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平成 30 年度

前橋商工会議所 事業計画

　前橋商工会議所は、平成30年1月22日に創立120周

年を迎えました。当所の歴史を築いてきた多くの先駆者

の輝かしい足跡を偲ぶとともに、新たな時代に向けてさ

らなる飛躍を遂げるべく、今後も様々な事業を展開して

いきますので、会員企業の皆様のより一層のご理解・ご

協力をお願い申し上げます。

　平成30年度は、当所の基本方針である「県都にふさわ

しい街づくり」「地域中小企業への積極的な経営支援」「安

心・安全・快適な街づくり 」に基づく事業を着実に推進

します。

　さらに、中小・小規模事業者が直面する人手不足の深

刻化、経営者の高齢化、後継者の不在などの喫緊の課題

を念頭に、生産性向上、働き方改革、地方創生などの取り

組みを重点事項として掲げ、会員企業の成長への挑戦を

全力で支援してまいります。

　そこで、今月の特集では平成30年度事業計画の概要を

お伝えします。

特集
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日本商工会議所の活動方針

平成30年度　事業計画重点事項

前橋商工会議所の基本方針

■潜在成長率の底上げ
■地方創生の加速
■地域間の連携による経済成長

民間主導による成長のステージへ

■生産性向上
　（事業承継、IT活用、創業、経営力向上、海外展開等）

■人手不足対応
　（多様な人材活躍、働き方改革等）

■地方創生
　（観光・インバウンド、農商工連携、社会資本整備等）

■商工会議所の提言、政策実現力の強化
■商工会議所間連携による活動成果の最大化
　（組織強化、人材育成等）

◉県都にふさわしい街づくりの推進
◉地域中小企業への積極的経営支援
◉安心・安全・快適な街づくり

◉商工会議所機能の強化
◦組織基盤の強化　・広報及び調査活動の強化

◉産業振興
◦商業振興

◦工業振興

◦企業支援

◦成長産業振興

本年度、事業計画を策定するにあたり、５つの重点事項――「人手不足」への対応、「事業承継」への取
り組み、「地方創生」への取り組み、「まちづくり」の推進、組織基盤の強化、情報発信の強化――を設
けて、事業推進を図ります。

❶「人手不足」への対応
少子高齢化、人口減少という構造的な課題により労働
力人口が減少するなか、中小企業の人手不足は年々深
刻化しています。女性や高齢者、外国人等の活躍を推
進し、安定的な労働力を確保するための取り組みに加
え、働き方改革や ICT等を活用した中小企業の生産性
向上を支援します。

❹「まちづくり」の推進
「住んでよし・訪れてよしの街」「若者が住みたくなる
街」「安心して住める街」を目指し、「中心市街地の活性
化」「教育・文化・医療・介護・防災」等の充実、「コンパ
クト+交通ネットワーク」等を、民間・各種団体、行政
をはじめとする関係機関と連携して推進します。

❷「事業承継」への取り組み
全国商工会議所の要望活動等により平成３０年度税制
改正において実現した「事業承継税制の抜本拡充」を
広く周知し、地域中小企業の活力強化のための円滑な
事業承継や事業再編、新事業展開を支援します。

❺組織基盤の強化
小規模・中小企業や地域の多様化するニーズに応える
ために平成28年に策定した「組織ビジョン」に基づき、

「組織基盤」「財政基盤」「事務局組織」を強化し、地域
総合経済団体として地域に必要とされ信頼される商工
会議所を目指します。

❸「地方創生」への取り組み
地方創生の核となる観光振興について、平成 29年度
に実施した全国商工会議所観光振興大会2017in前橋
において採択された「前橋アピール」（「観光イノベー
ション」で地域に新しい風を吹かせよう！！）の具現
化を目指します。

❻情報発信の強化
会報「糸都」をより見やすく会員に読みやすい有益な
情報誌づくりを目指します。また、ホームページの充
実やメルマガ、SNS等の情報提供ツールを活用して会
員との結びつきを強化するともに全国各地域への情報
発信を強化し、前橋の知名度・ブランド力向上を目指
します。

主な対応課題 前橋商工会議所事業計画の体系

◉まちづくり振興
◦まちの顔を創る

◦ブランドイメージを創る

◦快適なまちを創る

◦安心・安全なまちを創る
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商工会議所機能の強化

まちづくり振興

◦組織ビジョンの具現化
◦会員増強、会員サービスの充実
◦収益事業の企画・検討
◦ザ・ビジネスモールの周知
◦会員交流会、新会員オリエン
　テーションの実施
◦政策提言や要望活動
◦商工会議所間の連携推進

◦会報「糸都」、ホームページの充実
◦新しい情報発信(SNSや紙媒体の
　活用)の導入
◦積極的なプレスリリース
◦マスコミとの情報交換会
◦広聴活動
◦中小企業景況調査等の
　各種調査事業の実施

◦民間主体によるまちづくり
　運営組織の構築
◦アーバンデザイン、ビジョン及び
　エリアマネジメントの検討・作成
◦中心市街地へのアクセス向上や
　集客・回遊性向上に向けた取り組み
◦広瀬川テラス構想の推進
◦まちなかの魅力や情報発信強化
◦まちなかキャンパス事業の充実
◦まちなかの施設や広場等を活用した
　音楽・演劇等、文化イベントの
　企画・実施

◦前橋産農畜産物や加工品の開発、ブランド化
◦観光振興大会での「前橋アピール」の
　具体的実現
◦NPO法人赤城自然塾との連携
◦MICE等の誘致並びに
　インバウンドに向けた取り組み
◦「ONSEN・ガストロノミーツーリズム」の
　推進支援
◦「商工会議所観光ネットワーク 
　（CCI観光NET）」への参画
◦まちなか観光やエコツーリズム、
　グリーンツーリズム等の調査・研究
◦自転車のまち前橋のPR
◦歴史・文化遺産等を活用した観光誘客策検討
◦スポーツコンベンション事業の推進
◦七夕まつり、花火大会、前橋まつりの運営、
　事業内容、組織等の見直し検討

広報及び
調査活動の強化

組織基盤の強化

まちの顔を創る
ブランドイメージを創る
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◦コンパクト+交通ネットワークの推進
◦公共交通網（バス・タクシー等）の再整備
◦新交通システム（LRT等）の検討
◦両毛線の複線化等の整備促進及び、広域的
　な鉄道網の連携強化検討
◦両毛線の複線化、首都圏とのアクセス
　向上の実現に向けた取り組み支援
◦自転車、歩行者を優先した都市空間づくり
◦政令指定都市に関する調査・研究
◦上武道路の早期全線４車線化の推進
◦「道の駅」オープンに向けた取り組み支援
◦本町二丁目五差路周辺整備への支援
◦駒寄スマートインターチェンジの
　早期大型車両通行の実現
◦次世代自動車及び自動運転技術の普及促進

◦「健康医療都市・まえばし」の実現
◦「地域包括ケア」推進の調査・研究
◦CCRC（Continuing Care Retirement 
　Community）の推進支援
◦マイナンバーカードを活用した医療ネッ
　トワークと健康トータルサポート事業
◦地域コミュニティ再生への取り組み推進
◦防犯や見守りのあり方に関する調査･研究
◦防災、減災に対応するまちづくり推進
◦BCP（事業継続計画）策定等に対する支援

◦日本百貨店しょくひんかん等の
　展示会等への出展支援
◦SNSやWEBを活用した情報発信
◦海外からのお客様を迎える体制づくり
◦空き店舗・空きオフィス等の情報収集
◦買い物の利便性を高める
　しくみ等の調査・研究

◦地元企業と大学とのマッチング促進
◦前橋版「御用聞き型」企業訪問事業の実施
◦群馬産学官金連携推進会議の開催
◦IoTやAIを利活用したものづくり基盤整備
◦理化学研究所や群馬大学等との連携
◦大規模産業団地、先端技術企業の誘致に
   向けた調査・研究
◦JETROや中小機構、地元金融機関等
　との情報交換や緊密な連携
◦海外展開に関する取り組み支援

産業振興

快適なまちを創る 安心・安全な
まちを創る

◦「新しい価値の創造都市・前橋」実現
　に向けた支援
◦前橋版総合戦略に対する協力・支援
◦中心市街地活性化基本計画の実現
◦立地適正化計画並びに地域公共交通
　網形成計画の策定支援

行政計画への協力

商業振興

工業振興



平成 30 年度 前橋商工会議所収支予算構成

73,650,000円
17.3% 100.0%構成比 対前年比

42.4% 105.8%構成比 対前年比

123,479,000円
29.0% 96.3%構成比 対前年比

0.7% 91.7%構成比 対前年比

0.1%構成比 対前年比

100.2%構成比 対前年比

合計426,092,000円
100.0% 101.2%構成比 対前年比

収 入

事業費

35.0% 103.7%構成比 対前年比

人件費

46.4% 96.5%構成比 対前年比

管理費

13.0% 102.6%構成比 対前年比

会議費

0.7%構成比 対前年比

積立金

2.8%構成比 対前年比

予備費

構成比 対前年比

合計426,092,000円
100.0% 101.2%構成比 対前年比

支 出

前年度繰越金

会費

繰入金

雑収入

補助金・委託金
事業収入

180,842,000円

2,970,000円

351,000円
87.8%

44,800,000円
10.5%

149,271,000円197,748,000円

55,330,000円

2,780,000円 12,070,000円 8,893,000円
100.0% 105.7% 215.1%2.1%

 POINT
会費収入を維持し、事業収入増加に
努め、基盤強化を図ります。
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55,330,000円

2,780,000円 12,070,000円 8,893,000円
100.0% 105.7% 215.1%2.1%

 POINT
管理費の圧縮に努め、積極的に事業
の推進を図ります。
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◦前橋版「商工会議所環境
　アクションプラン」の策定
◦エネルギー基本計画に関する情報収集
◦再生可能エネルギー利活用の調査・研究
◦新たな産業づくりや地域ブランドの
　創出に向けた調査・研究
◦高度な先進医療に関連した
　新たなビジネスモデルの構築推進
◦農商工連携や六次産業化を推進
◦地域資源の掘り起し活用方法の検討、
　マッチング機会の創出

◦IT化の推進、IoTやAIの利活用による
　生産性向上への支援
◦円滑な事業承継に向けた支援
◦経営発達支援計画に基づいた
　小規模事業者等への伴走型支援の実施
◦各種融資制度の拡充及び斡旋
◦経営力向上計画の策定、各種補助金や
　助成金の活用支援
◦消費税軽減税率対策への支援
◦健康経営に取り組む企業への支援
◦各種商談会の開催
◦ビッグデータを利活用した企業支援の推進
◦県産木材の公共工事への積極的活用を促進
◦「働き方改革」への取り組みに向けた支援
◦高度産業人材やグローバル人材育成の
　仕組みづくり
◦UIJターン促進に向けた取り組みの推進
◦女性や高齢者、外国人等、多様な人材
　の雇用促進に向けた取り組み
◦婚活事業の実施に向けた調査・研究
◦「ものづくり指南塾」の運営の支援
◦留学生の地元就職に向けた各種支援・協力
◦創業スクールの開催
◦群馬イノベーションアワードやぐんぎん
　ビジネスサポート大賞等への協力

事業計画の詳細は、前橋商工会議所ウェブサイトをご覧下さい。

成長産業振興
企業支援

前橋商工会議所 検 索


