
個性豊かな道の駅（玉村町・東吾妻町）

ぐんま
商工連

　道の駅は、運転中の休憩や情報提供、地域づく
りの拠点としての機能を持った施設です。群馬県に
ある３１の道の駅のうち２９が商工会地区に立地
し、県内外からの観光客や地元住民に利用されて
います。
　道の駅「玉村宿」は平成２７年５月、玉村町の国道
３５４号沿いにできた県内で最も新しい道の駅で
す。地元産品や特色ある「たまむらグルメ」が多数販
売されており、玉村町の新しい魅力と出会えます。
　東吾妻町の西、上毛かるたで耶馬渓凌ぐと歌われ
る吾妻峡の玄関口にあるのが道の駅「あがつま峡」
です。のどかな山間の中で、日帰り温泉や公園内の
足湯とドッグランが楽しめます。
　道の駅で販売される地元ならではの商品は、地域
住民や遠方からの観光客にとって大きな魅力です。
商工会では、昨年１０月・１１月に開催した「道の駅
キャラバン」のように、道の駅を活用した販路開拓
支援を行っています。商品の新しい販売先をお考え
の方は、ぜひ商工会へご相談ください。
　今年夏には県内３２か所目となる、道の駅「尾瀬
かたしな」がオープン予定です。地元の魅力を発信
する、新たな地域活性化の拠点として注目が集まり
ます。
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新春講演会・新年互礼会開催

　群馬県商工会連合会（髙橋基治会長）は、１月１６日（火）に渋川市
伊香保町「ホテル木暮」において新春講演会・新年互礼会を開催しまし
た。新春講演会で髙橋会長は「昨年は全国大会、青年部グルメグラン
プリなど、色々な事業にご協力頂いたが、今年も多くの事業が計画され
ている。会員、青年部、女性部、役員一体となり進めていきたいので、
引き続きご協力を頂きたい。」と挨拶を行いました。

　東京のバレエと声楽のレッスンに通った後の宝塚音楽学校受験の
際、周囲は見るからに宝塚向きの美人や小さい頃からのバレリーナ
ばかり。私はかすりもせず不合格。その後も人の2～3倍レッスンに通
い、毎年受験したが３度の不合格。そして、最後の４度目で合格する
事ができた。
　「女軍隊」ともいわれる宝塚音楽学校。予科生（1年生）時代は究
極の上下関係だった。集団行動が基本で全て連帯責任。寝れない、
笑えない、自由がない。そんな中で運命共同体の同期と最高の絆が
できた。そして、ついに宝塚の舞台に立つこととなった。宝塚の生活

も充実しはじめた頃、応援を続けてくれた実家の祖父の病状が良くない事を聞く。
　宝塚を退団し、半月で家業のカリカリ梅製造の赤城フーズに入社。全く知らない世界に飛び込み、悩み続けた
数年間、壁にぶつかり続ける毎日だった。社員とすれ違い、社員から「会社ごっこ」と言われた為、経営に関する
講習会に積極的に参加した。通信教育でも経営を勉強した。
　「経営指針をつくる会」では、重要なのは「ロマン」と「そろばん」と指摘された。理念と数字の両方の大切さ
を学び会社と自分自身の課題を再認識できた。そして会社が変わり始めた。
遠山常務が掲げる経営理念と夢を叶える方程式は次のとおり。

　講演会終了後、大澤県知事をはじめ、狩野幹事長、金融
機関、関係団体のご来賓をお迎えし、県内の各商工会長が
一堂に会した新年互礼会が盛大に開催されました。
　大澤知事は「県内の交通網整備も進んでおり、高崎では
コンベンション施設の起工式を行う事ができた。人・モノ・
情報を群馬に呼び込み、新たな産業や雇用を生み出す。中
小企業の支援は、商工会、県、市町村が連携し、地域隅々
まで元気になるよう取り組む。商工会の皆様には引き続き、
ご指導をよろしくお願いしたい。」と挨拶をされました。
　参加者は情報交換を行い、和やかな内に閉会となりま
した。

新 春 講 演 会

新 年 互 礼 会

テーマ

講  師

概　要

「タカラジェンヌから老舗企業の６代目に」～逆境の中 走り続けた その訳は～
赤城フーズ株式会社　常務取締役　遠山昌子 氏

★経営理念
「笑顔の伝承」～200年企業を目指して～
①美味しさと共に、感動をお届けします！　
②共に働き、共に育ち、人間力の向上と幸せを実現します！　　　
③地域に根づいたモノづくりを行い地域と共に発展します！

★夢を叶える方程式
「夢＋明確な道筋＋あきらめない＋
ご縁（応援してくれる方々との出会い）」

【挨拶をする髙橋県連会長】

【新年互礼会の鏡開き】

【講師の遠山常務】

ぐんま商工連
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群馬県商工会青年部連合会創立５０周年大会開催

県商工会女性同友会新年互礼会開催

　群馬県商工会青年部連合会（田熊祐介会長）は、１月２３日（火）ホテルラシーネ新前橋で創立５０周
年大会を開催しました。前日には大雪となり一時は開催が危ぶまれましたが、県下４２の商工会青年部
員に加え、関係団体の来賓の皆様・歴代県青連会長にも参加していただき、創立５０周年を盛大に祝う
ことができました。

　田熊会長は挨拶で先人への感謝とこれからの青年
部活動への意気込みを語り、「一人の百歩より百人の一
歩」のスローガンのもと次の節目へ向けてさらなる発
展を誓いました。
　また、式典ではこれまでの功績への感謝として歴代
会長へ感謝状が贈呈されました。
　記念講演会では、第２０代全国商工会青年部連合会
長を務め、現在飲食店を経営する傍ら一般社団法人ビ
ズ・コミュニケーション代表理事も務めている宮本博
史氏に『若手経営者の役割～自社と地域の発展～』と
題した講演を行っていただき、地域で事業を行ってい
る若者の役割について貴重な体験談を交えたお話を
お聞きすることができました。

　群馬県商工会女性同友会（山田準子会長）は、1月
2２日に渋川市伊香保町において新年互礼会と新春
講演会を開催しました。
　山田会長は、新年を迎えて「女性同友会は今年で
２５年を迎える。先輩の努力で続いてきた会の素晴
らしさを多くの人たちに知ってもらい会員を増やした
い。」と挨拶を行いました。
　続いて、はるな亭こはん氏（中之条町商工会副会
長 小板橋武氏）による古典落語、『井戸の茶碗』を
聴講しました。寒波の到来で外は雪が降っている
中、会場は笑いに包まれ楽しい時を過ごしました。

【挨拶する田熊会長】

【歴代会長へ感謝状贈呈】 【宮本氏記念講演会】 【挨拶する元田委員長】

【落語を披露するはるな亭こはん氏】
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　小規模事業者（従業員数が20名以下（商業・サービス業は5名以下））は、事業所数で全企業のうち約９割
を占め、地元市町村からの雇用者比率も高く、「一億総活躍社会」の実現に向けてその持続的発展は極めて重
要です。
　一方、小規模事業者は、我が国経済の構造変化に大きく影響を受けており、既存の商圏を超えて、広い市場
を視野に入れた販路開拓や生産性向上を図ることが期待されています。
　『小規模事業者持続化補助金』は、こうした小規模事業者が、商工会と一体となって実施する販路開拓等の
取組を支援するもので、これまでの4年間で群馬県の商工会地区だけでも約1,800事業者が採択され、集客の
ためのチラシを作成したり、店舗を改装したり、設備導入の取り組みなどに補助金を活用しています。
　本原稿記事作成の2月中旬現在までに明らかとなっている今回の公募概要は以下のとおりです。この会報が
皆様のお手元に届けられる３月上旬には詳細が確定しておりますので、詳しくはご加入の商工会までお問合せ
下さい。

新規客獲得のための設備・什器導入費、販路開拓のためのチラシや
HP作成費、看板設置費、展示会出展費用、顧客の増加につながる店
舗改装工事費など

新規顧客獲得のための新設備・什器導入 PRの強化を目的としたチラシやパンフレットの作成 販路開拓のための展示会出展

店舗の認知度向上を狙った看板（サイン）の設置 トイレの洋式化改修 外国人旅行客の集客を狙った外国語版ホームページの作成

平成２９年度補正予算事業

持続化補助金の公募が開始されます！

平成29年度補正『小規模事業者持続化補助金』の概要
●補　助　率 : ２／３
●補助上限額 : ５０万円（賃上げ、海外展開、買物弱者対策の取り組みは100万円）
●補助対象経費例 :

●予算額・採択予定件数 : 約100億円（20,000社程度を想定）
●公募受付開始日 : 平成３０年2月下旬～3月上旬にかけて公募開始予定
※公募締切り日や申請方法等につきましては、ご加入の商工会までお問合せ下さい。 

＜持続化補助金の活用例＞（補助対象となる経費の詳細は公募要領をご確認下さい）

じ ぞく か

ぐんま商工連
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補助金を活用して専門性の高さをアピール。その結果、売上２０％増を達成！

犬の店　アフロ【邑楽町商工会】

PRの強化を目的にパンフレットとHPを作成。その結果、新規顧客の獲得に成功！

持続化補助金活用事例のご紹介

塩河原温泉 湯元本家みやた館【川場村商工会】

【会社概要】　
　平成１６年９月に以前両親が経営していた簡易宿泊所の一角を利用して居酒屋を開業。

【業種・従業員数・代表者】
業種：飲食店　従業員数：０名　代表者：宮田　正子

【事業内容】
▶１５年前に両親が廃業した簡易宿泊所を再開するため、リニューアルした施設のPRパ
ンフレットを作成して営業活動に活用した。
▶また、併せて当館の魅力を発信するためのＨＰを作成した。

【事業効果】
▶リニューアルオープン後２か月は当初売上目標を概ね達成することができ、徐々に客
足も増加している。
▶ホームページをきっかけに地元テレビ局の取材にも繋がり知名度向上が図れた。

【事業者の感想】
▶居酒屋から簡易宿泊所へ転換するにあたって、新規顧客獲得のための広報活動が重
要と考えていたが、このような補助金を利用できたことは大変ありがたい。
▶事業計画作成により、目標を設定して事業に取り組むことの大切さを知ることがで
きた。

【会社概要】　
　昭和６２年９月に創業。ビションフリーゼという犬種を中心とした犬のトリミングをお
こなっている。県内でも数少ないトリマーA級ライセンスの所有者であり、その高い技術力
へのお客様からの評価は非常に高く、町内だけでなく県外からのお客様も多い。

【業種・従業員数・代表者】
業種：ペット美容室　従業員数：２名　代表者：戸ヶ崎　幸子

【事業内容】
▶補助金を活用して、レジカウンターの設置、ビションフリーゼのイラスト入りシートを窓
に貼付しＰＲを図った。

【事業効果】
▶ビションフリーゼのイラスト入りのシートを貼って当店をPRすることによって、１日の来
店客が5～7人増加し、ビションフリーゼのトリミングの依頼が２０％増加した。また、レ
ジカウンターを設置したことで、専門書やカタログの貸し出しを行う事ができ、一人一人
の待ち時間が短縮されたことで、リピーターの獲得につながった。補助事業を行ったこ
とで、売り上げが２０％増加し、経営基盤の強化が図れた。

【事業者の感想】
▶ビションフリーゼの専門店であるという事を広く認知させることができ、売り上げの増
加につながった。
▶店内が整理されたことにより、業務の効率化を図ることができ、経営を見直すきっか
けになった。

第493号
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　当社は、群馬県内にて群馬県群馬の伝統的な味である「甘じょっぱい」
味をベースにしたスープのラーメン店を展開している。本事業では、粉食
文化が根付く群馬において、当社の経営資源を活かしたスタイルのうどん
を群馬県産小麦100％の麺にて提供することで、新たな上州名物を開発・
販売していく。

地域産業資源活用事業計画認定事業者の紹介

平成３０年２月９日

株式会社景勝軒　代表取締役　櫻岡一生

認　定　日

中小企業者

群馬らしい風味のつけ汁と群馬県産小麦100％のうどんによる新たな
上州名物の開発・販売

事業テーマ

事 業内容

【景勝軒総本店】

【群馬県産小麦100％のうどん】

　川場産の生乳は、各牧場が手間暇をかけて牛を飼育し丁寧に搾乳する
ことからその高品質さが認められ、大手牛乳メーカーから指定原材料と
されているほどである。そこで、川場村で道の駅を運営する株式会社田
園プラザ川場と川場村の酪農家を代表する株式会社川田牧場の有機的
連携により、本場イタリアのフレッシュチーズを基礎とした川場産のフ
レッシュチーズを生産・販売していく。

農商工等連携事業計画認定事業者の紹介

平成３０年２月９日

株式会社田園プラザ川場　代表取締役　永井彰一

認　定　日

中小企業者

株式会社川田牧場　代表取締役　川田忠

農林漁業者

川場村産生乳100%のフレッシュチーズの開発と販売

事業テーマ

事 業内容

【川田牧場の乳牛】

【ブッラータチーズ】

商工会・都道府県商工会連合会・
全国商工会連合会

2,000円、3,000円、4,000円コース
商工会の福祉共済「傷害プラン」に 示談交渉も

おまかせ！
！

自転車を運転中、あや
まって他人と接触してケ
ガをさせてしまった！

飼い犬が散歩中に他
人に噛みつきケガをさ
せてしまった！

日常生活の事故や
トラブルで法律上の
賠償責任が生じたとき

最高1億円
まで補償 〈引受保険会社〉

東京海上日動火災保険株式会社  ［担当課］広域法人部 法人第一課
東京都千代田区三番町6-4　TEL.03-3515-4147 

個人賠償
責任保険
が付いた充実の安心補償!!

※保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約
を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。ご加入
にあたっては補償内容を十分ご確認ください。この広告は、個人賠償責任
保険（「総合生活保険（個人賠償責任補償）」）の概要を紹介したもので
す。ご加入にあたっては必ず「重要事項説明」をよくお読みください。ご不
明な点がありましたら、商工会までお問い合わせください。

①
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長年乗り慣れた愛車を福祉車両にレストアすることにより、
高齢者に利便性が高く心豊かな生活を提供する。

ヒロ・モーター【高崎市群馬商工会】

【会社概要】　
　当社は、平成１４年４月に創業した自動車整備業者である。「もっとお客様との距離を縮めたい」「自動車を通
じてライフサポートをしていきたい」との思いから事業を開始。設立当初は、「自動車の整備業」や大手ディー
ラーを通じた「新車販売」を中心に展開していたが、その後、「中古自動車の販売」や「自動車保険業」を開始。
現在は、それらに加えて「板金塗装業」も開始し、注力している。

【業種・従業員数・代表者】
業種：自動車整備業、従業員数：２名、代表者：吉江康浩

【経営革新計画の内容】
　近年の高齢化の進展により、福祉車両ニーズが増加している。そこで、当社が現在注力している「板金塗装」の
知識や技術を活用し、普通車を福祉車両にレストアする事業を展開する。今までは、使い勝手が悪くなってきた車
は廃車し、新車に乗り換えるしかなかったが、お客様によっては慣れ親しんだ車に乗り続けたいと言う要望があ
る。そこで、長年、自分の手足となって活躍してきた愛着のある愛車を、使う人の利便性に合わせた福祉車両にレス
トアすることにより、車の使用者の利便性を図るとともに、生活の質の向上に役立てる。

【承認事業者の声】
・当事業を契機に、主に高齢者顧客を対象に、愛着のある現在使用している車に少し手を加え、高齢者の体の
状態に合わせた改造を施す事で、利便性があり日々の生活を豊かにするサービス「自動車を通じたライフサ
ポートサービス」を展開していきたい。
・これまでの車両販売や整備・板金塗装では、当社からお客様に対する積極的なアプローチが欠けていたが、今
回の経営革新事業をキッカケとして、顧客を定期的に訪問し、不具合をその場で調整する等、特に近年増加して
いる高齢者顧客に寄り添ったアフターフォローを実施し、より長く大事に当社が販売した車両を快適にお客様
に使用していただければと考えている。
・今回は、商工会の担当者や専門家の方と相談する事で、当社の強みや特徴を経営革新計画に盛り込むことが
できた。当社の経営革新計画は、長年当社がやってきた事や温めていたアイデアを活かした当社らしい事業に
なったと思う。

経営革新計画事例紹介

 

まだまだ元気、頑張るみなさまのために

生命医療共済（シニア選択緩和型） ●85歳の誕生月の月末まで継続保障！ 
（新規加入は60歳から75歳） 
●年齢性別を問わず一律掛金！ 
（月額3,200円） 
●入院保障に加え、 
がんによる入院保障とがん先進医療を保障！ 
●緩和型健康告知の採用！ 
（持病があっても4つの告知で加入可能） 

【お問合せ・お申込みは･･･】 

 『県内各商工会』までお願いします。 

①

シ ル ク シ ニ ア

群馬県のマスコット
「ぐんまちゃん」
許諾第26-100849号

第493号
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【自己紹介】

氏　　名

資　　格

専門分野

菅田　洋之
中小企業診断士

マーケティング　加工食品の新商品開発支援

すげ た ひろ ゆき
キーポイント

経営column
コ　　　ラ　　　ム

42

躍進する企業には新商品開発がある
　今回の躍進する企業には新商品開発があるでは、平成29年度補正予算の補助事業につきまして説明させていただき
ます。複数の補助事業の公募が予定されておりますので、ご検討のうえ、最適な事業にお申し込みください。

1．小規模事業者持続化補助金
　小規模事業者が将来の事業承継も見据え、ビジネス
プランに基づいた経営を推進していくため、商工会と
一体となって経営計画を作成し、販路開拓に取り組む
費用を支援します。
賃上げ等の従業者の処遇改善を実施する事業者につ
いて補助上限額を増額するとともに、事業承継に向け
た取組、生産性向上に向けた取組を実施する事業者
を重点的に支援します。

3．ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業
　 (予算額1,000億円)
①一般型
　中小企業・小規模事業者が行う革新的なサービス
開発・試作品開発・生産プロセスの改善に必要な設
備投資を支援します。

2．サービス等生産性向上IT導入支援事業
　 (予算額500億円)
①事業目的・概要
　近年の技術進歩により、業種別の特性に応じた操作
性・視認性・価格に優れたITツール（財務会計等の業
務を抜本的に効率化するツールや、飲食業や小売業が
直面する税率を含む会計処理の対応や商品管理など
を効率的に行えるツール等）が登場し、様々な業種・業
態における利用ポテンシャルが高まっています。
　こうしたITの導入支援にあたり、単なる導入支援の
みではなく、IT事業者と中小企業・小規模事業者間の
情報の非対称性を是正して、中小企業・小規模事業者
によるIT投資を加速化させ、我が国全体の生産性向上
を実現します。

②事業イメージ
　中小企業等の生産性向上を実現するため、バックオ
フィス業務等の効率化や新たな顧客獲得等の付加価
値向上（売上向上）に資するITの導入支援を行います。
‐例‐
・簡易税務・会計処理
・POSマーケティング
・簡易決済
・在庫、仕入管理
・顧客情報管理、分析　等

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、ご質問がございましたら、お気軽にお問合
わせ下さい。

お問合わせ先：群馬県商工会連合会経営支援課
TEL：027-231-9779

補　助　率：2/3
補助上限額：50万円
　　　　　 100万円(賃上げ、海外展開、買物弱者対策等)

補　助　率：1/2
補助上限額：1,000万円

補助率：1/2
補助額：15万円～50万円

※平成30年通常国会提出予定の生産性向上の
実現のための臨時措置法(仮称)に基づく先端
設備等導入計画の認定又は経営革新計画の承
認を取得して一定の要件を満たす者は、補助
率2/3.

②小規模型
　小規模な額で中小企業・小規模事業者が行う革新
的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善
を支援します。

補　助　率：小規模事業者2/3、その他1/2
補助上限額：500万円

今回をもちまして、
「躍進する企業には新商品開発がある」は

終了となります。
たいへんお世話になりまして
誠にありがとうございました。

ぐんま商工連
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