
群馬県産業支援機構の
ご案内

“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
Gunma�Industry�Support�Organization



機構のご案内 TEL：027−265−5011（総務課）

公益財団法人 群馬県産業支援機構
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　　当機構は、県内中小企業の皆様の経営基盤の強化に資
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
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
承継、販路開拓、デジタル化・IoT・AI導入、新分野進出、
人材育成など様々な経営課題に対し、ワンストップでご
相談（無料）をお受けし、解決のお手伝いをします。
※オンラインでの相談も実施しています

■ 所在地　　群馬県前橋市亀里町884－1
■ 営業時間　8：30～17：15（土日祝、年末年始休み）
■ 基本財産　7億6,305万円
■ 役職員等 役職員 15名

専門家等 68名
（令和４年４月１日現在）　計 83名

■ 事業規模の推移
 （金額単位：千円）

H30 R1 R2 R3
決算額 528,669 594,594 614,976 671,962

中小企業
小規模事業者

・売上拡大、デジタル化
・創業・起業
・事業承継・引継ぎ、M&A
・再生支援・経営改善
・補助金獲得支援
・専門家派遣

・受発注あっせん
・展示会・商談会出展
・下請取引相談

・自動車サプライヤー支援
・航空産業参入支援
・IoT・AI導入支援

・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）・上海事務所運営

・メールマガジン情報発信
・ネットワーク交流支援

販路開拓支援

新分野進出

情報 ･交流等

経営支援

人材育成･採用
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ビジネスサポートBASEぐんま“ココカラ” TEL：027−265−5013

〈経営支援〉

【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。
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群馬県よろず支援拠点 TEL：027−265−5016

〈経営支援〉

【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。

サテライトも開設中です。
東毛サテライト（太田）〔毎週木・金曜日〕
高崎サロン〔毎月第３土曜日〕
桐生サロン〔毎月第２・４火曜日〕
邑楽サテライト〔平日随時 ※Web相談〕

↓所属コーディネーターの詳細はこちら！↓
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中小企業活性化協議会

○面談や提出資料の分析を通して経営上の問題点や
具体的な課題を抽出します。

○課題の解決に向けて適切なアドバイスを行います。

旧：中小企業再生支援協議会
TEL：027−265−5061

旧：経営改善支援センター
TEL：027−265−5064

〈経営支援〉

【事業概要・支援内容】
　令和４年４月１日「中小企業再生支援協議会」と「経営改善支援センター」が統合し、収益力改善・事業再生・
再チャレンジを一元的に支援する組織として「中小企業活性化協議会」が設置されました。新組織では、苦し
む中小企業に広く門戸を開き、できる限り多くの事業者を迅速に支援するべく、金融機関、民間専門家等とも
連携し、中小企業の収益力改善・事業再生・再チャレンジを地域全体で支援します。

【支援の流れ】

第２次段階

例：財務上の課題をお持ちの中小企業者

例：財務が課題の融資先を持つ金融機関

例：財務が課題の相談先を持つ支援機関

活性化協議会

第１次段階 まずは中小企業活性化協議会へ相談！

商工会・商工会議所・税理士等
よろず支援拠点等の支援機関をご紹介

N

Y

N

Y

N

Y

Y

関係支援機関の機能活用が
適当であると判断した場合

協議会で事業再生支援が適
当であると判断した場合

協議会で収益力改善支援が
適当と判断した場合

事業の再生が困難であると
判断した場合

経営改善計画策定支援事業（旧経営改善支援センター事業） 民間プレーヤーを活用した支援！

国が認定する士業等専門家（認定経営革新等支援機関）の支援を受けて経営改善計画
等を策定する場合、専門家に対する支払費用の一部を協議会が支援する事業です。

○ 早期経営改善計画策定支援事業（ポストコロナ持続的発展事業）
○ 経営改善計画策定支援事業
　「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」活用に対する支援
　 ガイドラインに基づく計画策定

　早期経営改善計画策定支援事業及び経営改善計画策定支援事業で
は、協議会のPM・SMが計画内容の品質向上に資する意見・助言
等を行います。
　ただし、協議会が金融調整や成否等の責任を負うものではありません。

　中小企業活性化協議会は、中小企業の財務的安定のための収益力改善をはじめ、借入金返済等の課題を抱えた中小企業の経営再建に向けた取組みを支
援する、国が設置する公正中立な機関です。
　また、国が認定する士業等専門家（認定経営革新等支援機関）の支援を受けて経営改善計画等を策定する場合、専門家に対する支援費用の一部を協議
会が支援しています。
　このように協議会では、中小企業の経営課題に幅広く対応し、協議会と地域の士業等専門家による支援体制を整えています。
　困ったときには早めのご相談をお勧めします。

協議会が行う収益力改善の支援は、経営環境
の変化に伴う収益力の低下などに対し、現状
課題・問題点、ビジネスモデルを分析した上で、
収益力改善に向けた計画策定支援を行うもの
です。経営の足腰の強化と考え、財務的安定
に向けて早めの取組みが重要です。

こんな方にご利用をお勧めします。
経営環境の変化に対応した収益力改善の必要
があり。

□ 収益力改善により財務的安定を図りたい
□ 自社の課題・問題点を客観的に把握したい
□ 経営環境の変化に対応したビジネスモデルを構築したい
□ 収益力改善に向けた具体的な行動計画を策定したい

経営の足腰の強化

「収益力改善」フェーズ

協議会が行うリスケ支援や事業再生支援の手
法は金融機関等の債権者にしか企業の窮状を
知られずに風評による信用低下などを回避し
ながら、経営再建を進めます。経営に入院治
療や手術が必要な状況と考え、再生への意欲
を持ち続けることが大切です。

こんな方にご利用をお勧めします。
深刻な経営状況のため金融支援を得る必要が
あり。

□ 経営再建に向けて問題点等に対するアドバイスがほしい
□ 事業を継続しつつ金融支援を得て立て直しを図りたい
□ 再生が困難な場合、新たな挑戦への支援がほしい

経営の入院治療・手術

「事業再生」フェーズ

協議会による再生が困難と分かった場合にも、
相談企業や保証人は、「円滑な廃業」や「経営者・
保証人の再スタート」に向けて、各種のアドバ
イスや代理人弁護士の紹介を受けられます（再
チャレンジ支援）
また、企業の債務整理によって保証債務の整
理が必要になった場合には、経営者や保証人
は、経営者保証ガイドライン（単独型）に基づ
く保証債務の整理について、協議会の支援を
受けられます。

「再チャレンジ」フェーズ

経営者保証 ガイドライン 　検索

再生支援　全国本部 　検索
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事業承継・引継ぎ支援センター TEL：027−265−5040

プロフェッショナル人材戦略拠点 TEL：027−265−5057

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 ※第三者承継支援

認定支援機関（産競法）
事業引継ぎ支援センター

◎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

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

統合

〈経営支援〉

〈経営支援〉

【事業概要・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、中小企業者の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
家が後継者として当該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
　承継する予定の経営者や、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
連携し支援します。

【支援内容】
　プロフェッショナル人材戦略拠点は、金融機関等と連携しつ
つ、地域企業の経営者と丁寧な対話を重ね、人材ニーズを掘り
起こし、民間人材ビジネス事業者や拠点とパートナーシップを
結ぶ大企業等に取り繋ぎ、人材還流を図り、新事業や新販路の
開拓など、積極的な「攻めの経営」への転換を応援します。
　また、人材のマッチング後においても、関係機関と協力し、
当該企業の経営課題の解決や、成長戦略の実現などに向けて、
フォローアップを行います。

事業承継・引継ぎ支援センター
の詳細はこちらから

○副業・兼業人材のマッチングも
支援します。

再就職支援を委託された
人材紹介会社

人材紹介会社が求職者への
合同企業説明会を実施

人材紹介会社へ求人企業
をプロフェッショナル人材
戦略拠点が紹介

再就職決定！

○「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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次世代モビリティ産業参入支援 TEL：027−265−5015（工業支援課）

スマートファクトリー創出支援 TEL：027−226−5006（工業支援課）

業界動向セミナー

サプライヤー基礎調査報告会

CAE・MBD研修

完
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業界動向・
技術動向

SUBARU
日立Astemo

群馬県

自動車サプライヤー
支援センター

開発提案力
向上

基盤強化

次世代モビリティ
コーディネーター

群馬県産業支援機構

企業等から
の情報収集

新しい価値
の提供

連  携

自己変革
能力ある

〈新分野進出支援・人材育成支援〉

〈新分野進出支援・人材育成支援〉

【自動車サプライヤー支援センター】
　自動車産業は「CASE」（ケース）や「カーボンニュートラル」への対応など、変革
期を迎えています。こうした潮流の変化を踏まえて「自動車サプライヤー支援セ
ンター」は、時代に即した地域サプライヤー群の育成を目的に開所しました。
　基盤強化や開発提案力向上への支援を通じて、提案力と自己変革能力のある地
域サプライヤー群の育成を目指します。

【支援内容】
　専門コーディネーターが、群馬産業技術センター及び同センター内に設置された「デジタルソリューショ
ンラボ」（DSL）と連携し、ハンズオン等により製造業等のデジタル技術による生産性向上を支援します。また、
社内のデジタル化推進に役立つセミナーを開催します。

デジタルソリューションラボの写真（左）と導入機器
（県立群馬産業技術センター）

DSLでは、業務に活用できるデジタルソリューションの実機を体験を実際に
見て、触って、体験できます。⇒導入のイメージがつかめます！
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販路開拓、受発注あっせん TEL：027−265−5015（工業支援課）

航空産業参入等支援
TEL：027−265−5015（工業支援課）

ものづくり人材育成
TEL：027−265−5015（工業支援課）

https://g-boss.secure.force.com/
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〈販路開拓支援〉

〈新分野進出支援・人材育成支援〉

【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】を運用しています。

【支援内容】
　航空産業への新規参入、販路拡大を目指す県内
企業に対して、専門家指導等による課題解決を行
います。
　また、JISQ9100内部監査員養成研修の開催のほ
か、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。

【支援内容】
　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。

【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。

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
� TEL：027−226−3352

【商談会・展示会】
　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）】
TEL：027−265−5027

　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。

ものづくり改善・改革推進ナビゲーター養成塾

ものづくり現場新人研修
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外国出願支援補助金
TEL：027−265−5012

群馬県
上海事務所運営

TEL：027−265−5011（総務課）

ぐんま産業創造倶楽部
TEL：027−265−5015（工業支援課）

群馬県起業支援金
（地方創生起業支援事業）

各種補助金等獲得支援

TEL：027−265−5013（総合相談課）

TEL：027−265−5013・5015

セミナー 勉強会

〈補助金等支援〉

〈情報・交流等〉

　優れた技術力や製品について海外展開 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（補助率１／２）することにより、
国際競争力の強化を支援します。

・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
・補助率　１／２

※本事業は毎年４月後半から６月中旬頃に申請を
受付ています。

※対象要件がありますので補助金要領等をご確認
いただきお申し込み下さい。

　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
※本事業は、毎年４月から５月に申請を受付ています。

【支援内容】
　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。

【事業概要】
　平成25年４月、中国・上海市に開設。県内企業
の中国での活動を支援する上海事務所の運営業務
を県と連携して実施します。

■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

【事業概要】
　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
目指します。

■上海事務所HPアドレス
https://gunmash.cn

外国出願支援補助金の
詳細はこちらから

ご入会のお申し込みは
こちらから

～随時会員募集中～
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総 務 課 TEL：027-265-5011
【総務・経理／ホームページ管理／メールマガジン配信／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】

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】
【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】

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】� TEL：027-265-5013

中小企業活性化協議会 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）】

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、デジタル人材育成等】

ビジネスサポートBASEぐんま“ココカラ” TEL：027-265-5013

経営改善計画策定支援事業 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】

スマートファクトリー創出支援（産技センター内） TEL：027-226-5006
【IoT・AI・ロボット等のデジタル技術の導入】

下請かけこみ寺 TEL：027-265-5027
【下請取引に関する相談窓口】

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】

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】

G-BOSS ネット
メールマガジン

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。

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/ 2022.4


