群馬県産業支援機構の

ご案内

経営支援

販路開拓支援
・受発注あっせん

・売上拡大、デジタル化
・売上

・展示会・商談会出展
展

・創業・起業
・創業

中小企業
小規模事業者

・下請取引相談
・コンベンション
関連産業支援

・事業承継
・事業
・引継ぎ、M&A
・引継
・再生支援、経営改善
・再生
・補助金獲得支援
・補助
・専門家派遣
・専門

人材育成･採用
人材育成
採用

新分野進出
・次世代モビリティ産業
参入支援
・航空宇宙産業参入支援
・IoT・AI 導入支援

情報･交流等
・上海事務所（中国）運営
・メールマガジン情報発信

・デジタル人材育成
・ものづくり新人研修
・
・プロ人材採用支援
・
（兼業・副業人材）

・ネットワーク交流支援

未来への可能性を応援します
公益財団法人

群馬県産業支援機構

機構のご案内

TEL：027-265-5011（総務課）

当機構は、県内中小企業の皆様の経営基盤の強化に資

H24.4.1

公益財団法人 群馬県産業支援機構

する各種事業を実施することにより、中小企業の皆様の
事業活動を総合的に支援し、もって活力ある地域産業の

H15.4.1

財団法人 群馬県産業支援機構

発展に寄与することを目的としています。
各分野に精通した専門家や企業OB等が、創業、事業承

S57.4.1

継、販路開拓、IoT・AI 導入、新分野進出、人材育成など様々

財団法人 群馬県中小企業振興公社

な経営課題に対しワンストップでご相談（無料）をお受け

S47.6.22

し、解決のお手伝いをします。

S46.10.1

財団法人
群馬県中小企業設備貸与公社

※オンラインでの相談も実施しています

財団法人
群馬県下請企業振興協会

■事業規模の推移
■ 所在地

〒379ー2147 群馬県前橋市亀里町884ー1

■ 営業時間
■ 基本財産

8：30 ～ 17：15（土日祝、年末年始休み）

決算額

H30

R1

R2

511,865

528,669

594,594

655,555

800,000

決算額

700,000

7億6,305万円

600,000

役職員
専門家・企業 OB 等

17 名
66 名

500,000

（令和３年４月１日現在） 計

83 名

100,000

■ 役職員等

（金額単位：千円）
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〈経営支援〉

経営総合相談窓口

TEL：027-265-5013

【支援内容】
豊富な実務経験を有するマネージャーが、幅広い経営相談に迅速に対応し、中小企業に寄り添った適切な助
言を行います。さらに専門知識を有する方の指導が必要な場合には、経営課題に応じて適切な専門家を派遣し、
診断・助言を行います。

田沼 昇一（行政書士、キャリアコンサルタント）

塩谷 憲一（海外展開コンサルタント）
コロナ禍で世界は一変しまし
た。海外との取引も一変し、その
中にビジネスチャンスが潜んでい
ると思います。海外人材の活用も
含め、ご一緒に考えてみませんか。

創業について興味を持ったら、
会社を立ち上げようと思ったら、
スタッフを育てたいと思ったら、
お気軽にご相談ください。
在席日
月・水・金及び木曜日（第１・第３）

在席日

高橋 章郞（キャリアコンサルタント）

平井

水曜日

東（中小企業診断士）

専門分野は、経営戦略、販売戦
略、人材育成です。業種や事業規
模を問わず、ぜひ気軽にご相談く
ださい！貴社の強み、得意分野を
生かした事業成長を一緒に考えま
しょう。

専門分野は、売上拡大を目的と
したデジタルマーケティングのコ
ンサルティングです。「売上を増
やしたいけど、具体的な方法がわ
からない」とお悩みの皆様のお力
になります。

在席日

在席日

水・木・金

1

月・火・水

〈経営支援〉
経営総合相談窓口

創業支援センター

群馬県よろず支援拠点

TEL：027-265-5013

TEL：027-265-5016
【支援内容】
中小企業診断士、税理士、社労士、行政書士、デザイナー
等、多様な分野の専門家がコーディネーターとして経営
課題の解決に向けてきめ細かく相談対応します。
また、他の支援機関等と連携して、県内各地で相談会
等を開催します。

【支援内容】
これから創業する方や創業間もない方の相
談をワンストップでお受けするとともに、計画
実現に向けて様々な支援策をコーディネート
します。
また、地方創生起業支援事業（P4) に関す
る相談対応や、補助金獲得後の伴走支援を行い
ます。
まずはお話をお聞かせください。

＜サテライト会場＞
・東毛産業技術センター（毎週木・金）
・高崎商工会議所内（毎月第３土曜日）
・桐生市職業訓練センター内（毎週火・木）
・渋川市役所 第２庁舎内（毎週木曜日）
・邑楽町役場内（随時）

〈経営支援〉

事業承継・引継ぎ支援センター

TEL：027-265-5040

【支援内容】
中小企業・小規模事業者の円滑な事業承継・引継ぎを
支援します。
①親族内承継
事業承継計画策定のための専門家派遣や、事業承継
において経営者保証が障害となる企業に対する、きめ
細かな支援を行います。
②事業引継ぎ（第三者承継・M ＆ A）
後継者未定又は不在の中小企業者に対し、関係機関
や専門家等と連携し、円滑な事業引継ぎを支援します。
③後継者バンク
創業希望者と後継者不在の事業者とを引き合わせ、
起業家が後継者として事業を引き継ぐために必要な支
援を行います。
④次世代経営者育成
承継予定の後継者や、承継して間もない経営者が、
次世代を担う経営者となるための育成を、よろず支援
拠点等と連携して支援します。
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事業承継・引継ぎ支援センター
の詳細はこちらから
事業承継・引継ぎ支援センター
事業承継ネットワーク
◎気づきの機会の提供
（事業承継診断）
◎専門家派遣による経営改善
◎セミナーの実施
◎経営者保証解除に向けた
専門家支援 等
※主に親族内承継を支援

事業引継ぎ支援センター
認定支援機関（産競法）

統合

◎M&A・マッチング支援
◎金融機関・仲介業者への
取次ぎ
◎後継者人材バンク 等
※第三者承継支援

事業承継・引継ぎ支援のワンストップ体制によって円滑な事業承継・引継ぎを推奨

〈経営支援〉

中小企業再生支援
中小企業再生支援協議会

経営改善支援センター

TEL：027-265-5061

TEL：027-265-5064

【支援内容】

【支援内容】
経営困難な状況にある中小企業者に対して、状況
に応じた適切な助言や支援策の検討を行います。
再生可能と判断される場合、金融機関や弁護士等
の専門家と協力して再生計画策定を支援します。

【支援の流れ】
中小企業再生
支援協議会

認定支援機関（中小企業診断士、税理士等）によ
る経営改善計画【通称405事業および簡易版のポス
コロ（旧プレ405事業）】の策定にかかる費用の一部
を補助することで、中小企業の経営改善を支援しま
す。

【支援の流れ】

窓口での相談受付、アドバイス

4 0 5 ：協議（申請時の協議は不要。まずはセンターへ相談）
ポスコロ：事前相談・計画書提出

中小企業・小規模事業者

①相談企業の課題を抽出し、常駐専門家に
よる解決に向けたアドバイスを行います。

金融機関

4 0 5 ：資産査定・改善計画策定
金融支援協議・サポート
フォローアップ
ポスコロ：計画策定・モニタリング

②関係機関の紹介
関係機関での対応が適当な場合は、適切な機関をご案内します。
【関係支援機関】
・商工会議所・商工会・政府系金融機関・信用保証協会
・よろず支援拠点・事業承継・引継ぎ支援センター 等

中小企業・小規模事業者

③再生計画策定支援

費用の 1/3 を負担

・中小企業、小規模事業者と認定支援機関が
連名で支援申込み
・支払申請（計画策定、フォローアップ）

費用の2/3を支援

常駐専門家（必要に応じ、中小企業診断士、公認会計士、税理士等を含む。
）
で構成される個別支援チームによる再生計画策定を支援します。また、公正
中立な立場で、複数の金融機関をはじめとする関係者間の調整を行います。

405 上限＝２百万円
ポスコロ上限＝20万円

※相談の際にお話いただく内容は、会社の概要、最近の財務・経営状況、取引金融機
関との取引状況、現状に至った経緯、企業再生に向けての希望等ですので、必要な資
料をお持ちください。

認定支援機関
（士業等専門家）

経営改善
支援センター

〈経営支援・人材採用〉

プロフェッショナル人材戦略拠点

TEL：027-265-5057

【支援内容】
新事業や新販路の開拓など、積極的な「攻めの経営」を図
る企業の成長戦略を具現化していくための、プロフェッショ
ナル人材の採用をサポートします。
拠点では、金融機関等と連携して、人材ニーズの掘り起こ
しのために企業経営者との丁寧な対話を重ね、民間人材ビジ
ネス事業者や大企業に取り次ぎます。
また人材マッチング後も関係機関と協力して、経営課題の
解決や成長戦略の実現に向けたフォローアップを行います。

○副業・兼業人材のマッチングも
支援します。

○「早期（希望）退職者」募集企業の
再就職支援もサポートします。
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〈販売開拓支援〉

販路開拓、受発注あっせん

TEL：027-265-5015
（工業支援課）

受発注取引あっせん
県内ものづくり企業の取引拡大のための受発注あっ
せんを行います。加工技術や必要設備等のニーズに合
わせ、候補企業を選定し紹介します。
ものづくり販路支援コーディネーターが県内企業を
訪問し、販路開拓や技術的課題等あらゆる相談に対応
します。
また、県内企業情報の登録によって迅速かつ的確に
受発注案件に対応するデータベースを構築し、登録企
業を広くPRする
【G－BOSSサイト】を立ち上げました。

尿管結石

下請取引に関する
様々な相談に対し
て、相談員が親身に
なって適切なアドバ
イスを行い、必要に
応じて弁護士を紹介
します。

重症低血糖発作

TEL：027-265-5027

Wark in 救急 咽頭
編

首都圏における大規模展示会への出展支援や
大手メーカー等と直接商談を行う広域商談会を
開催します。

下請取引適正化（下請かけこみ寺）

帰ってきた皮膚科シ
リーズ

商談会・展示会

https://g-boss.secure.force.com/

〈補助金等支援〉

各種補助金等獲得支援

群馬県起業支援金

TEL：027-265-5013・5015

TEL：027-265-5013（総合相談課）

【支援内容】

地域課題の解決を目的として県内で起業する方に
必要な経費の一部を助成するとともに、事業立上げ
後の伴走支援をします。（補助率 1/2）
・補助限度額： 200 万円

事業再構築補助金やものづくり補助金等の各種補
助金等の獲得や、経営革新計画、事業継続力強化計
画、先端設備等導入計画等の各種認定に向けてのア
ドバイスを行うなど、採択に向けての支援を行いま
す。

外国出願支援補助金

【主な採択実績】

TEL：027-265-5012（経営支援課）

・戦略的基盤技術高度化支援（サポイン）事業

海外展開を図る中小企業者に対し、外国への特許
等の出願に必要な経費の一部を助成します。
（補助率 1/2）
・補助限度額
特許
：150万円
実用新案・意匠・商標： 60万円
冒認対策商標
： 30万円

・ものづくり・商業・サービス生産性向上補助金
・小規模事業者持続化補助金
・サービス等生産性向上 IT 導入補助金
・群馬県新技術新製品開発補助金
・経営革新計画
・事業継続力強化計画

等
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〈新分野進出支援・人材育成支援〉

次世代モビリティ産業参入支援
自動車サプライヤー支援センター

デジタル人材育成支援

【支援内容】

【支援内容】

CASEをはじめ自動車産業が大きな変革期を迎え
るなか、令和３年４月、地域の自動車サプライヤー
企業の支援を目的に設置。
基盤強化や開発提案力向上へ
の支援を通じて、新しい価値の
提供に向けチャレンジする企業
変革力のある企業の育成を目指
します。

企業等から
の情報収集
新しい価値
の提供

SUBARU

自動車産業を取り巻く環境は、デジタル技術によっ
て大きく変わろうとしています。企業のデジタル対
応が必須となっていることから、CAE ※や MBD ※等
のデジタル技術の習得を目指す講座を実施し、時代
に即したデジタル人材の育成を推進します。
※ CAE：シミュレーション技術
※ MBD：モデルベース開発

C A S E

開所式の様子

群馬県

基盤強化

連 携
自動車サプライヤー
支援センター
次世代モビリティ
コーディネーター

開発提案力
向上

Connected

地域サプライヤー企業

完成車・大手部品メーカー

業界動向・
技術動向

TEL：027-265-5015（工業支援課）

群馬県産業支援機構

Autonomous

Shared

Electric

MBDの研修風景

〈新分野進出支援・人材育成支援〉

航空宇宙産業参入支援

IoT・AI導入支援

TEL：027-265-5015（工業支援課）

TEL：027-265-5015（工業支援課）

【支援内容】

【支援内容】

航空宇宙産業への新規参入、販路拡大を目指す県

県内企業の IoT・AI 導入、デジタル化対応等につ
いて、スマートものづくりコーディネーターが企業
訪問し、様々な課題について、相談・アドバイスを
行います。
県立群馬産業技術センターや IoT 等システム提
供企業との連携等により、きめ細かな支援を行い、
IoT・AI の導入を促進します。
また、業界動向や最新技術に関する情報提供を目
的としたセミナーの開催や先進企業視察などを推進
します。

内企業に対して、国際品質保証規格の取得支援や専
門家指導による課題解決を行います。
最新の業界動向等のセミナーや JISQ9100 内部
監査員養成研修の開催をはじめ、国際的な専門商談
会、展示会への出展支援を行い新規の取引開拓や事
業拡大を支援します。

ぐんま航空宇宙産業振興協議会【Hizuru】事務局
群馬県産業経済部地域企業支援課技術開発係
TEL：027-226-3352
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〈新分野進出支援・人材育成支援〉

〈販路開拓支援〉

ものづくり人材育成

コンベンション産業支援

TEL：027-265-5015（工業支援課）

TEL：027-265-5012（経営支援課）

ものづくり改善推進ナビゲーター養成塾

【支援内容】
2020年６月・高崎駅東口に開業したコンベン

【支援内容】

ション施設「G メッセ群馬」を核に、新たなビジネ

ものづくりの「デジタル化」の
前提に、自社の状況を整理して課
題を見つけて改善活動を推進で
きるナビゲーター（導くリーダー）
を養成する研修を開催します。

スチャンスが期待されるコンベンション産業におい
て、県内事業者の受注獲得に向けたネットワーク構
築と、主催者とのマッチング支援を行います。
群馬県コンベンション情報コンベン
ションパートナーの詳細はこちらから

ものづくり現場新人研修
【支援内容】
現場に立つ前に知っておきたい、ものづくり企業
の現場の基本について学ぶための研修を実施します。
ものづくりの未来を担う新人の新たな一歩を応援
します。

Gメッセ群馬

〈情報・交流等〉
群馬県

ぐんま産業創造倶楽部

上海事務所運営

TEL：027-265-5011（総務課）

TEL：027-265-5015（工業支援課）

【事業概要】

【事業概要】

県の国際戦略に基づき、中国・上海市に平成25
年４月に開設した上海事務所の運営業務を県と連携
して実施します。

県内企業や各支援機関による連携・交流のため、
平成17年に設立された団体です。幅広い業種を対
象として企業間の新たな連携を図り、各種セミナー
や勉強会、企業間交流を通じて県内企業活動の活性
化を推進し、競争力強化を目指しています。

■名

称：公益財団法人群馬県産業支援機構
上海代表処（群馬県上海事務所）
■所在地：上海市長寧区延安西路2201号
上海国際貿易中心2410室
■職 員：日本人スタッフ（県職員）２名
現地スタッフ
１名

セミナー

勉強会

～ 随時会員募集中 ～
ご入会のお申し込みはこちらから

■県ＨＰアドレス
https://gunmash.cn/jp/index.php
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総

務

課

TEL：027-265-5011

FAX：027-265-5075

【総務・経理／ホームページ管理／上海事務所運営】

経営支援課

TEL：027-265-5012

【中小企業経営支援／外国出願支援補助金／コンベンション産業支援】

中小企業再生支援協議会

TEL：027-265-5061

【中小企業の再生支援（相談・助言、取引・再生計画策定支援・金融調整等）】

事
務
局

事

次
長

長

専務理事︵事務局長︶

理

経営改善支援センター

TEL：027-265-5064

【認定支援機関による経営改善計画の策定及びフォローアップ費用の一部補助】

事業承継・引継ぎ支援センター

TEL：027-265-5040

【あらゆる事業承継の相談をワンストップで支援】

プロフェッショナル人材戦略拠点

TEL：027-265-5057

【企業の成長戦略を具現化していくプロフェッショナル人材採用のサポート】

総合相談課 【経営総合相談／創業支援／セミナー､勉強会開催等】
経営総合相談窓口

TEL：027-265-5013

創業支援センター 【創業相談から幅広い経営課題の相談に対応】

よろず支援拠点

TEL：027-265-5016

【各分野の知識を有する専門家が幅広く相談に対応】

工業支援課

TEL：027-265-5015

【受発注あっせん／展示会･商談会の出展支援／メールマガジン配信】
【IoT 導入／人材育成･研修／次世代産業参入支援／ネットワーク交流支援】

自動車サプライヤー支援センター

TEL：027-265-5015

【自動車サプライヤー支援、情報収集・提供、セミナー開催等】

下請かけこみ寺

TEL：027-265-5027

【下請取引に関する相談窓口】
27
13
11

▲至前橋

佐川急便

セブンイレブン
JAビル
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群馬産業技術センター
群馬県産業支援機構

利根川

ベイシア
本社

横手大橋北

車道

橋

自動

東
北関

横

群馬県産業支援機構では、頑張っている中
小企業者、創業者等の皆様を応援するため、
経営に役立つさまざまな情報を、Eメール
により月２回無料でお届けしています。最
新の情報を経営にお役立てください。
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公田町東

大

メールマガジン

27

山田
うどん

亀里町

手

G-BOSS ネット

◀至高崎

至伊勢崎▶

朝鮮飯店

ツルヤ

ローソン
文

下川淵
小学校
前橋南
IC

コストコ
ベイシア
前橋みなみ
モール店
ローソン

公益財団法人 群馬県産業支援機構
〒379-2147 前橋市亀里町 884-1（群馬産業技術センター内）
TEL：027-265-5011 FAX：027-265-5075 URL：http://www.g-inf.or.jp/
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