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　今年6月、有限会社農園星ノ環は、道の駅あぐりーむ昭和
内に「ムラノナカ食堂」とテイクアウト専門カフェ「ムラノナカ
珈琲」をオープンしました。食堂では、群馬県産小麦を使用し
た自家製麺うどんを中心に自社栽培の野菜や地元農産物を
使った定食を提供し、カフェでは、自社栽培のいちごを使用し
たスイーツや本格的なブレンド珈琲を提供しています。
　店舗は20年以上にわたり営業していたうどんそば屋をリ
ノベーションして開業。当初ものづくり補助金を検討しました
が、商工会へ相談し、建物の改築も補助対象となる事業再
構築補助金を活用することにしました。そして開業後の人手
不足を解消するため、食器洗浄機やスチームコンベクション
オーブン、コーヒーマシンなどを導入しました。ムラノナカ食
堂では、地元のうどんを仕入れて提供する予定でしたが、製
麺所も廃業することが判明し、急遽製麺機も導入しました。

　農園星ノ環は、2005 年に法人化し「環～農から生まれる
喜びの種を蒔き続け、その実りを共有する」を経営理念に
掲げ、農業の力で社会的課題を解決することをミッションと
し、ビジョンは「みんな幸せな社会」です。
　レタス、ほうれん草、とうもろこしなどの露地野菜を中心
に、2016 年からは施設栽培で群馬県のブランドいちご『や
よいひめ』などを栽培しています。消費者交流や直接販売
にも力を入れており、今回の飲食店事業では、お客さまの
声を集め、一緒にお店を作り上げていく共創型飲食店を目
指していきます。
　昭和村に住む人にも、訪れた人にも、食を通じて昭和村
をより深く好きになってもらいたい。そのために気軽に立ち
寄れるお店づくりを心掛け、何度も来たくなるよう季節ごと
のメニューなどを提供していきます。

畑からテーブルへ！農家と消費者が共につくる共創型飲食店
農園星ノ環 ～昭和村商工会～

地元の野菜たっぷりのサラダうどん補助金で導入したコーヒーマシン 農園星ノ環のレタス畑

新しくて懐かしい雰囲気のムラノナカ食堂 いちごミルク星野社長とスタッフの方々



　インボイスとは、税率ごとに区分した消費税額などが記載された請求書

等（適格請求書等）のことで、令和5年10月1日からスタートする。免税業者

のままだと次のような恐れがあるので、十分ご留意いただきたい。

● 取引先の仕入控除ができない為、取引が打ち切られる
● 消費税分の値下げを要請される
● 免税事業者であることを知られてしまう
● 企業の接待飲食や備品等購入の場合、インボイスを求められる（飲食業・小売業等）

　本会では、令和 4 年 6月22日（水）に前橋市の「ホテルラシーネ新前
橋」において商工会正副会長研修会を開催しました。本研修会を対面式
で開催するのは3 年ぶりで、県下 43 商工会の正副会長や事務局長など
173 名が参加しました。石川修司会長は「新体制で開催する初めての正副
会長研修会で、実際に集まると商工会の力を感じる。今日は有意義な情
報を持ち帰り、共有していただきたい」と挨拶をしました。

石川会長

連 合 会 リ ポ ート

令和４年度 商工会正副会長研修会開催報告

　令和３年度からスタートした商工会改革「ぐんま商工会 2025」の経過報告を行った。

第1部

　令和 3 年度補正予算要望において、事業者の成長・発展段階に応じた支援策が用意された。成長発展、持
続的発展の施策として、ものづくり補助金（最大 2,000 万円）、 IT導入補助金（最大 350 万円）、持続化補助金

（最大 200 万円）、事業承継・引継ぎ補助金（最大 600 万円）。事業継続の為の施策として、事業復活支援
金、雇用調整助成金、GoTo事業などが実施された。平成 26 年度予算は135.6 億円（補正含む）だったが、平成
31年度以降は260 億円以上を維持している。今後も地域の声を要望として国に届けていきたい。

新規会員加入者数 巡回相談件数 未加入企業巡回件数 経営計画策定数
目　標 600 33,979 2,000   846
実　績 710 32,602 2,625 1,199
達成率 118.3% 95.9% 131.3% 141.7%

　上記、数値目標の他、次の取組についても経過報告を行った。

1  個社支援の強化、2  広域支援センターの機能強化、3  支援強化（職員育成）プログラムの推進、4  商工会組織とし

ての経営支援力強化、5  地域振興・部会事業等の評価・見直し、6  職場業務改善活動の実施、7  業務のデジタル化

推進、8  情報発信力の強化、9  商工会改革プランの策定、10  新規採用職員の育成、11  新たな人事評価制度の導入

事業承継マッチング支援の取組 ㈱日本政策金融公庫　前橋支店
国民生活事業統轄　宍戸 俊一郎 氏

　事業承継マッチングは、後継者がおらず事業を譲り渡したい方と、創業や事業拡大に向けて事業を譲り受け
たい方をつなぐシステム。マッチングの特徴は、小規模事業者が中心、創業希望者への紹介、専門担当による親
身なサポート、無料サービスなどで、令和3 年度から本格的に全国で展開している。群馬県商工会連合会とも連
携して推進する計画なので、後継者不在の事業者には、是非ご活用いただきたい。

インボイス制度の概要と留意点 ㈱フォーライフコンサルティング
代表取締役　塩野 富佐男 氏

商工会改革「ぐんま商工会2025」について 商工会連合会　担当課長

講 師

今後の小規模企業政策について 全国商工会連合会　
政策推進部　部長　廣田 実 氏

テーマ

テーマ
講 師

講 師

テーマ

テーマ

第2部

第3部

正副会長と職員
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　本会と日本政策金融公庫前橋、高崎の2 支店は7月28日、円
滑な事業承継を連携して支援するため「事業承継支援に関する
覚書」を交わしました。
　これは、本会と県内43 商工会が会員企業の中から後継者不
在などの理由による事業譲渡のニーズを掘り起こし、日本公庫
が全国 152 支店のネットワークを活用して、事業拡大や創業に向
けた事業譲受希望者を紹介するものです。
　覚書の調印式で石川修司県連会長は、「事業承継という課題
に向け一体となって取り組んでいき、企業数の減少を防ぎたい」
と挨拶。日本公庫の平田浩幸前橋支店長は「地域の事業者が
培ってきた技術や資源が円滑に次世代に引き継がれるよう支援したい」、福島英男高崎支店長は「地域で必要
とされる事業を一つでも次の世代につないでいくために連携していきたい」とそれぞれ述べました。

左から平田支店長、石川県連会長、福島支店長

県商工会連合会と日本政策金融公庫
「事業承継支援に関する覚書」を締結

　地元商工会経営指導員が後継者不在の事業者と創業を含む事業承継希望者とのマッチングを
お手伝いします。ご相談からマッチングにかかる費用はすべて無料です。事業承継についてご相談
がございましたら、お近くの商工会へご相談ください。

成 約

後継者不在の会員企業

群馬県内
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① 経営指導員が事業承継診断を実施。公庫マッチングを案内

② 経営指導員が公庫マッチングの申込手続を支援。申込書等の書類を受領

③ 商工会連合会が申込書等の書類を、公庫管轄支店へメールまたは郵送

④ 公庫がヒアリングを実施。マッチング相手先を探索・紹介

⑤ 商工会にてトップ面談を実施（資料準備、面談同席等の支援）

⑥トップ面談後の各種支援（専門家紹介、融資相談等）の実施

事業承継連携スキームのご案内
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※補助率や補助金額は従業員数等、企業の規模によって異なります。詳しくは事業再構築補助金公式HPをご覧ください。

小規模事業者持続化
3 3 3 3 3 3 3 3 3

補助金のご案内
　『小規模事業者持続化補助金』は、小規模事業者（従業員数が20 名以下、但し商業・サービス業は5 名以下）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す。今まで数多くの小規模事業者が活用し、好評を得ています。

枠区分 補助率 補助金額

1 通常枠 2/3・中堅企業等1/2 100万円～8,000万円

2 大規模賃金引上げ枠 2/3・中堅企業等1/2 8,000万円～1億円

3 回復・再生応援枠 3/4・中堅企業等2/3 100万円～1,500万円

4 最低賃金枠 3/4・中堅企業等2/3 100万円～1,500万円

5 グリーン成長枠 1/2 ・中堅企業等1/3 100万円～1.5億円

建物費（新築については必要性が認められた場
合のみ）、機械装置・システム構築費、技術導入
費など

補助対象経費

第7回：令和4 年9月30日（金）18時まで
（令和4 年度に3回実施予定、既に1回目は公募終了）

補助率 2/3　※(赤字事業者賃が賃上げ枠に申請する場合　3/4)

補助上限額 
［通常枠：50 万円］ ［賃上げ枠：200 万円］ ［卒業枠：200 万円］

［後継者支援枠：200 万円］ ［創業枠：200 万円］ ［インボイス枠：100 万円］

補助対象経費例 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、店舗改装費など

公募受付締切日

第 9 回締切  令和 4 年 9 月 20 日（火）、第 10 回締切  令和 4 年 12 月上旬、第 11 回締切  令和 5 年 2 月下旬
※本事業の申請に際しては、地域の商工会の確認が必要となります。群馬県商工会連合会への提出の前に、地域の商工会に申請書類

（経営計画書等）を提出のうえ、「事業支援計画書（様式４）」の作成・交付を依頼してください。
（様式４の発行には一定の日数がかかりますので、締切日の１週間前までに提出資料を完成させて地域の商工会に提出ください。）

　群馬県商工会青年部連合会（斉藤裕明会長）は、7月6日（水）、「第

1回群馬県商工会青年部長会議」を商工連会館で開催しました。本

会広域支援センターの田村元臣氏による「持続化補助金・事業再構

築補助金について」と題した講演と、各種補助金活用経験のある青年

部長によるパネルディスカッションを行いました。また、全国商工会青

年部連合会相談役の奥村直幸氏による「GWS（Google Work Space）

セミナー」を実施しました。同じ青年部員の補助金活用事例やITの利

活用について学び、県内青年部員の各種活用を推進しました。

令和４年度　第1回群馬県商工会青年部長会議を開催

　関東ブロック商工会女性部交流研修会が7月6日（水）、山梨県富士河口湖町の「河口湖ステラシアター」で開催されま

した。

　関東 11都県の商工会女性部の代表者各 1名が「女性部活動に参加して」または

「女性部活動と地域振興・まちづくり」をテーマに主張発表を行いました。群馬県代

表として前橋東部商工会女性部の小森美千代さんが「女性部活動に参加して　Do 

Our Best！～今できることにベストを尽くす～」をテーマに参加しました。女性部の方々

と出会い、行動力や人と人とのつながりの大切さを学び、その経験を活かした女性部

での取り組みを発表しました。

　他都県内女性部の特徴・特色を活かした活動を知ることで良い刺激を受け、現状

の活動を改めて見つめ直す貴重な機会となりました。

令和４年度　関東ブロック商工会女性部交流研修会に参加

全体集合写真

前橋東部商工会女性部の
小森美千代さん

事業再構築
3 3 3 3 3

補助金のご案内
　事業再構築補助金は新型コロナウイルスの影響で打撃を受けた企業へ、新分野展開、業態転換、業種転換、事業再編など思い切っ
た事業再構築に挑戦する費用の一部を支援するものです。

公募〆切
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　シャンプー＆リンス美容室は、平成 27 年に創業しました。お客様の髪の毛を大切にすることをモットーに、施
術はもちろん、シャンプーやカラー剤にもこだわり、地域の顧客をはじめ、近隣の市から来店される顧客からも
好評を得ています。今回、さらなる新規顧客獲得、差別化強化を図る
ため、持続化補助金を活用して顧客がリラックスできるシャンプー台
を導入し、ヘッドスパサービスを強化しました。
　Facebook、インスタグラム、LINE公式アカウントにてヘッドスパ事業
をPRした結果、顧客が求める「サロンでの癒し」を以前より自信をもっ
て提供することができました。既存の顧客はもちろん新規の顧客獲得
に繋がり、導入前に比べ、ヘッドスパ部門の売上が190％UPし、収益
に貢献することができました。

持 続 化 通 信 ～持続化補助金を活用した販路開拓の取組事例～

新規顧客獲得・差別化強化のための「ヘッドスパ」導入

事業者の声
　最初は自信がありませんでしたが、ヘッドスパ事業が顧客から受け入れら
れたことにより自信に繋がり、これを機に、新たに泡パックができる機械の
導入を検討しています。補助金を利用することが、サービス拡大に繋がる大
きな一歩となりました。

シャンプー＆リンス美容室
代表取締役　上原 さゆりさん（安中市商工会　久保田指導員）

　チョコレート工房アプレールは、平成 20 年 10月に創業したオー
ガニックチョコレートとスペイン産オレンジを使用した『オランジェッ
ト』の専門店です。新型コロナウイルス感染症の感染拡大により
非対面型販売を始めたいと考え、持続化補助金を活用して、自動
販売機を導入しました。
　自動販売機導入により、『オランジェット』を主力商品とした非
対面型販売モデルを構築することが出来ました。また、限られた人
員下で、旅行客やちょっとした贅沢を味わいたい人向けに効果的
に販売でき、店舗営業時間外での販売も可能となりました。その
結果、総売上が18%ほど増加し、人件費も必要最低限に抑えるこ
とができるようになったため、営業利益も2～3%増加しました。

自動販売機導入による対人接触ゼロの販売モデル確立

事業者の声
　コロナ禍で集客することが困難な状況でしたが、自動販売機導入によ
り、コロナによる影響を抑えることができました。今後も新しいことにチャレ
ンジしていきたいので、補助金等を積極的に活用させていただきたいです。

こだわりの材料で作るオランジェット

チョコレート工房アプレール
代表　進藤 敦子さん（みどり市商工会　秋山指導員）

シャンプー&リンス美容室外観

ヘッドスパ施術で癒しを

チョコレート工房アプレールの自動販売機
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　「IT」という言葉を聞くと「なんか苦手なんだよね…」と尻込みしてしまう人も多いのではないでしょうか。しかし、予算

もマンパワーも限られた小さな事業者だからこそITのチカラは効果バツグン。そんな「お役立ち」ITツールを厳選して紹

介していきます。

【第 2回】めんどうくさい見積書の作成、さようなら！

　たとえば設備工事業。見積もり項目はたくさんあるし、単価もそれぞれだし、

その単価も定期的に変わるし…。といった具合に、一元管理しなければいけ

ない情報がたくさんあるのに、現実には、一人ひとり自分のパソコンで個別に

データを管理して、エクセルで作成している。そんなことありませんか？

　結果的に間違いが起こりやすいし、何度も複数人で確認する必要があるか

ら、すごく時間もかかってしまう。ただでさえ人手不足で、マンパワーも限られ

ているんだから、もっと顧客満足度をあげるために人と時間を使いたい…。そう

いったお考えの経営者の方はとても多いです。

　今回ご紹介するのは、電気設備工事業・防災設備工事業・保守点検業務に特化した見積

積算システム「Omitsusan（おみつさん）」です。煩雑な見積作成が「だれでも簡単に」対応でき

ることはもちろん、受注・発注機能・保守契約管理も実装されています。まさに、設備業のワ

ンストップシステムです。

　しかも、システム導入のために機器を準備する必要はありません。すでに会社で使っているパソコンとインターネット

回線さえあれば、すぐに利用開始できます。

　人手不足は深刻。だからこそ、少ない人数でも迅速かつ正確に仕事を回せる仕組みを作りたい。なによ

りも、サービス品質を上げるための時間をもっと確保したい。そう思っている設備業の方には最適なシステ

ムです。今なら1ヶ月無償で試用できます。詳細は、QRコードからご確認ください。

小さな事業者だからこそ「ITのチカラ」で売上アップ！

　「美味しい群馬再発見！ビジネス商談会 2022」を下記日程で開催いたします。

　群馬県産の加工食品に関心のあるバイヤー様（百貨店、スーパー、小売、食品卸、ホテル・旅館、道の駅、
飲食店等の買い手企業、通販事業者等）のご参加をお待ちしておりますので、奮ってお申し込みください。

開催日   令和 4 年 10月20日（木）13：00~

会　場   ホテルラシーネ新前橋（前橋市古市町 1－35－1）

募集企業数   バイヤー（買い手）20 社
　　　　　  サプライヤー（売り手）は25 社程度（募集終了）

申込方法   本会HPから申込書をダウンロードしていだだき、
　　　　　  記入の上ご返信ください。

申込期限   令和 4 年 9月20日（火）　

お問合せ   経営支援課　松井・阿部

※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、延期又は中止の場合があります。

「美味しい群馬再発見!ビジネス商談会 2022」
バイヤー募集のご案内

一昨年度の商談会の様子
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経営課題の解決はお任せください！！広域支援センター通信

中小企業・小規模事業者が抱える多様化・複雑化する経営課題解決のため、広域支援センターでは専門人
材を配置し、会員事業者様が抱える課題解決のお手伝いをさせていただいております。今回は嘱託専門指
導員による「事業再構築補助金」の支援事例について紹介いたします。

有限会社大友
邑楽町商工会│小澤 徹郎（嘱託専門指導員）

新分野展開で大型自動車向け部品製造に挑戦

個人向けおしゃれオーダーエプロンの製造とECサイト販売事業

　株式会社モテギは1984年の設立から現在に至るまで38年間、普通自動車に
使用されるショックアブソーバー（衝撃などの緩衝器）を構成する部品の製造販売を
主要事業としている会社です。
　自動車にとって重要保安部品に該当するショックアブソーバーは、インナー・ア
ウターチューブ、スプリング、鉄柱丸棒等、約50もの部品で構成されております

（写真参照）。
　群馬県は、多くの自動車部品製造メーカーがあり、本県の産業発展の礎として
期待をされております。株式会社モテギは、市場のニーズとして大型自動車等の
電動化、省エネ化に係る開発・需要が高まっていることに着目し、普通自動車用
ショックアブソーバー構成部品の製造販売で培った技術力を活かし、「大型自動車用パイプ切断事業への参
入」という内容で「事業再構築補助金」を申請、見事採択となりました。
　今後は補助事業計画に沿った新機械設備の投入、新工場の整備、省エネ化等を実施し、新分野への進
出・経営力向上を高めていくことを計画しています。
　自社が持つ強みを活かした本事業は、多くの分野に影響を与えていく事になります。自社が誇る強みをさら
に展開させる事業は、新たな顧客創造と経営力向上に結びつくことが期待されております。

　邑楽町にある有限会社大友は、大手飲食店等に業務用エプロンを製造販売し
ている企業です。
　新型コロナウイルスの影響で需要が激減しており、新たな事業の柱として「個
人向けおしゃれエプロン」の製造販売を行うこととなりました。しかし、これまでの業務
用エプロンは耐久性を重視して無地のものが大半だったため、同社の設備では、多品
種少量製造には対応できませんでした。特に柄物は、縫い合わせ部分の柄が合ってい
ないと見栄えが悪く、製品となりません。そこで、一般消費者が購入できる価格帯で製
造するため、「事業再構築補助金」を活用して、縫い合わせ部分の柄を揃えてカットで
きる自動裁断機の導入を行いました。
　商工会では、新たな製造体制の他、需要予測をどの様に行って在庫管理を徹底す
るかといった多面的な課題洗い出しと解決策に検討を重ね、実現性の高い事業プラン
の構築をサポートしました。
　有限会社大友では事業再構築補助金を通じて、販売チャネルの多角化による売上の拡大と、安定化を図
る事が可能な体制を構築する事ができました。

株式会社モテギ 
大泉町商工会│六渡 錬幸（嘱託専門指導員）

個人向けおしゃれエプロン

株式会社モテギ　打合せ風景

ショックアブソーバーと
各チューブ、機器部品

導入したコンピュータ制御
自動裁断機


