
経営発達支援計画の概要 

実施者名 南伊豆町商工会 

実施期間 平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日 

目標 

地域資源を有効活用した新商品開発、各店の個性や地域性を活かした新

たなサービス、人口の多い首都圏など域外への商品販路拡大などを個別

企業に提案し、実現可能性を高めるため実行段階までの伴走型支援を積

極的に行う事により地域の活性化に繋げていく。 

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 

２．経営状況の分析に関すること、５．需要動向調査に関すること 

各業界における市場分析作業、地域内各事業所への訪問による聞き

取り調査に基づいた各業界における企業分析作業、需要動向調査分

析を実施し、全職員内で情報共有しながら各事業所の経営状況や業

界動向等を把握していく。 

３．事業計画策定支援に関すること 

上記の経営状況分析等の調査を通じて、活発な事業活動を行ってい

る希望事業者などに対して新たな各種戦略提案・事業計画における

策定を支援する。 

また創業支援に関しては、創業に向けて具体的に動き出す段階にあ

る創業者の掘り起こしを行い、創業前から開業後のフォローアップ

に至るまでの伴走型支援を実施する。経営革新支援に関しては職員

会議で検討、作成された経営革新へ向けた素案を経営者に対し積極

的に提案していくことで経営革新計画承認件数増加に繋げていく。

 ４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

事業計画の策定・実行に際して事業者が計画達成できるよう伴走型

の指導・助言を実施し、小規模事業者における事業の持続的発展を

図っていく。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 ①小規模事業者販路開拓支援 

既存の販路開拓支援を引き続き実施する他、都内における当町独自

のアンテナショップ開設を目指す。地域資源等を活用し開発した商

品や魅力ある隠れた地域特産品、地域食販売等に繋げていく。 

  ②ＳＮＳインターネット等広報活用支援 

個別企業調査による企業情報において公開可能な地域資源や経営

資源、保有技術等をＳＮＳ等で公開することで新たな購入・受注取

引等に繋げ、町内小規模事業者への認知力向上等を図る。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

（１）町内産業団体における地域経済振興に資する情報交換等。 

（２）地域産業振興等を目的とした「フェスタ南伊豆」の開催並びに

出店ブース確保による地域事業者への販売機会確保提供など。

（３）当町の産業振興に資するテーマの講演会開催 

連絡先 

〒415-0152 静岡県賀茂郡南伊豆町下賀茂 208-3 

TEL（0558）62-0675 FAX（0558）62-3054  

E-mail aoiumi@poplar.ocn.ne.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 

・ 当地域は海・山・川など多くの自然に恵まれた温暖な地域であり、夏にはたくさん

の海水浴客が訪れる「弓ヶ浜海岸」、早咲き桜を楽しめる人気イベント「みなみの桜

と菜の花まつり」が行われる地域でもあり 500 年に渡る温泉の歴史がある「下賀茂温

泉」などを中心に観光拠点が充実している。首都圏からも比較的近距離であるため年

間を通じて多くの観光客が訪れ、2013 年度における当町観光交流客数は約 76 万人に

上り、民宿・旅館・観光施設等を中心とした観光業が盛んな地域となっている。  

さらに、菓子店による観光土産物品の製造販売、船舶所有漁業者による釣船・ダイ

ビング実施、観光客が多く利用する地元農産物直売所への農家出荷など、地域内の多

くの産業が観光からの恩恵を受ける「周辺産業」として発展している。 

  一方、課題として観光関連業全体では観光ニーズ多様化などの影響によりピークで

あった昭和 62 年の観光交流客数 256 万人から年々観光客が減少、経営環境が厳しい

状況が続いており、観光に依存している周辺産業も含め廃業事業所が増加している。

さらに、地理的に最寄りの中核地方都市である三島市・沼津市までは通勤圏外（車で

約２時間）でもあり、若者を中心に就職や進学のため町外転出が続いている。近隣市

町を含め少子高齢化が顕著な地域であり、2014 年の町内人口は約 9千人と後背地人口

が脆弱であり商業をはじめとした地域住民向けの事業経営が難しい地域でもある。 

  南伊豆町では「第５次総合計画」（平成２２年度から平成３１年度）における商工

業振興のあり方として、既存事業を維持発展させるための支援をはじめ地域資源を活

用した物産開発、魅力ある個店づくり推進などを基本方針とし、地元素材による南伊

豆ブランド商品の確立や観光土産物店の充実などの計画を具体的に策定している。 

   

・ 当商工会としてもこのような地域の強みや課題、町の方針を踏まえ、地域資源を有

効活用した新商品開発、各店の個性や地域性を活かした新たなサービス、人口の多い

首都圏など域外への商品販路拡大などを個別企業に提案し、実現可能性を高めるため

実行段階までの伴走型支援を積極的に行う事により地域の活性化に繋げていくこと

を目標として実施していく。 

具体的にはヒアリング・実地調査に基づいた個別企業分析や各業種・業界の状況、

消費者ニーズ等の分析を行い、活発な事業活動を行っている事業者に対し優先的に経

営戦略提案を行っていく。実行段階までの伴走型支援を全職員内で共有しながら継続

的に実施し企業連携による販路開拓や商品開発、経営改善等を推進していく事で「各

企業の個性を活かした経営力・収益力向上」を目標とする。実施に際しては地域の金

融機関をはじめ町当局や町内の観光協会、農協、漁協、更には近隣の商工会、商工会

議所の各事業と連携し、「新たな南伊豆ブランドの創造」を目指した地域産業活性化と

小規模企業の経営発達を実施していく。 
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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 32 年 3 月 31 日） 

（２）経営発達支援事業の内容 

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） 

【現状】 

  当商工会では観光業の繁忙期である夏季シーズンの動向を調査するため毎年９月

に「夏季景況調査」を実施している。それにより夏季シーズンを中心とした消費 

者行動ニーズや業界状況等の調査を行い、当商工会の広報紙を通じて調査分析結 

果を公開している。さらには年間を通じた巡回訪問時での経営者等との面談によ 

る情報収集、また新聞や各種情報誌、公的機関等の発行する報告書等において、 

各職員が閲覧し情報収集を行い日々の経営支援等に活かしている。 

【取り組む内容】 

各個別企業の経営計画策定等に繋げるため、上記情報に加えて各種専門書やイン 

ターネット等も活用し町内企業の各業界を分類ごとに分析、全国的な業界の状況 

や消費者動向変化について業種ごとに全職員で共有し、経営分析や新事業提案時 

における情報収集・知識向上等に繋げていく。更に調査分析結果によっては町当 

局はじめ町内の観光協会、農協、漁協、金融機関に対して各業種別に対する当地 

域独自の各種補助制度、金融制度、政策等を提案し、小規模事業者の持続的発展 

を図っていく。 

 

（事業内容） 

（１）下記「２．経営状況の分析に関すること」で実施する業種から優先に調査先

業種を抽出する。業種分類数は通常の産業分類にとらわれず、地域内企業数

や消費者ニーズ等を考慮し現状調査分析において使用しやすいものを職員内

で随時協議し調整・検討する。 

 

分類検討 例 

①観光業が多い地域であり、「宿泊業」では詳細に分析できない。 

  →【ホテル・旅館業】【民宿業】【ペンション・コテージ業】、 

   による区別のほか、【食事提供】【温泉施設】の有無ごとや、 

【高級層向け】【一般向け】【格安施設】など設定料金別等 

に細かく分類して分析することについて検討する。 

②一般的に分類できない業種等については通常の産業分類にとらわ

れず、類似業種のデータ等を活用しながら検討していく。 

 

（２）パート職員を除く全職員が分担、担当業種ごとの調査時期を「２．経営状況

の分析に関すること」における該当業種の初回実施日時に合わせ決定し各種

媒体やヒアリング等により情報収集を行い分析する。尚、状況等により計画

順は随時変更する。 
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調査内容（一例） 

①全国・地域内の市場規模・同業者数②顧客ニーズ・地域内企業の

顧客利用状況③競合業種及び地域内企業数④同業種における成功

事例、新サービス状況⑤類似サービス業種⑥参入障壁 など 

調査実施内容 

① 文献調査（公開統計データ、各種報告書、新聞情報等） 
② ヒアリング（同業種や関連業種等の地域内企業） 

 

（３）分析結果について月２回実施している職員会議において、各担当職員が調査

内容を報告し職員内での情報共有を図る。他の職員は担当者への質問等行い

ながら全員で業界分析を行い、意見交換を実施する。意見交換で出された新

たな情報等があれば報告書に追加する。また、調査報告検討済の業種であっ

ても、新たな同業種における成功事例情報や業界動向変化の情報を入手した

際には当会議の場において随時報告し職員内での情報共有を図る。 

 

（４）調査分析結果及び下記「２．経営状況の分析に関すること」を進めていく中

で業種別・地域別等の支援が必要と判断した際には当商工会の事業において

各種支援策を計画・実施するほか、南伊豆町当局への政策提案をはじめ町内

の観光協会、農協、漁協、金融機関等に対し各業種別に対する当地域独自の

各種補助制度や金融制度の提案等を実施し、地域の経済発展及び小規模事業

者に対する持続的発展を図っていく。 

 

（目標）調査分析目標件数【目安】 ５年間で５４業種  

支援内容 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

業種調査分析件数 未実施 6件① 12件② 12件② 12件② 12件②

   目標件数算出 ①職員１名（順次）×２カ月に１件（0.5）×１２か月 

          ②職員１名（順次）×１カ月に１件×１２か月 

※おおむね各年度上記件数を目標に実施するが、個別企業現状調査に合わせて実施

するため、年度により変動する。 

 

（地域の経済動向調査に関すること まとめ） 

当調査の目的 各業種における全国的・地域的な状況や課題を公

的なデータや当事者からの情報を全職員で共有す

ることにより、個別企業分析時における新商品・

サービス開発の提案や企業連携等へ繋げる。 

手段 職員による文献調査・ヒアリング及び報告書作成 

職員全員による分析・情報交換 

小規模事業者に対する効果 職員内での意見交換内容を加えた調査書により、

業界の状況や経営課題を再確認できる。 

今後の経営支援等への活用や、業界・地域ごとへ
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の政策提案などにも繋げることができる。 

計画期間終了時までの目標 当事業計画期間終了（５年間）までに対応できる

商工会員全業種の調査を終了させる。 

 

２．経営状況の分析に関すること（指針①） 

【現状】 

  経営改善普及事業により経営指導員を中心とした各企業への巡回訪問等において

多くの経営支援が行われており、経営カルテ等により巡回内容など情報共有が行

われ経営支援に活用されているが、詳細分析し全職員で共有される状況までには

至っていない。 

 【取り組む内容】 

過去の巡回等で収集した企業情報も活用しながら各事業所や業界の状況を調査し

全職員内で分析する事により、経営課題の抽出や企業の強みなどの再確認を行い、

新商品・サービス開発の提案や企業連携等、または経営革新計画承認件数増加（下

記「３．事業計画策定支援に関すること ③経営革新支援」）へと繋げていく。 

 

（事業内容） 

 （１）職員ベースでの情報や経営状況等から優先抽出項目を参考に調査先企業を優

先順に抽出、職員ごとの今後５年間における調査先計画を作成する。当事業

を実施する全職員で実施し緊急的課題のある企業が発生した場合など状況に

より計画は随時変更する。 

 

優先抽出項目（①から順に優先順） 

①緊急的に経営課題のある企業（倒産・廃業危機等）②経営戦略案

策定（下記３参照）を希望する企業③創業（予定）者④やる気ある

経営者の企業⑤業績拡大・成長企業⑥若手経営者・若手後継者のい

る企業（以下、売上金額順） 

※①、②の事業所は最優先で実施（対象になり次第、優先実施） 

 

 （２）調査先計画に基づき、各個別の事業者現状把握のため各担当職員による巡回

指導や記帳指導訪問時等を利用し事業所ヒアリング・実地調査を行い、販売

商品・サービスの内容をはじめ各種経営状況や業界動向等を把握する。 

 

主な調査（実地・ヒアリング）項目 

①商品・サービス内容・構成、アイテム数②従業員数③経営理念・

ビジョン④ビジネスモデル・収益構成⑤技術力⑥当社の強み⑦弱み

⑧当社や業界を取り巻く環境⑨財務状況⑩経営上の問題点…など 

 

 （３）月２回実施している職員会議において、各担当職員が調査内容を調査書にま

とめて発表し職員内での情報共有を図る。他の職員は質問等行いながら全員

で軽微な経営分析を検討、当企業における新たな経営戦略策定についての意
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見交換を実施し、意見交換で出された新たな情報等があれば調査書に追加す

る。また下記「３．事業計画策定支援に関すること」へのステップを踏まえ

た中で事業所ごと経営革新計画の可能性についても検討、対象事業者に対し

積極的に提案していくことで経営革新承認件数増加（下記「３．事業計画策

定支援に関すること ③経営革新支援」）にも繋げていく。 

 

（４）現状調査時において専門的・緊急的な経営課題等がある場合には専門家派遣

（エキスパートバンク制度）事業や経営安定相談事業などを活用し、専門家

に随行しながら経営改善等を支援実施する。 

 

（目標）調査目標件数 ５年間で４６８件 

支援内容 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

現状調査分析件数 未実施 36件① 72件② 72件② 144件③ 144件③

    

目標件数算出 ①職員６名×２カ月に１件（０．５）×１２か月 

          ②職員６名×１カ月に１件×１２か月 

          ③職員６名×１カ月に２件×１２か月 

 

（経営状況の分析に関すること まとめ） 

当調査の目的 地域の各企業における経営課題の抽出や企業の強

みなどの再確認を行い、全職員内で情報共有する

ことで新商品・サービス開発の提案や企業連携等

へ繋げる第１歩とする。更に経営革新計画申請（下

記「３-③」参照）にも繋げていく。 

手段 職員によるヒアリング・実地調査及び調査書作成 

職員全員による評価・軽微な経営分析 

小規模事業者に対する効果 職員内での意見交換内容を加えた調査書により、

自社の強みや経営課題などを再確認できる。 

各企業の経営資源等を洗い出すことで地域内企業

連携のアイデアなど今後の経営支援にも活用。 

計画期間終了時までの目標 当事業計画期間終了（５年間）までに全商工会員

の調査を終了させ、会員以外の調査も実施する。 

 

３．事業計画策定支援に関すること（指針②） 

＜①経営戦略案・事業計画策定支援＞ 

【現状】 

事業計画策定においては、各種経営課題を抱えた企業に対し専門家派遣事業等を 

活用し専門家により作成されることが殆どであり、計画策定後は各企業に運営を 

任せる状況が多かった。 

【取り組む内容】 

上記１．２における会議でのアイデア・情報交換をもとに各担当職員が中心とな 
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り活発な事業活動を行っている希望事業者や創業予定者などに対して新たな各種 

戦略提案・事業計画における策定を支援する。策定・実行に際しては関係金融機 

関等とも連携しながら伴走型の指導・助言を実施し、小規模事業者における事業 

の持続的発展を図っていく。 

 

（事業内容） 

（１）上記「２．経営状況の分析に関すること」による各企業面談時において新た

な経営戦略案策定を目指す、やる気ある小規模企業者の掘り起こしを行う。

尚、日本政策金融公庫が実施する「小規模事業者経営発達支援融資制度」の

活用を希望する企業などを含めた新たな経営戦略案策定を早期に希望する企

業・創業者・創業予定者がある場合には優先的に上記「２．経営状況の分析

に関すること（及び必要な場合は１）」の各種調査・会議後の各調査書作成

が終えた段階で対象とする。尚、緊急的な経営課題等がある場合には専門家

派遣（エキスパートバンク制度）事業や経営安定相談事業などを活用し、専

門家を中心に実施する。 

 

優先実施企業（①から順に優先順） 

①緊急的に経営課題のある企業（倒産・廃業危機等）②経営戦略案策定

を希望する企業（小規模事業者経営発達支援融資制度の活用を希望する

企業）③経営戦略案策定を希望する創業（予定）者④やる気ある経営者

の企業⑤業績拡大・成長企業⑥若手経営者・若手後継者のいる企業（以

下、売上金額順） 

※①の事業所は専門家派遣等を活用（対象になり次第、優先実施） 

 

（２）上記（１）により対象企業の実施が決定次第随時、月２回実施している職員

会議の席上にて担当職員のチーム編成を実施する。基本的には上記２の担当

職員が中心となり、更に経営指導員または中小企業診断士である職員との２

～３人により各種戦略提案・事業計画を策定するチームを編成する。 

 

（３）上記１及び２で行った各種調査資料等を参考に、経営者及び従業員等に担当

チームを加えたメンバーにより企業の事業に対する想いなどを考慮しながら

経営資源を活用した新商品・新サービス、企業連携などの各種戦略提案・そ

れに伴う実行計画や予算計画をはじめとした事業計画を立案支援する。 

    商品やサービス内容によっては下記６「新たな需要の開拓に寄与する事業に

関すること」の活用を見据えた戦略・計画を検討する。 

 

戦略立案・計画策定支援メンバー 
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【立案・策定決定者】 

①当該企業の経営者及び従業員等 

【サポートメンバー】 

②チーム編成した職員（担当職員１名＋経営指導員または中小企業 

診断士である職員１名もしくは２名） 

③状況により金融機関担当者・支店長等（下記（４）参照） 

④緊急的に経営課題のある企業の際には専門家（上記（１）参照） 

 

（４）日本政策金融公庫が実施する「小規模事業者経営発達支援融資制度」の活用

を希望する企業など対象企業において事業に関する資金調達等が必要な場 

合、又は関係金融機関からの事業資金融資残高がある場合等で企業経営者が

希望する際には戦略立案段階から融資先等関係金融機関と連携し実施して 

いく。具体的には金融機関担当者等も戦略立案メンバーに加わり各種戦略提

案・事業計画を立案していく事により、円滑な資金調達や月々の返済計画を

確実に進められる現実的な計画にする。又、対象企業における経営者の後継

者不足等に関する事案においては「静岡県事業引継支援センター」などの関

係機関を活用しながら、事業承継支援の取り組みに繋げていく。 

 

（５）各種戦略提案・事業計画立案後、月２回実施している職員会議または緊急職

員会議を開催、担当者により発表し全職員で共有する。他職員は質問や補足

なども含めた意見交換を行い、内容により他職員の意見を取り入れた事業計

画等に修正後、計画策定・実行を進める。 

 

＜②創業支援＞＜③経営革新支援＞ 

【現状】 

当商工会の創業支援に関しては、創業予定者が商工会を訪れる事で支援に至る事

もあるが、多くは町内の集落ごとの代表会員経営者で構成する商工会振興委員や

商工会理事による新規開業などの情報提供や、税務署・青色申告会を通じた新規

青色申告申請による記帳指導依頼の情報提供などにより創業者の情報を得て職員

が訪問し、主に創業後の記帳申告指導、労働保険、融資等について個別に対応し

ている。また、経営革新支援に関しては、確定申告時や巡回訪問時において町内

のヤル気ある経営者の企業に対して経営革新計画策定に関する内容や認定メリッ

ト等を説明することで実施者の掘り起こしを行っているものの、申請までに繋が

る企業は多くない状況である。 

【取り組む内容】 

上記の手法による創業・経営革新企業の掘り起こしに加え、創業支援に関しては

商工会員である全ての地元建設・建築業者等に依頼し、店舗の新築・新店開業に

よる改装工事の相談や見積依頼があった際に創業情報をいち早く商工会が得やす

い仕組みを確立する。また、商工会が発行する広報紙等により創業支援相談につ

いて掲載し町内での創業予定者に対して周知を行い、創業に向けて具体的に動き

出す前の創業者の掘り起こしを行う。その上で創業計画書作成支援や上記「２.経

営状況の分析に関すること」を実施することで創業前から開業後のフォローアッ
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プに至るまでの伴走型支援を実施する。経営革新支援に関しては上記「２.経営状

況の分析に関すること」において検討・作成された経営革新へ向けた素案につい

て経営者に対し積極的に提案していくことで経営革新計画承認件数増加に繋げて

いく。 

 

（事業内容） 

＜②創業支援＞ 

  （１）既存の商工会振興委員や理事からの開業情報や、税務署・青色申告会を通じ

た事業開業者情報の他、市町における広報紙や商工会が発行する広報紙等にお

いて創業支援随時相談について掲載、町内での創業予定者に対して周知を行

う。また通常、創業時において店舗整備や事務所・作業所の整備などを行う際

に新築・改装工事が行われる事が多いため、建設・建築工事業者においては創

業前に情報を知り得ている場合がほとんどである。商工会工業部会の組織を中

心に商工会員である全ての地元建設・建築業者等に開業情報提供を依頼、店舗

の新築・新店開業による改装工事の相談・見積依頼があった際に創業情報を素

早く商工会が得る事が出来る仕組みを確立し、情報収集を行う。 

 

（２）上記の情報を元に担当職員が創業者を訪問、「創業・第二創業促進補助金」

などの創業施策周知及び申請書類作成支援のほか、公的機関が作成した業種別

開業マニュアル等を参考に創業動機の明確化や事業に対する経験や知識など

確認しながら、客単価や回転率などを用いた売上や各経費の概算算出等に基づ

いた資金計画アドバイスを行うなど創業計画書作成段階から積極的な支援を

実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）作成した創業計画書や新たな聞き取り調査等をもとに上記「２．経営状況の

分析に関すること」を実施する。職員内で実施した軽微な経営分析や新たな経

営戦略策定についての意見を説明し、創業時もしくは創業後における経営手法

の参考としてもらう。また、希望する創業者に対しては上記「３．事業計画策

定支援に関すること」を実施する。 

参考とする業種別開業マニュアル（一例） 

①J－Net21（中小企業基盤整備機構） 

  業種別スタートアップガイド（業種別開業ガイド・経営基礎ガイド） 

http://j-net21.smrj.go.jp/establish/startup/top.html 

・起業・開業を考える方向けに２００以上の業種・職種に関し、「市場動

向」「開業に際しての必要な手続きや留意点」「準備事項」「資金例や

収益シミュレーション」などをまとめている。 

②日本政策金融公庫 

  創業の手引き・創業のポイント集 

  http://www.jfc.go.jp/n/finance/sougyou/sougyou03.html 

  ・創業の手引きには業種ごとの創業計画書作成マニュアルが詳しく掲載。
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＜③経営革新支援＞ 

 （１）既存の確定申告時や巡回訪問時における町内のヤル気ある経営者の企業に対

するアプローチに加え、上記「２．経営状況の分析に関すること」において抽

出された経営革新計画策定へと繋がりそうな企業へ提案する計画素案につい

て再度、担当職員が精査する。 

 

 （２）対象企業へ訪問し上記計画案説明の他、経営革新計画の制度やメリット、商

工会のサポート体制等について説明、経営革新計画申請に向けて積極的に提案

する。 

 

 （３）申請に至った際には担当職員が具体的な計画の策定から申請書作成支援、認

定された際には計画の実行支援に至るまで積極的にサポートする。計画策定に

おいては状況により専門家派遣（エキスパートバンク制度）事業なども活用、

より認定に繋がりやすい計画にしていく。 

 

（目標）事業計画策定    目標策定件数 ５年間で ２１件 

創業支援件数    目標支援件数 ５年間で １５件 

経営革新支援    目標支援回数 ５年間で １４件 

支援内容 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

現状調査分析件数 

（２より） 
未実施 36件 72件 72件 144件 144件 

各種戦略提案・ 

事業計画策定件数 
未実施 1件① 3件① 3件① 7件① 7件① 

商工会広報等による

創業広報回数 
- ３回 ３回 ３回 ３回 ３回 

建設・建築工事業者 

による創業情報収集 
- ３回 ３回 ３回 ３回 ３回 

創業支援件数 3件 3件② 3件② 3件② 3件② 3件② 

経営革新支援件数 0件 2回③ 3回③ 3回③ 3回③ 3回③ 

事業計画策定件数 算出 ①各年度現状調査分析件数の5％（端数切り捨て） 

創業支援件数   算出 ②近年における地域内年間新規創業者数 

               ※季節的営業、事業継承、FCチェーン等除く 

 経営革新支援件数 算出 ③現状調査分析件数合計の３％（端数切り捨て） 

                 ※５年間で平均的に振分け 

※おおむね各年度上記件数を目標に実施するが、創業支援件数については創業者・

創業希望者数に依るため年度により変動する。 

 

 

４.事業計画策定後の実施支援に関すること（指針②） 
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（事業内容） 

（１）各種戦略提案・事業計画策定後、企業の導入段階から担当職員を中心に積極

的に伴走型支援を行い、計画が軌道に乗った後も必要に応じて３カ月に１度

を目安に定期的な巡回訪問等を行い、進捗状況を確認するとともに必要なア

ドバイス等を実施していく。創業者・創業予定者に対しては税務支援をはじ

め事業に関する育成支援についても合わせて実施していく。 

 

（２）創業後も記帳指導・金融指導などだけでなく経営状況により新メニュー開発

など客単価向上策等の提案も行っていく。更に緊急的・専門的な経営課題があ

る場合には専門家派遣（エキスパートバンク制度）事業なども活用、経営基盤

が脆弱な創業者をサポートしていく。 

 

 

（目標） 各種計画策定後の実施支援  目標支援回数 ５年間で 252回 

支援内容 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

各種戦略提案・ 

事業計画策定件数 
未実施 1件 3件 3件 7件 7件 

計画策定企業への巡

回等伴走型支援回数 

- 

- 

8回② 

- 

24回②

 4回③

24回②

16回③

56回② 

24回③ 

56回②

40回③

合計 - 8回 28回 40回 80回 96回 

  伴走型支援訪問等回数 算出 ②当年度     導入時１件につき年８回訪問 

                ③２年目・３年目     １件につき年４回訪問 

                 

（３．事業計画策定支援に関すること  

及び４．事業計画策定後の実施支援に関すること  まとめ） 

当計画策定支援の目的 

 

＜①経営戦略案・事業計画策定支援＞ 

活発な事業活動を行っている事業者に対し優先的

に経営戦略提案を行い、実行段階までの伴走型支

援を全職員内で共有しながら継続的に実施し企業

連携や販路開拓、商品開発、経営改善等を推進し

ていくことで「各企業の個性を活かした経営力・

収益力向上」につなげる。 

＜②創業支援＞ 

経営基盤の弱い創業者を持続的に成長・存続させ

ていくには創業前の正しい準備や具体的な事業計

画が重要である。出来るだけ早い段階から創業（予

定）者に対しサポートすることで地域に根差す企

業の増加に繋げる。 

＜③経営革新支援＞ 

やる気のある企業、経営資源を持つ企業等を中心

に新事業（経営革新）を提案、計画申請書作成段
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階から支援し事業者が計画実行していくことで新

事業活動に伴う経営力向上を支援していく。 

手段 ＜①経営戦略案・事業計画策定支援＞ 

・経営者等及び担当チーム職員による計画策定 

（状況により金融機関担当等も策定立案に参画） 

・策定後の担当職員による伴走型支援 

＜②創業支援＞ 

・商工会広報紙等による広報や建設・建築工事業

者による創業情報収集により、早期に創業（予

定）者にアプローチ 

・業種別開業マニュアル等を参考に創業計画書の

作成支援や「創業・第二創業促進補助金」の申

請支援等を実施 

＜③経営革新支援＞ 

・上記２の調査により抽出した企業の計画案精査 

・企業へ積極的に提案し、申請・実行に繋げる 

小規模事業者に対する効果 ＜①経営戦略案・事業計画策定支援＞ 

戦略立案する事により自社の事業について見直す

きっかけとなり、計画策定を実行することで新た

な事業展開（企業連携や販路開拓、商品開発、経

営改善等）が期待できる。 

＜②創業支援＞ 

創業企業廃業率は３年以内に７０％というデータ

もあり、創業計画書策定から開業後の継続支援ま

でを積極的に行う事で当該企業の持続的成長が期

待できる。 

＜③経営革新支援＞ 

経営革新計画を作成することで自社の方向性等に

ついて検討するキッカケとなり、計画を実行する

事により経営力・収益力の向上が期待できる。 

計画期間終了時までの目標 ＜①経営戦略案・事業計画策定支援＞ 

当事業計画期間終了（５年間）までに現状分析実

施企業数のうち約5％の企業実施を目標とする。 

＜②創業支援＞ 

当事業計画期間終了（５年間）までに１５件の創

業支援を目標とする。 

＜③経営革新支援＞ 

当事業計画期間終了（５年間）までに現状調査分

析実施企業数のうち約３％の企業実施を目標とす

る。 
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５．需要動向調査に関すること(指針③) 

【現状】 

「１．地域の経済動向調査に関すること」で説明したとおり、当商工会では観光 

業の繁忙期である夏季シーズンの動向を調査するため毎年９月に「夏季景況調査」

を実施、さらには年間を通じた巡回訪問時での経営者等との面談による情報収集 

により個別もしくは地域における需要調査を行っている。 

その他一般的な需要情報としては新聞や各種情報誌、公的機関等の発行する報告 

書等を通じて、各職員が閲覧し情報収集を行い日々の経営支援等に活かしている。

【取り組む内容】 

  「２．経営状況の分析に関すること」での調査に合わせて各事業所の販売する商 

品、提供する役務の需要動向に関する情報の収集分析等を行う。過去の巡回等で 

収集した企業情報も活用しながら各事業所を調査し全職員内で分析する事によ 

り、経営課題の抽出や企業の強みなどの再確認を行い、新商品・サービス開発の 

提案や企業連携等のほか販路開拓支援へと繋げていく。 

 

（事業内容） 

（１）調査先計画に基づき、各個別の事業者現状把握のため各担当職員による巡回

指導や記帳指導訪問時等を利用し事業所ヒアリング・実地調査を行い、販売

商品・サービスの内容をはじめ各種経営状況や業界動向等を把握する。 

 

主な調査（実地・ヒアリング）項目 

①商品・サービス内容・構成、アイテム数②従業員数③経営理念・

ビジョン④ビジネスモデル・収益構成⑤技術力⑥当社の強み⑦弱み

⑧当社や業界を取り巻く環境⑨財務状況⑩経営上の問題点…など 

 

 

 （２）「２．経営状況の分析に関すること（３）」にあわせて、月２回実施してい

る職員会議において、各担当職員が調査内容を調査書にまとめて発表し職員

内での情報共有を図る。他の職員は質問等行いながら全員で軽微な経営分析

を検討、当企業における新たな経営戦略策定についての意見交換を実施し、

意見交換で出された新たな情報等があれば調査書に追加する。 

 

（目標）調査目標件数 ５年間で４６８件 

※「２．経営状況の分析に関すること」と同数目標 

支援内容 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

現状調査分析件数 未実施 36件① 72件② 72件② 144件③ 144件③

    

目標件数算出 ①職員６名×２カ月に１件（０．５）×１２か月 

          ②職員６名×１カ月に１件×１２か月 

          ③職員６名×１カ月に２件×１２か月 
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（需要動向調査に関すること まとめ） 

需要動向調査の目的 地域の各企業における販売する商品や提供する役

務の需要動向を収集・分析し、全職員内で情報共

有することで新商品・サービス開発の提案や企業

連携等へ繋げる第１歩とする。 

手段 職員によるヒアリング・実地調査及び調査書作成 

職員全員による評価・軽微な分析 

調査に対する効果 職員内での意見交換内容を加えた調査書により、

需要に対する強みや経営課題などを再確認でき

る。 

各企業の経営資源等を洗い出すことで地域内企業

連携のアイデアなど今後の経営支援にも活用。 

計画期間終了時までの目標 当事業計画期間終了（５年間）までに全商工会員

の調査を終了させ、会員以外の調査も実施する。 

 

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） 

①小規模事業者販路開拓支援 

【現状】 

当商工会の販路開拓支援においては、平成２６年度までに「南伊豆町ブランド特 

産品開発事業」により地域の各事業者が販売している土産物や料理メニューなど 

新商品と既存商品を含めた商品について「南伊豆ブランド」認定を行い、認定商 

品として町内で販売するほか、モニター販売として東京都内でのイベント販売、 

各種展示会の参加により販路開拓を支援している。さらに、伊豆地区商工会の合 

同開催で実施する「ＩＺＵ食彩トレイドフェア」、伊豆半島南部地域の商工会・ 

商工会議所で実施する「伊豆大特産市」などには企画段階より参加し町内参加企 

業に対して積極的にサポートしている。また、全国連補助事業である「全国展開 

支援事業」においては地域資源を活用した着地型観光商品プランを数多く作成し、

宿泊施設だけでなく地域内の各産業の方々も「語り部」「インストラクター」と 

して活用することで“新たな観光”を目指している。さらに各市町村単位での首 

都圏アンテナショップ設置による域内特産品等の都内常時販売及び域内観光への 

ＰＲ効果についても研究している。 

【取り組む内容】 

各個別企業の新たな需要の開拓に繋げるため、既存の販路開拓支援を引き続き実 

施するほか、今後２年以内を目標に補助金等を活用しながら都内における当町独 

自のアンテナショップ開設を目指す。地域資源等を活用し開発した商品等や魅力 

ある隠れた地域特産品や地域食販売のほか、町内事業者の多くを占める民宿など 

の宿泊施設や「全国展開支援事業」を通じて商品化した着地型観光商品をはじめ 

とした各種観光情報の都内発信拠点として、後背地人口が多い首都圏内において 

年間を通じて常時販売・ＰＲすることで、町内小規模事業者の販売力・認知力の 

向上等を図る。 
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（事業内容） 

（１）上記「２.経営状況の分析に関すること」または「３.事業計画策定支援に

関すること」において調査した企業を中心に販路開拓支援となる商品・サー

ビスの洗い出しを行い、イベントごと担当職員を決定する。 

 

（２）年間の販路開拓イベント等を一覧にし、希望調査を行いながら対象企業を

選出する。地域内連携事業に関しては企画段階から参加し、実施に際しては

「３.事業計画策定支援に関すること」実施企業を優先し、出店枠も考慮しな

がら各イベント内容に沿った出店事業者を選出する。全国連、県商工連が主

催する各種イベントにも積極的に参加する。 

 

販路開拓イベント一覧 

町内・地域内イベント 

①「ＩＺＵ食彩トレイドフェア」（伊豆地区商工会広域連携事業） 

②「伊豆大特産市」（下田商工会議所・賀茂地区商工会広域連携事業）

③「フェスタ南伊豆」（町内産業団体事業） 

④「南伊豆軽トラ市」（商工会青年部事業） 等 

地域外イベント等 

 ①「南伊豆物産展 IN TOKYO（仮称）」（当商工会主催） 
   ※南伊豆の物産についてニーズ等を計測するため都内店舗によりH27年度実施予定。 
②「ニッポン全国物産展」（全国連主催） 

③「むらからまちから館」（全国連）※常設販売活用 

④「静岡・山梨物産展」（静岡・山梨各商工連主催） 等 

 

（３）販路開拓イベント参加に際しては、担当職員を中心に出店事業者に対して

出店前から販売戦略を含めてサポートし、販売力向上に繋がる支援を行う。

 

出展における主な支援メニュー 

①出展商品の選定    

販売商品の容量や価格がイベントに合っているか 

②店舗レイアウトの支援 

商品・ＰＯＰがわかりやすく目立つように展示しているか、販売や

各種作業がしやすいか など 

③販売方法の支援   

呼び込み方法やセールストーク など 

④リピータ構築の支援   

購入者の再購入促進のため広告及びＦＡＸ注文書の作成支援など 

 

（４）２年後の首都圏アンテナショップ開設目標に向けて商工会内に商工会長を

委員長とする実行委員会を設け、担当責任者である事務局長を中心に全国商

工会連合会における「地域力活用市場獲得等支援事業営業支援拠点による地
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域産品等の販路開拓支援事業補助金」や町補助金等の活用を考慮しながら立

地候補地や出品数等計画していく。開設の際には上記「３.事業計画策定支援

に関すること」実施企業や上記（２）の販路開拓イベント参加事業者の商品

を優先して出品し、積極的な販路開拓を図る。更には次のステップとして首

都圏の顧客が多くを占める町内観光業における観光ＰＲ常設拠点として民間

旅行会社と連携し町内宿泊施設等への着地型観光付きパックツアー企画等を

商品化する際の販売店として活用する事なども検討していく。 

 

（目標）販路開拓イベント    目標件数 ５年間で ９２件 

    首都圏アンテナショップ 目標件数 ５年間で１１０品目 

支援内容 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

販路開拓イベント出展 11件 15件 15件 20件 20件 25件 

首都圏 

アンテナショップ出品 
15品目
（期間イベント）

15品目
（期間イベント）

20品目
（常時出品）

25品目 
（常時出品） 

30品目 
（常時出品） 

35品目
（常時出品）

  販路開拓イベント 算出根拠  現状で年間１０件程度の出店数であり、上記２

や３の実績数に比例して増加する事を見込む。

   アンテナショップ 算出目標  既存商品数も考慮し初年度は少数出品であり、

                 上記２や３の実績数に比例して新商品が増加す

る事を見込む。27年度は「南伊豆物産展 IN

TOKYO（仮称）」として都内店舗等を利用し1週

間等の期間的イベントとして実施する計画であ

る。 

 

（小規模事業者販路開拓支援 まとめ） 

販路開拓支援の目的 地域内における後背地人口や観光客の減少により

年々、町内小規模事業者の販売機会が減少してき

ている。販路開拓支援対象企業を対象に、地域内

外における各種販路開拓イベント出展や人口の多

い首都圏でのアンテナショップ出品により多くの

販売機会を提供し各企業の販路拡大に繋げる。 

手段 ・イベントを一覧化し、上記３実施企業等を優先 

しながら各出店先・出品商品を選出。 

・実施前からの担当職員による伴走型支援 

小規模事業者に対する効果 ・販路開拓イベント参加 

自社商品の販売機会の増加、商品ＰＲ。 

経営者による同業出展者や消費者への調査（ニー

ズ把握）による新商品等開発アイデア創出等。 

・アンテナショップ出品 

 首都圏による販売拠点により広い市場における

自社商品の常時販売機会の増加、商品のＰＲ。 

計画期間終了時までの目標 販路開拓イベント参加については事業計画期間終
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了（５年間）までに計画のとおり出展者数を充実

させていくことを目標とする。 

アンテナショップについては２年後までの開設を

目指し、計画のとおり出品目数を充実させていく

ことを目標とする。 

 

②ＳＮＳインターネット等広報活用支援 

【現状】 

当商工会におけるＳＮＳ、インターネット活用については、商工会内の情報化対 

策委員会や若手職員を中心にホームページの他、フェイスブックやツイッターな 

どのＳＮＳを活用し地域情報、商工会情報等を中心に発信しているが、個別企業 

における情報等については一部を除き多く発信されていない状況である。 

【取り組む内容】 

当事業の上記２および３「経営状況の分析及び事業計画策定支援」を実施した企

業情報において各企業の商品やサービスのみならず、公開可能な地域資源や経営

資源、保有技術等をＳＮＳ等で公開することで新たな購入・受注取引等に繋げ、

町内小規模事業者への認知力向上等を図る。 

 

（事業内容） 

（１）上記２「経営状況の分析に関すること」および３「事業計画策定支援に関

すること」が終了した企業の中から各企業の商品・サービス内容のほか経

営者より了承を得た、公開可能な地域資源や経営資源、保有技術等を企業

ごと抽出する。 

 

（２）月２回実施する職員会議において上記抽出内容を検討し、掲載内容を決定 

する。ＳＮＳ担当職員により編集し掲載する。掲載は企業ごとの１回限りだ

けでなく、「唯一の特殊技術」「当館宿泊者だけが眺められる絶景の景色」

など様々な切り口で定期的に更新し消費者への認知等を高めていく。 

 

（３）ＳＮＳ掲載されたものについては後日、当商工会ホームページ上でライブ 

ラリ化し、企業情報の充実を図りＳＮＳ参加者以外の消費者にも閲覧でき

るよう配慮することで更なる消費者への認知等を高めていく。 

 

（目標）ＳＮＳ等広報活用支援  目標掲載件数 ５年間で ５７９件 

支援内容 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

ＳＮＳ等 

掲載数 

① 未実施 36件 72件 72件 144件 144件

② 未実施 1件 3件 3件 7件 7件

③ - - 10件 20件 30件 30件

合計 37件 85件 95件 181件 181件

  ＳＮＳ等掲載数 算出根拠  ①上記２（経営状況分析）の件数 

                ②上記３（事業計画策定支援）の件数 
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③新たな切り口で再掲載した件数 

 

（ＳＮＳインターネット等広報活用支援 まとめ） 

ＳＮＳ等活用支援の目的 自社の商品・サービスＰＲに合わせて広く一般に

は知られていない公開可能な各企業が持つ地域資

源や経営資源、保有技術等を公開する事で新たな

顧客や取引先獲得などに繋げ、各企業の広報活動

を支援する。 

手段 上記２および３「経営状況の分析及び事業計画策

定支援」が終了次第、職員会議により抽出しＳＮ

Ｓ等担当職員により記事編集が行われる。新たな

切り口で再編集するものは過去のデータから担当

者が抽出し記事編集する。 

小規模事業者に対する効果 通常の商品・サービスＰＲのほか、自社の経営資

源や技術などで知られていないものを公開する事

で新たな需要ニーズの発掘に繋がる。 

計画期間終了時までの目標 事業計画期間終了（５年間）までに計画のとおり

掲載数を充実させていくことを目標とする。 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

   南伊豆町、南伊豆町観光協会、南伊豆町商工会、伊豆太陽農協、伊豆漁協南伊

豆支所で構成される南伊豆町産業団体連絡協議会では、各事務局担当者が定期的に

打ち合わせを行い、今後の地域経済活性化について情報交換を実施し、それに合わ

せ講演会事業や地域振興イベントを実施している。また、平成26年度までに当商工

会事業として「南伊豆ブランド特産品開発事業」により地域の各事業者が販売して

いる土産物や料理メニューなど新商品と既存商品を含めた商品について「南伊豆ブ

ランド」認定を行い、認定商品として販売しているが、地域振興イベント等を通じ

て町内ブランド商品ＰＲに努めていく。 

 

（事業内容） 

（１）当町の産業振興を目的に各事務局担当者が定期的に打ち合わせを実施し、地域

経済振興に資する事業や状況等について情報交換、意見交換を実施する。 

 

（２）地域産業の振興や地域福祉の充実を目的とした産業祭として「フェスタ南伊豆」

を南伊豆町役場駐車場で開催、町内の福祉団体や民間団体等が連携のもと実施 

する。南伊豆町産業団体連絡協議会の事務局担当者が中心となり運営のため実 

行委員会を年３回実施する。当イベントは各種団体が主となり実施しているた 

め一般出店は出来ないが、商工会として地域民間事業者により出店可能なブー 

スを確保し地域小規模事業者への販売機会の確保を提供している。今後は当商 

工会が認定した「南伊豆ブランド」商品販売事業者を優先的に出店することで 

地元地域におけるブランド商品のＰＲに努めていく。 
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 （３）当町の産業振興に資するテーマを題材に講師選定し講演会を実施し、地域活性

化に対する地域住民や地域企業者への意識改革・知識習得を目的に実施する。

 

（目標）フェスタ南伊豆    目標来場者数 ５年間で12,500人 

    講演会        目標来場者数 ５年間で500人 

事業内容 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

(2)フェスタ南伊豆 来場者数 2500人 2500人 2500人 2500人 2500人 2500人

(3)講演会 来場者数 100人 100人 100人 100人 100人 100人

 

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 

 

 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 

 

当商工会を含めた伊豆地区８商工会及び静岡県商工会連合会により平成２５年度

より「経営支援会議」を年２回開催している。地域の課題解決を念頭に、各商工会

が実施している経営支援状況や小規模事業者の景気動向等について情報交換する。

県商工連により提供される全国及び県内商工会等の状況、相談企業の課題解決に繋

げる事が出来る専門家の活用手法等の情報を踏まえながら効果的な経営支援方法等

について検討し、小規模事業者支援の実施に役立てていく。 

  同会議においては必要に応じて相談企業の課題解決に繋げる事が出来る専門家の 

活用手法等についても情報交換を行い、より効果的な支援の実施に役立てていく。

また、伊豆地区８商工会では連携事業として物産展示商談・即売会「ＩＺＵ食彩

トレイドフェア」を毎年実施、地域の出展企業を支援しながら積極的に参加してい

く。各商工会地域の特産品を中心とした出展事業者により実施され、一般来場者の

他、百貨店やスーパーマーケット等のバイヤーも多数招待し商談を行われるが、特

に出展者と商品販売の専門家であるバイヤー及び販路開拓専門家等との意見交換会

には担当職員も同席する事でバイヤー側やエンドユーザーの求めるもの等を意見交

換し新たな需要開拓のための支援ノウハウとして活かしていく。 

   その他、近隣商工会等の職員が参加する職種別や金融機関、税務署など他の支援

機関が開催する目的別の研修会により、商工会ごとに異なる地域の状況や経営支援

の手法等についての情報交換を行う。全職員がいずれかの研修会等に参加、全職員

で新たな需要開拓を進めるための基礎となる情報を集積して地域企業の経営支援

に活かしていく。 

これらの各種会議・研修等について出張復命書等の報告により全職員内で共有し、

更には月２回実施する商工会内の職員会議の場において、それぞれ直近の会議で知

り得たポイントや気付いた点などを発表する事で更なる組織内の情報共有化を行

い、他地区からの取り入れるべき取り組み等について全職員で検討する事で支援力

向上に繋げていく。 
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研修会等名 
連携先 情報交換等の主な内容 

参加者及び開催頻度 及びその目的・効果 

広域連携会議・イベント等 

 

 

①経営支援 

会議 

近隣８商工会 
（伊豆地区商工会） 

静岡県商工会連合会
地域内の情報交換、商工会連携について 

 

 

経営指導員  

年２回 開催 

地域の課題解決を念頭に各商工会が実施し

ている経営支援状況や小規模事業者の景気

動向、専門家派遣による支援内容等につい

て情報交換する。全国及び県内商工会等の

情報提供も収集し、終了後に全職員で情報

共有を行う。効果的な支援策などについて

検討・実施することで支援能力向上に繋げ

る。 

②ＩＺＵ食彩

トレイド 

フェア 

近隣８商工会 
（伊豆地区商工会） 

伊豆地域商工会 合同展示商談・即売会 

 

 

 

町内出展事業者 

担当職員（約４名）

年１回 開催 

 

地域の出展企業をサポートしながら特産品

等の販路拡大等を支援していく。 

またバイヤー及び販路開拓専門家等との意

見交換会に担当職員も同席しバイヤー側や

エンドユーザーの求めるもの等を情報収集

し支援ノウハウとして活かしていく。終了

後に全職員で情報共有を行う事で取り入れ

るべき取り組みなどについて検討・実施し

支援能力向上に繋げる。 

職種別等研修会 

①事務局 

代表者部会 

近隣８商工会 
（伊豆地区商工会） 

各地域における現状・支援方法等について

 

 

事務局長 

年３回 開催 

他地区での商工会運営・支援手法や広域連

携事業についての状況等について情報交換

を行い、収集する。終了後に全職員で情報

共有を行い、取り入れるべき取り組みなど

について検討・実施する事により支援能力

向上に繋げる。 

②経営 

指導員部会 

近隣５商工会 
（旧賀茂地区商工会） 

各商工会における経営支援等状況について

 

経営指導員 

年４回 開催 

各地域の景況状況及び事業者支援ノウハウ

などの情報交換を行い、収集する。終了後

に全職員で情報共有を行い、取り入れるべ

き取り組みなどについて検討・実施する事

により支援能力向上に繋げる。 
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③指導 

職員部会 

近隣５商工会 
（旧賀茂地区商工会） 

各商工会における税務等支援手法について

記帳専任職員 

及び記帳指導職員 

年２回 開催 

各商工会における税務指導を中心とした事

業者支援ノウハウなどの情報交換を行い、

収集する。終了後に全職員で情報共有を行

い、取り入れるべき取り組みなどについて

検討・実施する事により支援能力向上に繋

げる。 

④女子 

職員部会 
近隣５商工会 
（旧賀茂地区商工会） 

各商工会における経営支援等状況・支援手

法等について 

女性職員 

年２回 開催 

各商工会における事務処理や経営支援対応

ノウハウなどの情報交換を行い、収集する。

終了後に全職員で情報共有を行い、取り入

れるべき取り組みなどについて検討・実施

する事により支援能力向上に繋げる。 

目的別研修会   

 

 

①経営改善 

貸付推薦 

団体連絡 

協議会 

日本政策金融公庫沼

津支店・地区内商工

会、下田商工会議所

マル経融資等を活用した金融支援手法等に

ついて 

経営指導員及び 

金融担当職員 

年２回 開催 

近隣の商工会、商工会議所におけるマル経

融資等の活用方法や企業に対する推進方法

等について情報交換を行い、収集する。終

了後に全職員で情報共有を行い、取り入れ

るべき取り組みなどについて検討・実施す

る事により支援能力向上に繋げる。 

②電子申告等 

税務研修会 

下田税務署・ 

税務署管内商工会等

税務支援における各商工会や他地域での実

施手法について 

事務局長及び 

税務担当職員 

年１回 開催 

税務署からの税法改正等の情報提供の他、

各商工会等での税務支援手法や電子申告送

信における対応等について情報交換を行

い、収集する。終了後に全職員で情報共有

を行い、取り入れるべき取り組みなどにつ

いて検討・実施する事により支援能力向上

に繋げる。 

 

 ２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 経営指導員においては全国商工会連合会が実施するＷＥＢ研修をはじめ、県商 

工連が主催する各種職種別研修会を通じて知識の習得に繋げ、支援能力向上を 

図る。 

中小企業診断士資格を有する職員については県商工連が主催する各種職種別研 

修会に加え、中小企業診断士の更新研修として中小企業大学校の主催する研修 
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に年１回以上参加する事で各企業の経営発達に資する支援能力向上を図る。 

 経営指導員または中小企業診断士資格を有する職員以外の職員（以下、その他 

職員）については県商工連が主催する各種職種別研修会を通じた知識習得によ 

り支援能力向上を図っていく。 

これらの各種研修については出張復命書等の報告により全職員内で共有する。

更には月２回実施する商工会内の職員会議の場において、それぞれ直近の研修

で学んだポイントや気付いた点などを発表する事で更なる組織内の情報共有化

を行い、支援力向上に繋げる。 

また、その他職員については日々の巡回指導や当事業における上記１「地域の

経済動向調査に関すること」、２「経営状況の分析に関すること」、３「事業

計画策定支援に関すること」、４「事業計画策定支援後の実施支援に関するこ

と」、５「需要動向調査に関すること」の現地訪問等においては経営指導員ま

たは中小業診断士資格を有する職員（経営指導員等）とのチームにより情報収

集方法・指導方法・各種計画書作成手法を学ぶなどＯＪＴ方式による研修によ

り支援能力向上を図っていく。 

 

ＯＪＴ方式における研修プロセス（経営発達支援事業実施における一例） 

職員経験年数 ＯＪＴ研修の内容 

入社１～３年目 「２．経営状況の分析に関すること」「５．需要動向調査

に関すること」に経営指導員等が同行し、情報収集方法等

を間近で見学し調査のサポート及びアドバイスを行いなが

ら研修していく。 

～入社１０年目 「１．地域の経済動向調査に関すること」に経営指導員等

が同行、サポートし、事業所からのヒアリングや文献書籍

からの調査手法を間近で見学し調査分析サポート及びアド

バイスを行いながら研修していく。 

「３．事業計画策定に関すること」「４.事業計画策定後の

実施支援に関すること」についても経営指導員等が同行し、

創業者や事業者に対しての各種計画書作成におけるサポー

ト・アドバイスを行いながら研修していく。 

入社１１年目 

以降 

「３．事業計画策定に関すること」では戦略立案・計画策

定支援メンバーに参画し、経営指導員等や金融機関担当者

などと共同で戦略立案や計画書作成を実施していく事によ

り新たな手法等を研修していく。 

 

 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 

 毎年度、本計画に記載の事業の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毎年度終了後、事務局内において事業の実施状況、成果の評価について報告

書を作成し、本計画について見直す点がある場合には見直し案を作成する。 

②外部有識者であり監督官庁でもある南伊豆町産業観光課の課長に対し、事業
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の実施状況、成果の評価について説明し、見直す点がある場合には見直し案

を提示する。 

③総務企画委員会において、評価・見直しの方針を決定する。 

④事業の成果・評価・見直しの結果については理事会へ報告し、承認を受ける。

⑤事業の成果・評価・見直しの結果については南伊豆町商工会のホームページ 

（http://www.minamiizu.or.jp/）で計画期間中公表する。 
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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 27 年 9 月現在）

（１）組織体制 

①経営発達支援事業を確実に実施するための体制 

以下の６名体制で事業を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

   ②当商工会の事務職員数 

     上記６名に加えて、記帳指導員 １名 の計７名 

   ③経営指導員数 

       ２名 

   ④商工会全体の組織図   （平成 27 年 9 月 現在） 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）連絡先 

     〒415-0303 静岡県賀茂郡南伊豆町下賀茂 208-3 

           南伊豆町商工会 

           ＴＥＬ（0558）62-0675 ＦＡＸ（0558）62-3054 

           ホームページ http://www.minamiizu.or.jp/ 
             E-Mail     aoiumi@poplar.ocn.ne.jp 
 

事務局長兼経営指導員 １名 

経営指導員 １名 

経営支援員 １名 

記帳専任職員 

（うち 中小企業診断士保有者 １名） 

２名 

記帳指導職員 １名 



- 24 - 
 

（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 
(27年 4月以降) 

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

必要な資金の額 1,650 3,750 2,750 2,750 2,750

 

地域総合振興費 

①総合振興費 
（専門書籍等購入） 

②情報化対策費 
（ＨＰ維持費等） 

③販路開拓支援費 
（イベント実施参加等） 

④アンテナショップ
調査費 
⑤アンテナショップ
事業費 

 

50 
 

100 
 

500 
 

1,000 
 

- 
 

50

200

500

-

3,000

50

200

500

-

2,000

 

50 
 

200 
 

500 
 

- 
 

2,000 
 

50

200

500

-

2,000

（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 

会費、県補助金、町補助金、事業受託料収入、手数料収入 

 

 

（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 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

３．事業計画策定支援に関すること 

上記１、２、５における会議でのアイデア・情報交換をもとに各担当職員が中心と

なり活発な事業活動を行っている希望事業者等に対して新たな各種戦略提案・事業

計画における策定を支援する。策定・実行に際しては関係金融機関等とも連携しな

がら伴走型の指導・助言を実施し、小規模事業者における事業の持続的発展を図っ

ていく。 

 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

①小規模事業者販路開拓支援 

近隣商工会にて連携して実施する物産イベントの他、南伊豆地区の各産業団体で構

成する南伊豆町産業団体連絡協議会において実施される「フェスタ南伊豆」につい

ては企画段階より参加し町内参加企業に対して積極的に支援していく。その他、各

個別企業の新たな需要の開拓に繋げるため、今後２年以内を目標に補助金等を活用

しながら都内における当町独自のアンテナショップ開設を目指す。 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

１．地域活性化事業 

当町の産業振興を目的に町内産業団体が連携し地域振興に資する事業や状況等に

ついて意見交換等を行う。地域産業の振興や地域福祉の充実を目的とした産業祭と

して「フェスタ南伊豆」を開催するほか、当町の産業振興に資するテーマを題材に

講演会を実施し、地域活性化に対する地域住民や地域企業者への意識改革・知識習

得を目的に実施する。 

 

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事 

近隣商工会等の職員が参加する職種別や目的別の各会議・研修により、商工会ごと

に異なる地域の状況や経営支援の手法等についての情報交換を行い地域企業の経

営支援に活かしていく。 

 

連携者及びその役割 

Ⅰ．経営発達支援事業の具体的内容 

３．事業計画策定支援に関すること 

連携者（金融機関） 

①三島信用金庫 南伊豆支店  支店長 内藤政志 

  〒415-0303 静岡県賀茂郡南伊豆町下賀茂 257-1  TEL（0558）62-3366 

②静岡中央銀行 南伊豆支店  支店長 外山光利 
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  〒415-0303 静岡県賀茂郡南伊豆町下賀茂 174-1  TEL（0558）62-0025 

③日本政策金融公庫（国民生活事業） 沼津支店  支店長 山田 明彦 

  〒415-8585 静岡県沼津市市場町 5番 7号     TEL（0559）31-5282 

  ④静岡県事業引継ぎ支援センター  統括責任者 清水 至亮 

   〒420-0851 静岡県静岡市葵区黒金町20番地の8   TEL（054）275-1881 

 

※当事業においては各金融機関・産業支援機関が常時連携するのではなく、支援先

事業所において関係金融機関に対する融資希望や融資残高がある場合や事業継承

問題がある場合などにおいて、事業所経営者が希望する場合においてのみ、関係

金融機関関係者により戦略立案段階から連携したり、引継支援センターを活用し

て対応する。 

 

連携者における役割 

やる気ある企業を中心に経営戦略案・事業計画の策定について支援していく中

において対象企業の事業に関する資金調達等が必要な場合、又は各企業におけ

るメインバンクなど、関係金融機関からの事業資金融資残高がある場合等には

戦略立案段階から融資先等関係金融機関と緊密に連携しながら実施していく。

具体的には関係金融機関の支店長や担当者を戦略立案メンバーとして各種戦 

略提案・事業計画を立案していく事により、計画実行時における融資実行確率

の高い、返済計画条件等において有利に進められる現実的な計画とする。 

 

６①．小規模事業者販路開拓支援 及び 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

連携者 

（南伊豆町産業団体連絡協議会 関係） 

   ①南伊豆町 町長 梅本 和煕 

     〒415-0392 静岡県賀茂郡南伊豆町下賀茂 315-1 TEL(0558)62-1111 

②伊豆太陽農業協同組合  南伊豆統括支店長 渡辺 賢一 

  〒415-0302 静岡県賀茂郡南伊豆町上賀茂 5-1   TEL（0558）62-0511 

③伊豆漁業協同組合 南伊豆支所  担当理事 佐野 譲 

   〒415-0153 静岡県賀茂郡南伊豆町手石 877-17   TEL（0558）62-0320 

④南伊豆町観光協会    会長 杉本育男 

〒415-0303 静岡県賀茂郡南伊豆町下賀茂 157-1  TEL (0558) 62-0141 

 
●小規模事業者販路開拓支援 連携者における役割 

町内各産業団体の連携により実施されている「フェスタ南伊豆」に企画段階か

ら参加しながら、町内企業の参加を積極的に推進し、出店段階においても積極

的に各個別企業を支援していく。 

 

●地域活性化事業 連携者における役割 

当町の産業振興を目的に町内産業団体が連携し地域振興に資する事業や状況
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等について意見交換等を行う。地域産業の振興や地域福祉の充実を目的とした

産業祭として「フェスタ南伊豆」を開催するほか、当町の産業振興に資するテ

ーマを題材に講演会を実施し、地域活性化に対する地域住民や地域企業者への

意識改革・知識習得を目的に実施する。 

 

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事 

連携者 

①日本政策金融公庫（国民生活事業） 沼津支店  支店長 山田 明彦 

  〒415-8585 静岡県沼津市市場町 5番 7号   TEL（0559）31-5282 

 ②下田税務署  署長 村松 眞一 

    〒415-8515 静岡県下田市6-3-26       TEL（0558）22-0185 

連携者における役割 

目的別の各会議・研修により、商工会ごとに異なる地域の状況や税務支援・金融

支援の各手法等についての情報交換を行い地域企業の経営支援に活かしていく。

連携体制図等 

Ⅰ．経営発達支援事業の具体的内容 

３．事業計画策定支援に関すること の連携体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 ※チームは企業ごとに異なり、実施ごとに編成する。

 

 

南伊豆町商工会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メンバー内で戦略・計画を検討し策定 

経営戦略提案・事業計画策定チーム 

連携メンバー構成 当
該
企
業 

新事業展開へ 

Ⅲ.戦略等提案 

Ⅳ.実施 

Ⅱ.実施決定･策定参加

Ⅰ.実施企業掘り起こし 

１.当該企業 経営者・従業員等 

２.チーム編成商工会職員 2～3名 

３.関係金融機関担当者等 

①三島信用金庫 南伊豆支店 

②静岡中央銀行 南伊豆支店 

③日本政策金融公庫（国民生活事業）

沼津支店 

（それぞれ該当する場合のみ） 

４.外部専門家 

（緊急的経営課題等がある場合のみ）

静岡県事業引継ぎ 
支援センター 等 

※事業継承などの事案においては 

関係機関等を活用し対応する 
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６①．小規模事業者販路開拓支援 （販路開拓イベント フェスタ南伊豆 分）及び 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 の連携体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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の連携体制図 

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事に関する 

連携体制図 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

地区内商工会等 

産業団体連絡協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

メンバー内で各種事業を決定し実施 

連携団体メンバー 

参
加
企
業 

Ⅲ.出店 

提案・募集

Ⅰ.講演会実施 

Ⅱ.イベント実施

Ⅳ.イベント 

参加 

①南伊豆町 

②伊豆太陽農業協同組合 

③伊豆漁業協同組合 

④南伊豆町観光協会 

南伊豆町商工会 

フェスタ 
南伊豆 

講演会 

商品等販売力・ 
認知力向上！ 

地
域
産
業 

 

活
性
化
！ 

地
域
企
業 

Ⅰ.各研修の主催 

Ⅲ.

地
区
内
、
主
催
者
の

情
報
交
換
・
意
見
交
換

Ⅴ.

支
援 

Ⅱ.

主
催
者
か
ら
の 

 
 
 
 

知
識
・
情
報

地区内商工会（東伊豆町・河津町・松崎町・西伊豆町各商工会）

地区内商工会議所（下田商工会議所）各種専門家、県商工連 

①日本政策金融 

公庫沼津支店 

②下田税務署 

南伊豆町商工会 

Ⅳ.

各
種
情
報
取
得

職員内情報共有 

目的別研修会 

事業等 

経
営
支
援 

 
 

に
活
用
！
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