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　明治11年、内務卿伊藤博文、大蔵卿大隈重信らが、不平等条約改正の折衝にあたったときのことです。

　英国公使パークスに「条約改正は国民の世論です 」と言いました。するとパークスは、「それはおかしい。今、あなた方は、

条約改正は国民の世論であると言われたが、国会も商工会議所もない日本が、どこでどのようにして国民の世論を聞く方法

があるのか?そのような便利な方法があれば、不肖パークス、後学のために教えていただきたい 」と・・・。

　そこで伊藤公たちは、早速欧米の商工会議所制度などを調べ、どうしても商工会議所が必要なのだとの結論になったと言

われており、実業界の渋沢栄一や五代友厚らが設立を提唱すると、伊藤公らは全面的に協力し、日本でも商工会議所が誕生

したと言われています。そして20年後の明治31年1月前橋商工会議所が誕生。初代会頭は江原芳平でした。

商工会議所とは?

商工会議所の主なミッション

　商工会議所は、民間の商工業者の自主的な意思により、商工業者自らが組織している団体です。現

在全国に515商工会議所があり、125万を超える事業所に会員としてご加入いただいております。

前橋商工会議所は、現在約3,600社の会員に支えられた地域総合経済団体です。
３つの基本方針のもと、まちづくりビジョン・組織ビジョンを策定し、事業に取り
組んでおります。

国・県・市等への
提言・要望 中小企業の活力強化 地域経済の活性化

一歩先んじた政策提言や要望を展開
中小企業の成長への挑戦を

全力で後押し
地域の力を再生させる取り組みを

強力に推進

❶ 県都にふさわしいまちづくりの推進

❷ 地域中小企業への積極的経営支援

❸ 安心・安全・快適なまちづくり

　商工会議所について少し紐解いてみたいと思います。

　1599年に世界初、仏蘭西マルセイユ商業会議所が設立されました。日本における商工会議所は、

商工業者の声を国の政策に反映させるため、1878年(明治11年)3月、東京商法会議所が初めて設

立されました。この時の初代会頭が渋沢栄一であり、規範となったのは、英国の商工会議所(加入・

脱退の自由、会員会費による運営)でした。

日本で商工会議所が誕生するまでの秘話

3つの基本方針

前橋商工会議所について

ちょっと小耳情報!!

商工会議所のルーツは？

　前橋商工会議所では、「ガンバル経営者のみなさま 」に応える「頼られる商工会議所 」を目指し様々
な経営支援を行っています。
　次ページから商工会議所を活用していただくためのマニュアル、活用していただいた方の声などを
ご紹介いたします。

渋沢　栄一
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　平成27年に手打ちうどんの店「しもだや 」を西片貝

町にオープンしました。独立を決心した際に、修行先で

あったお蕎麦屋さんの社長の紹介で創業に必要な支援

を商工会議所に依頼。何度も会議所を訪れ、資金調達や

事業計画の作成、立地の選択、メニュー開発など細かく

教えていただきながら諸準備を進め、ようやく開店にこ

ぎつけました。

　これまでいくつかの飲食店での修業を積んできまし

たが、マネージャーの経験がなかったので、開店するた

めには料理の腕前だけでなく経営のノウハウや知識が

必要だと痛感しました。開店後も、手書きのポップやメ

ニュー表を作成したり、近隣にお住まいの方への出前、

宴会を受けるなど安定して顧客を獲得することができ

るのも、こうした支援・指導のおかげです。今後はメ

開店に必要なノウハウや知識を
詳しく教えていただきました。

利用者の声

1

しもだや

ニューの充実を図るべく、商工会議所の専門家派遣制度も

利用したいと考えています。

（しもだや　下田　浩明 氏 ）

　「よし！創業しよう！」そう思い立っても、具体的には何をすればいいのか分からないし、

「創業したいけどなかなか踏み出せない 」「まずは何から始めればいいのか分からない 」と、

きっと初めは誰もそのような状況だと思います。前橋商工会議所では、創業を予定されてい

る方や、創業して間もない方々に向けて、創業スクールの開催や融資斡旋、専門家派遣など

相談者一人ひとりのニーズに合った支援を行っています。

活用マニュアル 1

創業するにはどうしたらいいの? ？

　創業にあたっては、ビジネスプランの策定はもとより必要な事業

資金の算出から調達、収支計画の策定、資金繰り等、検討すべきこ

とがたくさんあります。

　当所で開催する創業スクールでは、創業に興味をお持ちの方、創

業を予定されている方、そして創業後に事業の見直しが必要だと

感じている方を対象に、経営理念やビジネスプランの策定、マーケ

ティングや営業・販売など創業時の課題解決に必要な知識等を学

んでいただけるカリキュラムをご用意しております。

創業スクール

　創業の際にどうしても欠かせないのが資金の調達です。創業時の

融資としてポピュラーなものが公的な創業融資です。創業時は、事

業者としての信用が低いことなどから、金融機関から融資を受ける

ことが難しい場合があります。こうしたなか、政府系金融機関であ

る日本政策金融公庫国民生活事業が取り扱う「新創業融資制度」は、

一般的な融資と違い、創業して間もない人でも融資を受けることが

できる制度です。

融資制度

事業方針を決めスケジュールを作成

創業のための諸調査

事業形態を決める

事業計画書を作成する

事業イメージ
（事業の目的、将来のビジョン ）

事業コンセプト
（顧客ターゲット、
商品サービスの特徴 ）

販売・仕入計画

収支計画 資金計画

事業所の決定・準備
（店舗、工場、事務所 ）

創業準備
（資金調達、許認可、届出、従業員教育、建築工事、広告、仕入れなど）

創業

　下田さんは、ホテルやレストランの勤務経験が長く、オペレー

ション面の問題はありませんでした。しかし、うどんをメインとす

るメニュー構成のため競合店が多く、どのような特徴

を打ち出して差別化を図るのかを何度も検討しまし

た。これからの課題は、やはり売上げを伸ばすことで

す。専門家と連携してメニューのリニューアルや

Facebook等SNSを活用した販路拡大の支援がで

きればと考えています。

経営指導員　女屋　満COMMENT

創業支援使用制度
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　当社は８年ほど前から、ジョブ・カード制度を使用してい

ます。新卒採用の新入社員は、約半年間、会社の研修プログ

ラムに沿って、OJT（実習 ）とOff -JT（座学 ）の訓練を受けま

すが、その間、会社側は警備員としての適性や職業能力を早

い段階で見極め、求める人材育成を進めることができると

いう点で非常にすぐれていると感じます。残念ながら離職

することになった場合でも、当社で受けた研修内容がジョ

ブ・カードに記録されるので、本人にとっても再就職時に有

効になるはずです。

　また、助成金を活用すれば訓練の実施にかかるコストを軽

減することができます。これは会議所の会員の大半を占め

る中小企業にとって、ありがたいことではないでしょうか。

会議所のネットワークを使ってこの制度がもっと広まれば、

ジョブ・カードを持ちたいという個人も増え、制度を使いた

　経営理念・経営方針に基づく人材育成（従業員のキャリア形成支

援）の基本方針と生涯にわたる職業能力開発体系による教育訓練

をジョブ・カードや雇用型訓練の活用を通じ展開され、

警備業における各職専門技術・スキルを磨き組織の中

核を担う人材養成のお手伝いをさせていただきまし

た。人材の確保・育成や職業訓練計画等各種制度に

ついてジョブ・カードセンターへお問い合わせくだ

さい。

社員の適性、職業能力を見極め、
人材育成を進められます。

群馬県地域ジョブ・カードセンター　
訓練コーディネーター　新井　欽也

　少子高齢化にともない労働力人口が減少する中で、多くの企業では「いい人材がなかなか

採用できない 」「リーダーになる優秀な人材が育たない」といった声が聞かれるなど、人材確

保や育成に向けた取り組みが課題となっています。前橋商工会議所では、企業にとって人材

こそ最大の経営資源という視点から、新入社員から管理職までの各階層で必要となる資格

取得や助成金等を活用した教育訓練、人材確保やモチベーションアップにも繋がる福利厚

生制度の導入支援も行っています。

利用者の声

2

　社員の知識・スキルアップのために、当所では各種検定試験を

以下のとおり実施しております。業務内容に直結した検定試験に

是非チャレンジしてください。

　ビジネスマナーや「報・連・相 」といった社会人として必要な基本

行動や姿勢の習得は、入社後の仕事の進め方、上司や同僚とのコミュ

ニケーションの取り方をイメージすることができ、不安を払拭するこ

とにも繋がります。

　当所では、座学やロールプレイ研修を

通じて、職場で求められる基本行動を実

践的に学ぶことにより、自信を持って社

会人としての第一歩を踏み出せるよう毎

年3月に新入社員研修会を開催していま

す。

活用マニュアル 2

群馬綜合ガードシステム株式会社
代表取締役社長　川㟢 弘 氏

人材育成・人材確保するにはどうしたらいいの? 

い企業も増えるはずです。転職

がマイナスではなく、プラスへ

作用する社会へ、意識改革にも

つながるのではないでしょうか。

COMMENT

？

各種検定試験 新入社員研修会

　従業員の確保、雇用の安定には、福利厚生の充実が欠かせません。

当所では、従業員の退職金制度である特定退職金共済制度や、万が

一に備える24時間保障のポエム共済をはじ

めとした共済制度をご用意しております。ま

た、会員事業所野球大会など従業員同士、会

員事業所相互の親睦を深める事業も行って

います。是非、福利厚生の充実にご活用くだ

さい。

　個人のキャリアアップや、多様な人材の円滑な就職等を促進する

ことを目的として、ジョブ・カードを「生涯を通じたキャリア・プラ

ンニング 」及び「職業能力証明 」のツールとして、キャリアコンサル

ティング等の個人への相談支援のもと、求職活動、職業能力開発など

の各場面において活用する制度です。

　当所では、「群馬県地域ジョブ・カードセンター」を設置し、ジョブ・

カード制度を活用して人材の確保・育成に取り組む

企業の皆さまへの制度の導入、訓練計画の作成、助

成金申請等の支援を行っています。

福利厚生ジョブ・カード制度

ジョブ・カード制度使用制度

簿記
企業が求める資格第1位

リテールマーケティング(販売士)
マーケティング力強化で流通･小売をリードする

ビジネスマネジャー
あらゆる管理職が身につけるべき基礎知識を習得

ビジネス実務法務
自分と会社を守る仕事の法律入門

福祉住環境コーディネーター
超高齢社会を迎えた日本で、ますます高まるニーズ

eco
環境社会の知識でビジネスに差をつける

カラーコーディネーター
今、仕事に役立つ実践的な色彩知識を習得
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　平成29年３月に日本百貨店しょくひんかんに出店しま

した。もともと当社のこんにゃく入りスイーツ「スイート

コッペ 」をはじめとする商品は、伊勢神宮への奉納品とし

て5年連続で選定されるなど、商工会議所からのアドバイ

スのおかげでこれまでもたくさんのお客様に興味を持って

いただいておりました。そういう経緯もあり、日本百貨店

でも非常に好評。引き続き店舗で常設販売をさせていただ

けることになり、県外のお客様からの問い合わせ等も増え

ています。

　今、当社ではこんにゃくと寒天の製造・卸を主に行って

いますが、今この市場は非常に小さくなっていて、このま

ま当たり前のことをしていたのでは、いつか消えてしまう。

創業169年の伝統を守りながらも、新しいことを始める必

要性を感じます。商工会議所へは、いろいろな会社やお店

販路開拓の道すじを
作っていただきました。

　「販路を開拓したいが一人では限界がある 」「展示・商談会に出展してみたい 」「ビジネス

パートナーを探したい 」このような時にこそ、ぜひ商工会議所をご活用ください。ニーズに

応じて様々な機会でPRすることができ、同業種・異業種、多くの企業と交流できる仕組み

があります。また、展示会出展の情報提供やバックアップ、新規取引のサポートなど、商工

会議所の幅広いネットワークを活用した販路開拓やビジネスマッチング等を支援します。

利用者の声

3

　各地商工会議所が地域の自慢の逸品を

週替わりで販売する「全国から毎週集ま

る!! 地域うまいもんマルシェ」を秋葉原

の日本百貨店しょくひんかんで実施して

います。当所も期間限定でブースを設け

て、会員企業の「前橋のうまいもん 」を

出店しています。首都圏への販路拡大や

PR・宣伝、テストマーケティングなどに

ご活用ください。

　「ザ･商談！し･ご･と発掘市 」は、製造業者を対象に関東を中心

とした商工会議所が連携して開催する受発注商談会です。具体的

な発注案件に基づいて実施する完全事前予約制のため、エントリー

内容を受発注双方で事前に確認する

ことにより精度の高い商談が可能で

す。仕事を受けたい・新規取引先を

開拓したい受注希望企業と、外注先

を探している等の発注企業も参加が

可能です。

活用マニュアル 3

株式会社丸大オヲツヤ商店
代表取締役社長　稲村 景 氏

販路開拓するにはどうしたらいいの? 

の新しい販路開拓への支援を

これからも期待しています。

？

日本百貨店しょくひんかん（地域うまいもんマルシェ） ザ・商談！し・ご・と発掘市

　業種を問わず、会員同士のつながりを強め、交流を深めていただ

くため「会員交流会 」を毎年開催し今年（平成29年度 ）で5回目

となります。会員の方々に役に立つ講演会に加え立食形式での名

刺交換会を実施し年々参加者数も増

え好評をいただいております。

　ぜひ、情報交換を通じて新たな販

路・仕入先の開拓、ビジネスチャン

スやマッチングの場としてご活用く

ださい。

　全国の商工会議所・商工会が共同で運営するネットを活用した

「会員限定」の商取引支援サイトです。自社のPR、技術、強みを知っ

てもらいたい、ビジネスパートナーを探したい、仕入先を見つけた

い、複数の企業から見積をもらいたい等、販路拓大、課題解決にお

役立ていただけます。現在約25万の事業所が登録しています。

会員交流会ザ・ビジネスモール

　伝統を継承しながらも社会環境の変化に柔軟に対応し新しい開

拓にチャレンジを続ける丸大オヲツヤ商店様。稲村社長が商工会議

所青年部に所属していた時に自社製品に対するこだ

わりと情熱をお聞きしたのをきっかけに、日本百貨店

しょくひんかんへの出店や情報提供等販路開拓をサ

ポートさせていただいております。幅広いネット

ワークを持つ会議所をぜひ、活用してください。

経営指導員　大塚　伸二COMMENT

日本百貨店しょくひんかん使用制度

登録・利用は無料！

入力・操作は簡単！

全国の会員が取引先！

ホームページ閲覧数増加！

簡単にホームページを開設！

？
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　当店は、きものお手入れ専門店です。新規顧客開拓のた

めにHPを作成したいと思い会議所に相談したところ、小

規模事業者持続化補助金活用を提案されました。申請にあ

たっては書類作成等の指導をしていただきながら申請を行

い、無事採択。補助金を使ってHP・ロゴ作成、写真撮影な

どを行うこととなり、会議所の専門家派遣事業を活用して

デザイナーを派遣していただきました。デザイナーとの綿

密な打ち合わせののちに完成したHPは、店の特長やお客

様へのメッセージが伝わりやすいようビジュアルを重視し

た仕上がりでとても満足しています。

　また作成したロゴののれんへの更なる活用展開など、自

分にはないアイデアを提案していただいたことで、思い描

いていた通りの自店ブランディングができました。専門家

派遣の終了後も、会議所からは各種セミナーへの参加案内

思い描いていたとおりの
自店ブランディングができました。

　経営上でお悩みのことがありましたら、まずは商工会議所へお気軽にご相談ください。商

工会議所は地域の中小・小規模事業者の「かかりつけ医 」として創業期から成長期、そして

事業承継まで、ライフサイクルに応じた相談に対応しております。また、行政や各支援機関、

専門家等と連携し、施策情報発信やセミナー開催、専門家の派遣による個別の支援等を行っ

ています。

利用者の声

4

活用マニュアル 4

悉皆処　ひとむすび
刈屋 誠一郎 氏

経営上の悩みはどうしたらいいの？

など継続的に支援していただいており

ます。HPは、徐々に新規のお客様の目

に止めていただけるようになり、手応

えを感じております。

？

　小規模事業者にとって持続的な経営に向けた経営計画を作成す

ることにより、顧客ニーズや自社の経営課題を見直し、新たな経営

方針を打ち出すことが必要です。この補助金は経営計画に基づき

新たな顧客層の開拓に必要な販売促進に係る経費の一部を補助す

るものです。

小規模事業者持続化補助金

　平成29年度（12月末現在 ）は58社に対して、延べ141回訪問

し、技術相談や改善提案、企業間マッチング等を行っています。

御用聞き型企業訪問

　小規模事業者経営改善資金融資（マル経融資 ）は、小規模事業者

の経営改善を金融面からサポートするための公的融資制度です。

商工会議所会頭の推薦により、日本政策金融公庫国民生活事業か

ら無担保・無保証人、低利率で融資が受けられます。

マル経融資制度

　販路拡大のためHPの必要性は感じつつも、具体的なイメージが

湧かなかった刈屋さん。補助金申請にあたり、経営計画をご一緒に

作成する中で、自社の課題を整理 、強みを再確認し、HP

の具体的イメージを作り上げていただくことができま

した。前橋商工会議所では事業内容にあった補助金の

ご提案だけでなく、課題解決に向けたご相談も承りま

す。お気軽にご相談ください。

経営指導員　関口　奈央COMMENT

小規模事業者持続化補助金使用制度

　当所では群馬県よろず支援拠点（国が全国に設置する中小企業・

小規模事業者のための経営無料相談所 ）と連携して個別相談会を定

期的に開催し、よろず支援拠点の専門家とともに、企業経営に関す

る様々な課題解決に向けた伴走型支援や、セミナー開催にあわせた

個別相談会を実施しています。また、専門家とともに事業所を訪問

し課題解決を支援する専門家派遣も行っています。

個別相談会　専門家派遣

コーディネーター
による企業訪問

ワンストップ相談体制 情報の共有

相談
受付

チーム御用聞き
（市・工科大・商工会議所）

において協議

解決後も
継続的な

支援

製品化
実用化

販路開拓

支援策
提案

チーム
御用聞きが
企業訪問

相談内容に応じた支援 各種支援機関との連携・橋渡し

①前橋商工会議所へ申込み

②前橋商工会議所が推薦

③日本政策金融公庫が審査、融資

【申込みの際には】

◦商工会議所の経営指導員による経営指導を６ヶ月以上受けていること。

◦最近１年以上事業を行っていることなどの要件を満たしていることが必要。

前橋商工会議所
（審査会を実施）

日本政策
金融公庫

小規模事業者

申
し
込
み

経
営
指
導

審
査
・
融
資

推薦
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部会活動　発明相談　前橋ビジネス交流会　展示会・商談会情報
前橋商工会議所女性会、前橋商工会議所青年部への所属
群馬産学官金連携推進会議　

商工会議所をご活用ください!

こんな事業も行っています（商工会議所のメニュー）

　「もっと詳しい話を聞きたい！」、「今、経営上こんなことで困ってる・・」、など様々なお悩みの解決に

はぜひ、 前橋商工会議所をご活用ください。解決に向けて全力で取り組みます。

　また、入会は、前橋商工会議所地区内の商工業者等の方であれば法人、

個人、団体、規模、業種を問わずご入会いただけます。

　お気軽にお問い合わせください。

人脈・販路の開拓

前橋市の融資制度　各種補助金・助成金の申請支援資金調達のサポート

研修会・セミナー・視察会　各種表彰制度（永年勤続表彰、企業貢献技術者等表彰 ）ひとづくり

経営相談　専門相談　消費税軽減税率・転嫁対策等相談窓口　経営安定特別相談室各種相談のご案内

各種共済・保険制度（小規模企業共済、経営セーフティ共済、業務災害補償、
ビジネス総合保険、PL保険、情報漏えい賠償責任保険、休業補償プラン、
火災共済、自動車共済、傷害共済、他 ）　従業員健康診断（会員割引あり）

福利厚生・共済制度

貿易証明書　GS1事業者コード（JAN企業コード）各種証明・認証制度

●前橋商工会議所地区外であっても特別会員としてご入会いただけます。

●会費は、1口4,000円で2口以上、年間8,000円からになります。

お問い合わせ
TEL●027-234-5111　　
FAX●027-234-8031　
Mail●soumu@maebashi-cci.or.jp〒371-0017　前橋市日吉町1-8-1 http://www.maebashi-cci.or.jp/

前橋商工会議所
http://www.maebashi-cci.or.jp/

前橋商工会議所 検索

会報誌「糸都 」発刊　HP　景況調査　LOBO調査情報発信・調査

　その他、まちなかキャンパスの開催、会報誌へのチラシ同封サービス（会員限定・有料 ）、前橋商工会議
所会館の会議室の貸し出し（会員は一般料金の30％引き ）等。

※掲載事業は平成30年１月現在

※前橋商工会議所地区とは・・・前橋市内（旧大胡町、旧宮城村、旧粕川村、旧富士見村の区域を除く ）




