
経営発達支援計画の概要 

実施者名 芝川商工会 

実施期間 平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日 

目標 

本会では、小規模企業経営者が有望な事業機会に向けて自社の強みを発揮し経営発

達を実現できるよう、事業計画の作成及びその実施への意識を喚起し、併せて計画作

成・実施の各段階に於いて伴走型支援を行う事とする。 

これにより本会は、小規模事業者が経営革新をはじめ経営発達に向けた諸取組を行

う事を促し、小規模ながら景気に影響されない強い企業となるよう支援を行う事を通

じて、地域での雇用の増加など、地域経済の振興に貢献することを目指す。 

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  

管内経済動向に影響を与える事項(人口動態等)の調査を、各種統計資料の

活用や事業者からの情報収集により行い、経済動向の分析結果を小規模事業

者の新事業機会探求のため活用する。 
 

２．経営状況の分析に関すること 

平常の経理・税務支援に加え、決算書等の経理情報を経営に活用する取組

を支援する。支援内容に段階を設定し、各種財務分析手法への事業者の理解

を促す。 

 

 ３．事業計画策定支援に関すること 

セミナー等により事業計画策定に関する意識喚起を行うと共に、経営発

達の取組を行うための具体的な事業計画の策定を支援する。事業計画策定

により、小規模事業者が目標と現状との差異を確認し、目標達成に必要な

取組を明確化させる。 
 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

    事業計画の定期的な進捗管理を行う事で計画実施段階における課題を明

確化させ、経営発達支援融資制度(日本政策金融公庫)、専門家派遣制度等の

活用により、目標達成に向けた継続的な支援を行う。 

 

５．需要動向調査に関すること 

小規模事業者の属性区分(商品、対象客等)を細分化した上で、各種統計資

料の調査及び実態調査を行ない、分析結果を事業者の需要開拓に活用する。

需要動向調査と分析の精度を向上させるため、過去の調査結果情報の蓄積と

職員間の情報共有を通じて分析方法の改善を進め、併せて試作品の評価機会

を設ける等の取組を進める。 

 
６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

小規模事業者の需要開拓取組に対し、取組別（新商品・サービス開発、販

路開拓、必要人材の育成等）の支援メニューを整備する。集中的な支援を必

要とする取組に対しては、更に経営革新、創業・第二創業支援制度等を積極

活用する。 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

「信長公黄葉まつり」をはじめ、地域資源（観光資源）を活かした事業の実施と、

小規模事業者の参画を促す事を通じ、地域経済活性化への寄与を目指す。 

連絡先 
芝川商工会  〒419-0315 静岡県富士宮市長貫１１３１－６ 
電話 ０５４４－６５－０２７３ FAX ０５４４－６５－２０９３ 
HPアドレス http://shibasyo.com/wordpress/ 
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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 

 

芝川商工会（以下、本会）は、本会管轄区の静岡県富士宮市芝川地区において、小規

模事業者の経営発達実現のため、事業計画の作成及びその実施の重要性を啓発しながら

伴走型支援を行う。 

 

（本会管区の状況） 

 

本会が管轄する静岡県富士宮市芝川地区は、平成２２年に富士宮市に編入合併され

た旧芝川町の町域である。平成２６年現在の芝川地区の人口は約９，２００人であり、

１０年後には７，６００人と約１８％の減少が予測されている。また、同時に高齢化

も進んでおり、１０年後の予測では、静岡県平均が２９．７％に対して、芝川地区で

は３９．９％と県平均を１０％以上上回ることが予測されている。（国勢調査、国立社

会保障人口問題研究所資料による） 

事業所数で見てみると、平成２１年度の芝川地区内商工業者数が４１６社であった

ことに対し、平成２４年度には３７４社に減少している（富士宮市統計資料による）。

芝川地区内産業別事業所数(平成 24 年度) 

富士宮市全体での業種割合 

 建設業       80 事業所(21.4%)       12.8% 

 製造業       77 事業所(20.6%)       12.4% 

 卸・小売業     66 事業所(17.6%)             24.9% 

 サービス業その他  151 事業所(40.4%)             49.9%         

 計         374 事業所 

芝川地区の小規模事業者のうち、製造業に属する一部事業所を除き多くの事業者が、

地区内および近隣の需要に応える地域密着型の事業を営んできたものの、これらの統

計から、地域の人口減少・高齢化に伴う需要の停滞を受け、事業所数減少につながっ

ている事が伺われる。また今後の事業環境改善が見込めない小規模事業者が、後継者

に恵まれず廃業を選択する事も増加している。このような経営環境のなか、地域の小

規模企業経営者は経営意欲を失いつつあり、更なる地域経済悪化という悪循環になる

ことが懸念されている。 

 

（本会の特徴） 

 

会員数２５２名の本会は、静岡県内で最も規模の小さい商工会であるが、従前より

経理・税務・金融・労務等の基礎的経営改善支援において、顔の見える関係を築きな

がらきめ細やかなサービスを心がけてきた。経営指導員等職員は多くの会員の経営状

況はもちろん、経営者との信頼関係も構築できていることを強みとしている。 

 

 



 - 2 -

（富士宮市の基本方針と本会の事業方針の整合） 

 

  富士宮市は、第４次総合計画第２次計画（平成２３年度～平成２７年度）において、

商工業振興について下記の方針を定めている。 

【工業】地域特性を生かした活力ある産業のまち 

①産業基盤の構築 
〈１〉優良・成長産業の集積 

〈２〉民・産・学・官のネットワーク強化 

②地域産業の振興  
〈１〉経営基盤の強化 

〈２〉知的財産の保護及び活用 

【商業】人が集い、愉しむ、にぎわいのあるまち 

  ①経営基盤の強化 
〈１〉商店・商店街の魅力の向上 

〈２〉商工業団体の組織強化と事業の推進 

〈３〉制度融資の充実 

  ②中心商店街の振興 
〈１〉中心商店街活性化の推進 

〈２〉中心市街地の整備 

上記の内、特に【工業】②〈１〉、【商業】①〈１・２〉は本会と密接に関わる事項

である。本会は富士宮市の基本方針に沿いながら、管内小規模事業者の意識喚起を通

じた経営基盤強化に向け、富士宮市とのより一層の連携強化を目指している。 

このため本会は、平成２８年度から運用予定の第５次総合計画についても、市と連

携して小規模事業者の経営発達支援事業を充実できるよう、商工会としての意見を具

申する事としている。 

  

上述のような地域の状況と本会の特徴を踏まえ、小規模企業経営者が有望な事業機会

に向けて自社の強みを発揮し経営発達を実現できるよう、事業計画の作成及びその実施

への意識を喚起し、併せて計画作成・実施の各段階に於いて伴走型支援を行う事とする。

これにより本会は、小規模事業者が経営革新をはじめ経営発達に向けた諸取組を行う

事を促し、小規模ながら景気に影響されない強い企業となるよう支援を行う事を通じ

て、地域での雇用の増加など、地域経済の振興に貢献することを目指す。 

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 
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１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 
 
芝川地区では、人口の減少、住民の高齢化、域外への生産・消費活動の流出など、

全国の郊外地区に共通する課題に直面しており、それと共に地区内での小規模事業

者の廃業が増加している。他方、地区内には、広域市場に向けて自社の商品・サー

ビスを積極的に販売する小規模事業者もある。 
本会は、芝川地区小規模事業者が有望な事業機会を探求できるよう支援する事を

目的に、芝川地区及び周辺地域の経済動向を調査・分析し、当地区小規模企業の強

み・弱み、市場の機会・脅威を把握する。これにより当地区の将来的な課題に対応

した需要の掘り起こしや、イベント等（地域振興事業）を開催するための基礎資料

とする。 
 

（現状と課題） 
 
   本会では、経営指導員による事業者からの事業状況聞取りを行ってきたが、聞取

りから得られる情報は個々の事業者の業績に基づくものであり、また特定の事業所

に対し定期的に聞取りを行ってはいなかったため、管内全体の経済動向を知るには

特定業種への情報の偏りがあった。このため各種の経済動向調査結果(静岡県商工会
連合会の調査等)を合わせて用い、経済動向の把握に努めてきた。 
しかし、管内経済動向の変化をもたらす要因(人口の減少、管内・近隣地域での公
共工事の削減、域外での大型店出店、等)について関連する特定の情報を収集し、事
前に管内経済動向にもたらす影響を予測するまで至っていなかった。 

 
（事業内容） 

 
（１）本会管内経済動向の調査 

      先ず、管内経済の概況を把握するため、富士宮市の統計資料による当地域

の事業所統計を分析し、管内小規模事業者が直面する課題を抽出する。併せ

て、富士宮市第４次総合計画をもとに、行政による中長期的な小規模企業支

援策を把握する。 
 

・富士宮市統計資料の活用 
富士宮市は、芝川町・富士宮市合併後の平成 25 年 3 月、交通インフラス

トラクチャー整備を主眼に、旧芝川町地区を含めた市全域の総合的な発展を

図るべく「富士宮市芝川地域公共交通総合連携計画」を策定した。 
      当計画の策定に当たり富士宮市は、芝川地域の概況を多角的に分析し、付

属資料を多数作成している。本会は当計画の付属資料を用い、当地域の人口

動態から見た課題を抽出する。 
人口 芝川地区の住民数・世帯数推移、年齢構成、自動車保有状況、等 

就業 地区内住民の就業状況(地区内就業・地区外就業)、地区外住民の地区内就業、等

商圏 住民の商品別（食料品、日用品、買回品、耐久消費財等）購買行動、等 
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・各種経済動向資料の活用 
      富士宮信用金庫をはじめとする地域金融機関では、定期的に景気動向調査

を行っている(富士宮信用金庫は年 4 回地域景況レポートを発表)。これら調
査は地域の事業所を直接調査・分析したものであり、経営指導員が管内小規

模事業者の相談に対応する上で、より地域の実情に則した情報として参考に

出来るものである。 
 
  （２）本会独自の小規模企業景気動向調査 
      現在、本会では静岡県商工会連合会が行っている景気動向調査のため、毎

月１０社程度から景気動向に関する情報収集を行っている。今後は、当該情

報収集活動をより有益なものとするため、調査対象事業者を特定した定点調

査を行い、時系列での変化を把握する。 
 
（３）調査結果の活用 
   ・月１回、経済動向調査会議を行い、各種経済動向調査と本会独自の調査の

結果を照合し、管内経済動向に関する職員間の理解共有を図る。 
・調査結果を本会ホームページ等に掲載し、管内小規模事業者に提供する。

   ・地域経済動向に関して本会が収集した情報を踏まえ、芝川地区小規模事業

者の展望について仮説を構築し、当該小規模事業者が有望な事業機会を探

索するための経営分析に活用する。 
 
（目標） 
 
・小規模企業景気動向調査 毎月１回実施 対象 業種ごとに２社 

   （建設業、製造業、卸・小売業、サービス業その他の各業種） 
 
２．経営状況の分析に関すること【指針①】 
 
（現状と課題） 
 
本会ではこれまで、税務会計に関する支援について重点的に取り組んできた。特

に税務指導では小規模企業会員の約７割が本会の指導を受けており、税務会計、と

りわけ日々の記帳や適正な税務申告について、本会会員は非常に高い意識をもって

いる。しかしながら、それを経営に結び付けることができていなかった。 
今後はさらに一歩進め、青色申告会等と連携して税務会計を経営に活かす取り組

みを経営状況に合わせて段階的に支援し、事業計画策定に繋げる。 
 
 （事業内容） 
 

経営分析の支援に当たり、段階を設定し、徐々に経営発達に向けた意識を喚起す

る事を目指す。 
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  〔第１段階〕直近の決算書や試算表等を利用した財務分析データの提供 
         経理・税務相談を受けた小規模事業者を中心に、損益分岐点分析を

用い、目標利益を実現するための売上高目標を提示する。 
         第１段階で、目標を実現するための事業計画策定の有効性につい

て、理解を促す。 
 
  〔第２段階〕財務分析と定性的な経営状況を踏まえた経営分析 

財務分析の結果と共に前記の小規模事業者の実態把握を踏まえた

SWOT分析を行い、各小規模事業者の強みを明らかにする。 
 

（目標） 

支援内容 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

巡回訪問・窓口相談件数 157 160 160 160 160 160
経営分析件数 5 10 13 15 17 20

 
３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 
（現状と課題） 
 
小規模事業者が事業計画を作るのは、主に経営革新計画や、小規模事業者持続化

補助金等の補助金申請時に必要に駆られて作成することが多く、平常時においても

事業計画を立て進捗管理をしている事業者は皆無である。このような状況をふま

え、小規模事業者の持続的発展のためには、事業計画策定が必要不可欠であること

を啓蒙普及するとともに、必要な情報提供を行い、実現性のある事業計画の策定を

支援する。 
 
（事業内容） 
 
（１）事業計画策定に関するセミナーを開催し、事業計画策定に関する啓蒙普及を行

い、事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起こしを行う。 
 
（２）経営分析の提供、及びデータを用いた事業計画の策定支援 

経営分析の結果を踏まえ、経営発達取組（投資判断、新商品開発、販路開拓

等）を必要とする小規模事業者に対し、具体的な事業計画の策定を支援する。

事業計画策定により、小規模事業者が目標と現状との差異を確認する事がで

き、目標達成に向けた事業者の積極性を喚起し、目標達成に必要な取組を明確

化させる事ができる。 
 
（３）日本政策金融公庫・小規模事業者経営発達支援融資制度をはじめとする支援メ

ニューを活用し、本会が進捗状況に応じてフォローを行う事により、事業計画

の実施を後押しする事が出来るため、本会は事業者に対し、支援メニューの活

用も意識した事業計画策定を促す。 
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（４）中長期の事業計画を作成する上で、長期における課題として事業承継も計画に

反映させる必要がある。円滑な事業承継を実現するための事業計画策定を促す

ため、経営者・後継者に対し、事業承継準備の重要性を伝達する。その手段と

して、経営指導員による個別の支援の他、セミナー開催による情報提供を行う。

 
（目標） 

支援内容 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

事業計画策定セミナーの開催数 1 1 1 1 1 1

事業計画策定支援件数    7 9 10 11 11 12

事業承継相談件数 20 25 30 30 30 30

 
４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
 
（現状と課題） 

 
   これまで、事業計画は、補助金申請や融資の際に作成された後、補助金の事業期

間が終了すると事業計画自体も終了することが多く、事業計画作成の最大の目的で

ある事業の持続的発展が十分に意識されないことが多かった。事業計画は、必要に

応じて修正しながら進捗管理をして目標を達成することが重要である。 
今後は、事業計画を策定した小規模事業者に対して、経営者の目標達成に対する

意欲の維持や後継者対策等も含めて持続的発展が出来るよう、融資制度をはじめ諸

施策を活用したフォローアップを実施していく。 
 
（事業内容） 

 
 （１）四半期単位の進捗管理 
     経営指導員は、事業者の巡回訪問及び窓口相談対応により、事業計画の目標

と実績の差異を四半期ごとに確認し、目標の達成に向け、事業者が事業内容の

改善方法を立案・実施するにあたっての支援を行う。 
 
 （２）専門家派遣 
     事業計画の進捗確認を通じ、明らかになった課題について、経営指導員では

対応が困難な高度な課題に迅速に対応すべく、専門家派遣制度（静岡県商工会

連合会、（公財）静岡県産業振興財団、等）を利用する。 
 
（３）金融面における支援 

事業計画に基づき、日本政策金融公庫・小規模事業者経営発達支援融資制度

をはじめとする融資制度を活用し、事業計画の円滑な実施を促す。 
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 （４）円滑な事業承継支援 
     商工会として、先代の良い部分を取り入れつつ、後継者が新たな経営手法を

取り入れられるよう支援していく。 

・若手後継者の資質向上のため研修機会充実を図る。 

・事業計画の進捗管理の際に、若手後継者の積極的関与を促す。 

     ・若手後継者に対し、経営革新支援制度をはじめとする施策活用を推奨し、

成長の動機づけを行う。 

     ・後継者不在の事業者に対し、事業譲渡も含めた相談を行う。専門的支援を

必要とする場合は静岡県事業引継ぎ支援センターへ協力を依頼する。 

（目標） 
支援内容 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

事業承継個別相談会開催数 0 1 1 1 1 1

事業承継支援数 3 3 3 3 3 3
事業計画策定後の 

フォローアップ件数(※) 
   7 16 26 37 48 60

    ※…事業計画策定支援事業者を継続的にフォローする事を前提に、毎年度の事業計画策

定支援事業者数を累計。 
 
５．需要動向調査に関すること【指針③】 
芝川地区内の小規模事業者が提供する商品・サービスの需要動向について、本会で

調査を行い、当該小規模事業者が自社の強みを活かして有望な事業機会を探索するた

めの情報を提供する。 
 
（現状と課題） 
 
   これまで本会では、新商品開発や販路開拓に取り組む企業に対し、個別に需要動

向の調査及び情報提供を行ってきた。しかし調査の結果得られた情報を、重要性の

有無を判断しながら分析に用いる際、分析方法が職員間で統一されていなかった。

このため本会では、職員間で調査結果の共有が進まず、分析作業の重複が起きるな

どの無駄が発生し、分析方法の改善の余地があった。 
   このような現状を受け本会では、分析結果の情報蓄積と職員間の情報共有を通じ

て分析方法の改善を図り、事業計画の策定、実施及び需要開拓の支援に当たり高精

度の需要動向分析を行う事を課題としている。 
 
（事業内容） 
 
・静岡県(企画広報部統計利用課)では、産業別統計調査、消費者の動向に関する調
査の統計結果を公表しており、この統計調査を需要動向調査の基本資料として活

用する。 
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利用を予定する主要統計資料 
（全体調査）静岡県統計年鑑、富士宮市統計調査、等 
（建設業）静岡県建築物着工統計、静岡県新設住宅着工統計、等 
（製造業）静岡県工業統計調査、静岡県鉱工業指数月報、等 
（商業・サービス業その他）商業統計調査(経済産業省の調査結果を静岡県で編集)、等 
統計資料の活用方法としては、個々の事業者の事業計画を踏まえ、統計資料を可

能な限り細分化(業種、顧客属性、地域、等)し、分析に活用する。 
 
・需要動向調査を踏まえた取組について商工会で情報を蓄積、評価し（情報のデー

タベース管理）、職員間の情報共有を図ると共に、管内事業者に対し事例情報の

提供を行う。 

 

・一般消費者向けの新商品・サービスを試作している管内小規模事業者に、商品評

価の機会を提供する。本会で会員が集まる機会（理事会等）を活用し、試作品に

対する評価や提言を募る。これにより事業者が、統計資料の分析だけでは知る事

ができない消費者の生の声を聴く事ができる。 

 
（目標） 

 
事業者が高精度の需要動向情報を活用して新商品・サービス販売への不安を低減

させ、積極的に商品開発や販路開拓等に取り組めるよう支援を行う。 

支援内容 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

事業者別の需要動向調査実施数 3 5 6 7 8 9

 
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】 
 

 （現状と課題） 

 

本会ではこれまで、事業発展に積極的な一部の事業者に対し、経営革新、販路開

拓等の支援を行ってきた。しかし一部の事業者に対する集中的な支援であったため、

管内の小規模事業者全体に対し、持続的発展に向けた支援を行うには至っていなか

った。本会は、芝川地区小規模事業者の実態把握、及び経営状況分析に基づき、事

業者のやる気を喚起しながら、下記の要領で新たな事業活動を支援する。 

 

（事業内容） 

 

  （１）新商品（製品・サービス・技術）開発 

新商品開発に当たり自社単独での解決が困難な課題を有する事業者に対し、

専門家派遣制度（静岡県商工会連合会、（公財）静岡県産業振興財団、等）の

活用、研究機関（静岡県工業技術研究所、等）への協力依頼、他の事業者との

連携の提案などを行い、新商品開発を支援する。 
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（２）販路開拓、広告宣伝 

自力では販路開拓、広告宣伝に限界がある小規模事業者のため、下記のも

のをはじめとする展示会や商談会への参加支援、販売機会の提供、広告宣伝機

会の提供を行う。 

（１）展示会 商談会 
   ・静岡いいもの再発見！静岡地区商談会 

   ・ふじのくに総合食品開発展 

   ・FOODEX JAPAN 

・スーパーマーケットトレードショー 

・みやしんビジネスマッチング 

（２）販売機会の提供 
 ・むらからまちから館への出品支援 

 ・ニッポンセレクト.COM への出品 

（３）広告宣伝支援 
・ウェブサイト構築、ネット販売等の運営支援 
・広告媒体の作成支援 

  

（３）人材確保、教育の支援 

新商品開発、販路開拓などの新たな事業活動を行う際、元々人的資源に制約

がある小規模事業者において、新たな人材の確保、又は現有人材のスキルアッ

プが課題となる。 

本会は各小規模事業者に対し、今後自社に必要となる人材又は能力を明確化

させ、事業計画策定に当たり人事計画策定にも取り組むよう促し、人事計画を

踏まえた事業計画策定の支援を行う。併せて、人事計画進捗に合わせた必要施

策（専門家派遣、社内講習、等）の実施を支援する。 

 

  （４）経営革新の推進 

上記の新事業活動を行う小規模事業者に対し、経営革新支援制度に基づく支

援を積極的に行う。 

・経営革新計画作成および承認申請の支援 

・経営革新補助金等の制度活用 

・経営革新取組の実施状況を常時把握し、実現に向けた支援を継続する 

 

  （５）創業・第二創業の促進 

     旧芝川町は、富士宮市との合併に伴い、旧町域全域が市街化調整区域となり、

域外から住民の転入、地区内での創業が少ない状況にある。また、廃業が開業

を上回る状況が続いており、地域活力の維持のためには新たな創業が必要な状

況にある。 

     このような状況で当商工会が可能な創業支援として、下記の取組を行う。 

・空き物件（店舗、工場）を把握して域内外の創業希望者に情報提供する 

     ・製造業、物流業等に対し、交通アクセスの良さをアピールする（東名高速

道路・富士川 IC、新東名高速道路・新清水 IC に１５分以内にアクセスす

ることができる） 
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 （目標） 

支援内容 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

新商品開発支援数 2 3 3 5 5 5

販路開拓支援数 5 7 7 8 8 8

人的資源に関する支援数 0 2 2 3 3 4

経営革新計画認定件数 1 2 2 2 2 2

創業支援件数 0 1 1 1 1 1

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

芝川地区は、富士川が流れており、ラフティングなどのアウトドアレジャーが盛

んである。また富士山の眺望にも優れており撮影スポットにもなっている。他にも、

縄文時代の集落跡である大鹿窪遺跡や、織田信長の首塚があるとされる西山本門寺

など、歴史的な価値が高い観光資源を持っている。その他地域資源としては、筍、

梅などがあるが近年は生産者の減少などにより衰退傾向である。しかし富士宮市と

合併後は、これらの地域資源（観光資源）を活かすべく行政を中心にさまざまなイ

ベントが仕掛けられている。 

本会は、上記地域特性を活かした事業の実施を通じ、地域経済活性化への寄与を

目指す。 

 

 （事業内容） 

 

  （１）信長公黄葉まつり 

本会は富士宮市、（社）富士宮市観光協会からの後援を得て、芝川地区の 観

光名所である西山本門寺において「信長公黄葉まつり」を毎年開催している。

このイベントは平成１２年より本会が主体となって運営しており、近年は約２

万人の来場者がある。このイベントを利用して、地域の活性化および小規模企

業の販路拡大の一助とする。 

・地域特産品の販売や PR 活動を行う。 

・小規模事業者の商品や製品を展示し、販路拡大を支援する。 

 

  （２）各種地域活性化事業への小規模事業者の参画支援 

芝川地区、及び近隣の地域活性化事業について情報収集に努め、管内小規模

事業者の協力機会の拡大を図る。協力を通じ、地元商工業に対する住民の認知

度向上を図っていく。 
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 （目標） 

 

   本会が主体となって行う地域活性化事業として、「信長公黄葉まつり」の他に新

たな事業を行う事は困難である。このため目標設定には、管内小規模事業者への効

果を測るための数値を用いる。 

・販売機会提供回数は、「信長公黄葉まつり」をはじめ、本会の関与によって出展

等が行われる行事の数とする。 

項目 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

販売機会提供回数 1 1 2 2 2 2

出展企業数 10 12 14 15 16 16

 

 

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 

 

〔他の商工会、商工会議所との連携〕 

 

・本会は、静岡県商工会連合会に属すると共に、近隣商工会で地区連絡協議会（富

士駿東地区商工会連絡協議会）を組織しており、業種別研修、職員支援能力向

上のための研修を定期的に開催し、小規模事業者支援に関するノウハウの習得

と情報共有に努めている。 

 

  ・本会は近隣商工会・商工会議所との連携に努めており、富士山周辺地域商工団体

連携会議（富士商工会議所、富士宮商工会議所、小山町商工会、御殿場市商工会、

裾野市商工会、富士市商工会、本会より構成）を組織している。会議は年４回開

催され、時節や状況に応じた課題を設定して意見交換を行い、小規模事業者の事

業環境動向に関する情報共有を図っている。今後は小規模事業者支援に関連した

テーマを適宜設定し、各団体の支援状況について積極的に意見交換を行ってい

く。 

 

  〔商工会、商工会議所以外の機関との連携〕 

   詳細は別表４で説明 

 

  ・小規模事業者にとってより良い成果が得られるよう、公的支援機関、地域金融機

関、税務関連機関等との連携を通じ、支援ノウハウ共有、支援の現状、経済状況

等に関する情報交換を行う。 
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２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

事業計画(経営計画)の作成は、日本政策金融公庫・小規模事業者経営発達支援

融資制度の活用をはじめとする経営発達取組の出発点となる。事業計画(経営計

画)づくりの支援を中心とする経営発達支援業務には、財務に関する下記の知識が

必要となる。 

①損益分岐点分析の知識 
 費用を変動費・固定費に分解し、目標とする一人当たり付加価値額(営

業利益+人件費+減価償却費)、及びその成長率を実現するための必要売

上高を算出する。 

②経営分析の知識 
①は企業の損益状況のみを分析するものであるため、企業の貸借状況も

踏まえ、目標とする生産性、収益性、安全性の指標と自社の数値を比較

し、目標と現状の差異を明確化させる。 

③資金繰り分析(資金繰り表、キャッシュフロー計算書)の知識 
 設備投資や運転資金の増強を通じて経営発達に取り組む際、資金流出

(借入金返済等)に対応する資金流入を長期的に確保する必要がある。

①、②を踏まえた資金流入・流出計画を作成する。 

少数の事業者に対する集中的な支援と異なる形で、多数の小規模事業者に対

し、持続的発展の動機を提供するには、まず①の損益分岐点分析により、利益・

所得目標に対し必要な売上高を示すことが有効である。そして販路開拓、新商

品開発などの経営発達取組を支援するため、①、②、③の知識を備える事が必

要である。 

また、経営指導員に限らず、補助員・記帳専任職員も積極的に経営指導に携

わるべく、上記①、②、③の知識をはじめ経営発達支援に必要な知識の習得を

図る。 

 

 ・通常の経営支援業務においては、全国商工会連合会基幹システムにより経営支

援カルテを個別事業者ごとに記録・保存し、職員間の情報共有を図っている。

併せて、本会職員は 1カ月に 1回、会議を催し、指導状況と課題、今後の指導

予定について協議し、情報共有を図る事とする。 

 

・静岡県商工会連合会主催の専門スタッフ研修に毎年参加することで、その時節

に合った経営支援技法を習得し、支援能力の向上を目指す。また、(一社)静岡

県中小企業診断士協会が主催する経営セミナーや、専門家として活動している

中小企業診断士と定期的に情報交換を行い、より専門的な支援技法や情報を習

得していく。 

 

・本会の顧問税理士、本会会員の社会保険労務士など、専門家の指導を適宜仰ぎ、

より具体的な小規模事業者の支援事例を学ぶ。 
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・経営発達支援事業を推進するためには、PDCA サイクルを効果的に機能させる事

が必要となる。そのためには本会職員自身が PDCA サイクルへの理解を深める

必要がある。ISO をはじめ PDCA サイクルを機能させている事例を参考にし、適

切な実績評価、計画見直し、実施の有効なサイクルを実現する。 
 
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 

 
  （１）自己評価チェックリストの作成と評価 

 本会の経営発達支援事業の進捗状況、実績、今後の見込み等を確認するチェ

ックリストを作成し、本会経営指導員が四半期ごとに進捗状況と目標・実績の

差異を確認する。また、半期ごとに実施する内部監査において、本会監事に対

して進捗状況を報告し、今後の方針について意見を求める。 
また、毎年度末の本会理事会での実績報告を行い、評価及び意見を求める。

評価・意見を基に経営指導員は計画の見直し案を作成し、次年度第１回目の理

事会にて見直し案の承認を受ける。最終的に、本会通常総会にて実績報告及び

当年度計画を報告し、承認を受ける。 
  
（２）専門家による評価 

     経営発達支援計画の実施中に、実績の適切な評価、計画の大幅な見直し等が

生じた際、専門家や関係機関の指導を適宜仰ぐ事により効果的な PDCAサイク
ルを回復させる。 

     ・経営発達支援計画の評価及び改善のための検討委員会を開催（年１回）す

る。 
委員について、委員会設置時には本会の総務委員（本会の正副会長及び理

事１名）が就任し、事業進捗に応じ本会外部から商工業支援に精通した専

門家、関係機関職員（富士宮市役所産業振興部商工振興課、等）から委員候補

者の選考、及び委員委嘱を行い、委員会機能を向上させる。 
 
（３）結果報告 

事業の成果、評価、見直しの結果を、本会ホームページで計画期間中公表す

る。（本会ホームページ http://shibasyo.com/wordpress/） 



 - 14 -

（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 
 
   本会事務局は職員数５名であり、各職員を狭い範囲の専門業務に集中させる事は

現実的ではない。経営発達支援計画では、各事業の主担当を決めるものの、実施に

当たっては、全員で総力を以て横断的に支援を実施する。 
経営指導員２名が主担当となり支援事業を実施する。必要に応じて各種部会に協

力を依頼する。 

実施内容 
別表 1事業内

容との対応 
主担当職員 

地域経済動向調査 Ⅰ－１ ※ 

経営状況分析 Ⅰ－２ 事業所別に担当 

事業計画策定支援 Ⅰ－３ 事業者別に担当 

事業計画実施支援 Ⅰ－４ 事業者別に担当 

需要動向調査 Ⅰ－５ 事業者別に担当 

需要開拓支援 Ⅰ－６ 事業者別に担当 

地域活性化支援 Ⅱ－１ 小澤 

他の支援機関との連携、情報交換 Ⅲ－１ 小澤 

経営指導員等の資質向上 Ⅲ－２ ※ 

事業評価、見直し Ⅲ－３ ※ 

     （※は、平成 28年 5月末まで加藤、6月以降は石井が担当） 
 

芝川商工会 
・会員数２５２事業所（平成２７年８月末現在） 
・役員 ２１名（会長１名 副会長２名 理事１６名 監事２名） 
・事務局 ５名（事務局長１名 経営指導員２名 補助員１名 記帳専任１名）

 
（２）連絡先 

芝川商工会（しばかわしょうこうかい） 
〒419-0315 静岡県富士宮市長貫１１３１－６ 
電話 ０５４４－６５－０２７３ FAX ０５４４－６５－２０９３ 
HPアドレス http://shibasyo.com/wordpress/ 
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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 
(4年 1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 1,100 1,100 1,300 1,300 1,300

 

調査研究費 

講習会開催費 

専門家派遣費 

200 
400 
500 

200
400
500

200
500
600

200 
500 
600 

200
500
600

（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、国庫補助金、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。 
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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 

 

 ・芝川地区小規模事業者の経営発達支援事業 

・小規模事業者の実態及び需要動向、域内経済動向の把握 

  別表１の（２）-Ⅰ-１・５ 

  連携者：税務関連機関、地域金融機関、富士宮市 

・経営状況分析、事業計画策定の支援 

  別表１の（２）-Ⅰ-２・３ 

  連携者：税務関連機関、地域金融機関 

・新たな需要の開拓に寄与する事業に関する支援ノウハウ等の共有 

  別表１の（２）-Ⅰ-６ 

  連携者：地域金融機関、富士宮市、（公財）静岡県産業振興財団 

・地域活性化 

  別表１の（２）-Ⅱ 

  連携者：富士宮市、富士宮市観光協会 
 

連携者及びその役割 

 

〔税務関連機関〕 

本会では、芝川青色申告会をはじめとする納税指導団体との連携により、管内個人

事業所の税務支援、研修事業、情報交換の充実に努めている。今後、財務分析をはじ

め、より専門的な分野についても連携して支援を行っていく。 

・税理士による個別相談を通じ、財務分析の必要性について意識を喚起し、経営基盤

強化につなげる。 

・近隣の青色申告会は連合会を組織し、支援機能向上に関する情報交換を定期的に行

っている。また、富士税務連絡協議会においては、様々な業界団体が参加し、地域

の経済状況に関する情報交換が行われている。本会はこれらの団体との情報交換を

通じ、小規模事業者や需要の動向、支援ノウハウ等に関して情報交換を行う。 

 

名称 代表者氏名 所在地 電話番号 

芝川青色申告会 髙山俊一 静岡県富士宮市長貫 1131－6 0544－65－0273 

富士税務連絡協議会 井出 稔 静岡県富士市瓜島町 82 0545－52－0995 

 
〔地域金融機関〕 
・本会は富士宮信用金庫に対し、「みやしんビジネスマッチング」事業を通じた協力

関係を有する他、地域経済に関する情報交換を行っている。富士宮信用金庫との連

携により、管内小規模事業者の実態把握を強化し、販路拡大を支援する。 
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・本会は日本政策金融公庫沼津支店（以下、公庫）との協力により、管内小規模事業

者の経営を資金面から支援してきた。併せて、公庫が主催する経営改善貸付推薦団

体連絡協議会を通じ、管内経済情報に関する情報交換を深めてきた。今後、管内小

規模事業者の経営発達取組に関して、金融面での連携を強化する。 
   特に公庫は、小規模事業者経営発達支援融資制度の創設を予定しており、当商工

会も経営発達支援事業の推進に当たり、同制度を積極活用するものとする。 
 

名称 代表者氏名 所在地 電話番号 
富士宮信用金庫 篠原 寛 静岡県富士宮市元城町 31－15 0544-23-3111 
日本政策金融公庫

沼津支店 
山田明彦 静岡県沼津市市場町 5-7 055-931-5282 

 
〔富士宮市〕 
・富士宮市が行っている産業連携システム構築事業への参画 
・富士宮市が実施主体となっている「ふじのくに健康産業雇用創造プロジェクト」へ

の参画 
・地域活性化事業（信長公黄葉まつり）実施における連携 

 
名称 代表者氏名 所在地 電話番号 

富士宮市 
商工振興課・観光課 

富士宮市長 
須藤秀忠 

静岡県富士宮市弓沢町 150 
0544－22－1385 
（商工振興課） 

 
〔公益財団法人静岡県産業振興財団〕 
  産業振興財団は、静岡県の都道府県等中小企業支援センターとして、県内中小企

業・小規模企業の経営支援を行っている。芝川地区の小規模事業者であっても、産業

振興財団に直接相談する例もあり、産業振興財団から本会管内小規模事業者の紹介を

受けることもある。このため産業振興財団との協力関係強化は、本会の経営発達支援

において重要なものとなっている。 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称 代表者氏名 所在地 電話番号 
公益財団法人 
静岡県産業振興財団 

理事長 
櫻井 透 

静岡県静岡市葵区大手町 44-1 054-273-4434 
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連携体制図等 

 

  

芝川商工会

地域金融機関 

・販路開拓支援 

・情報交換 

税務関連機関 

・財務分析支援強化の

ための情報交換 

（公財）静岡県産業振興財団 

・支援ノウハウ等の共有、情報

交換 

富士宮市 

・販路開拓支援 

・地域活性化 

・情報交換 

芝川地区小規模事業者

経営発達

支援機能

の強化 


