
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
佐野商工会議所（法人番号 5060005006866） 

実施期間 平成 28 年 4 月 1 日 ～ 平成 33 年 3 月 31 日（5年間） 

目標 

当所管内の商工業者数は 4,566社うち小規模事業者数 3,544社（平成 
24年調査）で、これを 11年前（平成 13年調査）と比較すると、商工業
者数で▲12.2％、小規模事業者数で▲17％と小規模事業所の減少が商工
業者数の減少と比べ顕著であり、今後も景気低迷や人口減少とともに同

様の傾向が見込まれる。 
小規模事業者の支援と地域経済の活性化は表裏一体、車の両輪と捉え、

個々の小規模事業者の活動に対する支援のほか、関東三大師の一つであ

る「佐野厄除け大師」や「ゆるきゃらグランプリ 2013」でグランプリを
獲得した佐野ブランドキャラクター「さのまる」などの地域の魅力の特

性を十分に踏まえた観光振興等を含む地域のブランド化、賑わいの創出

を促進することで、地域経済を活性化し、小規模事業者が事業を持続的

に発展させるための良好な環境を整備することが重要である。 
このような現状を踏まえ、行政及び地域の各支援機関などと積極的 
に連携し、小規模事業者の経営力向上及び販売促進・経営計画作成に伴

う持続的経営を当所が中核的に支援する体制を構築することにより、地

域経済を支える小規模事業者の持続可能な収益力の向上のための支援が

図られるとともに、地域経済の活性化を積極的に支援することを行動指

針とし、また数値目標としては事業終了後の当所管内小規模事業者数を

全国平均値である 9％減以内に抑えることとする。 

事業内容 

Ⅰ. 経営発達支援事業の内容 

１.  地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

２. 経営状況の分析に関すること【指針①】 

３. 事業計画策定支援に関すること【指針②】 

４. 事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

５.  需要動向調査に関すること【指針③】 

６. 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組 

１.  地域経済活性化事業【食と「さのまる」を活用したまちづくり】

≪連携する支援機関≫ 

①公的支援機関（栃木県産業振興センター他 2団体）、②地域金融機関（佐

野地区金融団他 3団体）、③地域活性化に資する機関（佐野農業協同組合

他 1団体）、④高度な専門的知識を有する機関（関東信越税理士会佐野支

部他 4団体）、⑤地方公共団体（佐野市産業文化部） 

連絡先 

佐野商工会議所経営支援課長   小倉 伸介 

経営支援課長補佐 青木 進一  

栃木県佐野市大和町 2687-1  ☎0283-22-5511  Fax0283-22-5517   
HP:http://www.sanocci.or.jp    E-mail : s-cci@sanocci.or.jp 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

 
 本商工会議所の管内の商工業者数は 4,566社うち小規模事業者数 3,544社（平成 24
年経済センサス）で、小規模事業者の比率は 77.6％と、経営基盤の脆弱な小規模事業
者が点在する地域である。主な産業として、繊維及びプラスチック加工・食料品・窯

業土石・金属加工・輸送機械などが上げられる。これを 11年前（平成 13年事業所統
計）と比較すると、商工業者数で▲12.2％、小規模事業者数で▲17％と小規模事業者
の減少が商工業者数の減少と比べ顕著である。特に製造業者の減少が目立ち、リーマ

ンショックによる受注減少の影響や受注先の海外移転などが反映されているものと 
思われる。 
また、商業環境では、郊外型大型店が市内に 21ヶ所（総面積 124,885㎡）出店し、
価格競争の激化等により小規模な地元商店街の空き店舗率が増加しており、高齢者等

から買い物が不便になったとの声が聞こえる。 
このような状況を背景に、小規模事業者からは、創業や経営革新さらに新商品の開

発等のほか、新たに事業承継や経営計画等を作成し、国・県・市などへ補助金の申請

を希望するなど従来にはあまり無かった相談事例も多くなり、新たなスキルを必要と

するものが増加している状況である。 
小規模事業者の支援と地域経済の活性化は表裏一体、車の両輪と捉え、個々の小規

模事業者の活動に対する支援のほか、関東三大師の一つである「佐野厄除け大師」や

「ゆるキャラグランプリ 2013」でグランプリを獲得した佐野ブランドキャラクター
「さのまる」などの地域の魅力の特性を十分に踏まえた観光振興等を含む地域のブラ

ンド化、賑わいの創出を促進することで、地域経済を活性化し、小規模事業者が事業

を持続的に発展させるための良好な環境を整備することが重要である。 
さらに、小規模事業者は、そもそも資金や人材といった経営資源に大きな制約があ

ることに加え、その商圏及び取扱う商品サービスが限定されているため、価格競争力

が弱く構造変化の影響を大企業や中堅企業と比べ受けやすいとともに経営者の高齢化

も進んでおり、そのことが経営の低迷や廃業等による小規模事業者の減少に直結して

いる。 
そのような現状を踏まえ、行政及び地域の各支援機関などと積極的に連携し、小規

模事業者の経営力向上及び販売促進、さらに経営計画作成に伴う持続的経営を当所が

中核的に支援する体制を構築することにより、地域を支える小規模事業者の持続可能

な収益力の向上のための支援が図られるとともに、地域経済の活性化を積極的に支援

することを行動指針とする。 
また、数値目標として、事業終了後の当所管内小規模事業者数を全国平均値である

9％減以内に抑えることとする。 
 
なお、具体的計画及びスケジュールについては、別紙のとおり。 
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※近年、益々右肩下がりに小規模事業者の減少傾向が続いており、景気低迷のほか人口

減少とともに歯止めがかからない状況となっている。 
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当所管内商工業者数（小規模事業者数を含む）の現状について（平成 24年度経済センサス） 
大分類 商工業者数 小規模事業者数 

農業・林業 10 10 

漁業 1 1 

建設業 441 424 

製造業 659 542 

電気・ガス・熱供給・水道業 2 1 

情報通信業 15 14 

運輸・郵便業 101 76 

卸・小売業 1,356 919 

金融・保険業 71 60 

不動産業・物品賃貸業 291 290 

学術研究・専門・技術サービス業 141 139 

宿泊業・飲食サービス業 606 379 

生活関連サービス業・娯楽業 434 410 

教育・学習支援業 117 94 

医療・福祉 156 84 

複合サービス業 14 11 

サービス業 

（他に分類できないもの） 
151 90 

  4,566 3,544 
 

経営発達支援事業の内容及び実施期間 

（１）経営発達支援事業の実施期間（平成 28 年 4 月 1 日～平成 33 年 3 月 31 日） 

   実施期間は、上記 5年間とする。 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 本事業は、小規模事業者支援法第 5 条第 1 項各号の規定をもとに、基本指針第二

3.の 4 項目 6 事業を全て実施するものとし、主な指針は以下のとおりであり、具体

的計画については、別紙Ⅰ.1.～Ⅰ.6.のとおり。 

 

  指針①【経営状況の分析に関すること】 

小規模事業者の販売する商品又は提供する役務の内容、保有する技術又はノ

ウハウ、従業員等の経営資源の内容、財務の内容その他の経営状況の分析 

  指針②【事業計画策定支援に関すること】 

経営状況の分析結果に基づき、需要を見据えた事業計画を策定するための指

導・助言 

指針②【事業計画策定後の実施支援に関すること】 

事業計画に従って行われる事業の実施に関し、必要な伴走型の指導・助言 

  指針③【需要動向調査に関すること】 

小規模事業者の販売する商品又は提供する役務の需要動向に関する情報の

収集、整理、分析及び提供 
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指針③【地域の経済動向調査に関すること】 

各種調査を活用した地域経済動向に関する情報の収集、整理、分析及び提供

 

  指針④【新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること】 

マスメディア、各種広報紙等による広報、商談会、展示会、即売会等の開催

又は参加、ホームページ、ソーシャルメディア等のＩＴの活用等、需要の開拓

に寄与する事業 

 

 

 

Ⅰ. 経営発達支援事業の内容 

 

1.  地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

   市内中小企業を対象に地域の経済動向について様々な調査を実施し、情報の収集

と地域の状況分析を行うとともに、小規模事業者に対し経営判断の重要な資料とし

て情報の提供を行う。 

 

  （現状と課題） 

   当所では、地域内の経済動向の調査として四半期ごとに市内中小企業 290 社を対

象に、業況や今後 3 ヶ月先の見通しなど 14 項目について調査取りまとめた「佐野

市の景況レポート（年 4 回）」の発行や、佐野市や国・県など関係機関が公表する

地域の経済動向に関する統計データを一冊のレポートとして集約した「佐野市の経

済概況」を年 1回発行して小規模事業者の経営判断の資料として地域情報の提供を

行っている。経営発達支援事業を遂行する上では、今後、さらに外部有識者などの

意見を取り入れ、その調査項目や手法などについて、さらなる内容の見直しを行い、

小規模事業者の重要な経営判断の資料として活用いただくため、幅広く情報発信す

ることが求められる。 

 

（改善方法） 

今まで行政機関や各種関係機関から提供される市場動向データや統計データな

どについては、所内において分類・整理がされていなかった。今後は、経営支援に

必要な情報については、分類別にデータベース化を図り、当所経営指導員等が誰で

も小規模事業者に対して積極的かつ迅速に地域の経済動向について情報提供が出来

るように改善する。 

 

（事業内容） 

  （1）地域内の小規模事業者とのパイプ役である当所振興委員連絡会議（四半期ごと

開催・委員 18 名）では、地域及び業界等の動向についての情報交換が行われ、経

営者から活きた重要な地域情報をいただける良い機会となっている。この様な重

要な地域情報については、経営発達支援事業を遂行する上で、小規模事業者の施

策に反映できるよう情報を分類別にデータベース化を図り共有情報として提供す

る。 
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（2）経済産業省が行う「地域経済分析システム（ＲＥＳＡＳ）」を積極的に活用し、

小規模事業者が地域の現状・実態を正確に把握した上で、将来の姿を客観的に予

測し地域の実情・特性に応じた自発的かつ効率的な経営の立案ができるようサポ

ートする。 

（3）中心市街地の現状把握として毎年実施する「中心市街地商店街歩行者通行量調

査」についても、地域内経済動向の重要な指標として所内データベースに整理・

分類し小規模事業者に対し情報提供を行う。 

 

 （目標） 

   佐野市景況レポートの調査・・・四半期ごとに年 4回実施、調査対象事業所 290

社、調査項目の見直しを図り、小規模事業者の

有益な地域情報として活用する。 

佐野市の経済概況（統計収集）・・・年 1回発行、統計項目及び情報発信の見直し

を図る。 

ＬＯＢＯ調査（商工会議所早期景気観測）・・・全国 514 商工会議所が毎月調査 

協力、当所調査対象 4事業所。調査結果をＨＰ

を活用し、全国集計データとして発表する。 

中心市街地商店街歩行者通行量調査・・・年 1回実施、市内 6ヶ所を定点調査し、

調査報告書として、一冊の報告書を作成。 

   当所ＨＰのリニューアル更新・・・地域経済及び経営情報を分類整理し、当所Ｈ

Ｐを通じスピーディに地域情報の発信を行う。

 

 

２. 経営状況の分析に関すること【指針①】 

    小規模事業者が持続的に発展していくためには、大企業にはない小回りのきく

経営や価格以外の自社の商品・サービスの魅力を提供していく必要があるが、自

社の経営分析を行ったり、その強み・弱みを明確に理解している事業者（経営者）

は極めて少ないものと思われる。 

そこで、販売する商品又は役務の内容、保有する技術又はノウハウ等の経営資源

や経営状況を経営指導員等が巡回訪問や窓口対応を通じて、地域内の小規模事業者

の実態の把握に努めるとともに、その経営の分析を行う。 

また、年間様々な分野（営業・財務・販路拡大・ＢＣＰ・事業承継等）で開催し

ている小規模事業者向けのセミナーへの参加を通じて、個々の小規模事業者の強み

を生かし、弱みを改善することにより、需要動向や各種調査を活用した地域経済動

向に関する情報の収集や分析及び提供を行い、小規模事業者の持続的経営のための

経営計画作成に伴う情報提供を行う。 

     

  （現状と課題） 

経営指導員等が巡回訪問及び当所窓口対応において、経営支援した内容について

は、個別に経営カルテ(業務日報)を作成しているが、担当した職員以外での情報の

共有が出来ていないほか、経営カルテ自体が抽象的な指導内容（表題程度みの）し

か記載されておらず、具体的な個々の支援内容がわからない状況にある。よって、
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経営支援した職員に個別に聞かなくては詳細な内容がわからない状態になってお

り、今後は、小規模事業者の経営指導に伴う経営分析などについての情報共有化を

図りながら、小規模事業者の強み・弱みについて伴走型支援を通じて活用していく

ことが重要である。 

 

（改善方法） 

   経営計画を作成する上でも、小規模事業者の沿革、事業規模、主力商品、特徴、

売上傾向等を巡回訪問及び窓口対応を通じて知り得た経営情報を、個別具体的に分

析・記入した経営カルテを作成し、職員間の情報共有化を図り、きめ細かな支援を

行う。 

 

  （事業内容） 

（1）経営分析したカルテを基に、「所内勉強会」を経営指導員は隔週 1時間程度、 

その他の職員は輪番制で出席し、経営情報の共有化を図り、小規模事業者の強み

弱み、顧客ニーズや市場の動向等を踏まえ、課題を抽出し経営課題の解決方法を

図る。 

  (2）専門的課題については、応援ネットワーク構成機関等と連携しながら、専門家

と一緒になって小規模事業者の経営分析を行い、更なる支援及び指導力の強化を

図る。 

   また、中小企業基盤整備機構が提供する「経営自己診断システム」やＴＫＣが

提供する「ＴＫＣ経営指標（ＢＡＳＴ）」、全国 52 の信用保証協会が提供する「Ｍ

ＳＳ中小企業経営判断システム」の最新システムを積極的に活用し、小規模事業

者の経営分析に活用する。 

(3) 抽出した小規模事業者の商品及び技術ノウハウ等の経営状況の分析をもとに、商

品及び役務に対する需要動向などについて、当所が行うセミナー等に参加し、需要

動向や経済動向に関するさらなるノウハウの収集、整理、分析を行い、その小規模

事業者の経営計画作成に伴う経営判断を行う際に適した情報提供を行う。 

  なお、主なセミナーの内容として、商品開発やサービス向上に資するための最新

の需要動向等のトレンドを捉えた内容や金融・経営などの分野を想定している。 

 (4) 自社の経営状況の分析や商品サービス等の需要動向を把握し、今後の事業計画に

従って行われる経営計画作成における、重要な分析資料として活用する。 

 

 

 （目標） 
支援内容・予定 平成 27 

年度見込 

平成 28 

年度予定 
平成 29 

年度予定

平成 30 

年度予定 
平成 31 

年度予定 
平成 32 

年度予定 
経営指導員等によ

る巡回訪問件数 
1,645 1,711 1,777 1,843 1,909 1,974

経営指導員等によ

る窓口対応件数 
2,356 2,403 2,450 2,497 2,545 2,592

集団セミナー 

開催回数 
19 20 22 23 24 25



７ 
 

集団セミナー 

参加人数 
352 380 410 450 480 500

個別相談会 

開催回数 
135 138 141 144 147 150

個別相談会 

参加人数 
523 540 555 570 590 600

経営分析件数 11 20 28 35 43 50

 

 

３. 事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

 ①小規模事業者に対する事業計画策定による持続的支援 

  小規模事業者が経営課題を解決するため、上記Ｉ-１（指針③）．地域経済動向

調査・LOBO 調査及び通行量調査、上記Ｉ-２（指針①）.経営状況の分析結果等を

踏まえ、定期的に開催するセミナー及び個別相談会、巡回・窓口相談等にて、事

業計画の策定が小規模事業者の持続的経営に有効であることを丁寧に説明する

とともに理解していただく。 

  さらに、中小企業庁が行なっている「ミラサポ」による専門家派遣を積極的に

活用し、地方都市では解決できない高度な課題が生じた場合には、インターネッ

トを通じ登録されている全国の専門家の支援を仰ぎ、その経営計画作成の支援・

連携を図る。 

 

（事業内容） 

  （1）事業計画策定等に関するセミナー及び個別相談会の開催を通じ、幅広く事業

計画や経営計画作成の重要性を小規模事業者に正しく理解していただき、事業

計画策定を目指す小規模事業者の掘り起しを行う。 

  （2）巡回及び窓口での小規模事業者からの相談等において、事業計画の重要性を

説明し、事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起しを行う。 

（3）金融相談や経営改善相談・BCP 相談等においてその小規模事業者に合った事業

計画の策定支援を行うとともに、国等において小規模事業者等が申請する「新

ものづくり補助金」や「小規模事業者持続化補助金」・「創業補助金」など申請

書作成相談を通じて様々な経営計画や事業計画の策定支援を行う。 

（4）一人でも多くの小規模事業者が国等において公募する助成金（補助金）によ

り経営計画の策定が出来るよう、いち早く公募情報を当所ホームページや会報

等を通じ提供する。 

  

（目標） 
支援内容・予定 平成 27 

年度見込 

平成 28 

年度予定 
平成 29 

年度予定 
平成 30 

年度予定 
平成 31 

年度予定 
平成 32 

年度予定 
事業計画作成

セミナー（集

団・個別）開催

回数 

 

4 4 5 5

 

6 6
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事業計画策定

件数 
73 78 83 88 93 100

当所経営指導

員による経営

計画のための

個別指導件数 

 

73 78 83 88

 

93 100

 

 

②小規模事業者に対する金融面での積極的支援 

 中小企業、中でもその 9割を占める小規模事業者は、そもそも資金や人材といっ

た経営資源に大きな制約があることに加え、その商圏及び取り扱う商品・サービス

が限定されており、価格競争力やリスク吸収力が弱いため、構造変化の影響を受け

やすい。国では、経営発達支援計画の認定を受けた商工会議所・商工会から持続的

な経営のための事業計画策定の助言を受けるなど一定の要件をみたした小規模事 

業者に対し、日本公庫が持続的発展のための取組みに必要な資金を低利で融資する

制度が、平成 27 年度から創設された。この「小規模事業者経営発達支援融資制度」

を積極的に活用し、小規模事業者の経営計画作成を支援していくものである。 

 また、従来から小規模事業者が経営改善のために活用している「小規模事業者経

営改善資金融資制度（通称マルケイ）」についても、今後さらに力を入れて車の両 

輪のごとく積極的に新制度とともに活用していく。 

 

（事業内容） 

  （1）平成 27 年度から創設された「小規模事業者経営発達支援融資制度」を経営計

画策定支援の重要な支援ツールととらえ、経営計画を作成する小規模事業者に

対し、訪問及び窓口対応時のほかホームページや会報などあらゆる機会をとら

え積極的に周知広報を行い利用の促進を図る。 

  （2）従来から小規模事業者が経営改善のために金融面で支援している「小規模事

業者経営改善資金融資制度（通称マルケイ）」についても、新制度と同様に今後

さらに積極的に推進し、利用促進を図っていく。 

 

 

（目標） 
支援内容・予定 平成 27 

年度見込 
平成 28 

年度予定

平成 29 

年度予定 
平成 30 

年度予定 
平成 31 

年度予定 
平成 32 

年度予定 
小規模事業者経

営発達支援融資

制度の申込件数 

 

0 3 10 13

 

16 20

小規模事業者経

営改善資金融資

制度の推薦件数 

 

30 30 33 36

 

39 40
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③創業・第二創業（経営革新）支援 

地域における小規模事業者等の創業を積極的に支援するため、当所及び連携構成

機関と協力して、「創業塾」（20～30 時間程度）を開催する。 

なお、佐野市においては、空き店舗活用助成金（市内中心市街地エリア）を実施

していることから、助成金制度のさらなる周知徹底を行い、創業予定者に対し事業

計画の策定を通じ利用の促進を図る。 

また、新たな取り組みにチャレンジする第二創業予定者に対しては、集団のセミ

ナー形式ではなく、個々の小規模事業者の支援要望を丁寧にヒアリングし、個別対

応形式（マンツーマン）で伴走型の支援を行う。 

 

（事業内容） 

 （1）創業塾（20～30 時間程度）を開催し、創業希望者の知識向上を図り、創業に対

する情報提供や事業計画の策定支援を行う。 

 （2）創業に伴う経営計画の策定を目指す創業予定者に対し、金融相談、販路拡大相 

談などを通じ経営計画作成の支援を行うとともに、創業補助金の申請を目指す方

向けには申請書に係る経営計画策定のための支援を行う。 

（3）第二創業を目指す小規模事業者に対し、個々の小規模事業者の支援要望を丁寧 

  にヒアリングし、経営革新計画作成を目指す小規模事業者の掘り起しを行い、伴 

走型の個別支援を行う。 

 

 

 （目標） 
支援内容・予定 平成 27 

年度見込 
平成 28 

年度予定 
平成 29 

年度予定 
平成 30 

年度予定 
平成 31 

年度予定 
平成 32 

年度予定 
創業塾（集団・

個別）開催件数 
 

2 2 3 3

 

4 4
創業（第二創

業）計画策定数 
 

10 20 25 30

 

35 35
中心市街地に

おける空店舗

活用助成金の

申請事業者数 

 

3 8 10 13

 

13 13

 

 

４. 事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 

 ①小規模事業者に対する事業計画策定後のフォローアップについて 

計画の策定支援及び連携する構成機関とともに支援し、計画策定のため伴走型の

指導・助言を行い、小規模事業者の事業の持続的発展を図る。 
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（事業内容） 

（1）事業計画策定後、必要に応じて半期に 1度巡回訪問し、進捗状況の確認を行う

とともに、必要な指導・助言を行う。 

（2）地方都市では解決できない高度な課題が生じた場合には、中小企業庁が行なっ

ている「ミラサポ」による専門家派遣を積極的に活用し、全国の専門家の支援を

仰ぎ、その経営計画達成のための実施支援を図る。 

 

 

（目標） 
支援内容・予定 平成 27 

年度見込 

平成 28 

年度予定 
平成 29 

年度予定 
平成 30 

年度予定 
平成 31 

年度予定 
平成 32 

年度予定 
周知及びフォ

ローアップ件

数 

 

73 78 83 88

 

93 100

 

 

②小規模事業者に対する金融面でのフォローアップの促進について 

  国では、経営発達支援計画の認定を受けた商工会議所から持続的な経営のための事

業計画策定の助言を受けるなど一定の要件をみたした小規模事業者に対し、日本公 

庫が持続的発展のための取組みに必要な資金を低利で融資する制度が、平成 27 年度

から創設された。この「小規模事業者経営発達支援融資制度」を積極的に活用し、 

進捗状況の確認を行うとともに、必要な指導・助言等、伴走型の支援を行う。 

  また、従来から小規模事業者が経営改善のために活用している「小規模事業者経営

改善資金融資制度（通称マルケイ）」についても、今後さらに力を入れて車の両輪の

ごとく、積極的に新制度とともにフォローアップを行う。 

 

（事業内容） 

 （1）平成 27 年度から創設された「小規模事業者経営発達支援融資制度」を金融面で

の経営計画策定支援の重要な支援ツールととらえ、新融資制度を利用した小規模

事業者に対し、必要に応じて半期に一度巡回訪問し、進捗状況の確認を行うとと

もに、必要な指導・助言等、伴走型の支援を行う。 

 （2）従来から小規模事業者が経営改善のために金融面で支援している「小規模事業 

者経営改善資金融資制度（通称マルケイ）」についても、新制度と同様に必要に応

じて半期に一度巡回訪問し、進捗状況の確認を行うとともに、必要な指導・助言

を行う。 
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（目標） 
支援内容・予定 平成 27 

年度見込 
平成 28 

年度予定 
平成 29 

年度予定 
平成 30 

年度予定 
平成 31 

年度予定 
平成 32 

年度予定 
小規模事業者

経営発達支援

融資制度利用

者へのフォロ

ーアップ件数 

 

0 6 20 26

 

32 40

小規模事業者

経営改善資金

融資制度利用

者へのフォロ

ーアップ件数 

 

30 60 66 72

 

78 80

 

 

③創業・第二創業（経営革新）を果たした小規模事業者に対するフォローアップ

について 

創業を希望する創業予定者に対し、タイムリーで的確な情報提供を行い、1社

でも多く創業できるよう伴走型の支援を行う。   

なお、佐野市においては、空き店舗活用助成金（市内中心市街地エリア）を実

施していることから、今後もさらに創業計画や関係機関への書類提出等の支援を

積極的に推進していく。 

また、新たな取り組みにチャレンジする第二創業予定者に対しては、個々の小

規模事業者の支援要望などを丁寧にヒアリングを通じて確認し、個別対応形式で

支援する。 

さらに、中小企業庁が行なっている「ミラサポ」による専門家派遣なども積極

的に活用し、地域では解決できない高度な課題が生じた場合には、インターネッ

トを通じ登録されている全国の専門家の支援を仰ぎ、その経営課題の解決を行

う。 

 

（事業内容） 

（1）伴走型の支援により、創業並びに第二創業を果たした小規模事業者に対し、必

要に応じ半期に 1 度を目途に個別フォローアップを通じ経営課題の解決や税務

相談など必要に応じ伴走型の支援を行う。 

 

 

 （目標） 
支援内容・予定 平成 27 

年度見込 
平成 28 

年度予定 
平成 29 

年度予定 
平成 30 

年度予定 
平成 31 

年度予定 
平成 32 

年度予定 
周知及びフォ

ローアップ件

数 

 

30 40 50 60

 

70 70
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５. 需要動向調査に関すること【指針③】 

 

（現状及び課題） 

小規模事業者においては、売上や仕入れなど「経験と勘」に頼った感覚的な経営

を行っているケースが多く見受けられるが、価格競争力や販売力が弱く、構造変化

の影響を受けやすいという特性を有しているため、昨今の経営環境が厳しくなる中

で、従来同様の「感覚的」な経営を継続していくには限界がある。 

当所では、経営者が活用できる需要情報として、国県市及び各シンクタンクによ

る業種別動向調査やインターネットを通じたリアルタイムの商品及び役務の需要

動向データをタイムリーに提供するほか、①中小企業白書や国県市が行う統計資

料、②各金融機関やシンクタンクが発表する業種別動向調査、③日経新聞などの日

刊新聞、④インターネットから抽出した市場トレンド情報を提供してきた。 

しかし、その情報だけでは当地域において事業を行う小規模事業者にとって必ず

しも満たされた情報とは言えず、販路拡大や新規事業展開を目指す小規模事業者に

とって十分な成果（結果）に結びついていない。 

また、具体的にどのような方法で情報を収集するかは、当所では組織としての統

一した仕組み（マニュアル）がなく、経営指導員個々の経験や判断に頼るところが

多いことも、その要因の一つである。 

なお、ここでは「6.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

17 ページ」における販路開拓支援を実施していく上での事前準備を行う。 

 

（改善方法） 

小規模事業者が需要を把握して経営を充実させるためには、「Ⅰ.提供する情報

の質の充実」、その情報を経営に反映するための「Ⅱ.経営者支援の充実」、この両

面からの取組が必要である。そのために、先ずは、地域の需要情報を収集する仕

組みを作り、商品及び販路開拓に役立つ１次情報を充実させる。その地域に暮ら

す市民が、商品及びサービスにおいて小規模事業者に対し何を期待し何処に不満

があるかなどの「顧客ニーズ」は、商品及びサービスを提供する際にとても重要

な要素である。次に、支援の方法は、販売戦略から販売戦術まで、経営者の要望

に沿って整備する。需要動向に基づいた商品開発・販路開拓については、自社の

商品・サービスのコンセプトの基本に立ち返り、「誰に」、「何を」、「どのように」

提供・販売するのかを、明確にしていくことが重要である。 

 

(事業内容) 

Ⅰ．提供する情報の質の充実 

（１）「見て・触れて・体験して！まちの学校」を活用した需要動向調査の実施

（既存事業改善） 

当所では、平成 21 年度から市内で事業を営む小規模事業者を講師に迎え

市内外の市民を対象に、「まちの学校」と称して少人数及び低料金で当所事

務所内を会場に「商品・サービス等の体験講座」を開催している。この事業

は、全国的に「まちゼミ」の愛称で好評を得ている事業を当地域に合せリニ

ューアルして実施しているもので、現在では年間開催講座数約 300 回、実受
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講者約 2,000 名/年と大変好評を得ている。また、実際に講座を受講した参

加者が、その講師の人柄や商品知識の豊富さに引かれ、リピーターの利用も

多く、商品・接客方法の強みや弱みに関する情報を得る良い機会である。さ

らに、その利用者が、実際の店舗に来店し商品・サービス等を購入されるな

ど、小規模事業者の販路拡大にも寄与している。 

本計画では、従来から実施している「まちの学校」を活用し、「消費者ニ

ーズ」を把握・個社に提供するため、新たに講座ごとに体験した参加者から

「需要動向調査」を随時実施し、個社に対し適切な需要動向に基づいた商品

及び販路開拓の支援を行う。需要動向（人気商品とその理由、人気商品を推

薦する購入者の年齢やライフスタイルなどの特性）を収集し、回帰分析など

の手法を活用して、どのような特徴を持った消費者がどのような商品・販売

ルートやＰＲ方法に価値を感じているのかを分析する。その結果を個社へ提

供し、小規模事業者が商品戦略の基礎資料として活用する。 

 

（対象者） 

   佐野市民及び市内で勤務する方を対象とし、「まちの学校」に参加した 

受講者（年間約 2,000 名程度を想定・内訳：初回利用者 1/3、複数回 

利用者 2/3） 

     （調査方法） 

      アンケート調査形式 

（調査項目） 

① 商品・サービスに関するニーズ調査 
実際に体験した商品・サービスに関する情報。商品名、価格に対す

る満足度、製品に対する満足度、講師（店員）の応対など接客及び販

売促進に関する満足度、店舗が近いなど購入の利便性に関する満足度

など。記述方法は選択性とするが、自由記述欄も併用する。 

② 顧客特性に関する調査 
商品を推薦する顧客の情報。無記名で、住所（消費者が特定できな

いよう町名まで）、年齢、性別、家族数、職業、ライフスタイル等。記

述方式は選択性とする。 

（頻度） 

        講座ごとに、随時実施する。 

（回収方法） 

講座プログラムの中に、アンケート記入時間と設け、アンケート用紙

（A4-1 枚程度）に記入する。（当日回収） 

アンケートの記入と回収は、実際に商品・サービスを体験時とするこ

とで、商品イメージが新鮮な状態で情報収集する。 

（回収目標） 

70％を目標とする。 ※回収率を上げるための工夫 

         アンケートの記入は「まちの学校」の講座プログラムの中に組入れ、

その会場において講師（店主）自ら受講者（消費者）に対しお願い

する。顧客とコミュニケーションを密にして積極的に取組むよう努
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力する。 

      （活用方法） 

        この資料は、その地域で暮らす消費者が「見て・聞いて・触れて・感

じた」リアルな商品・サービスに関する生の声を聴けるとても貴重な

調査資料である。顧客の感じている「商品の価値情報」と「顧客の特

性」を関連させて分析し、個店の商品の比較分析（ポジショニング分

析）や販売戦略（価格・仕様・販促・販売ルート（4P））に活用する。

なお、調査方法・調査項目・分析方法やその活用方法については、外

部専門家の指導を仰ぎ、随時内容等を見直すなど柔軟に対応する。 

この取り組みに関しては、一件でも多く需要動向を把握・収集する

ため「まちの学校を活用した需要動向アンケートの回収枚数」を年間

目標として定め実施する。 

（２）需要動向の先端トレンドの収集（新規事業） 

新たに、食品系の国内最大級の展示会「Foodex」、日本政策金融公庫が主

催する全国規模の商談会や地元足利銀行および栃木銀行が主催する商談会

等を先進事例として視察を行い、商品・サービスの需要動向の把握に努め、

そのノウハウを蓄積し、小規模事業者の商品・サービスに対するアドバイス

に活かす。 

この取り組みに関しては、「全国規模の商談会への視察回数」として、年

間目標を定め実施します。 
（３）２次情報の収集（消費者動向及び市場規模調査）（既存事業改善） 

今日まで、国内外の需要情報として業界・消費者動向、立地環境情報な

どを収集し、事業者に提供してきた。今後もこの取り組みはさらに拡大し

継続する。なお、調査を通じて得た情報は、商品及びサービスの改善に繋

げる他、事業計画策定時の売上目標値の設定にも活用していく予定である。

この取り組みに関しては、「2 次情報の個社への提供数」として、年間目
標を定め実施する。 

主な活用する調査データは以下のとおりである。 

 

① 業界動向・・大きな視点で業界を捉える。 
・インターネット、ニュース番組、新聞、業界紙、審査辞典 

・日本チェーンストア協会、日本自動車工業会、生命保険協会 

・その他業界団体・組合、調査機関、支援機関など 

（日経テレコン 21 のＰＯＳＥＹＥＳ（日経ＰＯＳデータに基づく 

加工食品、家庭用品の販売ランキング等の情報サービス）や日経 

ＭＪなどの売れ筋商品情報） 

② 消費動向・・大きな視点で消費者の動向を捉える。 
・総務省統計局（家計調査・消費者物価指数・家計調査年報など） 

・高齢社会白書、消費者白書、観光白書、食育白書など 

③ 立地環境・・店舗経営の場合には必修の情報 
・県市町村のホームページ（人口動態・社会情勢など） 
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Ⅱ．経営者支援の充実 
 
（１）個社に対する支援 

           需要動向をもとに、個々の商品やサービスの販売方法や事業戦略に関わる
相談は、巡回指導や窓口相談、セミナーの開催などを通じて、経営指導員に

求められている。支援に際しては情報提供にとどまらず、販売戦略に対する

提言や販売面での提案など、役立ち情報として踏み込んで支援をおこなう。

（１）―A 事業全体に関わる相談 需要動向に関する相談対応の強化並び
に多種多様な商品・サービスに関する情報提供と経営課題の解決への支援

小規模事業者から需要動向に関する相談を受けた場合、まず、事業主に対

してヒアリングを行い、売上の状況をはじめ、商品及びサービスの強み弱み、

想定する顧客ターゲットやエリア、他店との競合状況等について把握し、簡

易レポートにまとめる。その後、「Ⅰ．提供する情報の質の充実」で記載し

た３つの情報（Ⅰ.（1）～（3））を活用して分析し、相談者にフィードバッ

クして店主としての経営方針を踏まえ、必要に応じて再考や修正を提言する

など、経営課題の解決に向けた伴走型の支援により積極的にサポートを行い

見届ける。 

（１）―B 個々の商品やサービスに関わる相談 
個社の具体的な新商品・新サービスのマーケティングや商品のブランド化

等について「（例）モニター評価制度の導入提案やその対応方法等」など、

行動計画まで掘り下げた提案を行い、需要動向を見据えた伴走型の支援を行

う。 

これら 2つの相談（Ⅱ（1）-A・B）に関しては、「需要動向に関する把握・

分析件数」の新規件数を年間目標として定め実施する。 

（２）地域全体に対する支援 需要動向に関するセミナー(仮称)の開催 

事業発展には事業者が視野を広く持ち、長期的視点に立って事業強化・連

携を進める必要がある。そのためには、国内の消費動向や流通業界の動き、

また e-コマース市場の動向など、大きな消費トレンドについて情報の収集を

行うとともに、定期的にそれらの需要動向を情報提供することが必要です。

関係機関（小さな企業応援ネットワーク・Ｐ28 参照）と協力して、「需要動

向セミナー（仮称）」を開催する。 

開催するセミナーに関しては、「需要動向に関するセミナーの参加者数」を

年間目標として定め実施する。 
（３）関係機関との連携 

これらの取り組みは、所内経営指導員や支援員が中心となって進めます。

しかし専門家を活用することで、より事業者に高度な支援が可能になること

も多い。そのため、「栃木県よろず支援拠点」を中心に、高度な専門的能力を

持った専門家に支援を要請するほか、エキスパートバンク専門家派遣制度や

ミラサポを活用した専門家派遣制度などを併用し、小規模事業者の経営の持

続的発展を全力で支援する。 

関係機関との連携では、支援・助言が必要な回数について、概ね年間１０

～２０件程度が想定される。しかしながら、当所の支援体制も十分であり、
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今後、本経営発達支援計画において当所経営指導員等が所内外の研修（Ⅲ２.

 経営指導員等の資質向上等に関すること。20 ページ参照）において支援力

もさらに向上すると判断しているので、連携に関する「指導・助言回数」の

年間数値目標は不要であると考える。 
Ⅲ．効果と情報の公開 
取り組みの成果として、巡回指導や窓口相談を通じて実施される商品トレン

ドを加味した適切なアドバイスは、個社が気付いていない新たな市場の開拓を

提案し、新規客獲得に繋がる。個々の商品・サービスの需要動向の把握は、商

機を得て売上拡大と持続可能な収益力の向上に結び付くことが期待される。 

これらの成功事例を含めて、得られた情報はⅠ(1）「まちの学校を活用した需

要動向調査に関する情報」及び、Ⅱ(1）「個社に対する支援情報（需要動向に関

する把握・分析）」、Ⅱ(3）「関係機関との連携」は個社独自の情報であり、非公

開とする。 

また、Ⅰ(2）「需要動向の先端トレンドの収集情報（全国規模の商談会への視

察により得られた情報）」や、Ⅰ(3）「2次情報の収集情報（消費者動向及び市場

規模調査）」、Ⅱ(2）「需要動向に関するセミナーで提供する情報」に関しては、

当所ホームページ（随時）や会報（月 1回発行）等を通じ情報の公開を行う。 

（目標） 
支援内容・計画 平成 27 

年度見込 
平成 28 

年度予定

平成 29 

年度予定 
平成 30 

年度予定 
平成 31 

年度予定 
平成 32 

年度予定

Ⅰ（1）目標 

まちの学校を活

用した需要動向

調査のｱﾝｹｰﾄ回

収枚数（枚数） 

 

 

実施せず 1,200 1,250

 

1,300

 

 

1,350 1,400

Ⅰ（2）目標 

全国規模の商談

会への視察回数 

（回数） 

 

 

実施せず 2 3 3

 

 

3 3

Ⅰ（3）目標 

2 次情報の個社

への提供数 

（事業所数） 

 

 

未集計 30 40 45

 

 

50 50

Ⅱ(1)-A･B 目標 

需要動向に関す

る把握・分析件

数（新規件数） 

 

 

未集計 20 23 25

 

 

30 30

Ⅱ（2）目標 

需要動向に関す

るセミナーの参

加者数（人数） 

 

 

未集計 100 120 130

 

 

140 150

※Ⅱ（3）「関係機関との連携」目標については、15 ページ記載のとおり。 
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 ６. 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

   地域における小規模事業者の販路拡大を支援するため、市内外のイベント（展

示・販売会等）において、当所管内の小規模事業者に対し積極的に出店情報の提供

を行い、新たな収益を確保する機会の創出を図るとともに、新たな顧客層を獲得す

ることにより、売上及び収益の増加が見込まれる。 

また、近年市場が急拡大しているホームページやスマートフォンなどを通じて販

路拡大を希望される小規模事業者に対し、ネットショッピングについての初期導入

支援とリニューアルなどの積極的な活用方法等についても情報提供とともに伴走型

の個別支援を行い、新たなＩＴを活用した販路拡大支援を行うものとする。 

 

（事業内容） 

（1） 市内外各所で開催するイベント 

（祭事等）において、当所並びに佐野 

市物産振興協会や佐野市観光協会等 

を通じて小規模事業者が行なう販路 

拡大（展示即売会）について、タイ 

ムリーな出店情報の提供及び出展支 

援を行い、新たな販路拡大を通じて 

収益の向上を目指す。 

また、催事等に不慣れな小規模事業者に対し、年間 100 万人以上が参拝する「佐

野厄除け大師」前において佐野市観光協会が運営する「佐野市観光物産会館」の

一部を活用した、小規模事業者向けの新たな催事イベントを企画提案して新たな

販路拡大を図る。 

 （2）新規ホームページの立ち上げや既存のホームページのリニューアルなどを通じ、

ＩＴを活用した販路拡大支援について、支援機関及びミラサポを通じて専門家の

協力を仰ぎつつ、当所職員とともに伴走型の個別支援を行う。また、楽天市場や

ヤフーなどのメジャーサイトへの出店を希望し、新たな販路拡大を目指す小規模

事業者に対しては、セミナーなどを通じて出店情報の提供及び斡旋を行う。 

（3）販路拡大支援の後、半期に 1度巡回訪問し、進捗状況の確認とともに、必要な

指導・助言を行い小規模事業者の持続的経営を支援する。 

 

（目標） 
支援内容・計画 平成 27 

年度見込 

平成 28 

年度予定 
平成 29 

年度予定 
平成 30 

年度予定 
平成 31 

年度予定 
平成 32 

年度予定 
展示即売会へ

の参加者数 
 

89 100 105 110

 

115 120
ホームページ

等立上げ・リニ

ューアル件数 

 

2 4 8 12

 

16 20

フォローアッ

プ件数 
 

2 8 16 24

 

32 40

 



１８ 
 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組 

 

1.地域経済活性化事業 

  当地域の様々な商工業団体や行政機関 

が参加し、今後の地域経済活性化の方向 

性を関係者間で情報を共有した上で、地 

域経済の魅力の特性を踏まえた観光振興 

等のため、「ゆるキャラグランプリ 2013 

」でグランプリを獲得した佐野ブランド 

キャラクター「さのまる」の商品を通じ 

て全国に知らしめるとともに、その商品 

化を積極的に支援し、本市の認知度アッ 

プと小規模事業者の新たな販路拡大を図 

る。また、近年全国的にＢ級グルメが注 

目をあびており、新たに「食」などをテ 

ーマに市内各商工業団体及び行政機関などと連携を図り、当所が主体となって食に関

するグルメイベントを開催し、「食のまち佐野」「グルメのまち佐野」をＰＲするとと

もに、中心市街地のまちづくりに積極的に関与する。さらに、当所が本市の優れた観

光資源開発のために長年（10 年以上前から）継続して実施している「写真コンテスト」

への取組への強化を図ることにより、本市観光資源開発の更なる掘起しを図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       いもフライ              さのらーめん 

  （事業内容） 

 （1）「食」などをテーマにイベントを開催し、中心市街地活性化に寄与するとともに、

小規模事業者が行なう販路拡大（展示即売等）の支援を行う。 

 （2）「さのまる」の商品等を通じた全国へのＰＲ活動を展開し、本市の認知度の向上

及び観光ＰＲの促進を図る。 

 （3）当所が独自に開発した「さのまるアプリ」（登録したお店に掲げてあるＡＲマー

カーにスマートフォンのカメラを向けると 3Ｄさのまるがランダムに映し出され

るシステム）により市内外からの来客数の向上を図る。さらに、「さのまるアプ

リ」が利用できる登録加盟店の増加を図ることにより、さのまるを通じた本市の

イメージアップと来街者の増加を図る。 

 （4）本市観光資源開発のために実施している「写真コンテスト」への更なるＰＲ活

動を行い、応募作品数の増加を図り、新たな観光資源の掘起しを行う。 

ゆるキャラグランプリ 2013 さのまる 
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（目標） 
支援内容・計画 平成 27 

年度見込 

平成 28 

年度予定 
平成 29 

年度予定 
平成 30 

年度予定 
平成 31 

年度予定 
平成 32 

年度予定 
「食」などのイ

ベント開催回

数 

 

1 1 1 2

 

2 2

来場者数 4,000 5,000 8,000 15,000 18,000 20,000
さのまるのデ

ザイン利用件

数（累計） 

 

391 500 600 700

 

800 900

さのまるアプ

リ登録店舗数 

（累計） 

 

56 70 90 110

 

130 150

写真コンテス

トへの応募作

品数 

 

249 280 300 320

 

340 370

 

 

Ⅲ.  経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組み 

 

１. 他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

 

    小規模事業者がその地域で経営を持続的に行うためのビジネスモデルの再構築

を全面的にサポートし、地域ぐるみで小規模事業者を面的に支援する体制を構築

し、当商工会議所の経営発達支援計画の目標を達成するため、「佐野市小さな企業

応援ネットワーク」を構成する全ての構成機関の小規模支援担当者を対象に、半期

に 1回「佐野市小さな企業応援ネットワーク連絡会議」（別紙 4参照）を開催する。

そして、支援ノウハウの共有やⅠ.経営発達支援事業の内容（1～6）及びⅡ.地域経

済の活性化に資する取組、Ⅲ.経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上

のための取組など、全ての事業活動について、支援の現況及び課題など活発な情報

交換会を開催し、当商工会議所以外の支援機関からの意見も積極的に取り入れて事

業活動に反映させるものとする。 

さらに、当所内にある 4 つの常設委員会のうち、地域経済活性化について調査研

究を担当している産業経済委員会において、本計画の現状及び課題等について情報

交換の場を設け、企業経営者の立場からの支援要望等についても適宜情報収集及び

情報交換を行い、さらにより良い事業活動を目指すものとする。 

また、「佐野市小さな企業応援ネットワーク」構成機関及び当商工会議所産業経済

委員会のほか、適宜外部有識者（当所非会員）を招き、本計画の実効性及び効果等

について指導・助言を受けるものとする。 
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２. 経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

  ①経営指導員等の研修状況（現状）について 

経営指導員等の資質向上のための研修として、宇都宮商工会議所が栃木県から支

援を受けて実施する「栃木県内商工会議所経営指導員等研修会」において、各指導

員あたり「一般コース（1日間・5時間）」及び「特別コース（3日間・計 15 時間）」

を全員受講している。さらに、「経営指導員等技術研修会（2日間・11 時間）」にお

いて、年 2名の経営指導員等（3年間計 6名）を派遣し、経営技術力の向上を図っ

ているほか、必要に応じ中小機構や日本商工会議所が主催する各部門別専門研修に

担当経営指導員等を派遣し資質向上を図っている。 

 

【現状に関する課題】 

Ａ：研修機会の多い経営指導員と研修機会の少ない一般職員（業務課職員）との

間に小規模事業者に対する支援能力にバラツキがあるとともに、経営指導員間

においてもベテランと若手指導員とのノウハウの共有が図られておらず、個々

の担当者のスキルに頼るところが多い。 

Ｂ：経営支援は経営指導員が担当すれば良いとの組織文化があり、一般職員（当

所においては業務課職員）はあまり経営支援に関心を持っていない状況である。

Ｃ：当所の主催するセミナーでは、事務局側として受付及び司会業務等を行って

いる場合が多く、専門家である講師の考え方を学ぶ機会を活かしていない。 

Ｄ：ミラサポなどを活用した専門家を同席した経営相談についても、経営指導員

等が同席しているが、資質向上に結びついているとは言いがたい状況である。 

Ｅ：テレビや雑誌、インターネット等から得られる小規模事業者の経営に資する

ことが期待される情報をただ見ているだけで、情報としての集約をしていない。

 

  ②今後の資質向上等における取組みについて 

本計画を実施するにあたり中小機構や日本商工会議所等が主催する「経営発達支

援事業」に係る支援力向上研修等にも積極的に経営指導員等を参加させるとともに、

個々の職員の支援力に応じた所内研修も並行して行い、経営指導員等の資質向上等

に伴う伴走型の事業計画策定及び実施支援体制の整備を図るとともに、受講した際

には情報の共有を図るため、受講した内容を整理した「学習報告書」を作成（Ａ４

一枚程度）する。 

また、当所の主催するセミナーを担当した際には、受付事務だけでなく出席者と

一緒に聴講し、その内容を整理した「学習報告書」を作成する。 

さらに、専門家による経営相談に同席した場合や専門家派遣業務に帯同した場合

にも、同様に「学習報告書」を作成する。 

テレビや雑誌、インターネット等から得られる小規模事業者の経営に資すること

が期待される情報があった場合にも、同様に情報を集約した「学習報告書」を作成

する。 

※「学習報告書」とは、「さまざまな学習機会を資質向上に結び付ける仕組みの構

築」としてＡ４一枚程度に、実施内容の概略や得られた知見や気付き、該当する理

論及び所感をコンパクトにまとめたものであり、情報の共有を図る上で重要なツー
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ルとして活用する。なお、通常作成している報告書・復命書とは別に作成するもの

とする。 

   以上のことの情報共有を図ることを目的に「所内勉強会」を開催する。経営指導

員は隔週で 1時間程度毎回出席し、自分の作成した「学習報告書」及び自分の担当

した支援企業の「経営情報の分析結果等」について説明し、情報の共有を図るとと

もに支援ノウハウの向上に努める。 

また、一般職員（当所においては、業務課職員）は輪番制で出席し、自分の作成

した「学習報告書」の説明及び他の出席者の支援ノウハウの習得に努める。 

※「所内勉強会」の目的と意義について 

 ①支援ノウハウや経営状況の分析結果等を共有する場であること 

 ②同時に支援ノウハウの学習の場であること 

 ③意識改革まで含めた人材育成システムとして活用すること 

経験が浅い若手経営指導員については、訪問時において、ベテランの経営指導員

とチームで小規模事業者を支援すること等を通じて、指導・助言内容、情報収集方

法を学ぶなど、ＯＪＴにより伴走型の支援能力の向上を図る。 

 

（目標） 
支援内容・計画 平成 27 

年度見込 

平成 28 

年度予定 
平成 29 

年度予定 
平成 30 

年度予定 
平成 31 

年度予定 
平成 32 

年度予定 
栃木県内商工

会議所経営指

導員等研修会

参加人数（研修

期間：指導員 4

日・支援員 1日） 

 

 

7 9 9 9

 

 

9 9

経営指導員等

技術研修会参

加人数(研修期

間：2日間) 

 

2 2 2 2

 

2 2

中小機構及び

日商研修会参

加人数(研修期

間：2～7日間) 

 

0 2 2 2

 

2 2

経営指導員の

学習報告書作

成数（１人当り） 

 

0 36 40

 

48

 

48 

 

48

一般職員の学

習報告書作成

数（１人当り） 

 

0 12 15 18

 

18 

 

18

所内勉強会 

開催回数 
0 24 24 24 24 24

※以上の取組を実施することで、経営指導員については次のことを目指すものとする。

  ①ヒアリングや外部情報収集等により、支援対象企業の経営問題を正しく定義し、

課題を抽出できるようにすること。 
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  ②課題解決策を考案できること。 

  ③上記経営問題や課題及び解決策について、説得力をもって当該事業者に提示でき

ること。 

 

 

 ３. 事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

 

  本計画は、5 年を実施期間としており、毎年度事業の実施状況及びその成果及び見

直し等について、ＰＤＣＡサイクルにより評価・検証を行うものとする。 

  ①当所監事（3名）により半期に 1度、事業の遂行状況及び評価・見直し等につい

て定期的に報告及び監査を行う。 

  ②外部有識者を活用し、半期に 1度程度事業の実施状況及び成果の評価・見直しに

ついて監査を行う。また、監事及び外部有識者（当所非会員）から指摘された結果

について、その後開催する正副会頭会議及び常議員会へ報告し、承認を受ける。 

  ③当所正副会頭・常議員・監事及び外部有識者から本計画について指摘された事項

により、計画の変更を行う場合には、関東経済産業局に逐次報告し、指導を仰ぎな

がら事業を行う。 

④本事業の成果及び評価・見直し結果については、速やかに当所ホームページ

（http://ｗｗｗ.sanocci.or.jp）で計画期間中公表するとともに、毎月定期的に発

行している会報「さの商工ニュース」において記事掲載を行い、当所管内の小規模

事業者が常に閲覧可能な状態にする。 

  また、当所会館入口にある掲示板においても進行状況を速やかに掲示し、広く周知

を図るものとする。 

 

 ※ 外部有識者とは、小規模事業者の経営状況に精通している栃木県中小企業診断協

会から推薦を頂いた中小企業診断士 1名（当所非会員）及び本市商工行政に精通し

ている佐野市産業文化部商工課から 1名（商工課長を想定）招聘する予定である。
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※本事業のイメージ図は次の通り。 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

本計画は 5年を予定しており、毎年度事業の評価及び見直しを 

確実に実施する取組みを基本として実施するものである。 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（ 平成 28 年 1 月 1 日現在）

（１）組織体制 

    当商工会議所は、昭和 22 年に設立し議員 81 名（会頭 1名・副会頭 4名・専務理

事 1名・監事 3名・常議員 26 名・議員 46 名）及び職員 18 名（アルバイト・パー

トを含む）体制で運営しており、会員数は 2,087 事業所となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ≪ 佐野商工会議所全景 ≫        ≪ 佐野商工会議所地図 ≫ 

 

佐野商工会議所事務局内の実施支援体制イメージ図 

 

 

     

責任者：髙瀨専務理事

副責任者：坂井事務局長

業務課 飯塚リーダー 

（後方支援チーム） 
事務職員 5名・ｱﾙﾊﾞｲﾄ・ﾊﾟｰﾄ 3名

経営支援課 小倉リーダー 

（支援実施チーム） 
経営指導員 6名・経営支援員 3名
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また、経営発達支援事業を確実に実施するため、専務理事を統括責任者、事務局

長を副責任者に任命、経営支援課を「支援実施チーム」とし、地域経済に精通して

いる経験豊富な経営指導員 6名及びその補佐を行う経営支援員 3名が小規模事業者

に対する伴走型支援を実施するとともに、支援過程において必要に応じ「佐野市小

さな企業応援ネットワーク」（別表４参照）の構成機関やミラサポに登録している

各種専門家を派遣し、課題の解決を図るものとする。 

また、業務課においては、経営指導員並びに経営支援員の「後方支援チーム」と

して情報収集や企業データ調査、ＨＰ作成による情報公開等において支援実施チー

ムと表裏一体となって、当地域の小規模事業者の伴走型支援にあたる。 

 

（２）連絡先 

   本計画を担当する部署は以下のとおりです。 

   〒327-0027 栃木県佐野市大和町 2687-1 

   佐野商工会議所経営支援課 ℡0283-22-5511 E-MAIL s-cci@sanocci.or.jp 

   相談時間 月曜日～金曜日 午前 8時 30 分～午後 5時 15 分 

※ 事前にご連絡いただければ、上記日時以外でも柔軟に対応致 

します。 

 

経営支援課 支援実施チームリーダー 小倉 伸介 （おぐら しんすけ） 

担当者役職氏名 経営指導員 青木 進一 （あおき しんいち） 

           同     金尾 伸行 （かねお のぶゆき） 

           同     奈良 光浩 （なら みつひろ） 

           同     新井 泰士 （あらい たいじ） 

           同     村上 裕明 （むらかみ ひろあき） 

   補助担当者氏名 経営支援員 金子 麻弥 （かねこ まや） 

           同     新里 望  （にっさと のぞみ） 

           同     中嶋 美弥 （なかしま みや） 

    

   ※経営指導員は、主として本事業の確実な遂行を行うものとし、その補佐を行う経

営支援員は、その補佐を主として行うものです。 

   ※後方支援チーム（業務課・飯塚リーダー他事務職員 4名・ｱﾙﾊﾞｲﾄ・ﾊﾟｰﾄ 3 名）の

氏名等については、省略致しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２６ 
 

 
 

佐野商工会議所事務局 職員概要 
 

事務局長 1名、業務課職員 5名、経営支援課（経営指導

員 6名・経営支援員 3名）、アルバイト・パート 3名 

総勢 18 名（但し、常勤役員の専務理事を除く） 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                  （単位 千円） 

 平成 27 

年度見込 

平成 28 

年度予定

平成 29 

年度予定

平成 30 

年度予定 

平成 31 

年度予定 

平成 32 

年度予定

必要な資金の額 64,372 65,372 65,372 65,372 65,372 65,372

 

中小企業相談所特別会計 
 

 
経営発達支援事業費 

64,372 

 
（中小企業相談

所会計に含む） 

 

64,372

1,000

64,372

1,000

64,372

1,000

64,372 

 

1,000 

64,372

1,000

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

 

原則として、当所の通常会費及び国・県・市補助金等を積極的に導入するとともに、

手数料収入等による自己財源の確保にも極力努め、事業実施のために安定的な財源確保

を目標とする。 

 なお、従来から行っている小規模事業者の経営改善普及事業のために予算化している

「中小企業相談所特別会計」については、国・県・市等からの補助金収入が主であり、

事業内容や財政状況等により変動することがあるが、最大限現状予算を維持出来るよう

自助努力に努めるとともに、その費用の一部を「経営発達支援事業」に特化した「経営

発達支援事業費」として新たに設け、支援実施チーム（経営支援課 小倉リーダー他 8名

が対応していく予定である。 

この経営発達支援事業費の調達財源については、国等からの「経営発達支援事業に対

する補助金」などを積極的に導入する計画である。 

 

※中小企業相談所特別会計とは、経営改善普及事業費と一般事業費・予備費から構成 

されており、講習会・相談会などの開催費やまちづくり関連費等のほか、経営指導員

などの人件費を含めて予算計上している。 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に

関する事項 

連携する内容 

 

地域経済を支える小規模事業者が、その地域で経営を持続的に行うためのビジネスネ

ットワークを地域総ぐるみで小規模事業者を支援するため、佐野商工会議所が中核的支

援機関とした連携体制を構築し、総力を挙げて小規模事業者を応援していくものである。

そこで、「経営発達支援計画」を作成し、小規模事業者に寄り添って（伴走型）総合的に

支援するため、構成機関等が横軸連携により本目的（小規模事業者の減少をくい止め、

地域経済の活性化を積極的に支援する）の達成のために活動していく。なお、本連携事

業を「佐野市小さな企業応援ネットワーク」と命名する。 

 

連携者及びその役割 

 

Ⅰ 一次対応 

  小規模事業者から寄せられる様々な相談については、各連携機関を含め原則として

中核的支援機関である佐野商工会議所において経営指導員等が対応する。なお、各連

携機関において一次対応を行った場合については、個人情報に注意しつつ小規模事業

者の同意の上、速やかに当所担当者まで情報の提供を行い,一元化を図る。 

 

Ⅱ 二次対応 

  一次対応において、当所がより専門的で高度な支援（創業・経営計画作成・資金調

達・新たな需要の開拓、地域活性化等）や指導を要すると判断した場合には、各連携

機関と協調しつつ個別事情も十分考慮し、小規模事業者の目線に合わせた伴走型の個

別支援を行い、問題の解決を図るものとする。 

  また、中小企業庁が行なっている「ミラサポ」による専門家派遣なども積極的に活

用し、地域では解決できない高度な課題が生じた場合には、インターネットを通じ登

録されている全国の専門家の支援を仰ぎ、その課題の解決を図る。 

 

Ⅲ 連携による効果等 

  従来では、各支援機関が独自の支援ノウハウにより、小規模事業者に対し経営支援

や情報提供を行なっており、地域の特性を伸ばす経営支援が行えなかったが、この連

携「佐野市小さな企業応援ネットワーク」を構築することにより、市内小規模事業者

の支援機関同士の横軸連携が密となり、小規模事業者のみならず連携支援機関同士に

おいても情報やノウハウの共有が図られ、小規模事業者の新たな需要の開拓を進める

持続的基盤が構築され、地域経済のさらなる活性化が見込まれる。 

  よって、本法律の狙いである「これまでの経営改善普及事業に対する取組を見直し、

売上の増加や利益の確保に直結する小規模事業者の支援を実施していく」主旨を地域

支援機関と小規模事業者が一体となって達成していくものである。 
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本申請にあたり、想定される連携者及びその役割は次のとおりです。 

なお、本計画達成のため、新たな連携パートナーが必要となった場合、新たに連携

機関を追加するなど情報連絡体制を柔軟に対応し、横軸連携を充実させて地域の小規

模事業者の最も頼りになるネットワーク機関として主体的に活動していく。 

 

①公的支援機関（高度な課題を解決するための総合的専門指導支援事業） 

栃木県よろず支援拠点 コーディネーター 矢口 季男 氏 

〒321-3226 宇都宮市ゆいの杜 1-5-40（公財）栃木県産業振興センター内 

 ℡028-670-2600 

（公財）栃木県産業振興センター 理事長 柳 道夫 氏 

〒321-3226 宇都宮市ゆいの杜 1-5-40 ℡028-670-2600 

（公財）栃木県南地域地場産業振興センター 理事長 和泉 聡 氏 

   〒326-0822 足利市田中町 32-11    ℡0284-71-1141 

   

②地域金融機関（資金調達に係る支援及び情報提供事業） 

佐野地区金融団（幹事行）㈱群馬銀行佐野支店 支店長 大塚 喜男 氏 

 〒327-0022 佐野市高砂町 5      ℡0283-23-4111 

 ※佐野地区金融団とは、佐野市内に本支店がある「足利銀行、栃木銀行、群馬銀

行、東和銀行、栃木信用金庫、佐野信用金庫」が、佐野市金融団に加盟しており、

半年ごとに持回りで幹事を務めている。 

㈱日本政策金融公庫佐野支店国民生活事業統括 支店長 海老名 隆 氏 

〒327-0024 佐野市亀井町 2649-3    ℡0283-22-3011 

 ㈱商工組合中央金庫足利支店 支店長 北出 真也 氏 

  〒326-0804 足利市通 2-2751      ℡0284-21-7131 

栃木県信用保証協会 会長 伊藤 勤 氏 

   〒320-0806 宇都宮市中央 3-1-4    ℡028-635-2121 

 

③地域活性化に資する機関 

（まちづくり及び農商工連携・観光資源開発に係る支援及び情報提供） 

佐野農業協同組合 代表理事組合長 大芦 宏 氏 

〒327-0007 佐野市金吹町 2351     ℡0283-20-2000 

（一社）佐野市観光協会 会長 藤波 一博 氏 

  〒327-0015 佐野市金井上町 2519    ℡0283-21-5111 

 

④高度な専門的知識を有する機関（当商工会議所では解決できない専門的な支援） 

関東信越税理士会佐野支部 支部長 篠原 偉治 氏 

 〒327-0104 佐野市赤見町 3310-7    ℡0283-25-1200 

（一社）栃木県中小企業診断協会 支部長 仲山 親雄 氏 

  〒320-0065 宇都宮市駒生町 1487-14   ℡028-652-6224 

栃木県社会保険労務士会県西支部 支部長 渡辺 徹 氏 

  〒326-0005 足利市永楽町 1-5      ℡0284-41-5043 
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栃木県行政書士会佐野支部 支部長 石田 稔 氏 

  〒327-0104 佐野市赤見町 836-11    ℡0283-26-0026 

栃木県司法書士会佐野支部 支部長 青柳 高一 氏 

  〒327-0022 佐野市高砂町 2812     ℡0283-27-8260 

 

⑤地方公共団体（小規模事業者への補助・助成及び情報提供） 

佐野市産業文化部 部長 矢澤 裕之 氏 

  〒327-8501 佐野市高砂町 1       ℡0283-20-3040 

連携体制図等 

  

佐野商工会議所が小規模事業者に対する「経営発達支援事業」を行う上での、連携体

系図は以下のとおりであり、佐野商工会議所を中核とした連携を構築しつつ、地域の連

携支援機関が情報を共有し、全力で小規模事業者を支援する枠組みを目指しております。

なお、各連携支援機関（①～⑤の役割分担については、上記記載のとおり。） 

 

連携事業名：「佐野市小さな企業応援ネットワーク」 

 

 

⑤ 
地方公共団体 

④ 
高度な専門的知識

を有する機関 

 

③ 
地域活性化に 

資する機関 

 

② 
地域金融機関 

 

① 
公的支援機関 

中核的機関 
佐野商工会議所

「経営発達支援事業」

 


