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アズマシャクナゲ
（草津町）

　草津白根山は高山植物の宝庫、５月
はアズマシャクナゲが草津を彩ります。
清々しい気候の中、本白根山の残雪を
望むふわりとした花弁はまるで天女の
羽衣のよう。春に浮き立つ大自然の感
情の発露でしょうか。
　標高や日当たりにより開花の時期は
異なり、町内の白根神社では５月初旬
ごろ、殺生河原の武具脱（ものぬぐ）
の池付近では５月中旬過ぎから見頃と
なります。ハイキングでシャクナゲを
愛でて楽しみ、温泉で疲れをいやして
はいかがでしょうか。
【写真提供：一般社団法人草津温泉観光協会】



　さる３月24日、群馬県商工会連合会の臨時総会
が開催され、平成26年度事業計画及び予算、平成
25年度補正予算が成立し、規約の改正が承認され
た。
　開会に先立ち武藤幸夫県連会長は「２月に降っ
た観測史上最大の大雪により、県内商工会地区商
工業者は９億円余の甚大な被害を受けた。商工会、
商工会連合会では大雪による被害相談窓口を設置
したほか、県商工会議所連合会・県中小企業団体
中央会と連名で県に対して被害への補助要望を行
った。これを受け県は、県制度融資経営サポート
資金Ｃタイプの金利の引き下げ、セーフティネッ
ト保証４号の適用、保証料の引き下げといった対
応を行った。商工会は被害に遭われた皆様に寄り
添い、最大限手助けしたい。３月現在では業種に

よっては底冷え感がなくなり上昇へ転じてきてい
るが、大雪被害に加えて消費税増税と依然として
厳しい局面にある。一丸となって中小企業・小規
模事業者の皆様を支援していく。」と、挨拶を行
った。
　事業計画では、①会員サービスの徹底による会
員数・組織率の向上　②「提案型の巡回訪問」の
推進・強化　③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の支援機関相互のネットワ
ークの構築　④広域連携支援体制の充実強化の４
項目を重点事業とし、平成26年度新事業・重要事
業として、展示商談会の企画運営、利根沼田地区
広域連携支援室新設による７ブロック８エリアで
の広域支援、消費税転嫁対策窓口相談事業、６次
産業総合推進事業に取り組むことを決定した。

群馬県による大雪被害への金融支援
１制度融資の金利引き下げ【３月19日施行】
　県制度融資「経営サポート資金Ｃタイプ（災害復旧

要件）」の融資利率を期間限定で引き下げます。

・融資利率　　 改正前1.9％→改正後1.3％（△0.6％）
※責任共有対象外の保証を付した場合

・適用期間　　 平成26年６月30日申込み分まで　　　
・融資限度額　 5,000万円
・融資期間　　 設備資金　10年（うち据置　２年以内）
　　　　　　　運転資金　７年（うち据置　２年以内）

２セーフティネット保証４号の適用【４月４日付で地域指定】
　セーフティネット保証４号（自然災害による売上減

少等に対する信用保証制度）について、４月４日付で

地域指定されます。

　指定地域内では、以下の保証制度の利用が可能になります。

【セーフティネット保証４号の概要】
・対　　象　 指定地域内で１年以上継続して事業を行っ

ており、災害等の影響を受けた後の３か月

間の売上高又は販売数量が前年同期比マイ

ナス20％以上の見込である中小企業者

 ・保証割合　100％保証
 ・限度額　　 ２億８千万円（無担保保証：８千万円＋

普通保証：２億円）※一般保証とは別枠

で利用できます。

 ・保証料率　 0.8％　※通常の保証料率の平均1.3％程
度に比べ、0.5％程度軽減されます。

３ 保証料の引き下げ【３月19日付及び４月４日付で実施】
　群馬県信用保証協会において、３月19日付で経営サ

ポート資金Ｃタイプに係る一般保証の保証料率を概ね

０．１％引き下げます。

　また、４月４日付で経営サポート資金Ｃタイプに係

るセーフティネット保証４号の保証料率を0.1％引き

下げます。（0.8％→0.7％）

平成25年度臨時総会開催
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●企業の概要
【事業所】 有限会社大塚建築
【代表者】代表取締役　大塚　保
【所在地】吾妻郡嬬恋村鎌原1052-528
【電　話】 0279-84-6368
【業　種】総合建設業
【資本金】 350万円　【従業員】３人
【設　立】平成元年３月
【ホームページ】http://www.ootsuka-kensetsu.jp/index.html
●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26年１月
【内　容】当社は嬬恋村で別荘の建築・管理を行う
建築会社です。近年の別荘業界は、着工件数の減少
や相続権者による別荘の放置に悩まされています。
そこで、新規市場の開拓を目指して都市部での「ス
ローライフ住宅」を提案します。
　スローライフ住宅は、別荘風の間取り・外観・内
装でありながら、家のサイズや日常生活の利便性は
一般住宅のままの住宅のことで、「田舎でゆっくり過
ごしたいが、交通面が不便な場所に住むことが難し
い高齢者」を主なターゲットとします。
　また、スローライフの演出において「薪ストーブ」

は欠かせず、当社は薪ストーブについても知識と技
術を持っており、住宅の設計段階から薪ストーブに
対応できるため、顧客の希望どおりの設置が可能に
なります。他にも、ウッドデッキや床暖房の種類な
ど、スローライフを志向する人々のこだわりを実現
できる提案をすすめ、経営革新を図っていきます。

【こんにゃく消費拡大戦略！こんにゃくの乾燥技術を活かした“珍味”開発
プロジェクト】

●企業の概要
【事業所】 株式会社北毛久呂保
【代表者】代表取締役　兵藤　武志
【所在地】利根郡昭和村橡久保588
【電　話】 0278-24-1101
【業　種】こんにゃく製品製造
【資本金】 1,000万円【従業員】 17人
【設　立】平成４年３月
【ホームページ】http://www.kuroho.com/
●経営革新計画の概要
【類　型】新商品の開発
【承　認】平成26年２月
【内　容】当社は昭和49年にこんにゃくの製造・加
工事業者として設立後、近年では、こんにゃくラー
メン、こんにゃくうどん、こんにゃくジャーキーと
いった付加価値の高い自社ブランド品を開発し、県
内のお土産店や高速道路ＳＡ売店、さらには草津・
伊香保・水上・四万などの温泉旅館で販売しています。
　昨今の食生活の多様化や嗜好の変化により、こん

にゃくの需要が減少傾向にある中、ターゲットと市
場を明確にし、商品ラインの幅の拡大とアイテムの
深さを掘り下げ、新たな販路を開拓する必要がある
と考えていたところ、当社のこんにゃくジャーキー
が海外でも評価されるようになってきました。
　そこで、以下のとおり海外でも受け入れられるこ
んにゃくジャーキーを開発し、国内はもとより海外
にも販路開拓を行うこととしました。

● ベジジャーキー（肉エキスを抜いたこんにゃくジャ
ーキー）の開発
●ベジジャーキーの販路開拓
 これらの取組により、経営革新を図っていきます。

【挑戦者たち！】～経営革新承認企業紹介①～ 嬬恋村商工会

【挑戦者たち！】～経営革新承認企業紹介②～ 昭和村商工会

●企● 業の概要

【挑戦者

経営
革新
の

テー
マ

●企●企業の概要

経営
革新
の

テー
マ

【別荘建築のノウハウを活用したスローライフ住宅の提供】

【事業担当:【事業担当:
大塚幸之助氏】大塚幸之助氏】

【薪ストーブ（上、右写真）】【薪ストーブ（上、右写真）】

【スローライフ住宅（モデル住宅）】【スローライフ住宅（モデル住宅）】

【兵藤社長】【兵藤社長】
【こんにゃくジャーキー】【こんにゃくジャーキー】

Gunma Prefectual Federation of Societies of Commerce and Industry 3

第470号第470号



●企業の概要
【事業所】 奥利根ワイン株式会社
【代表者】代表取締役　金井圭太
【所在地】利根郡昭和村糸井大日向6843
【電　話】 0278-50-3070
【業　種】ワイン醸造・ワイナリー経営
【資本金】 2,000万円　【従業員】６人
【設　立】平成３年
【ホームページ】http://www.oze.co.jp/
●経営革新計画の概要
【類　型】新商品の開発及び新役務の提供
【承　認】平成26年２月
【内　容】当社は昭和村で「ブティックワイナリー」
としてワイン用ブドウの育成からワインの醸造、販
売を行っています。ワインの消費量は増えています
が、時代の流れと共に嗜好や販売価格が変動してい
るため、以下のとおり時代に合った新商品・新サー
ビスの開発・提供に取り組むこととしました。
● 群馬県初自家栽培ブドウのスパークリングワインの
製造販売
● １本単位で製造するオリジナルデザインボトル

　ビン１本から印刷可能な専用のボトルプリンター
を導入し、顧客の希望に沿ったラベルのワインの製
造を行います。法人顧客のオリジナルラベルやパー
ソナルギフトの需要を見込んでいます。
　今回のワインの新規開発・新規サービスの提供に
より、当社の商品ラインの幅を拡げ、またアイテム
の深さを掘り下げることが可能となります。これら
の取組により、経営革新を図っていきます。

【摩擦圧接技術の革新と
新規市場の獲得】

●企業の概要
【事業所】 株式会社　カキモ
【代表者】長野　敬久
【所在地】邑楽郡千代田町上五箇751
【電　話】 0276-86-4362
【業　種】 四輪ロッド切削加工、ボトムチューブ
　　　　切削加工、冷却機器部品加工
【資本金】 300万円【従業員】 25人
【設　立】昭和59年
【ホームページ】http://www.kakimo.jp/
●経営革新計画の概要
【類　型】新商品の開発又は生産
【承　認】平成26年12月
【内　容】当社は、自動車部品・建設機械部品の切
削・溶接加工を中心とした輸送用機械部品製造業で
す。
　現在、軽量化・部品集約化・省資源化が課題となっ
ており、解決する製法の一つとして、摩擦圧接(加
工)技術による異種素形材接合技術の多用化に大き
な期待が寄せられております。この摩擦圧接(加工)
技術は、接合させる素形材ごとに回転数・温度等の

最適条件が求められますが、当社では研究を重ね、
鉄・ステンレス等の一部鉄系の素形材同士の接合技
術に成功しました。
　これまで溶接等で加工していた機械用部品を、摩
擦圧接技術を活用することで、より軽量化・省資源
化を図った一体化部品として創出。さらに、今まで
試されてこなかった異種素形材同士の接合について
の研究も進め、業界における技術的革新を実現して
いきたいと考えております。

【挑戦者たち！】～経営革新承認企業紹介③～ 昭和村商工会

【挑戦者たち！】～経営革新承認企業紹介④～ 千代田町商工会

●企● 業の概要

【挑戦者

経営
革新
の

テー
マ

●企●企業の概要

経営
革新
の

テー
マ

【オーダーメイドスパークリングワインの開発とブランド化】

【オリジナルデザインボトル（例）】【オリジナルデザインボトル（例）】

【圧着の製品例】【圧着の製品例】

【長野社長】【長野社長】

【金井社長】【金井社長】
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つるし飾り・和雑貨・古布服・パワーストーン、無添加・天然酵母のパンカフェ

地球屋＆地球屋パン工房（有限会社 鈴京）

榛東村商工会 ちょっと気になる元気なお店!!

ギネス登録の世界一のつるし飾りと、
無添加・天然酵母のパンカフェ

■代　　表　鈴村　由仁　さん
■所 在 地 北群馬郡榛東村上野原１－１
 ℡　0279-20-5536
■ホームページ　http://www.chikyuya.co.jp
■営業時間 10:00 ～ 17:00
■定 休 日 年中無休
■創　　業 有限会社鈴京は1984年９月、地球屋の創業は1994年

　地球屋は着物をリメイクした創作服専門店として高崎市に創

業し榛東村に移転し13年が経ちました。

　13年前にはほとんどの人が知らなかった『つるし飾り』を

はじめたことがきっかけで知名度が広がり、震災の時に被災者

の方々と作った7045個のつるし飾りがギネスに登録されたこ

とで全国的に知られるようになりました。

　今では古布で作った細工物や人形などのメッカと言われるよ

うになり、お客様は全国から訪れてくれています。

　昨年12月に隣接店舗に『トランス型脂肪酸不使用・天然酵母・

無添加』の手作りパンとカフェを開店しました。お客様の健康を

考え、また伊香保エリアの新しい名物になればと思っています。

とうふ料理

田　鶴 伝統の粋、和風にくつろぐ田鶴。

■代　　表 小林　千登勢　さん
■所 在 地 北群馬郡榛東村広馬場1832
 ℡　0279-55-0102
■営業時間 12:00 ～ 15:00　17:00 ～ 22:00(要予約)
■定 休 日 水曜日
■創　　業 平成８年

　皆様にはご愛顧頂き、今年で18年目を迎えることができました。

　当店は自社工場から届くこだわり豆腐、湯葉をメインに季節の地場野菜を

ふんだんに使用したヘルシーで栄養満点の懐石料理と「豆水鍋」でつくるで

きたての湯葉を気軽に楽しめるお店としてご好評をいただいております。

　健康志向が高まってきた現在、大豆の持つ有効成分が注目を集めています。

　季節折々の庭園を眺めながら大豆の恵みを味わい、心も体もくつろぐひと

ときを是非お楽しみください。



Gunma Prefectual Federation of Societies of Commerce and Industry6

ぐんま商工連ぐんま商工連

プラスチック成型加工

株式会社　サンレジン

社会福祉事業

ニコットファミリー

榛東村商工会 ちょっと気になる元気なお店!!

クリーンな環境で一貫生産

利用者様、家族、地域、スタッフ、ニコットファミリーに
携わるみなさんがニコットに

■代　　表 諸田　康彦　さん
■所 在 地 群馬郡榛東村新井526-1
 ℡　0279-54-7514
■営業時間 8:00 ～ 18:00
■定 休 日 日曜日・祭日
■創　　業 昭和57年

■代　　表 南　智　さん
■所 在 地 北群馬郡榛東村新井3343-３
 ℡　0279-26-3514
■ホームページ　http://www.nicottofamily.com/
■営業時間 8:30 ～ 17:30
■定 休 日 日曜日
■創　　業 平成24年５月

　当社は昭和57年榛名山山麓の当地で創業しました。

　当初より食品関連のフォーク、スプーンのプラスチック射出

成形をクリーンな環境で行ってきました。お蔭様で取引先、製

品に恵まれ現在では化粧品容器、医療用容器の成形・組立など

を受注しております。

　平成20年に群馬県からクリーン度1000クラスを目指す経営革

新計画の承認をいただき、さらに清潔な工場環境にいたします。

　高品質の製品を、小回りを効かせてお届けいたしますので、

なにとぞご用命を賜りたくお願い申し上げます。

　私たちニコットファミリーは通所介護（デイサービス）２施設、訪

問介護、居宅介護支援（ケアマネージャー）、サービス付高齢者向け

住宅や、また介護保険適用の住宅改修工事や介護コンサルティング事

業などのいろいろなサービスでみなさまに安心を提供しております。

介護事業を通じて携わる色々な方に、ニコット笑顔になって頂きたい

です。利用して頂くご本人様の気持ちになり、不安な気持ちを少しで

も取除き、安全で思いやりのある事業所を心がけています。
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第470号第470号

事業主のみなさまへ
「労働保険の年度更新」のお知らせ

平成26年度の申告・納付は「6月1日から7月10日」までに
　労働保険の年度更新とは、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付（労働保険の保険料

に関する法律第15条）と前年度の保険料を清算するための確定保険料の申告・納付（労働保険の保

険料の徴収等に関する法律第19条）の手続きをさします。

　労働保険の年度更新の手続きが必要な事業所に対して厚生労働省から、年度更新用の申告書類を

６月１日までに送付します。

　当該書類がお手元に届きましたら７月10日までに申告・納付を完了していただきますようお願い

いたします。手続きが遅れますと、政府が労働保険料・一般拠出金の額を決定し、さらに追徴金（労

働保険料・一般拠出金の10％）を課すことがありますのでご留意願います。

お問い合わせ先　群馬労働局総務部労働保険徴収室　027-210-5001
または最寄りの労働基準署・公共職業安定所へ

群馬労働局のお知らせ

■新規採用
○事務局長
中島　　武（吉岡町）
堀口　康弘（高崎市群馬）
岡野　澄雄（高崎市吉井）
田村　　昇（下仁田町）
後藤　晃夫（東吾妻町）
白井栄三郎（片品村）
高野　公生（笠懸町）
岩瀬　幹雄（大泉町）

○経営指導員研修生
永倉　幹士（前橋東部）
吉田　　出（しぶかわ）
片貝　晃久（みなかみ町）
戸塚　孝典（大間々町）

■再雇用
○経営指導員
桒子　秀雄（大泉町）

■登用
○経営指導員
西形　ますみ（藤岡市鬼石）
白石　明（南牧村）
山田　宗弘（群馬伊勢崎）
森山　龍一（榛東村）
福島　遼（高崎市榛名）
川邉　弘一（高崎市吉井）
近藤　光（安中市松井田）
近藤　克彦（神流町）
松田　安弘（邑楽町）

○補助員
佐藤　広恵（嬬恋村）

■退職

○事務局長

堀口　康弘（県連）

善養寺　義男（榛東村）

岸　哲夫（吉岡町）

川原　良一（高崎市群馬）

三木　善己（高崎市吉井）

櫻井　栄信（下仁田町）

山野　進（東吾妻町）

林　喜一（片品村）

高橋　良一（笠懸町）

馬場　秋夫（千代田町）

田村　喜一（大泉町）

○経営指導員

斉藤　光弘（前橋東部）

穴田　清一（藤岡市鬼石）

田村　昇（南牧村）

遠藤　剛（沼田市東部）

亘　　浩（千代田町）

桒子　秀雄（大泉町）

中島　武（吉岡町）

山田　登政（東吾妻町）

石田　保（大間々町）

○補助員

山本　はつみ（嬬恋村）

○記帳専任職員

宮崎　都子（中之条町）

青木　万里子（片品村）

■異動

○経営指導員

福島　敏夫

（みなかみ町→群馬伊勢崎）

安藤　敦男

（しぶかわ→富士見）

綿貫　克也

（富士見→吉岡町）

石田　哲也

（群馬伊勢崎→東吾妻町）

林　　清市

（昭和村→沼田市東部）

清水　太郎

（群馬伊勢崎→桐生市新里）

齋藤　広幸

（桐生市新里→太田市新田）

五十嵐康博

（太田市新田→千代田町）

商工会職員
人事異動一覧

３月度及び４月度
（順不同・敬称略）



クールビズの実施について
　商工会及び商工会連合会では、電力不足や地球温暖化対策の一環として、原則として５月１日から10月31

日までの間、クールビズ（ノーネクタイ・ノー上着・冷房設定温度の引き上げ等）を実施いたします。皆様の

ご理解をお願いいたします。
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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、試作開発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．試作開発の準備
　企業が試作開発を実施する前に、準備する事項があります。具体的には以下の７項目です。
①商品の価値は何か？（競合品との差別的優位性）
②誰が使用するのか？（ターゲット）
③販路は？（直販・卸売等）
④価格設定（競合品との比較や流通マージン）
⑤製造ロット（設備投資の有無）
⑥開発期間と費用の積算（原材料費・委託費・外注費・人件費等）
⑦知的財産の可能性（特許・実用新案等）
　アイデア優先の試作開発に陥らないためには、上記７点を詳細に検討したうえで試作開発に取り掛かりましょう。
顧客や従業員とのコミュニケーションを取りながら確認して行きましょう。　

２．試作開発の流れ
　試作開発の準備が済みましたら、以下の流れで試作品を製作することになります。

　このうち試作品企画については、７つの準備事項を実施することにより、概略は出来上がっています。

経営columncolumn
ココ　　　　　　ラ　　　ムラ　　　ム

1919
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、試作開発の設計について説明させていただきます。

試作
開発

7つの
準備

従業員
の意見

協力者
の意見

顧客の
意見

・7つの準備は、従業員・協力者・顧客
の意見をもとに検討します。

・調査内容が詳細であれば、確実性も上
昇します。

・特に、競合他社との比較優位性が重要
です。

試作・検査の繰り返し

試作品企画 概念設計 詳細設計 試作 検査 確認


