス業,娯楽業 307 1,540 283 1,556 268 1,220 

医療･福祉 175 2,945 186 2,724 199 2,930 

その他 478 3,661 407 2,461 414 2,923 

※平成 18年は事業所・企業統計調査、平成 24年、28年は経済センサス活動調査   資料：藤岡市統計書 

 

＜工業の課題＞ 

東京から約１時間、中部圏、近畿圏、東北圏からもスピーディーな事業展開が可能な優れた交

通の利便性や、自然災害が比較的少なく地盤が固い地の利を生かし、活発な工業団地の造成、企

業誘致に取り組んでおり、新たな企業立地による地域雇用も促進している。一方、既存企業の多

くは中小企業で占められ、景気変動に左右されやすい構造になっている。 

年 2回実施する藤岡商工会議所の景況調査によると、経営上の問題点として、従業員の確保難

がここ数回の調査結果の第 1 位となっており、原料・材料の高騰、仕入単価の上昇、受注量（額）

の停滞・減少が上位を占める。 

グローバル、テクノロジー時代の中、人手不足や働き方改革など経済環境の変化に対応できる

よう既存企業の体質強化を促進するため、生産性向上や販路開拓への取り組みを促し、支援する

とともに、新たな分野に取り組む企業やその開発、起業者を支援し、新しい活力を生み出すこと

も必要となる。 
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＜商業の課題＞ 
管内地域は、多野藤岡地域を主な商圏として発展してきたが、商業都市である高崎市に近接する立

地条件やモータリゼーションの進展、消費者ニーズの高度化・多様化などを背景に購買力の流出が顕

著となっている。 

平成 29年 1月のイトーヨーカドー藤岡店閉店、令和元年 8月のスーパーマーケットとりせん藤岡

店閉店、令和元年 7月のピアゴ藤岡店のドン・キホーテＵＮＹへの変更など、管内大規模店舗の撤退

や業態変更が続き、商店街においては、郊外への大型店進出や消費者ニーズの変化、事業主の高

齢化や後継者問題に伴う廃業などにより活力が低下している。 

 既存商店の再生をはじめ、商業経営の強化や沿道型商業の適正誘導が課題となっている。 

地域に密着した個店や商店街が、地域の特性や資源を生かしながら環境の変化や消費者ニーズ

に適切に対応し、魅力ある店づくりに取り組めるよう経営相談や経営指導を通じた支援により、

経営の安定、経営改善を進める必要がある。 

また、創業希望者や新規出店者などを支援することにより、新しい活力を生み出す取り組みも

必要である。 

 

（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 

現状及び課題を踏まえ 10 年先を考えた場合、地域経済の支えである中小・小規模事業者

が、社会情勢の変化、競争の激化に耐え、持続的発展を遂げるために、環境に対応し、自社

の強みを生かした経営力強化や、新たに収益を生み出す事業展開が必要である。事業者の努

力により生み出した独自の優れた技術、自慢の商品や同業者との差別化を図れるサービスを

広く認知してもらい、多くの需要を獲得するためには、インターネットや商談会等様々なツ

ール、機会を活用した広範囲への積極的なアプローチが欠かせず、事業者に寄り添い、経営

戦略をサポートする体制を整えなければならない。  

更に、人口減少に伴い商業客の減少や商圏の縮小、事業主の高齢化や後継者不足による廃

業、事業規模の縮小による地域経済衰退が危惧され、自らの資源のみによる事業展開の限界

もあるなか、首都圏を含め広域にスピィーディーなアクセス、事業展開が可能な地の利を生

かし、産業基盤の整備と交流人口の更なる増加、中心商店街や個店への誘導による街なかの

賑わい創出、創業や事業承継による新陳代謝など、地域経済活性化に向けた対策も進め、10

年先も管内地域で多くの人、物が交流している状態を目指す。 
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②第５次藤岡市総合計画との連動性・整合性 

第 5 次藤岡市総合計画（計画期間：平成 30 年度～令和 9 年度）の商工業・観光部門の施

策の目標は下記のとおり。 

商業・サービス業 

・商店街をはじめとした地域の特性、個性、資源などを活用しながら、人々のにぎわいと活気があふ

れるまちづくりを行う。 

・地域の商店や創業希望者等が魅力ある店づくりや経営の安定・向上を図るための支援を行うことに

より、環境の変化や消費者ニーズに適切に対応し、競争力を備えた地域産業の育成を行う。 

工業・地域産業 

・既存企業の経営基盤の強化を進めるほか、企業の新たな用地需要に応えるための産業基盤の整備を

行うことにより優良企業の誘致を進め、地域産業の振興によるまちづくりを目指す。 

・企業との交流や県との連携を進め、地域産業の技術の高度化、新分野への取り組みを支援する。 

観光 

・観光資源を活用し、魅力ある観光を確立するため、観光客のニーズに合わせた周遊ルートを提供し、

着地型・滞在型観光の推進に努める。 

・周辺市町村の広域的な観光資源と連携するなど、観光宣伝事業を積極的に展開して、市内への誘客

を図る。 

・工夫をこらしたプログラムを開発し、観光施設、体験施設、文化施設、温泉施設、歴史資産などの

魅力向上を図る。 

 

 

以上のことから、下記事業を柱として藤岡市の商工行政と連動し、事業を実施する。 

 

（１）小規模事業者の経営課題解決に向けた、『商工業者の事業計画（再構築含む）による経営

力向上支援』を実施する。 

 

（２）小規模事業者の経営力強化に向け、『新商品・新たなサービスの地域内外に向けた販路拡

大支援』を実施する。 

 

（３）地域経済に新しい活力を生みだすため、『創業者支援による事業者の創出と創業後間もな

い事業者への支援』及び『新分野・成長分野への展開支援』を実施する。 

 

（４）にぎわい・交流が生まれる街づくりに向け、『地域（観光）資源を生かした交流人口を増

やすための新たな仕組みの構築』を実施する。 

 

（５）上記事業を展開するために当所は、『地域の振興発展を目指し、小規模事業者に寄り添い、

小回りの利く支援機関・地域密着の経済団体としての体制の整備』を実施する。 
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 ③商工会議所としての役割 

藤岡商工会議所は昭和 22 年 7 月に創立され、商工業者の総合的な経営改善を図り、兼ね   

  て社会一般の福祉の増進に資することを目的とし、小規模事業者への経営改善普及事業（金

融・税務・労働・取引等への支援・広報）を行ってきた。 

  また、藤岡市と連携し、中心商店街のにぎわい創出、地域産業をＰＲする商工祭などのイ

ベント開催により、地域活性化に取り組んできた。 

管内事業者に対し、経営改善や販路開拓といった経営力を向上させる取り組みへの支援を

行っているが、小規模事業者の経営環境は、今後ますます厳しくなることが予想され、地域

の小規模事業者の実情を鑑みると、現状の小規模事業者支援は表面的な支援に留まってお

り、踏み込んだ支援には至っていないケースもある。 

小規模事業者の自主的な取り組みを推進するため、景気動向・市場動向への柔軟な対応が

求められていることから、自社の強みを生かし、変化に対応できる経営力向上のための働き

かけ、支援を行う。 

また、近年企業のリスク管理（社会経済情勢、後継者問題、自然災害等）への対応が求め

られていることから、社会経済、地域環境を踏まえた自社の現状分析を行い、未来を見据え

た事業計画を策定し、その計画に基づいた企業経営への転換に導くことが重要である。 

そのために、藤岡商工会議所の小規模事業者支援のあり方も、表面的支援から小規模事業

者の取り組みに寄り添った伴走型支援へ転換していく。 

 

（３）経営発達支援事業の目標 

  上記の「小規模事業者の長期的な振興のあり方」を踏まえ、当所では令和２年度から令和６

年度まで、以下の通り目標を設定し、小規模事業者の支援に取り組む。 

 

(目標１) 

  小規模事業者の経営基盤の強化 

  地区内小規模事業者にとって、円高や消費税率の引き上げ等の影響により売上・利益減少が 

続くなど厳しい状態が続いている。 

この厳しい状況から脱却できない小規模事業者が今後、売上・利益確保に向けた取り組みを

円滑に行い、持続・発展していくために当所としては、様々な経営課題の洗い出しや分析を基

にした実効性の高い事業計画の策定支援、販路開拓支援等、将来を見据えての支援を継続的に

行い、事業者の経営基盤の強化を図る。 

商工会議所の、地域に密着し小回りの利く特徴を全面的に活用した巡回・窓口相談や、事業

計画策定セミナー等の開催と併せ、専門家派遣を利用したアドバイスを行うことにより関係支

援機関との連携を強め、ニーズに対応した製品開発や生産性の向上、地域内外から足を運んで

もらえる魅力ある店づくりに向けた実効性の高い伴走型支援を、小規模事業者の事業規模縮小

や廃業を可能な限り食い止めるべく積極的に取り組んでいく。 

また、新たな分野や成長分野への進出を目指す事業者（第二創業、経営革新）についても同

様の支援を行い、地域産業の育成を図る。 
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(目標２) 

  小規模事業者の事業承継支援 

今後、更なる少子高齢化社会到来が叫ばれるなか、当地域の小規模事業者においても、他の

地域同様に数多くの事業者が近い将来後継者問題に直面することが予想される。事業承継は小

規模事業者、地域産業全体の喫緊の課題となっている。 

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

あるが、事業者への支援は、対象事業者の実態を把握し、ケースごとの適切な支援を行う必要

がある。 

巡回・窓口相談による状況把握、事業承継に関するセミナーの開催やアンケート調査（ヒア

リング含む）等により支援が必要な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

対処方法検討や事業承継計画の策定などについて、地域支援機関（群馬県事業承継ネットワー

ク等）と連携、情報共有しながら専門家派遣や事業引継ぎ支援センター等の支援メニューも活

用し、適切な支援を行うとともに、ケースによっては群馬県後継者バンク登録などのマッチン

グも利用し、円滑に事業承継が行えるよう導く。 

 

(目標３) 

創業者・創業後間もない事業者への支援 

地域経済の低迷、少子高齢化等社会構造の変化により、管内地域における小規模事業者の創

業は厳しい状況であるが、地域の経済を支える小規模事業者の新陳代謝、発展は地域経済活性

化に無くてはならない要因である。創業を後押しするため、関係機関や特定創業支援事業を行

う藤岡市と連携しながら創業者の掘り起こしとその実態を把握し、創業者及び創業後間もない

事業者が事業を軌道に乗せ、継続できるための支援として、創業支援セミナーや相談会を関係

機関と連携・協力しながら開催する。 

また、成功するには地域の現状把握や課題を踏まえたマーケティング戦略、事業計画が重要

であり、それらに関する取り組みを支援し、管内地域の創業者を増やしていく。 

 

（４）目標の達成に向けた方針 

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、当所における 

経営発達支援計画の目標達成に向け、以下の方針で取り組んでいく。 

 

 (目標１) 

  小規模事業者の経営基盤の強化 

個々の実情を踏まえ、将来を見据えた事業計画の策定から実施までを伴走支援し、時には適

切な専門家と連携し、継続的・効果的支援を行うことで、事業者の持続・発展を図る。 

また、事業者の経営力強化に向けた取り組みを後押しするため、国や県、市、その他関係機

関の各種補助金やセミナー、商談会・見本市などの情報を積極的に発信・提供し、活用を促進

する。 
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(目標２) 

  小規模事業者の事業承継支援 

将来直面する後継者問題について、効果的な情報発信やセミナー開催により事業者が考える

きっかけ作りを行い、管内地域における巡回・窓口相談でのアンケート調査（ヒアリング含む）

等によりできるだけ多くの対象者の現状把握を行ったうえで、事業承継税制や補助金などの情

報を提供し、活用を促す。更に、分類別にデータベース化し、それぞれの対象者の状況、課題

に応じた専門家と連携し、事業承継計画策定を含め、段階ごとに適切な支援を継続的に行い、

円滑な事業承継をサポートする。 

 

(目標３) 

創業者・創業後間もない事業者への支援 

関係機関や特定創業支援事業を行う藤岡市と連携し、相談事業等を通じて多くの創業者(創業予

定者)の掘り起こしとその状況把握を行い、創業支援セミナー等の開催や専門家との連携によ

る事業計画の策定支援、群馬県や藤岡市の創業者向け補助金等支援メニューの情報提供を行う

など、親身な支援で創業を後押しする。 
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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】 これまでの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「景況調査」（９月・３月の年２回）を実施している。 

 【課題】 これまで実施しているものの、ビッグデータ等を活用した専門的な分析が出来てい

なかったため、改善した上で実施する。 

 

（２）事業内容 

 ①中小企業景況調査（４半期ごと） 

    管内の景気動向等についてより詳細な実態や最新の動きを把握するために日本商工会議

所と連携し、３ヵ月ごとに調査・分析を行う。 

 【調査対象】 管内５０事業所 

 【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） 

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 

 【調査手法】 経営指導員等が直接訪問し依頼、後日回収する。 

 【分析手法】 経営指導員等が分析するが、外部専門家と連携し、更なる分析を行う。 

 

 ②地域景気動向調査「景況調査」（９月・３月の年２回）の活用 

この調査は、管内事業者の景気動向等について総合的に把握するために１９９４年２月よ

り実施している当所独自の景況調査で、現在までに５１回実施、毎回約２５０社からの回答

がある。調査項目を見直しながら、引き続き年２回調査・分析を行う。 

【調査対象】 管内８００事業所（全業種対象） 

【調査項目】 「景況感」「売上」「客数」「経常利益」「設備投資」「雇用」「経営上の問題点」

の項目ごとの好転・悪化等の状況 

 【調査手法】 調査票を郵送し、後日返信用封筒で回収する。 

 【分析手法】 経営指導員等が分析するが、外部専門家と連携し、更なる分析を行う。 

  

③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目指すため、経営

指導員等が、国が提供する「ＲＥＳＡＳ」（地域経済分析システム）を活用した地域の経済

動向分析を行い、年１回、公表する。 
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【分析手法】 

  「地域経済循環マップ・生産性分析」→何で稼いでいるか等を分析 

  「まちづくりマップ・From－to分析」→人の動き等を分析 

  「産業構造マップ」→産業の現状等を分析 

   ⇒上記の分析を総合的に分析し、事業計画策定支援等に活用する。 

 

（３）成果の活用 

 ○ 情報収集・調査、分析した結果はホームページに掲載し、広く管内事業者に周知する。 

 ○ 今後はデータ化を行い、小規模事業者への巡回指導・窓口相談の際の参考資料とする。 

また、作成したデータを当所ホームページに掲載するとともに、小規模事業者がデータ

を必要とする場合には、メール送信等により情報提供を行うなど活用する。 

 ○ 業種別（製造業・建設業・卸小売業（飲食店を含む）・サービス業その他）の分析結果

を小規模事業者の経営分析や事業計画策定の際に活用し、また、各業種に対応した経営指

導やセミナーの企画立案に活かす。更には、雇用や景気の状況・実態を把握し、国・県・

市等への政策提言に反映させる。 

 

（４）目標 

項 目 現行 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5年度 Ｒ6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 

中小企業景況調査 

結果報告書提供 
未実施 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 

中小企業景況調査 

当所ＨＰ公表 
未実施 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 

②地域景気動向調査

「景況調査」 

対象企業８００社 

２回 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

地域景気動向調査 

「景況調査」 

結果報告書提供 

２回 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

地域景気動向調査 

「景況調査」 

当所ＨＰ公表 

未実施 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

③「ＲＥＳＡＳ」調査 未実施 １回 １回 １回 １回 １回 

「ＲＥＳＡＳ」調査 

当所ＨＰ公表 
未実施 １回 １回 １回 １回 １回 
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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】 これまでの当所の小規模事業者への経営分析は、補助金申請等に係る現状把握や資

金調達に係る貸借対照表･損益計算書の解析による財務内容の把握等に留まってお

り、管内小規模事業者に対し、客観的で具体的に掘り下げた経営状況・課題の分析に

対する支援が弱かった。 

 【課題】 今後は、事業計画策定に意欲がある小規模事業者を発掘し、「気付き」を与えるツ

ールとして損益分岐点分析を活用。また、小規模事業者それぞれのニーズに合わせた

分析を行うための高度・専門的な知識不足を補うため、外部専門家等と連携するなど、

改善した上で踏み込んだ事業計画策定・経営分析を実施する。 

 

（２）事業内容 

 ① 経営分析を行う事業者の発掘のため、「経営分析セミナーの開催」や「巡回・窓口相談を

介した掘り起こし」を行う。 

     セミナー参加者は、当所会報・ホームページ等で募集し、また、経営指導員等が日々の経

営相談を通じ必要性が高いと思われる者に参加を呼び掛ける。年２回開催し、参加者は２０

人を想定する。 

 

②財務諸表を活用した分析とＳＷＯＴ分析 

【対象者】 セミナー参加者の中から、意欲的で販路拡大の可能性の高い１０社を選定。 

【分析項目】 定量分析たる「財務分析」と定性分析「ＳＷＯＴ分析」の双方を行う。 

      ≪財務分析≫売上高、経常利益、損益分岐点、粗利益率等 

      ≪ＳＷＯＴ分析≫強み、弱み、脅威、機会等 

【分析手法】 経済産業省の「ローカルベンチマーク」、財務分析には(独)中小企業基盤整備

機構の「経営自己診断システム」、「経営計画つくるくん」や株式会社エイチ・エ

ーエルの「ＢＩＺミル（経営支援機関システム）」を使い、経営指導員等が収益

性・安全性・成長性の分析を行う。専門性の高い分析（案件）については、専門

的知識を有する専門家派遣事業を利用し、関係機関と連携を図る。 

 

（３）成果の活用 

 ○ 分析結果は、当該事業者にフィードバックし、事業計画策定等に活用する。 

 ○ 分析結果は、データベース化、内部共有し、経営指導員等のスキルアップに活用する。 

 

（４）目標 

 現行 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5年度 Ｒ6年度 

①セミナー開催件数 未実施 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

②経営分析セミナー 

 参加者数 未実施 

２０人 

（10 人

×２回） 

２０人 

（10 人

×２回） 

２０人 

（10 人

×２回） 

２０人 

（10 人

×２回） 

２０人 

（10人

×２回） 

③経営分析件数 未実施 20件 20 件 20件 20件 20 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】 これまでの当所の事業計画策定支援は、補助金申請や金融（融資）相談等への事業

計画書作成といった、計画の利用目的が明確である場合の対応に留まっている。 

 【課題】 これまでの計画策定支援では、事業計画の意義や重要性の理解が浸透しておらず、

地域経済動向や需要動向などを踏まえ、自社の経営状況の内容、将来の事業所のあり

方、経営ビジョンをしっかり見据えたものではないため、セミナーを開催するなど改

善した上で実施する。 

 

（２）支援に対する考え方 

   これからは、事業計画策定の意義や重要性を「事業計画策定セミナー」や個別相談を通じ

て周知・説明し、今後の地域経済や自社の業況を見据え、持続的発展が図れるよう小規模事

業者の積極的な事業計画策定に繋げていく。 

   また、「事業計画策定セミナー」の内容をよく検討し、３．で経営分析を行った事業者の

３割／年間の事業計画策定を目指す。 

事業承継を検討している事業者に対しても、事業計画（事業承継計画）は大変重要である

ことから、メニュー（支援内容）は異なるが、策定支援を行っていく。 

さらに、創業希望者・創業後間もない事業者に対しても、事業計画の意義・重要性の理解

を図り、実効性の高い計画策定に繋げていく。 

 

（３）事業内容 

  ①経営分析を実施した事業者を対象とした「事業計画策定セミナー」の開催 

   募集方法：当所会報、当所ホームページ、藤岡市広報誌他 

   回  数：年１回 

   カリキュラム：事業計画策定に関するもので、意義、重要性、策定の留意点など 

          （目的：小規模事業者の経営基盤強化を図り、持続的発展を目指す。） 

   参加者数：１０人 

   ※セミナー終了後の個別相談会及びその後の経営指導に繋ぐ。 

  ・事業承継を検討している事業者に対する事業承継計画策定支援 

    事業承継を検討している事業者に対し、経営指導員等が事業承継診断（ヒアリングシー

ト）を実施し、専門家（士業）を交えて事業承継計画書の策定支援を行う。 

    また、事業承継税制や補助金について情報提供し、活用を働きかける。 

  ・創業希望者・創業後間もない事業者を対象とした事業計画策定支援 

    藤岡市及び地元金融機関と連携して、創業希望者・創業後間もない事業者を対象とした 

創業支援セミナー（１１月頃）、創業スクール（５月～１０月）をそれぞれ年１回開催し、

支援対象者を掘り起こし、セミナー等の中で事業計画の重要性を学んでもらう事により対

象者の意識を高めたうえで計画策定支援を行う。 

 

  ②事業計画の策定 

   【支援対象】経営分析を行った事業者、事業承継を検討している事業者 

         創業支援セミナー・創業スクール参加事業者 
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   【手段・手法】 事業者に対し、経営指導員等が担当制で張り付き、専門家（士業）を交   

         えて確実に事業計画の策定に繋げていく。 

 

（４）目標 

 現行 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5年度 Ｒ6年度 

事業計画策定件数 12件 20件 20 件 20件 20件 20 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】 これまでの当所の事業計画策定後支援は、要請があった場合のみの対応であった。 

 【課題】 これまで事業計画策定後の支援では、訪問回数も少なく不定期であり、事業計画の

進捗状況確認やフォローアップが計画的に実施できていないため、今後は、定期的な

訪問を行い、事業者に寄り添ったきめ細かいフォローアップを、改善した上で実施す

る。 

 

（２）事業内容 

   下記事業計画策定事業者全てを対象とするが、事業計画の進捗状況等により、訪問回数を 

  増やして集中的に支援すべき事業者と、ある程度順調と判断し、訪問回数を減らしても支障

のない事業者とを見極めた上でフォローアップ頻度を設定する。 

   具体的には、事業計画策定２０社のうち、１０社は毎月１回、５社は四半期に一度、他の

５社は年２回とする。ただし、事業者からの申し出等により、臨機応変に対応する。 

   なお、進捗状況が思わしくなく、事業計画との間にズレが生じていると判断できる場合に

は、当所経営指導員等や専門家等の視点を入れ、要因及び今後の対応方法を検討し、フォロ

ーアップ頻度の変更等を行う。 

 

  ①既存事業者に対する事業計画策定後の支援 

    事業計画策定後に、経営指導員等が事業者の状況に応じて巡回し、事業計画の進捗状況

の確認を行う。新たな課題や問題点が確認された場合は、その原因と対策を分析して事業

者に改善を促し、必要な場合は事業計画の修正を図り、継続した伴走型支援を行う。 

 

  ②事業承継に係る事業計画策定後の支援 

    事業承継計画を策定した事業者に対しては、経営指導員等が事業者の段階・状況に応じ

て巡回し、計画の進捗状況の確認を行う。新たな課題や問題点が確認された場合は、その

原因と対策を分析して事業者に改善を促し、必要に応じて計画の修正を図り、継続した伴

走型支援を行う。 

 

  ③創業者に対する事業計画策定後の支援 

    創業者及び創業後間もない事業者に対しては、経営指導員等が窓口相談・巡回指導によ

り進捗状況を確認しながら、必要に応じて事業計画を見直し、継続した伴走型支援を行う。 

    また、国や県、市の制度融資や補助金、助成金等の情報を提供し、活用を働きかける。 

    （例：藤岡市創業者融資保証料補助金及び利子補給金制度等） 
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（３）目標 

 現行 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5 年度 Ｒ6年度 

計画策定後の支援対象事業

者数 
― 20社 20 社 20社 20社 20 社 

頻度（延回数） ― 150 回 150 回 150 回 150 回 150回 

売上増加達成事業者数 ― 5社 5社 7社 7 社 10 社 

利益率増加達成事業者数 ― 5社 5社 7社 7 社 10 社 

 

６．需要動向調査に関すること 

 

（１）現状と課題 

【現状】 これまでの当所の需要動向調査については、必要性は感じてはいるが取り組めて 

いない。 

【課題】 新製品（商品）を地域内外へ積極的に販路拡大展開しようとする事業者に対する支

援が不十分であったため、消費者ニーズを把握し、販路拡大に繋げる戦略を立てるた

め実施する。 

 

（２）事業内容 

  ① 毎年１１月に開催される市内の名物にしたい料理を決定する観光協会等主催の「Ｃ－１ 

グランプリ」、市内商工業者の技術や特産物を含む自社商品の展示・即売を行う当所青年

部主催の「藤岡商工祭」にて来場者１００人へのアンケート調査を実施する。３０社の出

展が想定され、調査結果を分析した上で当該３０社にフィードバックし、商品の改良、事

業計画への反映、販路拡大に繋げる。 

【サンプル数】来場者１００人 

【調査手段・手法】 商品購入者に対し経営指導員等が聞き取りのうえアンケートを行う。 

【分析手段・手法】 調査結果は、販路開拓等の専門家に意見を聞きつつ、経営指導員等

が分析を行う。 

【調査項目】①味②食感・食べやすさ（使いやすさ）③見映え④容量（個数） 

⑤パッケージデザイン⑥価格等 

【分析結果の活用】 分析結果は、経営指導員等が当該出展者にフィードバックし、更な

る改良及び販路拡大等に繋げる。 

 

② 「道の駅ららん藤岡」内の「観光物産館」に出品または出品を予定している市内食品製

造業者の新製品（商品）を試食してもらい、ヒアリング調査を実施する。１０社を想定し

ており、来場者１００人に聞き取りのうえ調査を行う。 

【サンプル数】来場者１００人 

【調査手段・手法】 試食者に対し経営指導員等が聞き取りのうえ調査を行う。 

【分析手段・手法】 調査結果は、新製品開発及び販路開拓等の専門家に意見を聞きつつ、

経営指導員等が分析を行う。 

【調査項目】①味②食感③見映え④容量（個数）⑤パッケージデザイン⑥価格等 
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【分析結果の活用】 分析結果は、経営指導員等が当該出品社にフィードバックし、更な

る改良及び新製品開発に資する。また、事業計画に反映し、販路開拓

に繋げる。 

 

③プレミアム付き商品券取り扱い参加店に対する需要動向調査 

藤岡商工会議所、藤岡市鬼石商工会共同で藤岡市内の個人消費の底上げと地域活性化の

一助となることを目的とし、年１回総額５，５００万円（プレミアム分５００万円）のプ

レミアム付き商品券を発行している。この商品券取扱店として参加している事業者に対し

販売状況、顧客層等についてアンケート調査を行い、商品券の効果、管内事業者の営業状

況を把握する。 

【サンプル数】参加店約２００店舗 

【調査手段・手法】 参加店への郵送によりアンケートを行う。 

【分析手段・手法】 調査結果は、販路開拓等の専門家に意見を聞きつつ、経営指導員等

が分析を行う。 

【調査項目】①顧客層②売れ筋商品③商品券による売上効果等 

【分析結果の活用】 分析結果は、経営指導員等が当該参加店にフィードバックし、事業

計画策定意欲の向上に繋げ、更に、今後の小規模事業者支援策を検討

する資料とする。 

 

（３）目標 

 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調査対象事業者数 ― 10社 10 社 10社 10社 10社 

③調査対象事業者数 ― 200 社 200 社 200 社 200 社 200 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】 これまでの当所の新たな需要に関与する事業については、必要性は感じてはいる

が、インターネットのマッチングサイト登録事業を広報するなどに留まり、新製品

（商品）を地域内外へ積極的に販路拡大しようとする事業者支援が不十分であっ

た。 

【課題】 多様な顧客のニーズに合った優れた技術、自慢の商品・サービス等を提供・発信

する機会を増大させるため、前述６.需要動向調査に関することにより行う調査を活

用し、そこで把握したニーズを分析、販路開拓に繋げられるよう、改善した上でＩ

Ｔ活用や展示会・商談会等への参加事業者増加に向けた取り組みを実施する。 

     また、藤岡市の中小企業販路開拓支援事業補助金等の情報を周知、活用を促すこ

とにより展示会・商談会等への参加を促進する。 

 

（２）事業内容 

  ①インターネットサイトへの出展による販路開拓支援（ＢtoＢ） 

    全国の商工会議所ネットワークを通じたインターネットサイト「ザ・ビジネスモール」
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「ＢＭテンポ」や「おもてなしギフト」を積極的に紹介し、登録を促すことにより、管内

事業者の広範囲での新たな取引先確保、販路拡大に繋げる。 

   ※「ザ・ビジネスモール」 

    大阪商工会議所が運営する企業情報サイトである。全国２５万社以上の商工会議所・商

工会会員が登録する日本最大の企業データベースで、アクセス数は月間３００万以上、全

国４３５商工会議所・商工会が登録。 

「ＢＭテンポ」 

飲食店、小売店、サービス店の紹介ホームページを店舗事業者が簡単に編集し、開設で

きるサービスあり、作成したホームページは、商工会議所・商工会が運営する日本最大級

の企業取引サイト「ザ・ビジネスモール」上に掲載。 

   「おもてなしギフト」 

    横須賀商工会議所が日本商工会議所、全国の商工会議所と連携して Yahoo！ショッピン

グ上に運営する、ギフト専門のネットショップ。 

    上記を活用を促し、出展及び新規取引先拡大に繋げる。 

 

  ②マスメディアへのプレスリリース支援事業 ※新規 

    小規模事業者が商品やサービスを効果的にＰＲし、販路開拓を目指すにあたっては、マ

スメディアの活用は大変有効な手段であるが、小規模事業者の多くはマスメディアとの接

点がなく、プレスリリースを行う方法や手段等が分からない者が多数である。 

  そこで、新たな製品（商品）・サービス等を開発した事業者及び事業計画を策定した事

業者を対象としたプレスリリースセミナーを開催（年１回）し、対象者を拾い上げたうえ

で、個別相談等の支援を行う。 

※具体的には、藤岡市役所内の記者クラブ、群馬テレビ等にプレスリリースを行えるよう、 

記事掲載に繋がる「プレスリリースの書き方」について、雛形を作成し、経営指導員等

が支援・マスメディアを活用した需要開拓・売上増加に繋げる。 

 

  ③（仮称）西北毛４商工会議所合同展示会事業（ＢtoＣ）※新規 

  西北毛地域にある同等規模の４商工会議所による「（仮称）西北毛４商工会議所展示会」 

に事業計画策定支援などを行う事業者や新商品・サービスの販路拡大に取り組む事業者を

優先的に出展させる。経営指導員等が出展事前・事後の支援を行うとともに、出展期間中

には、陳列、接客などきめ細かな伴走支援を行い、新たな需要開拓を目指す。 

 開催場所は各地を輪番制とし、年１回開催し、好評であれば開催数を増やしていく。 

 ※西北毛４商工会議所とは、西毛地区（藤岡、富岡）、北毛地区（沼田、渋川）にある同

規模の商工会議所であり、毎月発行される会報誌への記事掲載等で連携を図っている。 

 

④「日本百貨店しょくひんかん」展示即売会（ＢtoＣ）※新規 

  日本商工会議所が「日本百貨店しょくひんかん」（東京・秋葉原）と連携し、全国のう 

まいものを「全国から毎週集まる！！地域うまいもマルシェ」を開催しており、事業計画

を策定した事業者や、６．で需要動向調査を行った事業者の参加を促進することで、地域

の美味しい商品、新たに開発された商品の販路開拓・拡大支援を行う。 

 出展にあたっては、経営指導員等が事前・事後の出展支援を行う。 

※日本百貨店しょくひんかん 

 ニッポンのモノヅクリとスグレモノをテーマに、日本全国から様々なヒト・モノ・コト
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が集まり、様々な出会いを生み出している日本百貨店。2013 年 7 月にオープンし、日

本商工会議所が各地商工会議所と連携し、「地域の自慢の逸品」を週替わりで出品。地

域で長く愛されている美味しいもの」や「地域資源を活かして地域ぐるみで開発された

食品」の販路開拓・拡大支援を行っている。２０１８年度は全国４０地区からの参加が

あり、地区内事業者の参加を促し売上増加に繋げる。 

 

（３）目標 

 現行 Ｒ2年度 Ｒ3 年度 Ｒ4 年度 Ｒ5年度 Ｒ6年度 

①ザ・ビジネスモールへの出展 1社 3社 3 社 4 社 4社 5社 

新規取引先開拓数／社 ― 1件 1 件 2 件 2件 2件 

②マスメディアへのプレスリリ

ースセミナ―参加事業者数 
― 10 社 10 社 10社 10社 10 社 

売上増加達成事業者数 ― 2社 2 社 2 社 2社 2社 

③（仮称）西北毛４商工会議所 

合同展示会出展事業者数 
― 3社 3 社 3 社 3社 3社 

売上額／社  10 万 10 万 10万 10万 10 万 

④「日本百貨店しょくひんかん」 

出展事業者数 
― 2社 2 社 2 社 3社 3社 

売上額／社 ― 3万 3 万 3 万 3万 3万 

 

 

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】 人口減少による商業客の減少や商圏の縮小に伴う市街地の衰退、後継者不足によ

る廃業など、地域経済衰退が危惧されるなか、世界文化遺産に登録された「高山社

跡」や鬼石地区の「桜山公園」などの優れた観光資源が点在するものの、市街中心

部、商店街等への多くの誘客、リピーターの確保には至っていない。 

【課題】 藤岡市や藤岡市観光協会など地域の各種支援機関と地域活性化の方向性を共有

し、「道の駅ららん藤岡」など起点となる地域観光資源の活用や、現状行っている

地域イベントへの更なる集客力向上、地域の個店を効果的にＰＲする取り組みを連

携して行い、交流人口を増やし、市内商店街や個店等へ誘導できる仕組みを整えて

いくことが必要である。 

 

（２）事業内容 

   ①藤岡市地域活性化協議会の開催（年３回実施） 

観光客の誘致による観光産業の活性化、地域資源の６次産業化など、今後の藤岡市の活

性化対策を関係機関・関係者の意識方向性を共有化して協議するため、当所、藤岡市、藤

岡市観光協会、ＪＡたのふじ、藤岡市金融団（幹事行：群馬銀行藤岡支店）、ＪＲ群馬藤

岡駅、藤岡行政県税事務所などの関係者が一同に参画する協議会を開催し、当所が事務局



２０ 

 

を担い、協議の結果を支援策として打ち出すことで、小規模事業者の売上拡大・業況拡大、

地域経済の活性化を目指す。 

 

②会遊亭を中心とした街なかの活性化 

会遊亭とは、藤岡市の中心商店街にある大正時代の蔵を活用した藤岡の情報発信施設

で、観光案内所としての機能を有しているほか、地酒等を含む藤岡のお土産も販売してい

る。施設内にはイートインスペースやイベントを行えるギャラリースペースもあり、誘客

のための催しを積極的に行っている。 

店舗運営にあたり、ＳＮＳや当所ホームページで効果的な情報発信を行い、更なる利用

者の増加を図り、商店街等への誘客拠点として活用することで、街なかの活性化に繋げる。 

※会遊亭 群馬県藤岡市藤岡 81-1 ℡0274-25-8411 

平成 30年度 総営業日 315日 総来客数 8,200名 ギャラリー展示回数 24 回 

ギャラリー展示総日数 193 日 単独イベント 31回 麦府御膳日数 10日 20 回  

   （麦府御膳とは、麦に馴染みの深い藤岡市内の飲食店が連携して開発した県産小麦を使っ

た会遊亭限定メニュー。） 

 

③「道の駅ららん藤岡」観光物産館の活性化 

「道の駅ららん藤岡」内の観光物産館は、出品業者８０社（市内２４社、市外５６社）、

出品商品数約１，５００品、利用者数が年間約１１万人あり、年中無休営業を行っている。

令和２年４月には隣接している高崎市に１万人規模のイベントを開催できる施設「群馬コ

ンベンションホール」（Ｇメッセ群馬）が開業予定、２０２０年度末には藤岡インターチ

ェンジ西産業団地が分譲予定であり、それを契機として捉え、県や近隣市町村と連携する

ことによりインバウンド需要を見込んだ外国人の受け入れ環境の整備を進め、ＳＮＳや当

所ホームページで効果的な情報発信を行うなど、店舗運営改善及び利用客獲得に向けた取

り組みを行い、併設されている藤岡市観光案内所と連携して誘客拠点としての活用を進め

ることで、地域活性化に繋げる。 

 

  ④「藤岡商工祭」出展者の集客力向上を図る事業 

    藤岡市の賑わい創出イベントとして毎年１１月に開催される「藤岡フェスタ」で当所青

年部が主催する「藤岡商工祭」では、当地ならではの職の技能や地元企業が取り組んでい

る技術を発表し、伝統工芸品や特産物を含めた自社商品を展示、即売することで来場者に

ＰＲを行っている。 

今年は３回目の開催であり、過去 2 回の実績（1 回目 18 社、2 回目 25 社出展）や、今

年度の状況によると、出展企業及び来場者数は増加傾向にある。出展することで、企業は

売れ筋商品の傾向、新商品への反応を情報収集し、来場者と自社商品の意見交換を直接行

えることから、簡易的なテストマーケティングが可能であり、今後も広く商工祭について

の情報発信を行い、地域内事業者のＰＲ、営業戦略サポートのため、出展企業（目標 30

社）及び来場者（10,000 人）を増やす取り組みを行っていく。 
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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】 これまで当所では、他の支援機関の開催する会議に出席し、情報・意見交換したり、

県の研修の場などで経営指導員等が個々に情報交換するに留まっており、当所から積

極的に支援機関と連携した支援力向上のための情報交換については取り組めていな

い。 

【課題】 経営発達支援事業の円滑な実施のためには、他の支援機関と支援力向上を目的とし

た情報交換会を実施し、そこで得られた有効な情報（各種施策・制度、支援ノウハウ

等）を当地域の事業者に置き換えて検証し、実施していくことが必要である。 

 

（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」(下図参照)への参画（年４回） 

高崎商工会議所が中心となり、群馬県西部地区の当所及び富岡･渋川商工会議所のほか､

行政､地域金融機関や各種支援機関をはじめとした連携機関が参加。この会議を通して、

小規模事業者の経営課題の解決､地域情勢の共有化､各支援機関と情報交換、支援ノウハウ

を交換する事で支援力向上を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②西北毛４商工会議所・商工会との支援ノウハウ交換（各年１回） 

規模が同じ４商工会議所（沼田商工会議所、渋川商工会議所、富岡商工会議所、藤岡

商工会議所）や藤岡市鬼石商工会等と年１回ずつ小規模事業者支援に関する連携会議を

実施する。 

同規模、同地区の商工会議所等の支援状況を知ることで、共感点や参考点、現状の支

援の問題点等について比較検証しやすく、今後の支援に即反映できる可能性が高い。 

群馬県西毛地区小規模事業者等支援連携会議 イメージ図 

産業施策 
地域活性化策 

高崎商工会議所 

群馬産業技術 
センター 

群 馬 県 高 崎 市 

群馬県産業 
支援機構 

 

藤  岡 
富岡・渋川 
商工会議所 

技術・研究開発 
知的財産活用 

各機関の支援事例 

金融・資金繰り支援 

創業支援 

日本政策金融 
公庫高崎支店 

高崎市産業創造館 

群馬県信用 
保証協会 地域金融機関 

(群馬銀行･東和銀行･ 
高崎信用金庫･ 

しののめ信用金庫等) 



２２ 

 

内容は、それぞれの小規模事業者支援に於いて効果があった取り組み事例や、事業者

支援の成功事例・失敗事例、それぞれの地域における事業者との交流等。 

 

③日本政策金融公庫高崎支店、群馬県信用保証協会高崎支店との情報交換 

日本政策金融公庫高崎支店（年２回）並びに、群馬県信用保証協会高崎支店（年１回）

と小規模事業者が活用する融資制度について情報交換を実施する。 

融資や信用保証の詳細な情報、事業計画に対する金融機関の視点を参考にし、小規模

事業者の経営安定・改善支援に役立てていく。 

 

④（公財）群馬県産業支援機構、群馬県立産業技術センターとの情報交換 

（公財）群馬県産業支援機構・群馬県立産業技術センター（年１回）と小規模事業者支 

援（国・県の施策・制度等）に関する情報交換を実施する。 

国・県の補助金・助成金の最新情報、活用方法等について情報を収集し、中小・小規

模事業者支援に利用する。 

 

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】 経営に関する知識や情報収集はもとより、経営分析・販路開拓支援などの知識不足

により、十分な前さばきを行わないまま専門家に依頼するケースが多くあった。 

これまでの資質向上活動は、経営指導員等向けの支援能力向上のための研修等に参

加し、習得した支援ノウハウ等を文書回覧や、他の経営指導員等が巡回・窓口相談を

行う前に情報共有を行っていたに留まり、現状のやり方では不足している知識能力を

向上させるに至らず、経営指導員等個々の能力にバラツキが出てしまっている。 

【課題】 小規模事業者が事業計画を策定し、それに基づいた持続的経営発達を進めていく中

で、支援を行う経営指導員等の支援力によって大きな差が出ることが多かったため、

小規模事業者への支援経験の少ない経営指導員等については、支援ノウハウが豊富な

経営指導員や専門家派遣に同席することで、座学やワークショップでは習得できない

ヒアリングのスキルや説明能力などの現場対応力を習得できるよう組織で取り組ん

でいく。 

 

（２）事業内容 

 ①外部研修会等の積極的活用 

    経営指導員及び一般職員の支援能力等の一層の向上のため、日本商工会議所や(独)中

小企業基盤整備機構、前橋商工会議所（幹事会議所）が主催する研修会等に経営指導員

等を積極的に派遣し、小規模事業者支援のノウハウの習得や全国各地の支援機関とのネ

ットワーク構築に努める。経営指導員等の、創業、経営革新、販路拡大などの支援ノウ

ハウの習得、グループ討議や意見交換により参加した職員自身が指導レベルに気付き、

支援ノウハウの強み・弱みを認識することを目的とする。 

  参加する研修会（例） 

  ・日本商工会議所開催研修会 

   経営安定対策事業研修会 

商工会議所経営指導員全国研修会（支援力向上全国フォーラム） 
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伴走型支援研修会 

マル経等基礎研修会 

マル経等総合研修会 

創業支援担当者研修会など 

・(独)中小企業基盤整備機構開催研修会 

 中小企業支援者研修会経営診断基礎研修、専門研修など 

・前橋商工会議所（群馬県幹事商工会議所） 

 群馬県内商工会議所経営指導員応用研修会、基礎研修会など 

 

②専門家派遣事業への帯同 

   経営相談後の対応として、専門家派遣事業を活用するに当たっては、必ず経営指導員

等が帯同し、専門家の支援ノウハウを学ぶ。専門家との同行により支援ノウハウ向上と

経営指導員等の資質向上に繋げる。 

 

③ＯＪＴ制度の導入 

    支援経験の豊富な職員と若手職員とが連携し、巡回相談や窓口相談の機会を活用した

ＯＪＴを積極的に実施し、組織全体として支援能力の向上を図る。 

 

  ④支援力向上会議の開催 

    全職員（経営指導員・補助員・一般職員）が参加し、定期的（月１回）に支援力向上

会議を行う。会議において、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

告を行う。それらの情報や支援ノウハウの共有化、職員間で意見交換を行うことで、経

営指導のノウハウ習得に繋げ、全体の支援力を強化する。 

 

  ⑤企業情報データベース化と活用  

    担当経営指導員等が基幹システム上のデータ入力を適時・適切に行い、支援を行う小

規模事業者に関する情報、指導内容等を相互共有することで、担当外の職員でも迅速に

対象者の情報を把握し、一定レベル以上の対応ができるようにする。 

 

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】 これまでの当所の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は、

個々の事業を必要に応じて見直すに留まり、仕組みづくりは行っていなかった。 

【課題】 毎年度、本計画に記載の事業の実施状況及び成果について、時期を定め適切に

見直しを行うため、以下の方法で評価・検証を行う。 

 

（２）事業内容 

① 当所役員、藤岡市経済部商工観光課長、法定経営指導員、外部有識者（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、計画の成果及び問題点をＰＤＣＡサイクルにより評価・検証し、見
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直し案の提示を行う。（ＰＤＣＡサイクル見直し図参照） 

 

③ 報告会において作成された評価・見直し案については、当所役員会（正副会頭会議）

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、事業実施方針等に反映させるとともに、「藤

岡商工会議所ホームページ」において公表し、地域の小規模事業者が常に閲覧可能な状

態とする。 
 

（ＰＤＣＡサイクルによる見直し図） 

 

ＰＬＡＮ（計画）  ＤＯ（実行） 

 

・経営発達支援計画の策定。 

・事業実施に必要な資金及び調達方法の検

討。 

・策定した経営発達支援計画について役員

会に報告して承認を得る。 

・事業報告・事業計画をホームページ・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） 

 

・報告会での評価、見直し案に基づき経営

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。 

・当所役員・藤岡市経済部商工観光課

長・法定経営指導員・専門家（外部

有識者）を交えた報告会を年１回２

月に開催し、計画を検証・評価し、

見直し案の提示を行う。 
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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 

（令和元年１１月現在） 

（１）実施体制 

    

藤岡商工会議所は総務課、指導課（中小企業相談所）で構成されている。 

    

   役員 

専務理事 １名 

   職員等 

     事務局長 １名（（兼）相談所長） 

     総務課  ７名（内臨時職員１名、嘱託員２名） 

     指導課  ６名（指導課長１名、指導課長補佐１名、経営指導員２名、補助員２名） 

 

藤岡商工会議所・経営発達支援計画組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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：若生 勤（指導課長） 

■氏 名：山下 猛（指導課長補佐） 

    ■連絡先：藤岡商工会議所 ℡0274-22-1230 

 

  ②法定経営指導員の関わり 

 

   経営発達支援事業の実施・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・見直しをする際の必要な情報の提供等を行う。 

 

専務理事 

相談所長（兼）事務局長 

総務課 

一般職員４名 

臨時職員１名 

嘱託員２名 

指導課 

法定経営指導員２名 

経営指導員２名 

補助員２名 

藤岡市 

経済部商工観光課 
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（３）連絡先 

 

   ①〒375-8506 

    群馬県藤岡市藤岡 853-1 

藤岡商工会議所 中小企業相談所（指導課） 

℡：0274-22-1230 ／ Fax：0274-24-1229 

E-mail:fcci@fujioka-cci.or.jp 

 

②〒375-8601 

群馬県藤岡市中栗須 327 

藤岡市 経済部商工観光課 

℡：0274-40-2318 ／ Fax：0274-24-4414 

E-mail:syoko2@city.fujioka.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） 

 令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

必要な資金の額 

 

5,400 

 

 

5,400 

 

 

5,400 

 

 

5,400 

 

 

5,400 

 

 

・地域の経済動向調査に関する事業 

・経営状況の分析に関する事業 

・事業計画策定支援に関する事業 

・事業計画策定後の実施支援に関する事業 

・需要動向調査に関する事業 

・新たな需要の開拓に寄与する事業 

・地域経済の活性化に資する取組に関する事

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 

 

300 

1,000 

1,000 

1,000 

500 

1,000 

100 

 

200 

 

300 

 

 

300 

1,000 

1,000 

1,000 

500 

1,000 

100 

 

200 

 

300 

 

 

300 

1,000 

1,000 

1,000 

500 

1,000 

100 

 

200 

 

300 

 

 

300 

1,000 

1,000 

1,000 

500 

1,000 

100 

 

200 

 

300 

 

 

300 

1,000 

1,000 

1,000 

500 

1,000 

100 

 

200 

 

300 

 

（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 

 

国補助金、県補助金、市補助金、商工会議所自主財源（会費、手数料等） 

 

（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 

 

 

[[[[支援機関支援機関支援機関支援機関]]]]    

    

・（公財）群馬県産業支援機構、前橋市亀里町８８４－１、理事長 向田 忠正 

・群馬県中小企業診断士協会、前橋市大渡町１－１０－７、会長 福島 久 

・群馬県社会保険労務士会、前橋市元総社町５２８－９、会長 富岡 政明 

・群馬県行政書士会、前橋市日吉町１―８－１、会長 秋山 賢治 

・日本商工会議所、東京都千代田区丸の内３－２－２、会頭 三村 明夫 

・藤岡市鬼石商工会、藤岡市鬼石３３４－２、会長 林 直男 

・沼田商工会議所、沼田市下之町８８８テラス沼田７階、会頭 平井 良明 

・渋川商工会議所、渋川市渋川２４０３、会頭 寺島 順一 

・富岡商工会議所、富岡市富岡１１２１－１、会頭 堀口 良一 

 

[[[[地域金融機関地域金融機関地域金融機関地域金融機関]]]]    

    

・株式会社群馬銀行、前橋市元総社町１９４、代表取締役頭取 深井 彰彦 

 （藤岡支店） 

・株式会社東和銀行、前橋市本町２－１２－６、代表取締役頭取執行役員 吉永 國光 

 （藤岡支店） 

・しののめ信用金庫、富岡市富岡１１２３、理事長 横山 慶一 

 （藤岡営業部） 

・ぐんまみらい信用組合、高崎市田町１２５、理事長 八髙 武 

 （藤岡支店） 
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連携して実施する事業の内容 

 

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、下記「連携して

事業を実施する者の役割」「連携体制図①」のとおり、専門家（士業）、各支援機関との密接な連携協

力は欠かせない。 

連携者との情報交換を行う会議を持ち、協力して支援体制を整えることにより地域小規模事業者の

経営を地域を挙げ支援する。 

連携して事業を実施する者の役割 

事業名 連携機関 事業内容 

 

１．地域の経済動向調査に関

すること 

 

・地域金融機関 

・日本商工会議所 

・藤岡市鬼石商工会 

 

当所地域内の経済動向調査 

地域外の経済動向調査 

地域内外の当計画実行に係る

情報収集及び分析・把握 

 

 

２．経営状況の分析に関する

こと 

 

・(公財)群馬県産業支援機構・

地域金融機関・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 

 

・(公財)群馬県産業支援機構 

・日本商工会議所 

・地域金融機関 

・専門家（士業） 

 

 

事業計画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 

 

・(公財)群馬県産業支援機構 

・日本商工会議所 

・地域金融機関 

・専門家（士業） 

 

 

個別相談・経営分析・フォロ

ーアップ 

 

５．需要動向調査に関する 

  こと 

 

・(公財)群馬県産業支援機構 

・地域金融機関 

・専門家（士業） 

 

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 

 

 

・日本商工会議所 

・藤岡市鬼石商工会 

・地域金融機関 

・西北毛３商工会議所 

 

 

セミナー・販路開拓支援・展

示会・商談会・マッチング・

マスメディアへのプレスリリ

ース 

 

連携することにより期待できる効果は、「連携体制図①」の「役割」のとおり 
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連携体制図① 

 

連携する内容 役  割 連 携 先 

   

 

１．地域の経済動向調査 

  に関すること 

 

 

 

 

 

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・知見

提供 

 

 

 

・地域金融機関 

・日本商工会議所 

・藤岡市鬼石商工会 

 

 

 

   

 

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 

 

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 

 

 

 

 

・(公財)群馬県産業支援機構 

・地域金融機関 

・専門家（士業） 

 

   

 

３．事業計画策定支援に 

関すること 

 

 

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・セミナー

開催支援 

 

・(公財)群馬県産業支援機構 

・日本商工会議所 

・地域金融機関 

・専門家（士業） 

 

   

 

４．事業計画策定後の実施 

  支援に関すること 

 

 

専門家派遣・セミナー開催依頼 

 

 

専門家派遣・各種セミナー開催支援 

 

 

 

・(公財)群馬県産業支援機構 

・日本商工会議所 

・地域金融機関 

・専門家（士業） 

 

   

 

６．新たな需要の開拓に 

  寄与する事業に関する 

  こと 

 

展示会・商談会等の情報提供・ 

マッチング依頼 

 

 

販路開拓に関する支援・情報提

供・マッチング 

 

 

 

・日本商工会議所 

・藤岡市鬼石商工会 

・地域金融機関    

・西北毛３商工会議所 
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連携体制図② 

 

 

セミナー・販路開拓支

援・展示会・商談会・マ

ッチング・マスメディア

へのプレスリリース 

小規模事業者 

（経営発達支援事業の展開） 

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経営発達伴走型支援経営発達伴走型支援経営発達伴走型支援        藤岡商工会議所藤岡商工会議所藤岡商工会議所藤岡商工会議所    

専門家派遣・事業承継・創業者支援・経済動向調査・ 

当計画実行に係る情報収集及び分析・経営状況の分

析・ＳＷＯＴ分析・課題把握・事業計画策定支援のた

めのセミナー･相談会・フォローアップ・需要動向分

析・消費者動向調査・市場調査・個別相談等 

(公財)群馬県産業支援機構 

群馬県中小企業診断士協会 

群馬県社会保険労務士会 

群馬県行政書士会 

日本商工会議所 

藤岡市鬼石商工会 

富岡商工会議所 

渋川商工会議所 

沼田商工会議所 

地域金融機関 

 

 

日本商工会議所 

藤岡市鬼石商工会 

富岡商工会議所 

渋川商工会議所 

沼田商工会議所 

地域金融機関 
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