
経営発達支援計画の概要 

実施者名 浜名商工会 

実施期間 平成２７年４月１日～平成３０年３月３１日 

目標 

当地域の特色である次の３つの産業を中心に支援策を講じることによ

って、小規模事業者が地域内において持続的発展を遂げられるように支

援すると共に、創業塾の開講等により新たな起業家の創出を図り、地域

経済全体が活性化することを目標とする。 

（重点支援産業） 

・輸送用機械器具を中心とした製造業に対する支援 

・地域の水産資源を活用した産業に対する支援 

・浜名湖周辺の観光に関連した産業に対する支援 

事業内容 

１．経営発達支援事業の内容 
Ⅰ.【需要動向及び経済動向の把握】 
地区内及び業界内の需要動向並びに経済動向に関して収集した情報を

業種ごとに整理・分析し、商工会内で共有化して蓄積し、小規模事業者

が必要な時に、必要な情報を速やかに提供して経営に役立てる。 
Ⅱ.【小規模事業者の実態把握】 
経営指導員の巡回・相談窓口、各種セミナーや個別相談会の開催等を

通じて、小規模事業者の抱える悩みや課題を掘り起こし、経営分析を行

い、小規模事業者の経営課題を明確化する。 
Ⅲ.【事業(経営)計画の策定・実施支援】 
事業者が経営課題を解決するために、需要を見据えた事業(経営)計画策

定支援を実施する。 
Ⅳ.【創業・第二創業（経営革新）支援】 
 地域経済の活性化及び起業家を育成するために創業塾を開催し創業支

援を行う。創業・第二創業後は中小企業診断士の資格を有する職員を中

心に経営指導員が伴走型の支援によりフォローアップに努める。 
Ⅴ.【需要開拓（販路開拓）支援】 
 ビジネスマッチングフェアを開催し、製造業を中心とした事業所の活

性化を図る。 
近年注目され始めた「浜名湖牡蠣」のＰＲによる関連事業者の活性化

及び観光資源として認知度の向上を目指す。 
２．地域経済の活性化に資する取組み 
 行政及び観光団体等の開催する会議へ出席し、その内容を当会へ持ち

帰り、既存事業に捉われることなく当会の成すべき地域経済活性化の方

策を検討し、事業化の有無を決定する。 

連絡先 

浜名商工会 

静岡県浜松市西区雄踏町宇布見 4859-15 

TEL（053）592-3111  FAX（053）592-5315 

E-MAIL：info@hamana.net 

 



（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

当地域は早くから国道１号線、東名高速道路、東海道線など交通インフラが整備され、

大手自動車メーカーを中心に輸送用機械器具製造業の事業所が多く存在し、ものづくり

のまち浜松の一翼を担っている。また、うなぎや白玉葱を始めとした農水産物の資源も

豊富で、特にうなぎ、シラス等の水産加工業及び飲食業の事業所も多く存在する。一方

で古くから弁天島や舘山寺などの温泉地による観光産業も盛んであり、多様な産業で成

り立っている地域である。 
しかしながら、リーマンショックや東日本大震災の影響による製造業を中心とした業

績回復の遅れと海外や内陸部への移転、シラスうなぎを始めとした乱獲や海洋環境の変

化による資源の減少等による原材料費の高騰、宿泊形態の多様化等による観光客の減少

に加えて、事業主の高齢化や後継者不足による事業所の減少が地域経済全体の課題とな

っている。 
 上述の地域特性を踏まえ、静岡県、浜松市、地域金融機関及びその他の支援機関と連

携し、当地域の特色である次の３つの産業を中心に支援策を講じることによって、小規

模事業者が地域内において持続的発展を遂げられるように支援すると共に、創業塾の開

講等により新たな起業家の創出を図り、地域経済全体が活性化することを目標とする。

（重点支援産業） 

・輸送用機械器具を中心とした製造業に対する支援 

・地域の水産資源を活用した産業に対する支援 

・浜名湖周辺の観光に関連した産業に対する支援 

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 27 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日）

 

（２）経営発達支援事業の内容 

１．経営発達支援事業の内容 
Ⅰ.【需要動向及び経済動向の把握】（指針③） 
地区内及び業界内の需要動向並びに経済動向に関して収集した情報を新たな取組み

として、業種ごとに整理・分析し、商工会内に蓄積するとともに情報を共有化すること

によって商工会内のどこからでも、小規模事業者が必要な時に、必要な情報を速やかに

提供して経営に役立てる。 
（事業内容） 
・毎月実施している地区内の景気動向調査、県商工連による景気動向調査、経営指導員

等による巡回訪問等によって、売上高・仕入単価・採算・資金繰り・業界の業況等の情

報を収集する。（指針③）【既存事業】 
・情報の収集に当たっては、調査回数を増やし、より多くの小規模事業者から情報収集

を行うように改善する。また、必ず重点支援産業と位置付けた小規模事業者の情報収集

を行う。（指針③）【新規事業】 
・収集した情報は業種ごとに整理・分析し、商工会パソコン内の共有フォルダに蓄積し

て、本所・支所を問わず、全ての職員が利用できるように改善する。（指針③）【新規事

業】 
・情報は巡回訪問や窓口相談時に小規模事業者へ提供する。（指針③）【新規事業】 
・観光業に関する動向については「舞阪町観光協会」や「浜名湖かんざんじ温泉観光協

会」を利用して情報収集に努める（指針③）。【既存事業】 
・調査結果に基づき課題を抽出して、講演会・セミナー及び個別相談会等の実施計画に

活用する（指針③）。【新規事業】 
（目標） 

支援内容 現  状 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度
景気動向調査実施回数 47 50 52 55

 
 
Ⅱ.【小規模事業者の実態把握】（指針①、③） 
地区内小規模事業者の持続的発展に向け、今まで職員が個々の基準により行っていた

小規模事業者の実態把握を、以下のように体系化して実施することで、課題抽出までの

過程が円滑に進むように改善する。また、過程内においては地域金融機関等との連携を

図り、必要に応じて県商工連・静岡県産業振興財団による専門家派遣を活用し、小規模

事業者の経営課題をより明確化する。 
（事業内容） 
・上記Ⅰにより抽出した課題に沿って開催するセミナーや相談会によって、経営上の悩

みや課題を抱える小規模事業者をピックアップするように改善する。（指針①）【新規事

業】 
・経営指導員の巡回・窓口相談及び従来より定期的に開催している税務相談会、金融相

談会によって、経営上の悩みや課題を抱える小規模事業者をピックアップする。（指針

①）【既存事業】 



・新たな取組みとして、重点支援産業と位置付けた小規模事業者への巡回を強化し、経

営上の悩みや課題を抱える事業者をより多くピックアップする。（指針①）【新規事業】

・対象事業者に対しては、商品や役務の内容についての情報収集のほかに新たに、保有

する技術やノウハウ、従業員等の経営資源についての情報収集を行う。（指針①）【新規

事業】 
・対象事業所の財務内容について、従来は決算書、申告書等を基に情報収集を行ってい

たが、状況に応じて金融機関と連携を図り情報取集にあたるように改善する。また、対

象事業者の中で、商工会の記帳継続対象事業者については商工会の会計ソフトにより財

務データを収集する。（指針①）【新規事業】 
・対象事業者の商品や役務の需要動向及び地域の経済状況については経営指導員が巡回

等で商工会に蓄積したデータによる情報収集のほかに、新たに日経テレコンＰＯＳ情報

を利用して情報を収集する。（指針③）【新規事業】 
・収集した情報を基に経営分析を行う。必要に応じて県商工連・静岡県産業振興財団よ

り専門家を召喚して多角的に分析を行う。（指針①）【既存事業】 
・経営分析により問題点を明確化し、結果を対象事業者へ提供するとともに必要な経済

動向等の情報を提供して解決策を探る。（指針①、③）【既存事業】 
・新たな取組みとして、小規模事業者の実態把握によって得た情報は経営指導員間で

情報を共有し、必要に応じて全ての経営指導員が適切な指導・助言を行う体制を整える。

（指針①）【新規事業】 

（目標） 
支援内容 現  状 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度

課題抽出によるセミナ

ー開催件数 未実施 4 5 5

対象事業者数※ 未実施 1 2 3
専門家派遣回数 未実施 5 10 15
※経営指導員 1人当たりの件数 
 
Ⅲ.【事業(経営)計画の策定・実施支援】（指針②） 
事業者が経営課題を解決するために、上記、経済等の動向及び小規模事業者の分析結

果を踏まえて、需要を見据えた事業(経営)計画策定支援を実施する。策定の支援並びに
計画の実行においては行政関係機関を始めとする支援機関と連携し、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。 
(事業内容) 
・新たな取組みとして、経営分析を実施した小規模事業者において、事業(経営)計画の
策定を目指す事業者をピックアップする。（指針②）【新規事業】 
・26年度に実施した経営計画作成支援セミナー（3回）及び個別相談会（4回）と同規
模の事業を開催し、事業(経営)計画の策定を目指す事業者をピックアップする。（指針②）
【既存事業】 
・巡回窓口での相談時及び税務相談会、金融相談会において、事業(経営)計画の策定を
目指す事業者をピックアップする。（指針②）【既存事業】 
・上記以外にものづくり補助金申請時、融資相談等において事業(経営)計画の策定を支
援する。（指針②）【既存事業】 



・事業(経営)計画策定においては、商工会で中小企業診断士の資格を有する職員を中心
に経営指導員が支援に当たるように支援体制を改善する。また、必要に応じて県商工連、

静岡県産業振興財団等による専門家派遣事業を活用する。（指針②）【新規事業】 

・事業(経営)計画策定における資金面での支援として、新たに創設される日本政策金融
公庫の「小規模事業者経営発達支援融資制度」が活用できることを指導助言し、事業(経
営)計画策定後の融資実行後においては、事業計画どおり進捗しているかの把握をするた

めに巡回指導等によって定期的にフォローアップを行う。（指針②）【新規事業】 
・事業(経営)計画策定後は、国、静岡県、浜松市及び商工会が行う支援策等についてホ
ームページや広報誌への掲載または巡回や電話での個別案内により小規模事業者へ周

知する。（指針②）【既存事業】 
・小規模事業者が計画を実行するにあたっては全ての経営指導員が対応し、小規模事業

者にとって、より効果的な指導を行うことができるよう、状況に応じてミラサポ、静岡

県よろず支援拠点、浜松地域イノベーション推進機構、日本政策金融公庫、地域金融機

関等と連携を図るように支援体制を改善する。特に資金面では日本政策金融公庫と連携

し、「小規模事業者経営発達支援融資制度」の積極的な活用を図る。（指針②）【新規事

業】 
・新たな取組みとして、事業(経営)計画策定した小規模事業者に対しては、2 か月に 1
回程度の頻度で定期的に計画の進捗状況を確認し、収集した情報は商工会パソコン内の

共有フォルダに蓄積し、必要に応じて全ての経営指導員が適切な指導・助言を行う。（指

針②）【新規事業】 
（目標） 

支援内容 現  状 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度
事業計画策定事業者数

※ 3 3.5 4 4

支援策提供数 20 30 40 45
計画策定後指導回数 20 25 30 30
※経営指導員 1人当たりの件数 
 
Ⅳ.【創業・第二創業（経営革新）支援】（指針②） 
 地域経済の活性化及び起業家を育成するために、従来から実施している創業塾を継続

拡大して開催し、創業支援の拡充を図る。創業・第二創業後は中小企業診断士の資格を

有する職員を中心に経営指導員が伴走型の支援によりフォローアップに努める。 
(事業内容) 
・地域密着型創業事業として創業塾（全 4回開催）を開催する。新たな取組みとして、
開催に当たっては浜松市内 4商工会が連携し、広く創業希望者を募る。応募状況によっ
て開催数を拡大する。（指針②）【新規事業】 
・創業計画を策定する際には、中小企業診断士の資格を有する職員を中心に経営指導員

が支援に当たるように支援体制を改善し、必要に応じて、県商工連・静岡県産業振興財

団等による専門家派遣事業を活用する。また、日本政策金融公庫、地域金融機関等と連

携して資金面での支援を図り、創業実現を目指す。（指針②）【新規事業】 

・新たな取組みとして、地域金融機関との連携により創業者の情報収集を図り、希望者

に対して支援を行う。（指針②）【新規事業】 



・静岡県事業引継支援センターと連携を図ることにより、起業家が創業するためのハー

ドルを下げると共に後継者不足に悩む事業主の事業継続を支援する。（指針②）【既存事

業】 
・地域金融機関との連携により創業者の情報収集を図り、希望者に対して支援を行う。

（指針②） 
・創業後は、経営指導員が巡回等により 2か月に 1回程度の頻度で経営状態を確認し、
収集した情報は商工会パソコン内の共有フォルダに蓄積し、必要に応じて全ての経営指

導員が適切な指導・助言を行う体制を整える。（指針②）【新規事業】 
・第二創業（経営革新）に関する相談は浜北商工会が開催する経営革新塾へ参加し、第

二創業（経営革新）計画の策定にあたっては中小企業診断士の資格を有する職員を中心

に経営指導員が支援し、必要に応じて、県商工連・静岡県産業振興財団等による専門家

派遣事業を活用する。（指針②）【新規事業】 
・第二創業（経営革新）計画策定後は経営指導員が 2か月に 1回程度の頻度で経営状態
を定期的に確認し、収集した情報は商工会パソコン内の共有フォルダに蓄積し、必要に

応じて全ての経営指導員が適切な指導・助言を行うように改善する。（指針②）【新規事

業】 
（目標） 

支援内容 現  状 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度
創業支援件数 10 15 18 20
第二創業（経営革新）

支援件数 3 4 5 6
 
 
Ⅴ.【需要開拓（販路開拓）支援】（指針④） 
 地域小規模事業者の持続的な経営を支援するために、平成 26 年から開始した「浜名
ビジネスマッチングフェア」を継続的に開催し、製造業を中心とした事業所の活性化を

図る。新たな取組みとして、市内 4商工会が連携して、より多くの小規模事業者の参加
を募る。 
また、近年注目され始めた「浜名湖牡蠣」のＰＲによる関連事業所の活性化及び観光

資源として認知度の向上を目指す。 
(事業内容) 
・「むらからまちから館」への出展を始め、県商工連及び行政からの出展情報は商工会

ホームページ及びフェイスブックを通じて随時小規模事業者に情報提供し、必要に応じ

て経営指導員が指導・助言を行う。（指針④）【既存事業】 
・ビジネスマッチングフェアを開催するにあたって、市内 4商工会より出展企業を募る
ことによって、スケールメリットを生かした販路開拓の機会が創出できるように改善す

る。（指針④）【新規事業】 
・「浜名湖牡蠣」を新たな地域ブランドの柱として育て、地域ブランドを多く保有する

ことによって水産加工業や関連業種（飲食業含む）の経営安定化を支援する。また、事

業においては「舞阪町観光協会」、「浜名湖かんざんじ温泉観光協会」と連携を図りなが

ら観光産業の支援を行う。具体的には、舞阪町観光協会が平成 26 年にオープンした浜
名湖産の牡蠣を安価で提供する「弁天島浜小屋」及び浜名湖産の牡蠣を使用したＢ級グ



ルメ「牡蠣かば丼」への事業支援を行う。（指針④）【既存事業】 
（目標） 

支援内容 現  状 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度
展示会出展等への指導

件数※1 
未実施 3 4 5

展示会(商談会)出展企
業数※2 

未実施 3 4 5

浜名ビジネスマッチン

グフェア出展者数 
29 33 37 40

弁天島浜小屋来場者数 未実施 300 400 500
牡蠣カバ丼加盟店 16 18 19 20
※1経営指導員 1人当たりの件数 
※2「浜名ビジネスマッチングフェア」を除く 
 
２．地域経済の活性化に資する取組み 
 行政及び観光団体等の開催する会議へ出席し、その内容を当会へ持ち帰り、総務委員

会において、既存事業に捉われることなく当会の成すべき地域経済活性化の方策を検討

する。総務委員会で検討した方策については、当会理事会に諮り事業化の有無を決定す

る。 
（事業内容） 
・近年、うなぎの高騰により消費者離れが懸念されることから、関連業種の持続的な経

営の安定及び特産品である浜名湖うなぎを広くＰＲすることによる観光振興の観点よ

り「浜名湖うなぎまつり」を開催して、地域経済の活性化を図る。【既存事業】 
・「浜名湖うなぎまつり」の開催に当たっては、浜松市、浜名湖養魚漁業協同組合と連

携して開催する。また、「さいたま浦和うなぎまつり実行委員会」とも連携し、互いの

うなぎまつりに参加するなどして消費拡大に努める。【既存事業】 

・「浜名湖うなぎまつり」への新たな取組みとして、会場内に展示パネルを設置して、

浜松のうなぎ文化や歴史について紹介することで、来場者に浜名湖うなぎをＰＲする。

【新規事業】 
・平成 26 年度小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業において「環浜名湖舘
山寺温泉観光ハブ構想・国内及びインバウンド客向け観光コンテンツ調査事業」が採択

されたことによって、舘山寺温泉を中心とした浜名湖周辺地域の観光振興を目的として

事業を実施する。今後はサイクルツーリズムを始めとした事業に取り組み、インバウン

ド客の増加を図る。【新規事業】 
（目標） 

支援内容 現  状 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度
浜名湖うなぎまつり来

場者数 
14,000人 16,000人 17,000人 18,000人

舘山寺温泉観光客数 420,000人 430,000人 440,000人 450,000人
 
 
 



３．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 
Ⅰ．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 
・従来より実施している日本政策金融公庫との経営改善貸付推薦団体連絡協議会におい

て、多くの職員が参加し、地域の状況把握や他商工会の支援ノウハウ等について情報交

換を行う。【既存事業】 

・平成 26 年に開催した地域金融機関（静岡銀行、浜松信用金庫、遠州信用金庫）との
懇談会が金融機関から高評価を得たため、今後は定期的に「金融懇談会」を開催し、地

域の状況把握や支援ノウハウ等について情報交換を行ない、連携の強化を図る。【新規

事業】 

 
Ⅱ．経営指導員等の資質向上等に関すること 
・小規模事業者の課題解決力や経営計画策定支援に必要な資質を身に着けるため、経営

指導員の受講が義務付けられている研修会を除き、中小企業大学校や県連合会及び関係

支援機関が主催する研修等へ今後は年間１回以上参加することで経営指導員の資質向

上を図る。【新規事業】 
・新たな取組みとして、中小企業診断士の資格を有する職員を講師として年３回ＯＪＴ

を開催し、診断士のノウハウを職員が共有することで、職員のスキルアップを図り、小

規模事業者の支援に役立てる。【新規事業】 
・将来経営指導員となる若手職員に対して、経営指導員向けの研修へ積極的に参加させ

ると共に、今後は各種事業でプロジェクトメンバーを構成する際に、若手職員が含まれ

るようにメンバーを構成して若手職員を育成する。【新規事業】 
・従来は必要に応じて開催していた経営指導員会議を今後は定期的に開催し、地域の課

題や支援ノウハウについて情報交換を行い、情報の共有を図る。【新規事業】 
 
Ⅲ．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【新規事業】 
新たな取組みとして、毎年度、本計画に記載の事業に関して実施状況及び成果につい

て、以下の方法により評価・検証を行う。 
①総務委員及び行政担当部署の職員を外部有識者として招き、事業の実施状況、成果の

評価・見直し等の提示を行う。 
②支部担当課長会議において、提示を踏まえて、今後の事業の方針を決定する。 
③事業の見直し結果については理事会へ報告し、承認を受ける。 
④事業の成果・評価・見直し結果を浜名商工会ホームページ上で計画期間中公表する。

 
 
 



（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 27 年 1 月現在）

（１）組織体制 

    

（経営発達支援事業を確実に実施するための体制） 

 

事務局長 

1 名 

 

 

事務局次長 

1 名 

 

 

 

経営指導員 

7 名 

 

 

 

 補助員     記帳専任職員    記帳指導職員    記帳指導員 

1 名        6 名        2 名        7 名 

 

 

 

（商工会全体の体制） 

               

（局） 事務局長 1 

（次） 事務局次長 1 

（指） 経営指導員 7 

（補） 補助員 3 

（専） 記帳専任職員 6 

（記） 記帳指導職員 2 

（臨） 記帳指導員 7 

（般） 一般職員 1 

合  計 28 名 

(内、ﾊﾟｰﾄ等) 8 名 

 

 



  

（２）連絡先 

 

    浜名商工会 本  所    静岡県浜松市西区雄踏町宇布見 4859-15 

（代  表）   TEL（053）592-3111 FAX（053）592-5315 

(可美支部)    TEL（053）592-8811 FAX（053）592-5315 

(篠原支部)    TEL（053）592-2211 FAX（053）592-5315 

(雄踏支部)    TEL（053）592-5500 FAX（053）592-5315 

 

庄内支所    静岡県浜松市西区館山寺町 2705-1 

(庄内支部)    TEL（053）487-0661 FAX（053）487-2691 

 

舞阪支所    静岡県浜松市西区舞阪町舞阪 798 

(舞阪支部)    TEL（053）592-3811 FAX（053）592-5316 

 

URL：http://www.hamana.net/    E-MAIL：info@hamana.net 

 

 

 

（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 

( 年 月以降) 
平成 28 年度 平成 29 年度 

必要な資金の額  2500  2500  2500

 

地域中小企業活性化対策支援

事業費 

地域密着型創業事業費 

地域総合振興事業費 

 総合振興費 

商業振興費 

 工業振興費 

 観光振興費 

 

400

400

2100

1000

300

300

500

400 

 

400 

2100 

1000 

300 

300 

500 

 

400

400

2100

1000

300

300

500

（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 

 

会費、国補助金、県補助金、市補助金、事業受託費 

 

（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。 

 



（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 

【需要動向及び経済動向の把握】 
・観光業に関する動向の情報収集 
 
【小規模事業者の実態把握】 
・小規模事業者の多角的な分析 
 
【事業(経営)計画の策定・実施支援】 
・事業(経営)計画策定支援 
・事業(経営)計画実施支援 
 
【創業・第二創業（経営革新）支援】 
・創業全般における支援 
・創業における資金面での支援 
・第二創業（経営革新）計画の策定支援 
 
【需要開拓（販路開拓）支援】 
・「弁天島浜小屋」及び「牡蠣かば丼」への事業支援 
 
【地域経済の活性化に資する取組み】 
・うなぎまつりの開催 
 
【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】 
・支援ノウハウ等の情報交換 
 
 

連携者及びその役割 

・浜松市 

静岡県浜松市中区元城町 103-2  （053）457-2111 

・静岡県商工会連合会 

会長 前澤侑  静岡県静岡市葵区追手町 44-1  （054）255-8080 

・舞阪町観光協会 

静岡県浜松市西区舞阪町弁天島 3775-2  （053）592-0757 

・浜名湖かんざんじ温泉観光協会    

静岡県浜松市西区舘山寺町 1832-1  （053）487-0152 

・公益財団法人 静岡県産業振興財団   

理事長 櫻井透  静岡県静岡市葵区追手町 44-1  （054）273-4434  

・日本政策金融公庫 浜松支店 

静岡県浜松市中区板屋町 111-2 浜松アクトタワー   （053）454-2341 



・株式会社 静岡銀行   

頭取 中西勝則  静岡県静岡市葵区呉服町 1-10  （054）254-3111 

・浜松信用金庫    

理事長 御室健一郎  静岡県浜松市中区元城町 114-8  （053）450-3250 

・遠州信用金庫    

理事長 守田泰男  静岡県浜松市中区中沢町 81-18   （053）472-2115   

・ミラサポ  0570-057-222 

・静岡県よろず支援拠点   

静岡県静岡市葵区黒金町 20-8（静岡商工会議所内）  （054）253-5177 

・公益財団法人 浜松地域イノベーション推進機構    

静岡県浜松市中区東伊場 2-7-1 浜松商工会議所会館 8階   （053）489-8111 

・静岡県事業引継支援センター    

静岡県静岡市葵区黒金町 20-8（静岡商工会議所内）   （054）275-1881 

・浜名湖養魚漁業協同組合 

組合長 内山光治  静岡県浜松市西区馬郡町 2465   （053）592-0123   

 

 

※連携機関の役割等については「連携体制図」に記載。 

 

 

 

連携体制図等 

※連携体制図は別紙に記載。 

 

 

 



（別紙：連携体制図等）

【需要動向及び経済動向の把握】

【小規模事業者の実態把握】

より多くの情報収集

多角的な分析

情報の提供

情報の収集小
規
模
事
業
者

情報の提供

小
規
模
事
業
者

分析データの収

集

分析結果の提供

浜名商工会

情報の収集・整理・分析

・静岡県商工会連合会

・舞阪町観光協会

・浜名湖かんざんじ温泉観光

協会

・静岡県商工会連合会

・静岡県産業振興財団浜名商工会

小規模事業者の経営分

析

1

【事業(経営)計画の策定・実施支援】
　　（計画策定支援）

　　（計画実施支援）

財務面での分析強化

効果的な指導の実現

高度な計画書の作成

日経テレコンＰＯＳ

情報の活用

業
者

小
規
模
事
業
者

分析結果の提供

計画策定・実施

支援

析

・地域金融機関

・静岡県商工会連合会

・静岡県産業振興財団

・ミラサポ

・静岡県よろず支援拠点

・浜松地域イノベーション推

進機構

・日本政策金融公庫

・地域金融機関

浜名商工会

小規模事業者の事業

（経営）計画の策定及び

実施支援

1



（別紙：連携体制図等）

【創業・第二創業（経営革新）支援】

【需要開拓（販路開拓）支援】

　　創業の実現および金融
支援の強化

　連携による支援強化

創業・第二創業の実現

小
規
模
事
業
者

小
規
模
事
業
者

創業・第二創業

支援

需要開拓

・日本政策金融公庫

・地域金融機関

・静岡県事業引継支援セン

ター

・静岡県商工会連合会

・静岡県産業振興財団

浜名商工会

創業塾の開催及び第二

創業の支援

浜名商工会

創業塾の開催及び第二

創業の支援

・舞阪町観光協会

・浜名湖かんざんじ温泉観光

協会

2

【地域経済の活性化に資する取組み】

　消費拡大

　来場者の増加

相互協力

業
者

小
規
模
事
業
者

消費拡大

創業塾の開催及び第二

創業の支援

浜名商工会

うなぎまつりの開催

観光産業の支援

・弁天島浜小屋

・浜松市

・浜名湖養魚漁業協同組合

・さいたま市浦和うなぎまつり

実行委員会

2



（別紙：連携体制図等）

【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】

　支援ノウハウの強化

情報交換

小
規
模
事
業
者

新たなﾉｳﾊｳによ

る支援

浜名商工会

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

・日本政策金融公庫

・地域金融機関
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