
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
沼津商工会議所（法人番号 6080105000246） 

実施期間 平成 28 年 4 月 1日～平成 33 年 3 月 31 日 

目標 

創立 90 周年を経過した沼津商工会議所では、第３期中期行動計画（平成 27 年度

～平成 29 年度）をスタートさせている。同計画は、概ね 10 年後の地域の将来像を

「魅力あふれる快適・環境都市」と設定し、安心・安全で活力ある交流経済圏の形

成を基本目標に掲げ、地域経済の活性化・産業振興と中小企業の活力強化のそれぞ

れに、今後３ヶ年の展開すべき取り組みを盛り込んでいる。 

 小規模事業者の振興にあたっては、計画の着実な取り組みとともに、自社の強み

を活かし、技術や経営ノウハウの向上を図り、安定的な雇用の維持等を含めた事業

の持続的発展が期待できる地域を目指し、以下の活動方針のもと事業を展開する。

ア）沼津商工会議所を核とした支援機関ネットワークである「ぬまづビジネスサポ

ート連絡会」の支援力強化 

イ）沼津中小企業支援センター専任コーディネーターと経営指導員の協働による創

業支援と事業継続の積極支援   

ウ）専門家や専門機関を積極活用した小規模事業者の強み発掘と販路の開拓支援 

エ）地場産業である水産業全体の課題把握と活性化計画の策定 

オ）第一次産業との連携による沼津ブランドの強化と６次産業化の推進 

事業内容 

１．地域の経済動向調査 
  景気動向調査を継続的に実施するほか、電子メールを活用した新たな調査手法
を導入しタイムリーな経済動向情報を提供する。また、地場産業である水産業の

活性化に向けたプロジェクトを推進する。 
２．経営状況の分析 
  巡回やセミナー等参加者を支援候補先として対象の掘り起しを行う。こうした
中で支援先に対し、財務分析やＳＷＯＴ分析により小規模事業者の経営分析を実

施する。 
３．事業計画の策定支援 
経営分析対象先を中心に年間 50 件を目標に策定支援していく。金融斡旋、補

助金申請、経営革新承認申請等に活用するほか、事業承継計画、ＢＣＰ、創業・

第二創業計画を専門家の活用を含めて実効性のある計画を策定支援する。 
４．事業計画策定後の実施支援 
 策定した事業計画を経営指導員のほか、沼津地域中小企業支援センター専任コ

ーディネーター、ぬまづビジネスサポート連絡会構成機関などが連携して計画実

行を支援する。 
５．需要動向調査 
 消費者から直接意見を収集できる調査を実施し、専門家等の関与のもと調

査票支援ツール等を提供するとともに、需要動向を的確に把握できるよう有

識者によるセミナーを開催する。 
６．新たな需要の開拓に寄与する事業 
販路開拓や拡大を図るため、ホームページ、ＳＮＳ、ＷＥＢサイト等のインターネ

ットの活用支援とともに、ビジネスマッチングを目指す商談会への参加やよろず支

援拠点サテライトによる支援機能を充実強化する。 

連絡先 
担当部署：産業振興部経営発達支援課 
住  所：沼津市米山町６－５（沼津商工会議所会館） 

電話番号：055-921-1000 ＦＡＸ：055-921-110 
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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 

 

１．沼津地域の概要 
 

（1） 沼津市の立地と地域産業 

沼津市は、静岡県東部地域、駿河湾の湾奥に位置しており、温暖な気候と豊かな自

然環境に恵まれ、市の一部地域は富士箱根伊豆国立公園区域に含まれている。市域の

北部は、愛鷹山麓の丘陵地が広がり、中央部の平地へと続き、南部は、香貫山から達

磨山にかけて急峻な峰々が連なるとともに、変化に富んだ美しい海岸線が形成されて

いる。 

交通面においては、広域交通の要衝として、東名沼津インターチェンジやＪＲ沼津

駅、沼津港が立地するほか、東名高速道路・新東名高速道路、国道１号、ＪＲ東海道

本線が市域を東西に貫くとともに、北駿方面へは国道 246 号、ＪＲ御殿場線が、伊豆

方面へは国道 414 号がそれぞれ走っている。 

産業面においては、恵まれた立地条件を活かし、県東部地域の商都として発展する

とともに、豊かな自然や温暖な気候によりはぐくまれるお茶やみかんなどの農業、駿

河湾の豊富な水産資源を背景とした水産業やアジの干物などの水産加工業、様々な地

域資源を活かした観光業、大手の工作機械、電気機械メーカーをはじめ、多様な形態

の中小企業に支えられる工業などがあり、すそ野の広い産業構造を有している。 

また、静岡県東部地域においては、県立静岡がんセンターを中心に医療・健康関連

産業の振興等を目的としたファルマバレープロジェクトが静岡県にて推進されてお

り、関連企業の集積や産学官連携による研究開発等が進められている。 

 

（2） 生産活動及び事業所数・従業者数 

１年間の沼津市内での生産活動によって新たに生み出された価値の総額である総

生産額は、平成 24 年に約 8千億円（県統計利用課）であり、県計の 5％を占め、市

町別では県内 5位に位置している。これを経済活動別にみると、最も多いのがサービ

ス業（21.5％）、次いで製造業（17.7％）、不動産業（13.2％）、運輸・通信業（12.9％）、

卸・小売業（10.0％）の順となっている。 

総生産に寄与する事業所数は、平成 24 年には 10,713 事業所（経済センサス調査）、

内小規模事業者数は 9,077 事業所となっている。産業別の事業所数と従業者数は次表

のとおりである。 

 

 
事業所数 従業者数 

平成 8年 平成 24 年 平成 8年 平成 24 年 

第 1次産業 18 31 149 486 

第 2 次産業 3,128 2,230 45,065 30,684 

第 3 次産業 10,787 8,452 85,257 75,475 

 

 

２．沼津地域の現状と課題 
 

沼津市の人口は、総合計画策定後に起きた東日本大震災の教訓から海岸近くへの居

住に対する考え方の変化等により、人口移動では、全国市町村の中で６番目に転出者
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が多い結果となった。人口に関する課題は、近隣都市よりも人口減少率が高く、将来

推計人口は、大幅に減少する。このことを踏まえ、どう増加させていくかということ

よりも、今ある人口をどう維持させていくかということが問題であり、「子育て支援

体制の充実」、「女性労働力の推進」という特に 20 歳～39 歳の方々に対して暮らしや

すい機能の充実が課題である。 

沼津市総生産額、市民所得に関しては、１０年前と比較するとやや減少している程

度であるが、廃業や移転などによる事業所数減少が潜在的課題である。 

かつて交通の要衝地を活かし商都として発展してきた沼津市であるが、モータリゼ

ーションの進展による郊外への大型店出店等が相次ぎ、商圏の縮小が進むことで中心

街から商業施設が撤退している。こうした背景には、近隣地域に比べた相対的低迷だ

けではなく、沼津駅付近鉄道高架事業が進まないことが拍車をかけている。 

 この事業は、ＪＲ沼津駅を中心に、東海道線 3.7 キロメートルと御殿場線 1.6 キロ

メートルを高架し、南北市街地を一体化することにより都市機能の向上が期待される

ものであるが、平成 18 年に事業認可を得ているにも関わらず現在までに本体工事の

着工には至っていない。 

工業に関しては、この 10 年間では、製造品出荷額等は微減に留まっているものの、

事業所数や従業者数は大幅に減少し、後継者対策や創業支援等が課題として挙げられ

る。特に地場産業である水産加工業においては、平成 24 年の事業所数が平成 13 年に

比べ 64.3％まで落ち込んでおり、地域産業の発展には、沼津ブランドであるアジの

干物に代表される水産業界における活性化が重要である。 

 一方で、一昨年の静岡県総合コンベンション施設である「プラサヴェルデ」の開業、

年間１４５万人を集客する沼津港の賑わいは今後も増加の傾向にあり、加えて、市西

部地域への大型商業施設の進出発表、新東名の開通や東名・新東名のスマートインタ

ーチェンジの整備等に伴う交通利便性の向上など社会環境は大きく変化しつつある。

 

 

３．沼津商工会議所の役割 
 

沼津市の総合計画の中では、特に「魅力と活力にあふれ、にぎわいに満ちたまち」

として、商業・サービス産業の振興、観光・コンベンションの振興、工業・ものづく

りの振興、新産業の育成、農林水産業の振興などの取組を通じて、活力あふれるまち

を目指している。 

創立 90 周年を経過した当会議所では、第３期中期行動計画（平成 27 年度～平成

29 年度）をスタートさせている。同計画は、企業経営者による策定委員会のもと、

業種別（部会毎）に課題を抽出し、１年あまり商工業者自らが議論を重ねまとめられ

たものである。長期的な視点に立ち概ね 10 年後の地域の将来像を「魅力あふれる快

適・環境都市」と設定し、安心・安全で活力ある交流経済圏の形成を基本目標に掲げ、

「地域経済の活性化・産業振興」「中小企業の活力強化」それぞれの重点テーマと向

こう３ヶ年の展開すべき取り組みを盛り込んでいる。 

 

【中期行動計画の抜粋】 
Ⅰ 地域経済の活性化・各種産業の振興 

ⅰ 人口減少時代に対応した地域経済の活力底上げ並びに産業振興の推進 

ⅱ ものづくりの再生・創生 

ⅲ 沼津の特産物を活かした新たなブランドへの取り組み 

ⅳ コンベンション（ＭＩＣＥ）の誘致支援と観光振興の推進 

ⅴ まちなか再生・まちづくりへの取り組み 



- 3 - 
 

ⅵ 県東部拠点都市としての都市機能の充実と沼津駅周辺総合整備事業の推進 

ⅶ 交通ネットワークの整備（主に道路ネットワーク）と土地利用の研究・提言 

ⅷ 農商工連携・６次産業化の推進 

ⅸ 水揚げ高、取扱量の減少により衰退する水産業活性化のための支援 

ⅹ 地域や産業の課題に対する、国・県・市への政策提言 

ⅺ 地域イベントへの支援 

Ⅱ 中小企業の活力強化 

ⅰ 経営全般に関する能力向上の支援 

ⅱ 職場環境・労働環境等企業の環境整備に関する支援強化 

ⅲ 雇用の確保・人材育成に関する支援 

ⅳ 創業・経営革新の支援 

ⅴ ワンストップ相談並びに専門家スタッフの充実 

ⅵ 防災減災対策の支援 

 

こうした取り組みこそが、現下の社会経済環境の中で、地域の総合経済団体として、

求められる役割であり機能といえる。 

 

 

４．小規模事業者振興の目標 
 

小規模事業者は、資金や人材、経営のノウハウなどの経営基盤が脆弱なため、外部

の社会経済環境に大きな影響を受ける。最近でも急速な円安の進展による原材料価格

の高騰や消費増税の影響など記憶に新しい。また、商圏が限定されることから、人口

減少による需要縮小や大規模小売店の進出などの影響も受けやすい。 

こうしたことから、前述の当会議所中期行動計画の取組目標を着実に進めるととも

に、小規模事業者に対しては、特に、静岡県、沼津市、各種支援機関及び金融機関と

密接な連携をもとに、その強みに応じた対策を講じ、伴走型の提案・実行を方針とし

て振興を図っていくものとする。 

このため、自社の強みを活かし、技術や経営ノウハウの向上を図り、安定的な雇用

の維持等を含めた事業の持続的発展が期待できる地域を目指し、計画期間中、以下の

活動方針のもと事業を展開する。 

 

ア）沼津商工会議所を核とした支援機関ネットワークである「ぬまづビジ

ネスサポート連絡会」の支援力強化 
 

イ）沼津地域中小企業支援センター専任コーディネーターと経営指導員の

協働による創業支援と事業継続の積極支援 
 

ウ）専門家や専門機関を積極活用した小規模事業者の強み発掘と販路の開

拓支援 
 

エ）地場産業である水産業全体の課題把握と活性化計画の策定 
 

オ）第一次産業との連携による沼津ブランドの強化と６次産業化の推進 
 

なお、本計画は、平成２７年４月に設置した全国初というべき「経営発達支援課」

を主体に進める。 
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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 28 年 4 月 1 日～平成 33 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】 
 

（現状と課題） 

  経営発達支援事業を実施するうえで前提となる経済動向調査であるが、これら各種

調査は、これまで多くは紙媒体として内部回覧等により職員間の共有を図りつつ、相

談指導時において活用してきた。こうした情報は内部活用に主眼が置かれてきたこと

から、小規模事業者に提供する視点に欠けていた。 

景気動向調査に代表される経済動向調査は定期的調査であり、定期的に会報誌に掲

載する以外、小規模事業者への助言や指導段階での活用は少ない。実際には、小規模

事業者からの求めに応じ、既成情報をＷｅｂ上で公開される情報とあわせて提供する

程度である。 

こうしたことから、既存調査の質を向上させるとともに、タイムリーな調査の実施

手法を導入することが課題であり、生きた情報を生きたまま小規模事業者に届けるこ

とが重要である。 

  さらに、地場産業であるものの衰退の著しい水産加工業に関しては、これまでその

実態の把握が十分でなかった状況を踏まえ、その動向を把握する必要がある。 

 

（改善方法） 

  既存調査の信頼性を一層向上させるため、アンケート調査対象の見直しなどにより

回収率を高めるとともに、緊急性に対応した調査手法を導入する。こうしたことによ

り地域経済の景気動向や小規模事業者の実態と動向を的確に把握する。   

また、小規模事業者からの求めに応じる受け身ではなく、収集分析した結果につい

ては、経営発達支援課で早い時期に整理し、経営方針、販売戦略、製品開発等の参考

とするため会報やホームページに掲載して広く提供していくとともに、中心街の空き

店舗情報を公開し、創業及び第２創業を含めた新規出店を支援する。 

 

（事業内容） 

（1） 景気動向調査の実施（既存事業改善）【指針③】 

５業種 210 社を対象とした DI 調査（売上高、採算、業況）を四半期毎に実施

し、地域における景況感を時系列で把握する。また、早期景気観測調査により「肌

で感じる足元の景況感」を調査する。調査結果はこれまで同様会報誌等へ掲載し

ていくが、今後は、小規模事業者以外も調査対象となっていることから、小規模

事業者を抽出した DI 調査分析や地域外比較等を行い、ホームページでの公開に

より、小規模事業者にとっての景況把握に資す。 

（2） 緊急性に対応した電子メールを活用した調査の実施（新規事業）【指針③】 

これまで、小規模事業者を対象とした地域経済動向に関する緊急調査に対して

の迅速な調査対応が不十分であったため、前記（１）の補完的調査として電子メ
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ールを活用して実施する。具体的には、当会議所青年部会員を中心にＵＲＬ登録

のある小規模事業者数十社を抽出し、必要に応じた経済動向に関する調査を行

い、小規模事業者のタイムリーな情報収集に役立てる。 

（3） 管内各所に配置した商工振興委員による情報収集（既存事業改善）【指針③】

地域と商工会議所を結ぶ役割を担う商工振興委員 58 名を管内 8ブロックに配

置しており、毎月巡回と報告書提出でミクロな地域情報を得ている。しかし、そ

の地域情報は記述が少ないことから、経営指導員の巡回訪問によるヒアリングを

実施することにより情報の質を高める。 

（4） 国・県・市等が行う調査の活用（既存事業改善）【指針③】 

これまで、国・県・市等が行う調査については、職員間の共有が主であり、小

規模事業者への提供が不十分であったため、改善点として、経済センサス（総務

省）、日本政策金融公庫の調査月報や総研レポート、ＴＫＣ経営指標（ＴＫＣ全

国会）の全国調査、統計センター（静岡県）や沼津市が保有する統計情報、静岡

経済研究所や企業経営研究所の民間シンクタンクの調査情報、さらに静岡新聞や

沼津朝日新聞等のマスコミ情報を整理・分析して提供することにより、小規模事

業者が計画作成に参考となる情報とする。 

主な分析項目は次表のとおりである。収集は定期的に実施し、そのデータは所

定箇所に保管する。経営指導員は事案に応じ必要な加工を施しアウトプット提供

する。 
 分析項目 

経済センサス 企業数、売上高、付加価値額、事業所数、従業者数他 

日本公庫総研レポート 中小企業の健康経営、中小地場スーパーの生き残りをかけた取

り組み、中小企業による経営危機への対応と持続的な競争優位

獲得への取り組み、地域観光産業における価値向上の取り組み、

地域の雇用と産業を支える中小企業の実像他 

ＴＫＣ経営指標 収益性分析、生産性分析、安全性分析、債務償還能力、成長性

分析、損益分岐点分析 

統計センターしずおか 人口・世帯、工業統計（十業員数、製造品出荷額等）、生産動態

統計（生産高、出荷高、在庫高等）、新設住宅着工統計（住宅の

戸数等）、商業統計調査（産業別、従業者規模別、地域別等に従

業者数、商品販売額等）他 

沼津市の統計 人口、事業所（事業所数、従業者数等）、工業（現金給与総額・

原材料使用額等・製造品出荷額等・粗付加価値額等）、商業統計

（商店数、従業者数・年間商品販売額・その他の収入額・商品

手持額・売場面積）他 

（5） 水産業活性化プロジェクトの開催（新規事業）【指針③】  

衰退の著しい地場産業である水産業に関して、現状の把握が不十分であるた

め、水産加工業者、仲買業者、漁業者、行政で構成する定期会議を開催する。平

成 27 年本年５月に第１回会議を開催した。静岡県や沼津市からのオブザーバー

出席のもと会議を通じ、川上から川下までの業界が直面する課題を抽出し、関係

者による情報共有を図ることにより、同業界に関係する小規模事業者の現状把握

及び認識を深める。こうした取り組みから活性化計画の策定に繋げる。［連携体

制図別掲］ 

（6） 空き店舗状況調査の実施（新規事業）【指針③】 

沼津市内 12 商店街の空き店舗状況を毎月経営指導員が調査し、所在地、賃料、

面積等の詳細情報を整理のうえ、新規出店希望者へ情報提供する。あわせてホー

ムページに公開することで空き店舗の解消に繋げる。 

（7） 経営の課題に対する各種調査結果の公表（既存事業改善）【指針③】 

小規模事業者が抱える経営課題に対しての調査・提供については、業種等限ら

れた小規模事業者に対してのみ行われる状況が多かった。改善点として、地域経
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済の見通しに関する調査の他、税制改正、消費増税、為替影響等経営課題に対す

る調査を適宜実施し、その結果から得られる小規模事業者の実態を広く提供する

とともに公表することにより、小規模事業者の課題認識に繋げる。 

 

（目標） 

  年度別の主要調査目標は以下のとおり 

内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

景気動向調査回数 4 4 4 4 4 4

商工振興委員報告回数 12 12 12 12 12 12

電子ﾒｰﾙ活用調査回数 新規 4 6 8 10 12

水産業活性化会議回数 新規 3 4 4 4 4

空き店舗調査回数 新規 12 12 12 12 12

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 
 

（現状と課題） 

小規模事業者が持続的な発展をするためには、小規模といえども短期・中期的な事

業計画は必須である。しかしながら、現状は事業計画どころか現在自社がどのような

状況下にあるのか、何が問題でその原因がどこにあるのかを理解している事業者は少

ない。また、理解しているつもりでもその内容は事業主の頭の中にあり客観的に示す

ことが困難である。そのため、ほとんどの事業者が目標設定も無く、現商品を現顧客

へ販売するのみであり、戦略的な取り組みは乏しい状況に至る。 

現在の当会議所における指導状況は、例えば金融相談は融資を斡旋、税務相談は決

算書や申告書の作成支援等の相談者の要求に応えることで完結してしまい、売上や利

益の増加を意識した指導が薄いというのが実情であり、多くの場合、その実態を捉え

るまでには至っていない。 

 

（改善方法） 

小規模事業者が経営分析をするには、まずは当事者本人のやる気を起こさせるた

め、巡回訪問、窓口相談、金融相談、税務相談、専門家派遣相談、各種セミナーの開

催などあらゆる場面をきっかけとして、その必要性を訴えることが第一となる。 

次いで、小規模事業者と一体となった経営分析と課題抽出を、今後の持続的発展の

素地となることから認識を共有して実践していく必要がある。また、専門的知識が求

められる分析に関しては、専門家派遣や支援機関と連携し、経営指導員が協働して支

援する。 

こうした取り組みから、自社の強みや弱みを認識し、強みを活かした新しい販売戦

略である経営計画の策定へ繋げる。 

 

（事業内容） 

（1） 支援先の発掘（既存事業改善）【指針①】 

① 巡回訪問 

従来の巡回訪問では、現状の聴き取り調査や相談対応で完結してしまい、事

業計画の必要性を訴える認識が薄く、その前提となる経営分析の支援までには

至っていないことから、経営指導員が実施する巡回において、経営分析を優先

テーマとして支援先の発掘を日常的に実施する。 
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② 他機関からの紹介 

     行政や静岡県よろず支援拠点等公的機関、日本政策金融公庫、地元信用金庫

等金融機関、沼津市商工会等の支援機関との関係をより緊密化し、支援対象の

紹介を依頼し案件の発掘を図る。 

③ 各種セミナー参加者 

課題解決のための各種セミナー等の参加者を支援候補先として、参加者に対

する経営指導員の巡回訪問活動を通じ意識付けと認識を醸成する。 

④ ホームページ 

  当会議所と接点の少ない小規模事業者に対しても発掘対象とすべく、当会議

所ホームページに現状分析等個社支援に関する記事掲載や分析ツールの紹介

により広く小規模事業者に周知することで支援先の拡大を図る。 

（2） 経営分析の支援（既存事業改善）【指針①】 

   ① 巡回指導・助言 

発掘した支援先に対し、経営発達支援課を中心とした経営指導員の定期巡回

により、決算書等財務諸表から導く財務分析や内外環境を捉え戦略策定を導く

ＳＷＯＴ分析等を実施支援する。 

② 沼津地域中小企業支援センター（※1）による支援 

経営指導員による助言・指導では十分な分析が困難な場合、同支援センター

の専任コーディネーターとの連携により、さらに深堀した経営状況の把握と経

営計画策定に必要となる分析を実施する。［連携体制図別掲］ 

③ 専門家の派遣 

分析に着手したものの業界特有の専門知識や技術評価などの対応は、国、県、

市が実施する専門家派遣制度を活用する。これまで専門家任せの感があった分

析を経営指導員がしっかり理解するようにし、小規模事業者へのフィードバッ

クを的確に実施し、経営計画策定にも繋げる。 

（3） 製造業に対する巡回活動の充実（新規事業）【指針①】 

製造業分野の知識・経験を有するメーカーＯＢを専門アドバイザーとして平成

27 年６月から１名登用開始した。巡回目標を１か月あたり 35 件とし、計画的な

活動により、現場改善課題を収集し分析することで生産現場の課題解決を図り、

生産性の向上に寄与する。 

なお、新規性の高い取り組みは経営革新の発掘へ繋げ、巡回指導を通じ知り得

た情報を基に希望する小規模事業者には販売先や調達先をマッチングさせる。 

 

（目標） 

年度別の経営状況の分析の目標件数 

内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

経営分析件数 89 98 107 116 125 134

経営指導員の巡回訪

問・窓口件数 
1,949 2,000 2,100 2,200 2,300 2,400

ものづくり専門支援

員の巡回訪問件数（※２） 
新規 300 360 380 400 420

 

※１ 沼津地域中小企業支援センター…当会議所会頭の委嘱した専任コーディネーターを１名配置

し、新規開業や経営革新等の経営に関する助言・指導を行う。 

※２ 現状（平成 27 年度）は登用後 10 ヶ月間の目標 240 件 
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３．事業計画の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必要とする場合の多くは、開業資金申し込み目的、経

営革新申請目的、小規模事業者持続化等補助金申請目的であり、当会議所もこれに

呼応して支援を実施するといった受け身であった。しかしながら小規模事業者の持

続的発展のためには、前記の「経営状況の分析に関すること」記載に留めるのでは

なく、「経営理念・経営ビジョン」、「経営戦略」といった計画を事業者自らが策定し

ていく必要があり、当会議所もこれを支援していかなければならない。 

 

（改善方法） 

従来の延長では、事業者自らが事業計画を策定しようという動機は起こらない。

まずは、事業計画策定の意義や方法などの理解を広げる（周知）ことが必要である

ことからセミナーを開催する。ここでの参加者を支援候補先として捉え、経営指導

員の個別訪問により動機づけしていく。そして策定段階に移行した場合には、専門

家や支援機関との案件共有により実行効果を高める。 

また、産業競争力強化法に基づく創業支援事業の構成団体（※１）には、それぞれ創

業に関する相談窓口を設置するほか、創業応援塾の開催や沼津市の補助金である中

心市街地活性化出店促進事業補助金の活用促進を図る。 

 

（事業内容）   

（1） 補助金等申請時に必要となる計画作成支援（既存事業改善）【指針②】 

① 金融斡旋等に関わる策定支援 

日本政策金融公庫が扱う小規模事業者経営改善資金や中小企業経営力強化

資金等の金融相談指導にあたり、その相談者に対し、経営指導員による経営者

ヒアリングや財務資料を検証し、事業の継続発展に資する計画を策定支援す

る。 

② 補助金申請時における策定支援 

     小規模事業者持続化補助金やものづくり補助金等の申請希望者に対し、事業

の持続化等に資する事業計画の策定支援を経営指導員が実施するが、その際

は、沼津地域中小企業支援センター専任コーディネーターや静岡県よろず支援

拠点の専門相談員の意見も取り入れ、確度の高い策定支援を実施する。 

③ 経営革新計画承認申請に向けての策定支援 

     経営革新承認申請希望者に対し、経営指導員による計画内容の助言指導だけ

でなく、事業の新規性と実現可能性を沼津地域中小企業支援センター専任コー

ディネーターとも十分に検証し、経営革新に資する計画の策定支援を実施す

る。 

（2） 経営計画作成セミナー（既存事業改善）【指針②】 

近年、国の補正予算化される小規模施策に対応して、補助金申請に必須となる

経営計画を意図したセミナーを年度当初に開催している。参加するのは補助金申

請希望者が主対象となる。今後は、補助金申請目的だけでなく、経営計画作成の

本来の目的に沿った内容で開催し、支援対象者の掘り起しと策定支援に繋げる。

このため、計画期間中においてこれまでの年 1回から年２回へ開催回数の増加を

図る。 

（3） 事業承継に向けた策定支援（既存事業改善）【指針②】 

事業承継に関する相談に対しては、経営指導員による初期支援から、沼津地域
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中小企業支援センターの専任コーディネーターや静岡県事業引継ぎ支援センタ

ー（静岡市）とも連携して実行性のある策定支援をする。必要に応じ「静岡県後

継者バンク」制度を活用するとともに、経営安定特別相談室における商工調停士

（中小企業診断士）及び専門スタッフ（弁護士、税理士他）による計画策定支援

など、円滑な事業承継に向けた支援を実施する。 

（4） ＢＣＰに連動した策定支援（既存事業改善）【指針②】 

事前に災害対応策を定めるＢＣＰ（事業継続計画）の必要性について、会報誌

等を通じ普及啓蒙し、災害復旧に対する意識の高揚と被災後に早期に事業が再開

できるよう（公財）静岡県産業振興財団の専門家派遣の活用を取り入れながら経

営指導員によって中小企業ＢＣＰ運用策定指針に基づいた計画策定を支援する。

また、当会議所会館内に入居している静岡県信用保証協会並びに商工中金沼津

支店と連携（※２）し、金融支援を含めた総合的な策定支援を実施する。 

（5） 創業・第二創業（経営革新）支援（既存事業改善）【指針②】 

① 創業相談窓口の設置 

産業競争力強化法に基づく創業支援事業の構成団体毎に相談窓口を開設す

る。今後、各相談窓口の役割・エリア等を明確化し、個別に行われていた助成

金申請やセミナー等を体系的に位置づけることで、創業希望者からの要望にオ

ール沼津の体制で応えるとともに創業計画の策定に繋げる。[連携体制図別掲]

 ② 創業応援塾の開催 

     創業における基礎知識から事業計画作成までを習得する講座を三島商工会

議所と共催で広域連携事業として開催する。カリキュラムは、経営、財務、労

務管理、公的資金に加え、創業経験者の体験談により参加者の創業への意欲醸

成を図る。 

   ③ 中心市街地への出店促進 

     中心市街地内の空き店舗等に新たに出店する者に対し、改装工事等に要する

費用の一部を補助する制度（※３）において、事前調査に関わることなどにより

計画の実現性を高める。 

   ④ 若手後継者の育成及び経営革新支援 

     小規模事業者を中心として構成される当会議所青年部（※４）の全会員等を対

象に、現在多様化しているニーズに柔軟に対応できる能力を習得するためのス

キルアップセミナーを開催し、自身や自社の魅力向上や商品力・経営力強化を

図る。 

さらに、情報交換の場を設けることで、地域の小規模事業者の事業者間での

積極的な連携を図るとともに、新たなビジネスチャンスや経営革新の機会を創

出する。 

 

（目標） 

年度別の事業計画の策定支援目標は以下のとおりである。 

内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

計画策定件数 33 37 40 43 47 50

セミナー等参加者数 36 38 40 43 45 50

創業応援塾開催時間 20 30 30 30 30 30

出店補助金利用者数 ２ ３ ４ ５ ５ ５

創業による創業実現数 39 39 39 40 40 40

経営革新承認件数 9 10 11 12 13 14

 
※１ 産業競争力強化法に基づく創業支援事業の構成団体…①沼津市②沼津商工会議所③沼津地域中
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小企業支援センター④沼津信用金庫相談センター⑤日本政策金融公庫⑥沼津市商工会⑦東部地

域イノベーションセンター（※５）⑧南駿農協 

※２ 平成 26 年 5月に供用開始した当会議所会館には「静岡県信用保証協会」及び「商工組合中央金

庫」が入居した。これを機に当会議所を含む３者で地域中小企業支援に関して覚書を締結した。

※３ 沼津市中心市街地活性化出店促進事業補助金…中心市街地において一定の要件を満たすこと

により、対象工事費用に１/２以内上限 100 万円の範囲で助成する沼津市の補助金制度。 

※４ 当会議所青年部…会員数 200 名を超える。平成 31 年度には青年部全国大会が、当会議所青年部

主管で開催予定。 

※５ 東部地域イノベーションセンター…沼津市、三島市、長泉町、清水町の連携のもと設置された

産業支援機関（経営革新等認定支援機関） 

 

 

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）   

小規模事業者が策定した事業計画は、作成時点において描いたシナリオであり、状

況変化に応じて対策を考え、目標やアクションを継続して修正していくことが重要で

ある。 

しかしながら、小規模事業者の中には、目標達成が見込めないまま、日々の業務で

忙殺され、計画の進捗を確認しない中で、計画が「絵に描いた餅」になってしまう状

況が多く見受けられる。特に、個人事業主の場合は、実行段階において、自らが適切

な目標設定と達成に向けた取組みの評価がしにくいため、「実行」「確認」「改善」

「計画見直し」のＰＤＣＡサイクルを回すため、経営指導員が進捗を一緒に確認し、

計画的に継続させることが必要である。 

 

（改善方法） 

事業計画策定後の支援は、策定担当者が計画的かつ継続的に、地区担当経営指導員

と協働で実施をしていく。こうしたことで、顔の見える関係を更に深め、当会議所の

支援事業を活用したフォローアップと、国・県・市といった公的支援機関支援策の広

報によるフォローアップを行う。 

また、沼津地域中小企業支援センターをフォローアップの中核に位置づけ、外部専

門家を活用しながら、支援機関ネットワークである「ぬまづビジネスサポート連絡会」

（※Ⅰ）への情報提供を行い支援ノウハウの共有を図り、多面的な実施支援を図る。 

こうした方法を駆使して、全ての計画策定事業者に対し、計画期間中毎年四半期に

１回以上のフォローアップを実行する。 

 

（事業内容） 

(1)  複数経営指導員の連携による実施支援（新規事業）【指針②】 
事業計画を策定支援した小規模事業者に対し、策定を担当した経営指導員、地

区を担当する経営指導員が連携して巡回訪問を継続的に実施し、顔の見える関係

の中で、計画の進捗状況を確認するとともに、外部環境情報を提供する。環境変

化に対応した計画修正に関し、適切かつ効果的な助言・指導により計画実行を支

援する。 

(2) 支援機関連携によるフォローアップ（既存事業改善）【指針②】 

① 沼津地域中小企業支援センターによる継続指導 

策定計画に対し、当センター専任コーディネーターが有する見識と人脈によ

る助言・指導を実施していく。経営指導員と専任コーディネーターの協働を基

本として改善を図り、両者が事業の進捗を把握し、目標達成に向けた取組につ

いての助言を行うとともに、高度・専門的な知見が必要な案件は、外部専門家
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の関与による適切な実施支援を行う。 

② ぬまづビジネスサポート連絡会による支援強化 

沼津市内において小規模事業者の経営支援を行う６機関の情報交換を引き

続き実施していく。さらにそれぞれの機能やノウハウを活用し、単なる情報交

換から直接支援への展開を推進し、官民連携による小規模事業者の経営課題解

決を図る。[連携体制図別掲] 

(3)  商工会議所支援メニューの提供（新規事業）【指針②】 
① 当会議所の支援事業を活用したフォローアップ 

当会議所が従前実施しているマル経融資等金融支援、納税及び節税等税務指

導、ビジネスマッチング商談会等販路拡大支援事業、主催するなんでも相談会

に加え、日本政策金融公庫の平成 27 年度創設制度「小規模事業者経営発達支

援融資制度」など、支援者が小規模事業者と一緒に計画の進捗を確認する中で、

必要に応じた支援事業の利用斡旋によるきめ細かな伴走型フォローアップを

実施する。 

② 公的支援機関支援策の広報によるフォローアップ 

事業計画策定後に、商工会議所が入手した国、静岡県、沼津市及び公的支援

機関が展開する各種支援策について、地区担当経営指導員によるタイムリーな

巡回訪問による資料配布やホームページ掲載、会報誌などの広報・周知を通じ

てフォローアップを行うことにより、計画の実効性を高める。 

 

（目標） 

年度別の事業計画後の実施支援目標は以下のとおり 

内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ件数（※２） 33 37 40 43 47 50

ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ延回数（※３） 33 280 440 612 800 1000

 
※１ ぬまづビジネスサポート連絡会…沼津市、沼津商工会議所、沼津地域中小企業支援センター、沼

津信用金庫、日本政策金融公庫沼津支店、沼津市商工会で構成し、市内支援機関のネットワーク

組織として情報交換を主に活動している。 

※２ ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟは、事業計画策定件数（9ページ）を対象先とする。 

※３ 新規案件及び前年度までの継続案件に対して計画期間中実施する。最終年度において合計 250 件

延 1000 回支援する。 

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 
 

（現状と課題） 

小規模事業者の多くが自らの技能やノウハウをもって事業活動を展開しているこ

とから外部環境への認識が薄く、さらに時間的制約などから商品や役務の需要動向を

把握できない状況にある。支援する側においても、これまで顕在化されたニーズが少

なかったことから提供できる情報が乏しい。 

  今後、事業計画策定支援していくうえで現状把握は必須であり、特に小規模事業者

を取り巻く外部環境は、今後の事業発展の方向性を明確化するために重要であること

から、買い手のニーズに関する情報収集と提供できるデータの作成が求められる。 

 

（改善方法） 

  売上拡大を目指す小規模事業者が的確にその需要動向を把握できるよう、調査票支

援ツールやＩＴを活用した商圏・競合情報及び需要情報を提供する。また、需要動向
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を的確に把握できるよう有識者によるセミナーを開催する。なお、実施にあたっては、

必要に応じ国等のオープンデータも積極活用するとともに、小規模事業者への提供に

あたっては、経営指導員はもとより専門家を活用して調査結果の説明とともに助言し

ていくことにより、事業者の需要動向に関する認識と知識を深め、その実行性を高め

る。 

 

（事業内容） 

（1） 消費者アンケートの実施（新規事業）【指針３】 

地域資源を活用しブランド化を目指しているが、思い通りに売上げに繋がらな

い小規模事業者は少なくないことから、小規模事業者の商品やサービスを調査対

象として、直接消費者から意見を収集する。具体的には、共催するイベントにて、

来場する消費者に対して、試供や試食を通じ、全体的な印象、認知度、魅力、価

格、改善点等の率直な意見をヒアリングする。こうして得られたデータを分析し、

専門家のアドバイスとともに提供することにより、商品の販路開拓や新商品の開

発に有効活用する。将来的には、イベント時に限らず自社のみでも実施できるよ

う継続支援する。 

（2） 小規模事業者が行うデータの収集支援（新規事業）【指針③】 

小規模事業者の経営に直接影響を及ぼす来店客等顧客情報の収集と事業活動

するエリア、市場の商圏、競合状況を把握する最適な手法を、専門家や支援機関

の関与により助言する。さらに、事業計画策定における自社のＳＷＯＴ分析など

に活用する。 

① 調査票支援ツール 

顧客ニーズを把握し売上増加を目指す小規模事業者に対し、調査票等の支援

ツールを作成し提供する。例えば、「来店客アンケート」では、調査対象、調

査方法、調査項目（来店客層、来店頻度、来店動機、価格や接客等）を小規模

事業者の要望を取り入れながら設計し、顧客動向の把握に役立てる。 

   ② 商圏・競合情報 

 タウンページによる地域内同業者やグーグルマップなどによる分布状況を

把握し、更にインターネット等で競合他社の情報（特色や評判）を収集するこ

とで、新規出店や創業等に係る立地の選定や広告・宣伝活動に役立てる。 

   ③ 需要情報 

新たな需要開拓を目指す小規模事業者に対し、日本経済新聞社が提供するビ

ジネス向けオンラインデータベースサービスに蓄積されている市場動向・売れ

筋商品等をまとめた業界レポートや、インターネットの検索キーワードランキ

ング・キーワード検索数情報を作成・提供することで小規模事業者の新たな需

要開拓を支援する。 

（3） 需要動向セミナーの開催（新規事業）【指針③】 

現在そして今後の需要動向を的確に把握しようとする小規模事業者のために、

沼津市域に詳しいマーケティング専門家等を講師として、社会経済情勢や消費ト

レンドをテーマとしたセミナーを開催する。セミナー参加者に対しては、事業計

画策定や実施への契機となるよう受講後の巡回訪問等によるフォローアップを

行う。 

（4） 市場動向情報の収集及び提供（既存事業改善）【指針③】 

小規模事業者の経営に直接影響を及ぼす地域の商圏・競合情報だけではなく、

より小規模事業者が自社の商品やサービスの需要を把握できるよう、家計調査年

報等統計資料や外食段行市場動向調査（日本フードサービス協会）等業界市場動

向情報も収集し、前述(1)～(3)の者を対象に専門家のアドバイスとともに提供す
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る。こうした情報提供により、事業者の取り組む調査と合わせて、既存商品やサ

ービスの改善等に繋げる。 
（5） （仮称）需要動向調査研究会による情報収集と分析（新規事業）【指針③】 

    前述の「ぬまづビジネスサポート連絡会」の構成団体を中核に、構成団体が保

有する情報を研究する。その際に、市内消費者団体の協力を得て、消費者の意見

を聴取することで買い手の意見を取り入れる。その結果を販路開拓や新商品開発

を目指す小規模事業者に提供する。 

 

（目標） 

年度別の需要動向調査目標は以下のとおり 

内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

ｱﾝｹｰﾄ実施事業者数 未実施 10 15 20 25 30

データ収集支援件数 未実施 120 126 132 138 145

セミナー参加者数 

セミナー開催回数 
未実施

60

2

65

2

70

2

75 

2 

80

2

市場動向調査提供数 89 120 126 132 138 145

研究会の開催 未実施 2 2 2 2 2
 

※１ データ収集支援及び市場動向調査に関する目標数値は、経営分析件数（7ページ）同数とした。

 

 

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） 

小規模事業者にとって、売上の拡大・利益率の向上は、どの業種においても大きな

経営目標となっている。これを達成するための最重要課題が販路開拓と考える。小規

模事業者の多くが営業部門などを有しておらず、高い技術や良質な商品を持っていて

も、それを有効にＰＲができる相手先も見当たらず、取引先を維持しているのに過ぎ

ない。 

当会議所のこうした販路面での支援は、商談会参加の斡旋やインターネットサイト

の紹介、ホームページの作成指導の直接支援ほか、資金繰り対策としてのマル経資金

の斡旋などの間接支援を実施してきている。しかし、多くがその場での断片的指導に

留まり、継続的な指導には至っていない。今後いかに支援メニューを増やし、効果あ

る支援をしていくかが課題である。 

 

（改善方法） 

当会議所としては、小規模事業者に不足する機能としての「広報」、「営業」部門の

一翼を担うことを目的として、商工会議所の会員企業に限らず、販路開拓を積極的に

取り込もうとする意欲のある事業者や革新意欲旺盛な事業者を主対象として、自ら実

施する販路開拓支援を、ホームページ作成、インターネットサイト活用、ソーシャル

メディア活用、ビジネスマッチングへと展開するほか、海外展開支援等を合せて実施

する。 

 

（事業内容） 

（1） ホームページ作成支援（既存事業改善）【指針④】 

多くの事業者が販促ツールとして活用しているホームページであるが、小規模

事業者の多くが開設しておらず、既設事業者でも、自社の強みである商品や技術
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等が説明出来ていない状況にある。 

現在はホームページ作成に留まっている事業を、今後、ホームページ未開設事

業者に対しては、その必要性や有効性を分かりやすく解説し、専門指導員を活用

しながらコンセプトづくりから作成支援を実施する。さらに既設事業者に対して

は、ＩＴの専門指導員を活用しホームページの分析評価を行い、前述した事業計

画作成支援及び事業計画策定後の実施支援の対象事業者のアクセス件数増加な

ど効果に繋げる。（ホームページ作成費用実費） 

（2） インターネットサイトを活用した支援（既存事業改善）【指針④】 

前記にて作成支援した小規模事業者の強みを活かしたホームページを販路拡

大と開拓に繋げる。これまで、①全国の商工会議所商工会が共同で運営する商取

引支援インターネットサイト「ザ・ビジネスモール」（※１）、②静岡県がものづく

り企業の知名度アップと販路拡大・人材確保を目的として活動している「静岡も

のづくり未来応援団」（※２）が運営するインターネットサイト「しずテク」を活用

したビジネスマッチングを支援してきた。 

こうしたサイトは、地域性が薄く参加企業の商談成立に至らない背景から、隣

接する三島商工会議所と地域金融機関の参画で、企業間取引の地域版である静岡

県東部ビジネスマッチングサイトを構築する。既に打ち合わせなどの作業を開始

している。これは小規模事業者にも参加しやすい内容として、本サイトからの取

引要請や問合せについては、仲介を商工会議所や金融機関が行い、管内外を問わ

ず小規模事業者でも安心して取引ができるように構成する。営業力、信用力に乏

しい小規模事業者にとって有益な販促手段として、データベース整備、マッチン

グ状況の検証等積極的な活用が図られるよう運用を行う。 
（3） ソーシャルメディアの活用支援（既存事業改善）【指針④】 

Ｗｅｂサイトで顧客接点が図れる twitter や Facebook などは重要な販促アイ

テムとなっている。小規模事業者が商品やサービスの情報を上手に発信できれ

ば、新聞やチラシなどの広告メディアを使わなくても、その認知度は向上し、販

促費用が脆弱な小規模事業者にとっても大きな武器となる。こうしたソーシャル

メディアの基礎研修を実施し、その後の経営指導員や専門家派遣による助言・指

導に繋げることにより活用支援を図る。 

（4） ビジネスマッチング商談会の開催（既存事業改善）【指針④】 

前記インターネット上のビジネスマッチングから、フェースツーフェースによ

る関係構築など効果的と考えるビジネスマッチング商談会の参加を促す。 

・富士山麓ビジネス商談会（主催：沼津信用金庫・共催：沼津商工会議所） 

前年 10 月 23 日開催、参加企業数 218（前年実績） 

・食・農こだわりの展示会（主催：三島・沼津・富士・富士宮信用金庫） 

前年 11 月 19 日開催、参加企業数 192（前年実績） 

このような商談会への参加により、商談が成立しない場合であっても、今後、

何が必要で何が足りないのか、特に「食・農」では一般客への販売もあるため、

消費者ニーズに応えられている商品なのかは判断しやすく、今後の販売戦略の方

向性を導き出すことが可能となる効果がある。 

・ビジネスネットワーク拡大交流会 

人脈と取引の拡大を目的に毎年１回開催している。例年、小規模事業者約 40

人の参加実績で推移している。参加者は、自らをＰＲし名刺交換を行うことから、

交流には絶好の場となる。 

（5） 静岡県よろず支援拠点による販路拡大支援（新規事業）【指針④】 

静岡県よろず支援拠点（静岡市）の当会議所内サテライト化を本年度から実施

している。毎週木曜日に県東部地域を担当するサブコーディネーターが窓口を開
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設し、経営指導員との連携により、全国展開する組織力と施策ノウハウを活用し

販路拡大を支援する。 

（6） 海外展開への支援（既存事業改善）【指針④】 

海外展開・海外取引による販路を模索したい小規模事業者の中には、具体的に

どうしたらよいか分からない事業者が多い。またインバウンド対応も必要なこと

から、専門家や専門機関、さらに中小企業診断士を交え、セミナーや相談窓口事

業を展開することにより、事業者の思いを書面等に具体化し、メリットやデメリ

ットを検証して新たな需要の開拓を促進する。 

① 海外展開セミナー 

地域内で既に海外へ進出している企業の実態や静岡県現地駐在員による現

地情報を発信する。さらに免税店の資格取得や外国人対応（言語や接待）のた

めのセミナーを開催する。 

② 相談窓口 

海外相談に対する窓口を設置し、SIBA（静岡県国際経済振興会）及び JETRO

（日本貿易振興機構）と密接に連携を図りながら、経験豊富な専門家を活用し、

海外ビジネスの問題・課題を解決するため、相談・連携体制を構築する。 

（7） マスコミへの情報提供や当会議所会報誌への掲載（既存事業改善）【指針④】

小規模事業者が保有する高い技術や良質な商品を当会議所から地元マスコミ

に情報提供することにより、新聞掲載等によるＰＲを促進する。また、当会議所

会報誌内にコーナーや特集を企画し、域内ＣｔｏＣに寄与する。 

（8） ぬまづ技能マイスター（※３）の認定（既存事業改善）【指針④】 

小規模事業者の中には、優れた技能・技術を持っているにもかかわらず、その

技術をどこにも周知することがないまま、埋もれているケースが多い。 

これまで技術者育成の観点で顕彰的認定であったが、優れた技能・技術を持っ

ている技術者を積極的に発掘し、認定されるよう指導していくことにより、信用

力を上げ自社のＰＲにつながるとともに、マッチング成功の大きな要素とする。
 

（目標） 

  年度別の新たな需要の開拓に寄与する事業目標は以下のとおり 

内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

サイト登録件数（※４） 20 25 1030 1250 1300 1500

共催するﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞ

参加企業数（※５） 

218 220 225 230 235 240

同 商談数 353 361 368 375 382 390

海外展開支援事業者数 27 28 30 32 34 35

 
※１ ザ・ビジネスモールは、大阪商工会議所が運営するモールであり、平成 26 年度実績は登録企

業数 245,896 社、発注件数 5,489 件、提案見積り件数 29,213 件 

※２ 静岡ものづくり未来応援団…静岡県内の産・官・学・金・マスコミで構成される静岡のものづ

くりを「情報発信」の側面からサポートする団体で、事務局は静岡新聞社・静岡放送 

※３ ぬまづ技能マイスター…当会議所会頭が認定する優秀な技能を有し、技能伝承のために後進の

指導・育成に尽力している技能者 

※４ サイト登録件数は 28 年度より静岡東部ビジネスマッチングサイト立ち上げにより増加してい

る。 

※５ 会場の容量に概ね達しているため微増とした。 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
 

（現状と課題） 

  市内を東西に敷設された東海道本線により市街地が南北に分断されていることか

ら、その一体化を図り都市交通の円滑化に寄与する鉄道高架の実現は、長く沼津市を

はじめ経済団体の悲願であるが、平成 18 年の事業認可以来、本体工事に着手できな

い状況が続いている。この間、市街地においては、通行量の減少が続き、大型店撤退

によりこの傾向は加速度的となっており、地域経済と密接な関係性がある小規模事業

者の経営にも大きな影響を及ぼしている。 

  当会議所では、「沼津駅の高架化を実現する市民の会」を組織し、早期実現の機運

醸成を図っているが、地域経済の活性化に資す重要事業の具体化には至っていない。

  こうした中で、７年目を迎えた沼津ブランドについては、多くの認定により経済効

果をもたらしたが、一方でブランド感が薄れたとの声があることから、新たな戦略が

求められる。また、富士山静岡空港利用による外国人観光客が、沼津においても中国

人を中心に増加している。おもてなしの観点からもその対応が課題となっている。 

  さらに、当会議所では多くのイベントに関わってきたが、特に小規模事業者の顧客

獲得に繋がる中心街や沼津港でのイベントを継続して支援する必要がある。 

  今後も、地域資源を活かしたブランド化や６次産業化の推進、地域の特性を活かし

たイベントの開催など、都市の魅力向上と賑わいあるまちづくりへの取り組みを行

う。 

 

（改善方法） 

  鉄道高架の本体工事は、着手できない現在、また近い将来着手してもその実現まで

更に期間を要する事業である。民間投資を十分期待できない状況下においては、地域

資源を活用した観光振興を図り、あわせて特産品の開発と地域ブランドの確立を目指

した着実な事業活動を推進すべきである。さらに、沼津市や観光協会と密接な連携の

もと交流人口拡大を図るためのイベントを実施していく。 

 

（事業内容） 

（1） 沼津ブランドの認定（既存事業改善） 

小規模事業者の中には、素晴らしい商品（自慢の逸品）があるにもかかわらず

広くＰＲされず埋もれている場合がある。そのため、沼津ブランドという称号を

得ることにより、他の類似商品との差別化・市内外へのＰＲが可能となることか

ら、小規模事業者の苦手部門が克服できる制度である。 

沼津ブランドは、沼津市内で生産されていることが条件となり、全品試食審査

により合否が決められる。現在 90 社 150 品を認定し、他との差別化となるブラ

ンドシールは、開始した平成２１年度からの累計で 100 万枚となっている。 

地域経済に一定の効果はあったが、さらに効果を高めていくために、新たなブ

ランド品の開発や、既存のブランド品の組み合わせギフト化等により、販売方法

の研究、販売先（一般消費者、企業）の検討などを加えていく。 

① プレミアムブランドの選定 

５期目となった沼津ブランド認定事業は、認定品の増加とともに知名度は向

上したが、ブランドとしてのプレミアム感が薄れている現状から、地域産原材

料の厳選化などによりブランドの中のブランドを選定し、他商品との明確な差

別化を図り対外発信する。 
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② 詰め合わせ商品の開発 

消費者意見をもとに、需要にあったブランド認定品や特産品を組み合わせる

ことにより商品化し、新たな需要を発掘し販路の拡大を図る。 

（2） ６次産業化による特産品開発（新規事業） 

    「中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律」によ

り、国で認定した沼津市で対象となる地域資源は２７品目ある。これらを含め、

当会議所青年部やＪＡ青壮年部等との意見や情報の交換を継続的に推し進めな

がら、静岡県東部農林事務所の協力を得て、地域資源を活用した新たな特産品開

発を３年以内に目指す。［連携体制図別掲］ 

（3） インバウンド対策の推進（既存事業改善） 

    世界文化遺産（富士山、韮山反射炉）や自然豊かな伊豆半島を有する静岡県東

部の中心に位置する当地であることから、今後、富士山静岡空港からの外国人旅

行者の増加が見込まれる。これを機会として捉え、中国向け観光プロモーション

の展開、ホームページによる中国向け情報発信、ホテル旅館による外国人おもて

なし研修会を開催し誘客サービスの向上を図る。 

（4） まちなか賑わい委員会による支援（新規事業） 

当会議所の他、沼津市、小規模事業者（商業者）から構成する委員会を設置し、

中心市街地で開催されるイベントに関する情報収集、助言及び事業調整を図ると

ともに、緑化推進、賑わい創出、イルミネーション装飾等に対する経費の一部補

助を実施し活性化を推進する。 

（5） 賑わい創出イベントの実施（既存事業改善） 

沼津市の市街地においては、通行量の減少が続き、大型店撤退によりこの傾向

は加速度的となっている現状がある。一方で沼津港周辺には休日を中心に多くの

人々が訪れている。賑わいの創出による来街者の増加は、中小店舗の顧客となる

べき来店者の増加に寄与することから、引き続き、消費拡大と経済効果のある各

種イベントを実行委員会の中核を担い支援する。 

   ① 中心市街地での来街者増加に寄与するイベント 

商業販売力の低下が顕著な沼津市商店街にあって、沼津市は交流人口の拡大

に取り組んでいる。当会議所ではソフト面の支援として、中心商店街で開催す

るイベントに積極関与している。具体的には、沼津市主体の「沼津夏まつり・

狩野川花火大会」（例年 7月）は、60 年以上の長い歴史を誇り、シャギリの競

演、みこし渡御、郷土太鼓の演奏など、市街地での花火大会としては東海地方

随一といえるイベントで 30 万人を超える来場者がある［連携体制図別掲］。商

店街主体イベントとしては、仲見世商店街を中心に色とりどりの七夕飾り一色

で埋め尽くす「ぬまづ七夕まつり」（例年 6～7 月）、市民の他全国からの参加

団体が、華やかに力強いよさこい演舞で魅了する「よさこい東海道」（例年 11

月）があり、当会議所は、商店街連盟の事務局を通じ、中心街に立地する商店

の来店者増が期待されることから今後もイベントノウハウの提供等支援する。

   ② 水産業活性化に資する沼津港でのイベント 

毎年5月、沼津港の魚市場周辺で行われる「沼津水産祭」は、既に43回を数

えた沼津を代表する海のイベントである。鮮魚の販売やアジの釣堀、まぐろ大

漁輪投げ、お魚作り方教室などの他セリを体験できるイベントもある。祭り当

日をピークに年間145万人が訪れるこの地域にあって、首都圏など市外からの

誘客は、商店や飲食店の売上に大きく寄与する。沼津港をアピールする絶好の

機会でもある。 

また、近年この地域限定でのＢＡＬを開催している。沼津港で水揚げされた

新鮮な魚介類をはじめ、港近くの店舗が食を提供する。ストリートでは、あち
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こちでJAZZの演奏があり、沼津港の新しい文化として、食と音楽の港町をイメ

ージした水産業振興と街づくりをこれからも提案する。 

（6） 鉄道高架事業を核とする駅周辺総合整備事業の促進（既存事業改善） 

    現在、鉄道高架の本体工事が着手できない状況にあり、また近い将来着手して

も大規模事業であることからその実現まで、更に期間を要する事業であるため、

64 団体で組織する「沼津駅の高架化を実現する市民の会」の中核として、沼津

市の取り組みを支持し、事業の必要性や重要性を広く啓蒙するとともに、国及び

県に対し強力に要望することにより、事業の早期実現を促進する。 

    都市機能と市街地南北の回遊性の向上、更には災害対策上の観点から、小規模

事業者の経営基盤強化に有効となる事業である。 

 

（目標） 

  年度別の地域活性化事業目標は以下のとおり 

内容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ認定事業所数（※1） 151   10 11 12 13 14

特産品開発件数 新規 0 0 1 1 1

賑わい支援件数（※2） 27 20 20 20 20 20

支援イベント回数 4 4 4 4 4 4
 

※1 現状は認定（品目）数であるが、今後は事業所数を目標値とする。 

※2 中心市街地活性化事業支援補助金（平成 26 年度で廃止）交付件数による参考値 

 

 

 

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
 

（現状と課題） 

沼津市内には沼津市商工会が併存している。こうしたことから従来から、市行政施

策を実施する際などを中心に、連携して事業に取り組んできた。現在実施中の「プレ

ミアム付き商品券発行事業」も両者が実行委員会を構成していることなど関係は良好

である。また、市内金融機関をはじめとした支援機関とも、近年様々な場面で連携す

ることが増え、関係が深まっているといえるものの、ノウハウの共有までには至って

いない。今後、単に小規模事業者にとって役立つ情報のみならず、各機関のノウハウ

を共有していくことが必要となる。 

 

（改善方法） 

当会議所が主管する市内支援機関の情報交換の場である「ぬまづビジネスサポート

連絡会」を隔月定期開催するなど、その充実強化を図る。さらに、前年度供用開始し

た当会議所会館に入居する２団体との連携を図ることで、サービスのワンストップ化

を目指していく。 

他商工会議所会議については、小規模事業者に対する他団体の支援ノウハウ等を中

心に情報の収集にあたる。 

 

（事業内容） 

（1） ぬまづビジネスサポート連絡会の開催（既存事業改善） 

沼津市内において小規模事業者の経営支援を行う６機関が隔月で会議を開催
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し、各機関の取り組み状況や情報交換を通じて課題解決に向けての産官金連携を

図る。前年度発足した会であるが年５回の開催は不定期であった。隔月定期化す

ることにより時系列の情報交換と収集を図ることとする。 

また、単に情報交換に限らず直接支援する相談会の開催、具体的事案の共有、

支援チームの編成等を検討課題として取り上げる。［連携体制図別掲］ 

さらに、当該連絡会に、新製品開発や知的財産活用を推進する静岡県東部地域

イノベーションセンター及び就農支援を図る南駿農業協同組合の２機関を加え、

創業支援の体制を構築する。 

（2） 在館支援機関との連携（新規事業） 

当会議所が建設した会館（平成 26 年 5 月供用開始）に静岡県信用保証協会沼

津支店、商工組合中央金庫沼津支店の支援機関が入館したことを契機として、当

会議所を含めた３者が管内企業の事業経営に効果的な経営相談・支援をワンスト

ップで行う覚書を平成 26 年 12 月に締結した。これにより本年度から地域情報の

共有を目的とした隔月開催の情報交換会を定例化し、其々の要請に基づく小規模

事業者等への個社支援の体制を開始した。 

特に、東海地震による甚大な被害が想定される静岡県において、其々分野にお

けるＢＣＰ支援（策定支援、金融支援、保証予約）を有効に機能できるよう協力

関係を構築した。 

（3） 他地区商工会議所との運営研究（既存事業改善） 

県内１５会議所の中小企業相談所長を対象に年３回開催される中小企業相談

所長会議に出席し、静岡県における最新の商工施策を理解するとともに、経営改

善普及事業及び経営発達支援事業に関する意見交換を通じ支援力向上を図る。今

後、経営発達支援事業の推進情報の収集に役立てる。 

また、日本政策金融公庫沼津支店と管内７会議所（沼津、三島、富士宮、富士、

下田、伊東、熱海）の金融担当者等を対象に年３回開催される東部地域商工会議

所小規模事業者経営改善資金連絡協議会に出席し、地域における金融情勢、推薦

状況の分析とともに、経営発達支援を意図とした小規模事業者支援に関して意見

交換を行う。 

 

（目標） 

年度別の支援ノウハウ等の情報交換目標は以下のとおり 

内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

連絡会開催及び主催事

業実施回数 
5 6 8 8 10 10

在館支援機関との連携

会議開催回数 
6 6 6 6 6 6

 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 
 

（現状と課題） 

当会議所が地域商工業者から求められる経営指導員等職員像は、時代の変化に適切

に対応する為の創造力や広い視野、専門能力を有し、事業者の相談にスピーディに応

えられる者であり、事業者のニーズをしっかり把握し、リードをしていく力、方向を

示せる力を兼ね備えた者といえる。 

  これまで向上すべき資質の対象の多くは、小規模事業者の事業開始段階における創

業支援、事業の安定改善を図る記帳・税務指導及び金融支援、事業のさらなる成長に
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繋げる経営革新支援、地域資源活用支援、事業承継等に注力してきた。 

今後、小規模事業者の経営計画を作成し、その計画を着実に実行支援していくため

には、小規模事業者が抱える課題を明確にし、その課題解決に必要な支援を的確に計

画・調整・実行できる人材が求められる。 

現在、不足する支援スキルは、専門家派遣等で対応しているが、経営指導員が小規

模事業者に伴走していくためには、過度に依存しない経営指導員自ら支援できる資質

の保有が重要である。このため、本計画実施に必要となる情報・知識項目は、公的機

関の最新施策情報のほか、特に販路拡大及び開拓、事業性評価、新商品開発、資金計

画策定、ＢＣＰ等個別テーマに沿った計画策定、地域ブランド戦略等のほか、水産業

界の動向であり、計画的な資質向上を図っていく必要がある。 

 

（改善方法） 

  研修費用面や時間など様々な制約の中で、本計画実行に必要となる資質を備え、支

援力を高めていくためには、まずは長期的な視点から人事政策に基づく研修計画の策

定が必要である。これを基に、経営指導員を含め全職員には、担当業務に応じた取り

組むべきテーマを設定し、職員の自発性を促しながら、ＯＪＴや研修会等の機会を的

確に捉え、着実に習得できるようにする。一方で、研修情報の早期入手に努めていく。

 

（事業内容） 

(1)  研修計画の策定（新規事業） 
長期的な視点に立ち、人材育成を推進していくために、基本とすべき「自己啓

発」、「ＯＪＴ」、「Ｏｆｆ－ＪＴ」を体系として、経営指導員を含めた職員全員が

取り組むべきテーマを設定した研修計画を毎年策定する。これは職員全てに公開

し自己研鑽や他人からの動機づけとする。 

(2)  研修参加による資質向上（既存事業改善） 
国・県・市及び公的機関が主催する説明会や日本商工会議所及び静岡県商工会

議所連合会が主催する研修会に経営指導員等を派遣し、施策や制度に対する理解

と知識の修得機会とし、キャッシュ・フロー経営といった基本的なテーマから、

業種別の販路開拓といった専門的なテーマまで、指導員・補助員の指導レベルに

応じた内容や、時宜を得た小規模事業者の経営課題解決のための一般的支援スキ

ルの向上を図る。 

また、重要な課題に対しては、中小企業大学校で実施される研修の受講を通じ、

専門的支援能力の強化に繋げる。さらに小規模事業者を対象に企画した研修にも

経営指導員を参加させ課題解決の機会とする。 

特に、計画期間においては、記帳、税務、金融指導の従来の経営改善普及事業

ではなく、特に、前述した本計画実施に必要となる情報・知識項目の資質向上及

び獲得に向け、重点的かつ優先的にその習得を目指すものとする。 

(3)  知識の共有による支援力強化（既存事業改善） 
経営指導員・補助員会議を毎月定例的に開催し、地域経済、公的支援制度、巡

回・窓口相談事例等の意見や情報の交換を行うほか、時宜を得たテーマで勉強す

ることにより、小規模事業者に対する支援ノウハウの共有と支援能力の向上を図

る。 

また、新たに資質向上の観点から、別に職員勉強会を企画し、伴走型支援に必

要となるスキルや支援機関ノウハウを学ぶことで、経営指導員だけではなく全職

員対応による経営発達支援事業の効果的な実施を図る。あわせて各支援機関の参

加機会を設け、知識共有を図ることで人的ネットワークの醸成に繋げる。 

    さらに、これまで個対個（事業者対経営指導員）での相談指導が基本であった
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が、今後の経営発達支援においては個では対応できないケースも十分想定され

る。こうした場合においては、外部専門家の活用も視野に入れ、ＯＪＴを実施し、

複数の経営指導員が協働（チーム）支援を実践することにより、経営指導員のノ

ウハウ共有と提供を図り、小規模事業者の確実な経営発達を進める。 

(4)  自己啓発の促進（既存事業改善） 
自己啓発環境の整備と中小企業診断士や社会保険労務士等資格取得への助成

を活用して自己研鑽の促進を図る。特に、２名在職している中小企業診断士が、

平成 30 年度末に 1 名減員（定年退職）となることから、支援体制を維持するた

めにも、他の助成制度を活用しながら２名の常駐継続を図る。 

 

（目標） 

年度別の経営指導員等の資質向上等目標は以下のとおり 

内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

研修計画の作成 

（年度当初） 
新規 1 1 1 1 1

研修会参加回数 30 30 32 34 36 38

知識共有のための会

議・勉強会開催回数 
12 12 16 18 20 24

チーム伴走支援回数 新規 0 6 9 12 18

在職中小企業診断士数 2 2 2 2 2 2
 

 

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 
   

（現状と課題） 

現状において、当会議所事業活動に対する事業評価及び見直しの仕組みは、年１

回の監事による会計監査において評価され、正副会頭会議に報告し、必要に応じ見

直しについて協議される。しかし、監事は会員企業であり、外部が関与する体系に

はない。また、経営改善普及事業に関しては、静岡県による指導調査にあわせて実

績と成果について評価されることになる。こうした現状にあって、経営発達支援事

業の実施にあたり、事業の評価及び見直しをする仕組みを設けることが求められて

いる。 

 

（改善方法） 

外部有識者による評価を毎年度実施し、事業の見直しを図り、その結果を地域小

規模事業者に常に閲覧可能な状態にする。 

 

（事業内容） 

（1） 外部評価委員会の設置 

会員企業以外を委員構成として、地域行政の視点から沼津市産業振興部、小規

模事業者の地域金融機関である静岡県信用保証協会、さらに経営支援ノウハウを

有する中小企業診断士から構成される外部評価委員会を新たに設置して、事業の

成果、評価について年１回チェックする。 

（2） 支援先アンケートの実施 

支援先への年 1 回のアンケート調査により、支援を受けた動機や支援の満足

度、今後支援を受けたい内容や改善提案を受け、前記外部評価委員会に報告する。
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（3） 正副会頭による事業見直し 

前記評価を基に、正副会頭会議において計画見直しと実行体制の整備・改善を

実施していく。なお、静岡県や日本商工会議所の指導機関等からの指導を必要に

応じ受ける。 

（4） 地域小規模事業者への公表 

前記評価及見直し結果は会報誌への掲載の他、当会議所ホームページに公開す

ることにより、地域の小規模事業者が常に閲覧可能な状態としていく。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ
事業の計画化

Ｄ
計画の遂行

Ｃ
外部委員による評価

Ａ
正副会頭による改善
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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 
  当会議所では、平成２７年４月１日付にて事務局体制の改編を実施し、産業振興部

内に「経営発達支援課」を新たに設け、経営発達支援事業を確実に実施するための体

制整備を図った。同課には、経営指導員４名及び補助員１名を配置し、小規模事業者

からの直接相談の窓口機能とともに、個社に対する伴走支援の中核を担う。   

  なお、面的支援は「地域振興課」を中心に担う。 

 

 

  （事務局体制図） 

 

 

  （経営指導員等職員数） 

 総 務 部 産業振興部 

 総 務

管 理 課

事 業

指 導 課

 経営発達 

支 援 課 

地 域

振 興 課

経営指導員 - - - 9 4 4

補 助 員 - - - 2 1 1

一 般 職 員 7 3 3 - - -

契 約 職 員 5 2 3 3 3 -

     注：役員である専務理事１名及び常務理事（事務局長）１名を除く 

 

（2） 連絡先 
  小規模事業者が直接相談等を行うことができる部署等は以下のとおり 

担 当 部 署 産業振興部経営発達支援課 

住   所 静岡県沼津市米山町６－５（沼津商工会議所会館） 

電 話 番 号 055-921-1000 Ｆ Ａ Ｘ 055-921-1105 

ホームページ http://www.numazu-cci.or.jp/ 

 

 

 

産業振興部 

総務管理課 

専務理事

事務局長

総 務 部 

経営発達支援課事業指導課 地域振興課 
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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） 

 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

必要な資金の額 52,457 52,557 52,657 52,757 52,857

 小 規 模 事 業 

経営支援事業費 
43,657 43,657 43,657 43,657 43,657

そ の他事業費 8,800 8,900 9,000 9,100 9,200

 

調達方法 

会費、国補助金、県補助金、市補助金、事業受託収入他 
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（別表４） 

商工会及び商工会議所以外の支援機関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 

経営発達支援事業を実施していくうえで、静岡県や沼津市の行政機関の他、公的支

援機関、金融機関、その他支援機関との連携が必要となる。事案毎に単体あるいは複

数の連携が必要となると思われる。具体的な連携分野としては、「小規模事業支援」、

「創業支援」、「経営革新支援」、「専門家派遣」、「事業承継支援」、「事業再生

支援」、「販路拡大支援」、「地域活性化支援」、「技術支援」、「海外展開支援」、

「その他支援」などが挙げられる。 

連携支援機関及びその役割 

名称及び代表者 住所 電話番号 連携分野 

【行 政】 

静岡県 

知事 川勝平太 

静岡市葵区追手

町 9-6 

054-221-2526 小規模事業支援 

沼津市 

市長 栗原裕康 

沼津市御幸町

16-1 

055-931-2500 小規模事業支援 

創業支援 

地域活性化支援 

【公的支援機関】 

（公財）静岡県産業振興財団 

理事長 櫻井 透 

静岡市葵区追手

町 44-1 

054-273-4432 経営革新支援 

専門家派遣 

計画実施新 

静岡県よろず支援拠点 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 塚本 晃弘 

静岡市葵区黒金

町 20-8 

054-253-5117 経営状況分析 

支援販路拡大支援

専門家派遣 

その他支援 

静岡県事業引継ぎ支援ｾﾝﾀｰ 

統括責任者 清水 至亮 
静岡市葵区黒金

町 20-8 

054-275-1881 事業承継 

専門家派遣 

静岡県中小企業再生支援協議会 

統括責任者 小長谷 年 

静岡市葵区黒金

町 20-8 

054-243-5118 専門家派遣 

(公社)静岡県国際経済振興会 

会長 津田 紘 

静岡市葵区追手

町 44-1 

054-254-5161 販路拡大支援 

海外展開支援 

沼津市商工会 

会長 大村保二 

沼津市原 1200-1 055-966-1331 創業支援 

その他支援 

【金融機関等】 

静岡県信用保証協会沼津支店 

会長 岩瀬裕幸 

沼津市米山町

6-5 

055-926-0100 創業支援 

経営革新支援 

その他支援 

日本政策金融公庫沼津支店 

支店長 山田明彦 

沼津市市場町

5-7 

055-931-5281 創業支援 

経営革新支援 

その他支援 

静岡銀行 

取締役頭取 中西勝則 

静岡市葵区呉服

町 1-10 

054-261-3131 創業支援 

沼津信用金庫 

理事長 紅野正裕 

沼津市大手町

5-6-16 

055-962-5200 創業支援 

経営革新支援 

販路拡大支援 

その他支援 
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注：経営発達支援事業全体の連携イメージ図は次のとおりであり、複数の機関で連携体を構成する場合の

連携体制図（役割記載）は別に示す。 

 

㈱商工組合中央金庫沼津支店 

支店長 小山君一 

沼津市米山町

6-5 

055-920- 5000 その他支援 

【その他機関】 

独立行政法人 国立高等専門学校機構 

沼津工業高等専門学校 

学校長 藤本 晶 

沼津市大岡 3600 055-921-2700 技術支援 

南駿農業協同組合 

代表理事組合長 鈴木道也 

沼津市下香貫字

上障子 415-1 

055-931-3131 販路拡大支援 

その他支援 

沼津市商店街連盟 

会長 芦川勝年 

沼津市米山町

6-5 

055-921-1000 販路拡大支援 

地域活性化支援 

その他支援 

静岡県東部地域ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾋﾞｭｰﾛｰ 

会長 市川 厚 

沼津市大手町

1-1-3 

055-964-1800 地域活性化支援 

東部地域イノベーションセンター

静岡県東部地域技術振興協議会 

会長 藤本 晶 

沼津市大手町

1-1-3 

055-964-1581 技術支援 

NPO 法人 沼津観光協会 

会長 勝亦一強 

沼津市千本港町

117 

055-964-1300 地域活性化支援 

沼津市物産振興協議会 

会長 飯田安雄 

沼津市御幸町

16-1 

055-934-4748 地域活性化支援 

連携体制図 

 

【全体イメージ】 
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【複数の機関による連携体】 
 

Ⅰ-１-(4)水産業活性化プロジェクト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ-２-(4)沼津地域中小企業支援センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
水産業活性化プロジェクト 

水産業の活性化 

漁業者 

 水産資源減少対策 

水産加工業者 

 ３次産業化の実現策 

沼津市 

 水産振興と観光振興 

仲買業者 

 収益の低迷対策 

沼津商工会議所 

 総合調整と必要な要望 

 
 

沼津地域中小企業支援センター

ワンストップ相談体制の構築 

沼津信用金庫 

 アドバイザーの派遣 

沼津市 

 運営費補助 

沼津商工会議所 

 センター設置管理者 
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Ⅰ-３-(10)創業相談窓口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ-４-(1) ぬまづビジネスサポート連絡会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産業競争力強化法に基づく 

創業支援事業 

地域における創業者の増加 

沼津信用金庫 

 相談窓口の開設 

中小企業支援センター 

 相談窓口の開設 

沼津市 
 産学官金事業の推進 
 中心市街地出店支援 

日本政策金融公庫 

 相談窓口の開設 

沼津商工会議所 
 創業応援塾の開催 
 空店舗情報発信 

沼津市商工会 

 相談窓口の開設 

東部地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

 相談窓口の開設 南駿農協 

 就農支援

 

ぬまづ 

ビジネスサポート連絡会 

官民連携による経営課題の解決 

沼津信用金庫 

 支援機関としての活動 

中小企業支援センター 

 支援機関としての活動 

沼津市 

 地域商工行政 

日本政策金融公庫 

 支援機関としての活動 

沼津商工会議所 

 支援機関としての活動 

沼津市商工会 

 支援機関としての活動 



- 29 - 
 

 
 

 

Ⅱ-１-(1)６次産業化による特産品開発 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ-１-(5)賑わい創出イベントの実施［③沼津夏まつり・狩野川花火大会］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

６次産業推進 
プロジェクト 

地域資源を活用した特産品開発 

沼津市 

 物産振興協議会による支援

南駿農協 

 他産業との連携推進 

静岡県 

 東部農林事務所による支援 

市内４漁協 

 他産業との連携推進 

沼津商工会議所 
 １次産業団体との検討会主宰 

 若手事業者による他団体交流 

 

 

沼津夏まつり実行委員会 

賑わい創出による地域活性化 

沼津市自治会連合会 
 イベント協力等 

沼津市商店街連盟 

 イベント協力等 

沼津市 

 本部事務局 

沼津商工会議所 

 イベントの企画運営等

沼津観光協会 
 花火大会運営等 


