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椎坂トンネル開通＆老神温泉イルミネーション
（沼田市・老神温泉）

　さる11月22日、沼田市利根町と同

市白沢町をつなぐ国道120号「椎坂ト

ンネル」が開通しました。積雪時の通

行時間が25分から７分へ短縮され、

尾瀬やスキー場、老神温泉、吹割の滝

などへのアクセスが容易になります。

開通式では「世界一長い祭り用の蛇」

としてギネス認定を受けた老神温泉の

「大蛇みこし」がトンネル内を練り歩き、

勇壮な姿を披露しました。巳年の大蛇

から午年を迎えた群馬県へ、大きな贈

り物となりました。

　老神温泉では冬期にイルミネーショ

ンが施され、また、１月４日～２月

22日の土曜日、祝前日には雪の中に

無数の明かりを灯す「雪ほたる」も行

われます。トンネル開通でグッと便利

になった温泉郷は、幻想的な景色で心

も体も癒してくれます。

[写真提供：沼田市役所（トンネル開通）、

老神温泉　観山荘（イルミネーション）]
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　新年明けましておめでとうございます。平成26年

の新春を迎えるにあたり、謹んで新年のご挨拶を申

し上げます。

　商工会員の皆様をはじめ関係各位におかれまして

は、日頃から本会の運営に格別のご理解、ご支援を

いただき厚くお礼申し上げます。

　さて、現在の日本経済は大規模な公共投資や各種

成長戦略により、景気は緩やかに回復しつつあると

言われながらも、原材料や燃料の高騰等により中小・

小規模事業者を取り巻く環境は依然として厳しい状

況にあります。特に平成26年4月からは消費税が増

税となり、需要減退や価格転嫁阻害、キャッシュフ

ローの悪化等様々な問題が生じ、小規模事業者の皆

様の大きな負担となります。

　そこで、商工会・商工会連合会では消費税転嫁対

策窓口等相談事業に取り組み、相談業務や専門家派遣、

セミナー開催等行ってきましたが、消費増税が迫る

につれ、さらに切迫した問題が顕在化すると考えら

れます。お困りのことがありましたらぜひ商工会に

ご相談ください。

　そして、その他の様々な経営課題に対しても皆様

を強固にサポートするため、商工会は「行きます　

聞きます　提案します」をスローガンに、会員事業

者の皆様の元へ巡回し、親身になって相談を受け、

中小企業経営力強化支援法に基づく認定支援機関と

して魅力のある提案を行えるように取り組んで参り

ます。

　ときに先頃、商工会・商工会連合会をあげて小規

模企業基本法制定の署名活動を行った折には皆様の

ご協力をいただき、誠にありがとうございました。

より充実した小規模企業支援施策がなされ、地域経

済を活性化させることが日本の経済を成長させる大

きな力となるでしょう。

　こうした政府への働きかけを含め、商工会・商工

会連合会は、会員の皆様のため全力を尽くしていく

所存であります。本年も引き続きよろしくお願い申

し上げます。

　結びに、皆様のご健勝とご発展を心より祈念申し

上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。

平成26年　元旦

年頭所感

　　群馬県商工会連合会会長

武　藤　幸　夫

　明けましておめでとうございます。群馬県商工会

連合会の皆様には、清々しい新年をお迎えのことと

お喜び申し上げます。

　昨年は、新政権による経済政策などにより県内景

気にも明るい兆しが見え、スポーツでも、前橋育英

高校が夏の甲子園大会初出場で全国制覇、大学野球

でも上武大学が初優勝するなど、本県勢の大活躍は

県民に勇気と感動を与えてくれました。

　さて今年は午年、群馬県飛躍の年です。

　６月には、いよいよ ｢富岡製糸場と絹産業遺産群｣

の世界遺産登録が期待されます。登録決定に向けて

万全を期すとともに、県民の誇りであるこの貴重な

遺産を国内外に積極的に発信し、観光や地域振興に

生かす取り組みを進めて参ります。

　また、景気回復の動きを県内隅々に行き渡らせ、

経済の持続的な成長につなげていく必要があります。

昨年上期の工場立地状況は、一昨年に続き全国トッ

プクラスでした。首都圏から100kmという群馬の優

れた立地環境を生かし、私が先頭に立って企業誘致

など経済の活性化に取り組むとともに、北関東自動

車道の開通により形成された高速道路の十字軸を最

大限に活用できるよう、「７つの交通軸」の整備を完

成年度を明示して着実に進めて参ります。　

　新たな経済需要をもたらす取り組みも重要です。

「群馬がん治療技術地域活性化総合特区」を活用した

医療産業の振興など、次世代を担う産業の発展に力

を注いでいきたいと考えております。昨年末まで展

開した「ググっとぐんま観光キャンペーン」では、

多くの方々と連携し、オール群馬で取り組みました。

引き続き、群馬の魅力を広く発信し、観光誘客に取

り組んで参ります。　

　商工会の皆様は、本県経済を支える中小企業のき

め細やかな相談相手となり、地域の要としてご活躍

されております。県としても「現場主義」と「県民

目線」で県政運営に取り組み、商工会を始め県民の

皆様と力を合わせて、ふるさと群馬の発展に全力を

尽くす決意であります。皆様の一層のご理解とご協

力をお願い申し上げ、新年のあいさつといたします。

平成26年１月１日

新年のご挨拶

　　群馬県知事
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　明けましておめでとうございます。

　平成26年の新春を迎えるにあたり、群馬県商工会

連合会の皆様に、県議会を代表して、謹んで年頭の

ご挨拶を申し上げます。

　昨年は、高校野球と大学野球で群馬県勢が全国制

覇を果たし、県民に大きな感動を与えるとともに、

群馬県の名を全国にPRする良い機会にもなりました。

さらに、八ッ場ダムの基本計画が変更されるととも

に本体工事着工が決定されるなど、本県にとって、

明るい話題の多い年でありました。

　こうした中、県議会におきましては、「県民に開か

れた議会」「県民の意思が反映される議会」を基本理

念とする議会基本条例に基づき、積極的な活動を行

っているところです。

　昨年から、通年会期制を見据えて、従来の９月と

11月の定例会をつなげた３会期制を導入しました。

これによって、従来９月定例会で行っていた決算審

査がより充実して行えるようになりました。それぞ

れの事業の有効性を決算でしっかりチェックした内

容が、翌年度の予算編成に反映されることになります。

このように県政に積極的に関与していくことが、執

行部との両輪である議会の役目であると考えており

ます。

　また、県内経済は、自動車関連産業を中心に生産

活動が活発となっているほか、公共投資の増加など

を背景に、景気は緩やかに回復しつつあります。県

内経済の本格的な回復に向けて、執行部と連携・協

力しながら全力で取り組んで参る所存であります。

　新たな年を迎え、県民の皆様の安全・安心な暮ら

しを守り、活力ある群馬県を築くために、県民を代

表する議決機関としての責務を果たすべく、更なる

議会改革を進めてまいりたいと考えております。

　結びに、群馬県商工会連合会の今後益々のご発展

とご活躍を心から祈念申し上げまして、新年のご挨

拶といたします。

平成26年　元旦

新年のご挨拶

　　群馬県議会議長

久保田　順一郎

　新年明けましておめでとうございます。平成26年

の新春を迎えるにあたり、一言ご挨拶を申し上げます。

　さて、我が国経済は、政府が打ち出している各般の

経済政策の効果により、先行きに明るい兆しが見え始

めてきたものの、４月に迫った消費税率の引き上げ、

原材料価格の高騰など、中小・小規模企業が抱える不

安材料は山積しており、特に、地方の小規模企業にと

っては、景気回復の実感を得ているとは言えない、極

めて厳しい状況が続いております。

　こうしたなか、「小規模企業基本法制定決起大会」と

して、昨年11月に開催した第53回商工会全国大会では、

厳しい立場にある小規模企業への支援に特化した「小

規模企業基本法」の早期制定を強く要望する決議を行

いました。

　小規模企業基本法の制定に向けては、全国の商工会

員の皆様のご協力のもと、百万人署名運動を展開して

参りましたが、今年は、この皆様の熱い思いを、基本

法の早期制定や更なる支援施策の充実へと結実させる

べく邁進して参りたいと存じます。

　また、今後、景気回復の動きを確かにし、日本経済

が真に復活を遂げるには、まずもって、我が国全企業

の87％を占め、これまで地域に密着し、地域の経済・

社会・コミュニティを支えてきた小規模企業が元気に

ならなければなりません。

　そのため、地域の中核的存在である商工会が、徹底

した巡回訪問を通じ、常に新たな提案を行うことで、

小規模企業に活力をもたらし、そして、地域を盛り上

げていくことが、今まで以上に求められています。

　地域と共に歩み、小規模企業を支えているのは我々

商工会です。

　商工会が、全国津々浦々の地域に再び輝きを取り戻

す「原動力」となるよう、引き続き、皆様の一層のご

活躍とご支援をお願い申し上げます。

　終わりに、全国の商工会員の皆様並び関係各位にと

りまして今年が明るい一年となりますよう、心よりご

祈念申し上げます。

平成26年　元旦

年頭にあたって

　　全国商工会連合会会長

石　澤　義　文
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第２回 商工会青年部グルメグランプリ商工会青年部グルメグランプリ
～G-Foodカーニバル～を開催～G-Foodカーニバル～を開催

　県青連（大塚幸之助会長）は、12月７日㈯高崎市

もてなし広場で第２回商工会青年部グルメグランプリ

を開催しました。県下43の全商工会青年部と県内の

３つの高校が参加し、グルメ全46種が集結しました。

　大塚会長は開会式で「県食材を有効活用し、地域に

育まれた食の再考を含め、これまでの伝統食とは一線

を画した新しいグルメの開発促進を図りたい」と挨拶

を行いました。

　会場には大勢の人が来場し、売り切れになるブース

が出るなど多くの賑わいをみせました。来場者による

投票の結果、群馬伊勢崎商工会青年部の「伊勢崎三色

ほうとう」がグランプリに輝きました。 挨拶する大塚会長挨拶する大塚会長

大勢の来場者で賑わった場内大勢の来場者で賑わった場内

伊勢崎三色ほうとう伊勢崎三色ほうとう

カリボーカリボー たまロンぱんたまロンぱん

ガトーニューショカラガトーニューショカラ

グランプリ
群馬伊勢崎商工会青年部
伊勢崎三色ほうとう

グランプリ　群馬伊勢崎商工会青年部　伊勢崎三色ほうとう
第２位　　　玉村町商工会青年部　　　たまロンぱん
第３位　　　高崎市新町商工会青年部　カリボー
＜特別賞＞
県青連会長賞　利根実業高等学校　ガトーニューショカラ

特別賞
利根実業高等学校
ガトーニューショカラ

群
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【敷地ロケーションを利用した
新規サービスの提供】

●企業の概要
【事業所】ベルエールの森
【代表者】大久保　繁喜　
【所在地】吾妻郡嬬恋村鎌原1053-2818
【電　話】 0279-86-4234
【業　種】貸別荘業
【従業員】３人
【設　立】昭和62年
【ホームページ】http://www.karuizawa-belair.com/
●経営革新計画の概要
【類　型】新役務の開発または提供
【承　認】平成25年６月
【内　容】当社は、浅間山麓北面で貸別荘業を営ん
でいます。夏に避暑地として利用する宿泊客は多い
ですが、冬季宿泊客が少なく、１年を通して繁閑の
差が大きいです。そこで、当社の敷地や嬬恋村の自
然と写真撮影に特化したサービスを提供すること
で、「コスプレ（アニメ等のキャラクターの扮装）」
をして写真を撮る趣味を持つ若年層にアプローチを

かけ、冬季宿泊客の増加を狙います。
●コスプレ客には「人目を気にせず趣味を楽しみた
い」というニーズがあるため、宿泊客の少ない冬季
に、彼らをターゲットとしたサービスの提供を行い、
冬季の売上高の増加を見込んでいます。
●コスプレ客に馴染みのあるITツールや、コスプ
レ客が集まるイベントで当社の広報を行います。ま
た、コスプレ客の利便性向上のため、敷地内施設を
写真撮影のため改装するとともに、道具の貸出など
各種付帯サービスを行い、付加価値を高めます。こ
れらの取組により、経営革新を図ります。

【事業担当:大久保聡氏】【事業担当:大久保聡氏】

【挑戦者たち！】～経営革新承認企業紹介～① 嬬恋村商工会

●企●企業の概要

経営
革新
の

テー
マ

【ベルエールの森　撮影会の模様】【ベルエールの森　撮影会の模様】

●企業の概要
【事業所】有限会社巴屋
【代表者】代表取締役　川島　武
【所在地】吾妻郡草津町草津108-3F
【電　話】 0279-82-1194
【業　種】飲食店・遊戯場ほか経営
【資本金】 1,000万円【従業員】５人
【設　立】昭和62年
【ホームページ】http://www13.plala.or.jp/tomoeya/asobi/
●経営革新計画の概要
【類　型】新役務の開発または提供
【承　認】平成25年７月
【内　容】当社は草津町でそば店を２店舗、レンタ
ルスキー店を２店舗経営しています。草津温泉の入
込客数は微増しているものの、スキー人口の減少は
激しく、売上高が伸び悩んでいることから、観光客
が草津温泉で「遊べる場所」へのニーズに対応する
ため、以下のとおり取り組むこととしました。
●昭和レトロを感じる遊技場の開設
　「温泉地」ならではの「非日常空間」で、スマー
トボールや射的など「ゲーム性」の高い遊びの空間
を提供します。

● 草津温泉飲食店・土産物店と提携した広告事業の
実施
　遊技場内に草津温泉の広告宣伝コーナーを設け、
ポスターの掲示とともに、広告契約をした企業のサ
ービスチケットを提供します。
●コインロッカー事業への取組
　温泉街を散策する観光客の利便性を高めるため、
遊技場内にコインロッカーを設置します。
　これらの取組により、経営革新を図ります。

【川島社長】【川島社長】

【挑戦者たち！】～経営革新承認企業紹介～② 草津町商工会

●企● 業の概要

【挑戦者

経営
革新
の

テー
マ
【昭和レトロを感じる遊技場事業等への進出】

【遊技場ともえや】【遊技場ともえや】
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【大和芋を使った贈答用品の開発・販売】

●企業の概要
【事業所】明養軒
【代表者】橋本　貴義
【所在地】太田市尾島町62-1
【電　話】 0276-52-0007
【業　種】割烹料理店
【従業員】８人
【設　立】明治18年
●経営革新計画の概要
【類　型】新商品の開発または生産
【承　認】平成25年10月
【内　容】　当店は、創業以来割烹料理店を営んでき
ましたが、尾島地区の特産品である「大和芋」の普
及を目指し、これを使った料理を開発してきました。
そんな中で、お客様から「大和芋を使った贈答品」
が欲しいとの要望が多くあったため、今回の商品開
発に至りました。
　主な開発商品は、次の4点です。

①大和芋と大和芋のとろろそばセット
②大和芋のグラタンセット
③大和芋のたまり漬け
④大和芋のシフォンケーキ
　特に大和芋のシフォンケーキは、既に商品化され
ており、太田市内の（株）ルポンさんとのコラボに
より、店内で提供・販売しています。
　大和芋生産は群馬県が全国4位であり、そのうち
85％は、尾島地区で生産されています。

【橋本代表】【橋本代表】

【挑戦者たち！】～経営革新承認企業紹介～③ 太田市新田商工会

●企●企業の概要

経営
革新
の

テー
マ

【左下：グラタン【左下：グラタン
 右上：大和芋たまり漬け】 右上：大和芋たまり漬け】

●企業の概要
【事業所】ウエスタン塗装株式会社
【代表者】西村　英朗
【所在地】伊勢崎市国定町1-48-1
【電　話】 0270-62-6121
【業　種】金属製品塗装加工業
【資本金】 1,000万円【従業員】 31人
【設　立】昭和45年３月
●経営革新計画の概要
【類　型】商品の新たな生産又は販売の方式の導入
【承　認】平成25年11月
【内　容】　当社は設立以来「あらゆるニーズに対応
できる高品質な製品作り」をモットーに、金属製品、
プラスチック製品等の静電粉体塗装等を主要業務と
してきました。また、ISO9001、エコアクション
21の認証を受けるなど、環境対応型企業としての
取り組みも積極的に行い、2011年には、環境コミ
ュニケーション大賞（環境大臣賞）を受賞しました。
この度、当社の塗装技術、環境対応など永年蓄積し
た「強み」をさらに活用することで、革新的なビジ
ネスモデルを構築し、海外展開の拡充に重点を置い
た経営革新計画に挑戦することとなりました。
　具体的には、塗装工程の全面的見直しと合わせ、

従来のエアー霧化静電自動ガンから回転霧化静電
自動ガンを使用し、同業他社との徹底した差別化
を図り、塗装使用量を従来比より20～50%削減、
VOC（揮発性有機化合物）の発生を20～30%削減、
塗装廃棄量（産業廃棄物）の50％削減を実現させ
ます。
　今後、省資源で環境に優しい塗装方法及び当社独
自美粧塗装方法を確立し、塗装業における先駆的企
業を目指していきます。

【西村社長】【西村社長】

【挑戦者たち！】～経営革新承認企業紹介～④ 笠懸町商工会

●企● 業の概要

【挑戦者

経営
革新
の

テー
マ
【工業製品塗装（金属）における省資源、省エネルギー及び環境に優しい塗装
方法の開発】

【社屋外観】【社屋外観】

【塗装製品例】【塗装製品例】【高速回転霧化静電自動ガン】【高速回転霧化静電自動ガン】
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第468号第468号

群馬県最低賃金（地域別最低賃金） １時間707円 発効日　平成25年10月13日

特定最低賃金

【製鋼・鉄素形材製造業最低賃金】 １時間815円

発効日　平成25年12月28日
【一般機械器具製造業最低賃金】 １時間804円

【電気機械器具製造業最低賃金】 １時間802円

【輸送用機械器具製造業最低賃金】 １時間804円

１　最低賃金は時間額で定められており、群馬県内のすべての労働者とその使用者に適用されます。
２　群馬県最低賃金（地域別最低賃金）は、平成25年10月13日から改正発効しています。
　　特定（産業別）最低賃金は、平成25年12月28日から改正発効します。
＊ 詳しくは、群馬労働局労働基準部最低賃金室（前橋市大渡町一丁目10番7号、電話027-210-5005）又は県内の最寄
りの労働基準監督署へお問い合わせください。

　群馬労働局ホームページアドレス：http://gunma-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

群馬県の最低賃金が改定されました群馬県の最低賃金が改定されました
必ずチェック最低賃金！　使用者も　労働者も必ずチェック最低賃金！　使用者も　労働者も

平成26年１月より募集開始いたします

商工貯蓄共済商工貯蓄共済
３つの機能を組み合わせた期間10年の共済

５つの安心
１　会員の家族及び従業員も加入できます
２　 毎月の掛金は、大部分が積立となり１年定期

預金金利で複利計算しますので有利です
３　融資あっせんの申込みができます
４　 万一の場合は、口数及び年齢に応じた生命保

険金を支払います
５　商工会の組織強化が図れます

１口 から

満期更新の特典
健康なうちに加入しておくと、10年後の満期にた
とえ病気であっても既契約と同額の保険金まで無
条件で継続可能です（ご加入できない場合もござ
います）

●医療保障特約の付加で、さらに補償充実！
お問い合わせ・お申し込みは、お近くの商工会へ

貯蓄 融資 生命
保障
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ぐんま商工連ぐんま商工連

　今回の「躍進する企業には新商品開発が

ある」では、プロダクトアウトについて説

明させていただきます。

コラムに記載の内容、およびそれ以外中小企業経営に関してのご相談、ご質問等がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。
お問合せ先：群馬県商工会連合会経営支援課TEL:027-231-9779

1．プロダクトアウトとは
　企業が、技術・ノウハウ・設備という供給側からの発想で、商品開発・生産・販売をすることです。これは、
顧客の需要ではなく、企業が供給できるものを優先している状態です。　

2．スタートは「プロダクトアウト」でも大丈夫
　利用する技術やノウハウは、既に商品化により、市場性やニーズは存在しています。その商品の進化版とし
て商品化するのであれば、「顕在化していないニーズ」を取りに行くことになります。

　このままでは、自社技術を活用した単純な新商品です。そこで、試作品をテストマーケティングして、顧客
の反応を見極めなければなりません。

3．マーケティングのアプローチを変える
①　顧客ニーズ先行型
　顧客ニーズを捉えて商品化するのは、「マーケットイン」と呼ばれています。これは、以下のプロセスで商品化します。

②　プロダクトアウト
　この場合は、顧客は実物ができるまでは「それが欲しい」と考えもしないので、上記の調査はあまり役に立
ちません。ニーズを深掘して、各種の顕在ニーズやその背景に共通する潜在的な要素を見つける必要があります。
それには、以下の手順で調査をすることになります。

　結局は、顧客ニーズを求めることは同じですが、アプローチの方法が違います。どちらが良くて、どちらが悪いと
いう話ではありません。中小企業では、「マーケットイン」を利用するよりは、「プロダクトアウト」での商品開発が適し
ています。中小企業の場合は、調査・研究・設備投資に最初からお金をかけるのは危険が大きくお勧めできません。
そこで、「強み」を活かして商品開発を実施し、その後、テストマーケティングで改良を進める方が現実的です。

経営columncolumn
ココ　　　　　　ラ　　　ムラ　　　ム

1717
キーポイント

躍進する企業には新商品開発がある
～自己紹介～

氏　　名　菅
すげ

田
た

　洋
ひろ

之
ゆき

資　　格　中小企業診断士

専門分野　マーケティング　加工食品の新商品開発支援

　次回の「躍進する企業には新商品開発がある」では、マーケットインについて説明させていただきます。

技術・ノウハウ・設備の調整 利用・応用 商品化

作り手の思い込み優先の商品

一定の需要がある既存品 進化版商品 ニーズは見えない

こんなものがあればいいな！を見つける必要あり

・改良
・販売促進商品化

・使用感
・必要性
・価格

試作品
・利用シーン
・アンケート市場調査

・改良
・販売促進商品化

・利用シーン
・アンケート市場調査

・使用感
・必要性
・価格

試作品

小さく産んで大きく育てる 企業の強みを活かした商品開発 一部の小さな市場での提案


