
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 都 賀 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 

  当地域の小規模事業者に共通する課題「売上の向上」「利益の確保」に対して、

その事業者ならではの技術・ノウハウ・アイデア等を活用した「独自性、創意工夫、発

想力」を引き出し、そしてそれらの実現性・可能性を事業者に寄り添って支援追求。も

って新たなる売上の創出、経営者のモチベーションアップ、後継者育成等々変化に対応

できる体質の創造を目標とする。テーマは「知的所有権の活用」。 

 また、併せて、創業・第二創業（経営革新）支援、事業承継支援なども行い、栃

木市の振興計画にある「活力ある産業の育成」につなげることを目標とする。 

事業内容 

 

１．地域の経済動向調査に関すること 

「地域の消費者及び小規模事業者の経済動向実態を把握すること」を目的に、各種

調査を活用した地域の経済動向に関する情報の収集・整理・分析及び提供を行う。 

２．経営状況の分析に関すること (対象事業所の掘り起こし) 

  「個々の事業者の経営課題を抽出し、事業計画策定の方向性、必要となる需要動向

情報の種類・開拓方法を見極めること」を目的に、巡回・窓口相談、各種セミナーの

開催等を通じて、経営状況の分析を行う。 

３．事業計画策定支援に関すること 

  「個々の事業者が経営課題を解決し、需要を見据えた事業計画を策定すること」を

目的に、各種調査を元に消費者の潜在的なニーズを発掘・想定、計画策定、事業化を行

う。これまでに実施してきた「経営計画策定支援セミナー」の開催や、金融指導、各

種補助金申請支援を通じて、計画策定の指導・助言を行う。 

  また、創業・第二創業（経営革新）者には、目指す方向性を確認し、計画策定の指

導・助言を行う。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

  「事業計画に従って行われる事業が、確実に実施され、課題解決されること」を目

的に、事業推進の着眼点、提案を行うことで事業実現性を高め、個々の事業者のペー

スと頻度、必要量を見極め、必要な時に必要なだけの“伴走型”の指導・助言を行う。

５．需要動向調査に関すること 

小規模事業者の販売する商品・サービス（技術）の需要動向に関する情報につい

て、「“市場性の見極め”に有効かつ最新の情報として提供すること」を目的に、収集、

整理、分析及び提供を行う。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

  「課題の解決」を目的に、マスメディア、各種広報誌等による広報又は参加、ホー

ムページ、ソーシャルメディア等の IT の活用等、需要の開拓に寄与する事業を行い

ます。生産者から消費者までの距離を考慮し、販路開拓の中心はネット通販を多重的に活

用する。 

◎ 地域経済の活性化に資する取組 

地域経済の活性化は、地域に密着して事業を行う小規模事業者の振興に直結するも

のです。「面的支援」として以下に取り組む。 

市「まるつがまつり」参加協力 観光協会つがの里花まつり「花彩祭」参加協力 

観光協会つがの里「ハス祭り」参加協力 地域ブランド育成 プレミアム付商品券 

連 絡 先 

 
都賀町商工会 経営指導課 担当 北原将人   

住  所 〒328-0103  栃木県栃木市都賀町原宿 536番地 

 電話番号 0282-27-4488 

 FAX番号     0282-27-4486 

 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  tsuga_net@shokokai-tochigi.or.jp               
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（別表１） 

 経営発達支援計画               

経営発達支援事業の目標 

1.当地域の概要 
❏当町の位置 

都賀町は北関東栃木県南部、栃木市北部に位置し、

県都宇都宮市から25㎞、都心へは約100㎞、90分で 

アクセスが可能となっている。鉄道では東武日光線 

が縦貫し、道路では都賀ICがある北関東自動車道と 

東北自動車道が交差する交通の要衝となっている。  

 

❏当町の人口 

 平成25年3月時点当地域の人口は13,281人。推移 

については、平成7年をピークに減少に転じ、平成 

12年から平成22年にかけては458人の減少となった 

が、平成22年から平成25年にかけては、174人の増 

加に転じた。また、年少人口は1,651人、生産年齢 

人口（15歳～64歳）8,270人、老年人口は3,360人と 

なり、高齢化率は、25.3％。栃木県平均24.2％（内 

閣府の栃木県高齢化率）を上回っている。世帯数は 

4503世帯となり増加しているが、近年では１世帯あ 

たりの家族数は約3人となり核家族化が進んでいる。 

 

❏当町の合併状況 

平成22年3月には、栃木市と3町（都賀町・大平町・ 

藤岡町）と、また平成23年10月には西方町、さらに 

平成26年4月には、岩舟町との段階的合併により、 

人口は約16万人となる新生栃木市となった。現在、 

市内には栃木商工会議所と当商工会を含め5商工会 

が併存している状況である。 

 

❏当町の商工業                   

当地域商工業者数は、482社(内小規模事業者414社)。   

その中で建設業が96社と最も多く、続いて製造業が 

90社、卸・小売業が111社となっている。(下記参考参照) 

小売業は、事業者の高齢化、栃木市郊外への大規模 

店が複数進出等により、当地域の商店街は消滅した。 

製造業は、自動車・機械部品加工下請けが主であり、 

近年の工場進出状況は、栃木市企業立地促進と誘致環 

境整備の結果、地理的優位を活かし、北関東道都賀IC 

北側へ食品関連製造業が２社進出した。また近年小規 

模事業者の自発的創業状況としては、建設関連の下請 

け(塗装、足場、電気工事業等)やサービス業(理美容・ 

飲食店)等の新規開業がみられる。 

参考：「2012経済センサス活動調査(平成24年2月1日現在)」より商工業者内訳 

区 分 建設業 製造業
卸売・

小売業

宿泊・

飲食業

サービス

業  
その他 計 

商工業者数 96 90 111 33 81 71 482

うち小規模 
事業者数 

94 77 84 25 72 62 414

Ⅵ 岩 舟 町

合併後の栃木市 
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2.小規模事業者の現状及び課題                        

昨年４月の消費税率引き上げによる駆け込み需要と、その反動減による消費の落ち

込みの影響は落ち着いてきたものの、小規模企業基本法成立に伴う国の施策等次々と

打ち出す積極的な経済政策の波及効果はまだ及んでいない。当地域のほとんどの小規

模事業者は、競争激化などによる売上げ低迷に苦しみ、他社との差別化・独自化の遅

れ、価格競争による利益の減少等環境の変化に対応できず未だ苦境に立たされている

のが現状である。（業種別の現状は次のとおり） 

 

❏【小売業】地域の人口低迷に加え、ワンストップで必要な買い物ができる商店街が

無く、また、事業者の高齢化、小規模店ゆえの品揃え、価格競争の限界、世代の移り

変わり、モータリゼーションなどにより、集客力が高い大型商業施設「イオン栃木店」

(当町から車で約10分)に流出。その他都賀町を取り巻くように栃木市郊外にはヨーク

ベニマル、スーパーオータニ、フジマート、カワチ、ツルハドラック、ヤオハン、マ

ツキヨ、今年6月新規出店したかましん等々大・中規模店が多数入り乱れて争っている

状況である。このような環境により地元購買率（平成26年度県購買動向調査・小売業）

は5.5%と県平均を大きく下回っている。 

 

❏【飲食業】当地域飲食業は和食を中心とした店舗で構成しており、近年業績はほぼ

横ばいである。競合としては栃木市郊外の割安な飲食チェーン店やファミリーレスト

ラン、ファーストフード等特徴ある専門店なども人気である。地元購買率（平成26年

度県購買動向調査・外食）は5.2%と県平均を大きく下回っている。 

 

❏【建設業】消費税引き上げに伴う駆け込み需要などにより、持ち直しが見られたが、

大手ハウスメーカー及び地域の複数中堅住宅専門建設会社等が一般住宅・リフォーム

受注分野に参入し、大小競合他社が入り乱れ競争が激化している状況である。個人の

大工業者の多くは、大手ハウスメーカーの手間請けに従事している。 

 

❏【製造業】一部の小規模製造事業者は独自の設備・技術・ノウハウ等により他者と

の差別化により業績を伸ばしているが、多くは引き続き求められる親会社からの納入

価格引き下げ要求、商品・製品の低価格化に加え、原材料高騰、電気料値上げなど製

造原価の上昇に苦慮している。 

上述のように現在、当地域の小規模事業者を取り巻く経済環境は、主に下請け業とし

て親企業に受注量・利益・価格・方向性を翻弄されつつ、消費者の志向の変化・郊外型

大規模店舗の展開・借金過多等またグローバル化・デジタル化・さらに国の政策の変化

等々により事業所によっては著しく売上・利益・顧客が減少がするなど課題山積である。

また業種全体の傾向としてマンネリ化・少子高齢化・後継者不足があり、加えて経営者

の「あきらめ」も課題である。 

 

3.小規模事業者の中長期的な振興のあり方 

前記小規模事業者が経営を持続的に、かつ、業績を伸ばしていくために必要なことは、

“うちならではの『独自性』”が必要不可欠かつ絶対条件である。「独創性」「他社と

の差別化」「大手企業依存からの脱却」や「高付加価値創造」など、業種別に具体例を

挙げると、次のとおりである。 

 

❏【小売業】地域密着を意識した「高齢者用の品揃え」「買い物弱者への移動販売（行

商）」「専門店化」「デジタルの活用」など大型店が真似できない「きめの細かなサー

ビス・新しい販促手法の創造と発想力」 
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❏【飲食業】地域密着を意識した「安全・安心、高齢者向け、地元色が強いなどといっ

たメニュー開発」「収益性の高いメニュー開発」「持ち帰り総菜・弁当提供」「高齢者

に配慮した店づくり」など他店にない「きめの細かなサービス・新しい販促手法の創造

と発想力」 

 

❏【建設業】地域密着を意識し「顧客との密なコミュニケーション」「来店動機付け」

「気づき・仕掛け・話題性の提供」「特殊技術などの導入」「営業力向上による継続的

需要確保」「高齢化を見据えた安全・安心・使いやすさの提供」「リノベーション提案」

など他社が真似できない「きめの細かなサービス・新しい販促手法の創造と発想力」

 

❏【製造業】「需要を見据えた設備投資」「製造ラインの効率化」「更なる製造コスト

の削減」等従来の「B to B」における企業活動において収益を確保しつつ、新たに自社
の技術、独創的アイデアを活用した「自社製品の開発・商品化」により「B to C」を意
識した新しい売上の創造も一つの方法である。 

上記、地域に密着により事業を行う小規模事業者にとって、今後更に進むと予想され

る当市の少子高齢化や顧客志向の変化は、顧客の減少・競争の激化に直結し、消費の縮

小や、事業者自体の廃業増・開業者減につながる大きな問題であるため、「後継者育成」

「事業承継の推進」「地域を限定しないECサイトを活用した市場拡大」を図っていくこ

とが必要不可欠である。 

 

4.目 標  

 商工会の目的は、「地区内における商工業の総合的な改善発達を図り、あわせて社会

一般の福祉増進に資し、もって国民経済の健全な発達に寄与すること」である。 

 上記の、「小規模事業者の中長期的な振興のあり方」を踏まえ本事業目標として、進

化論著者ダーウィンが言ったとされる『生き残るものは、最も強いものではなく、最も

賢いものでもなく、変化できるものだ』をモットーに、現在の収益の柱となる企業活動

を継続発展させつつ、その事業者ならではの技術・ノウハウ・設備・アイデアを活用し

た「独創性、独自性、創意工夫、発想力」を引き出し、そしてそれらの実現性・可能性

を事業者に寄り添って支援追求。もって新たなる売上の創出、疲弊業種からの転換、創

業者の創出、経営者のモチベーションアップ、後継者が興味を持てる事業内容、居心地

の良い固定観念・常識の打破等々変化に対応できる体質の創造を目標に伴走的に支援・

推進していく。 

また併せて栃木市の総合計画(H25.3版)にもある「新たな事業の創出」につなげるこ

とを目標に、創業、第二創業(経営革新)支援、事業承継支援なども行う。さらに栃木市

の産業支援体制として、「商業の振興」については、市内商工団体と行政の連携強化、

創業者空き店舗促進補助支援や後継者の人材育成、商店街の活性化支援を、「工業の振

興」については、市や金融機関との連携による融資制度、事業所の設備投資や専門家派

遣費用を補助する経営支援事業の促進等を推進。特に栃木市独自として「産業財産権取

得費補助及び新製品等開発支援事業」も特設しており、商工業者の技術・ノウハウを活

用した独創的かつ差別化した積極的な取り組み促進を目的とした支援制度を活用し、

「新たな事業の創出」につなげることも目標とする。 

 

5. 目標達成に向けた事業の方針 

❏事業者の強み   

小規模事業者には上述のような課題があるが、事業者は“独自の技術・設備・ノウ

ハウ”、そしてサラリーマンには不足しがちな自ら開拓していくという“独創的パイオ

ニア精神・発想力に豊、そして思い描いたものを具現化する実行力・技術力”を有して

いることが強みであると思われる。 
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❏テーマ 

上記強みを念頭に、都賀町商工会では平成17年より独自事業として栃木県、栃木市、

地域金融機関その他の関連支援機関と連携し、発想力の豊かな複数の事業所に対し、事

業の持続的発展のため『知的所有権活用』(P5 ※1参照)をテーマに伴走支援してきた。

これを本事業計画でも重点的なテーマに掲げ、発想力の豊かな事業所を主体(重点支援

対象/10事業所程度)に、『独創性・独自性・創意工夫』のきっかけを提供する事業を推

進することで、目標達成に向けた方針とする。 

また県下商工会統一事業として主に後継者のある企業を対象に実施している「経営品

質」の取り組み向上を目的とした､「企業力ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ事業(P6 ※2)」、広告宣伝・販路開

拓を目的とした「ﾜｸﾜｸ系の店づくり事業(P7 ※3)」・「ｽﾛｰﾗｲﾌ推進事業(P7 ※4)」の

手法も活用し、持続可能な経営体質の構築のため、事業を推進していく。 

 

《重点支援対象事業者》 
 

◎独創性支援対象事業者イメージ 

 ○業  種：サービス業(GS ・LPガス配送製)・製造業(革加工業)・製造業(リ

サイクルプラスチック)・小売業等 

 

○選定ポイント：発想力豊かな独特な人間性・ポジティブな性格・アイデア創

出力及び汎用性のある独自の技術力・特殊な原材料に着目 

 

○支援内容：独自アイデアの製品化、自社技術・原材料を活用した製品化、特

許、実用新案、意匠、商標申請・登録支援。商品化に向けた専門

家助言支援、販路開拓支援、補助金の活用支援及び独自のサービ

ス・販売促進策の創造支援 

 

 ○支援する事業： 

・今後の方向性を見極めるための各種データの提供 

       地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

 

・事業計画対象者をり起こすための経営分析・関連セミナーの開催 

       経営状況分析に関すること【指針①】 

 

・事業者の独自能力の洗い出し、気づき、きっかけの提供 

 事業計画策定に関すること【指針②】 

 

・計画策定した事業の市場性を見極める 

 需要動向調査に関すること【指針③】 

 

・創出された製品の売上につなげる販売促進活動支援 

 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

 

・近隣関係団体との連携、事業策定及び実行(地域商工業者支援) 

  地域経済の活性化に資する取り組み 

 

※事業推進イメージ・キーワード：独創性・独自性・ヒラメキ・アイデア・創造力・発明・差別化・工夫
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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   
  都賀町商工会は当会独自事業として、過去10年に渡り継続して知的所有権の活用・新

製品開発及び需要開拓支援をテーマに、会員に寄り添い伴走的支援を推進してきた。今

回の経営発達支援事業計画についても引き続き当該事業を計画の中心とし、発想力豊か

な小規模事業者を発掘し、独創性を引き出すことで新しい売上の創造となりうるよう支

援計画を策定展開していく。以下当該事業の経過を参考に記す。 

 

(※1)都賀町商工会「知的所有権活用」事業 -－ 事業経過 －-  

■職員の資質向上：H14年11月（社）発明学会「知的所有権法務中級講座」を受講 

                  H15年 3月 知的所有権法務中級認定合格 

(中央職業能力開発協会 ビジネスキャリア検定試験) 
         H20年 8月 知的財産管理技能士3級 国家試験合格  

 

■セミナー開催：H17年 8月「ちょこっと変えて１億円」地元知財実践者講師 

        H18年 9月「ｻﾝﾀﾞﾙ半分にして35億円」ｱｲﾃﾞｱ商品開発販売実践者講師 

        H26年 9月「amazonのススメ」セミナー  計3回開催 
              講師：amazon.comﾊﾟｰﾄﾅｰｾｰﾙｽ部 / amazon活用実践者   

その他商品開発・知財実践者講話複数回  

 

■事業内容：H17年 9月～会員事業所新製品開発・知的所有権申請・登録支援活動 

            知的所有権実践会「ちょこっと変えて儲け隊」結成 

                    (当初参加異業種8名)複数の特許申請・実用新案登録       

            H25年 6月～有限責任事業組合「ヒラメック」設立(組合員事業所4名) 

        H25年 7月～創出されたオリジナル自社製品需要開拓活動 

           「自社製品売り込み隊」結成(参加事業所9件+創業者1件) 

 

■活動における自主新商品開発※開発者：４事業所・商工会職員及び地元紙器会社協力依頼  

     H23年12月 段ボール製ペットハウス「にゃん☆ハウス」（ﾀﾜｰﾀｲﾌﾟ） 

    商品開発販売[実用新案登録] ※「栃木市ふるさと納税」記念品認定品 

       H25年 1月「にゃん☆ハウス」（ﾎﾞｯｸｽﾀｲﾌﾟ）商品開発 [意匠登録] 

            ※にゃん☆ハウス開発については商工会職員がアイデアを提供 

（ﾀﾜｰﾀｲﾌﾟ） 

                  （←ﾎﾞｯｸｽﾀｲﾌﾟ） 

 

 

 

 

 

 

■販売実績：「にゃん☆ハウス」発売以来約1,000セット超、売上約400万円超(H27.8現在)

       販売先：北海道～沖縄まで一般消費者・ネット通販業者(大阪)卸売 

 

■当事業関連ＴＶ取材：H24年 3月 テレビ東京ワールドサテライト「トレたま」 

            H24年 3月 フジテレビ「めざましﾃﾚﾋﾞ」 

                 H24年 6月 NHK「おはよう首都圏」＆県域放送「栃木640」 

                 H27年 1月 NHKﾆｭｰｽ おはよう日本「まちかど情報室」 
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■当事業関連記事掲載新聞：下野新聞・よみうり新聞・日本経済新聞・毎日新聞   

東京新聞・日経MJ新聞その他各種複数回 

 

■小規模事業所に対する新製品開発・知財申請登録支援：(巻末参考資料添付) 

○眉毛プレート」特許査定(GSサービス業) ○「犬の靴」特許査定(小売業) 

○「保安コーン」意匠登録(土木建設業) ○「カツ煮まん」商標登録(飲食店)

○「ゴルフアイアン保護具」「ティーホルダー」実案登録(革加工業) 

○「3D獅子鍬」実案登録(金型製造業) ※弁理士を介さず独力で推進 

 

■その他販促支援商品等：金属製昆虫(製造業)/音がでなくなる熊鈴(鋳造品製造業) 

            雑貨・デザイン(ロシア人・イラストレーター・創業者) 

 

■開発製品需要開拓支援：【独自参加展示会等】 

H25年 8月「japan DIY ホームセンターショー」出展 場 所:千葉県[幕張メッセ] 

H25年10月「買いまっせ！売れ筋商品発掘市」 

商談会参加主催:大阪商工会議所     

場 所：大阪府[大阪府立体育館] 

H25年11月「ニッポン全国物産展」出展 

場 所：東京都[池袋サンシャインシティ] 

H26年 7月 第9回「国際雑貨EXPO」出展 

場 所：東京都[東京ビックサイト] 

※その他地域のイベント協賛出店・出品参加多数 

 

■出店・出品ECサイト 

amazon.com /商工会ECｻｲﾄ「ﾆｯﾎﾟﾝｾﾚｸﾄ.COM」/  

yahoo / 楽天にて商品一部販売及び受注代行中 

 

 また、栃木県商工会にて県下統一事業として実施している3つの事業、1.「企業力ﾗﾝ

ｸｱｯﾌﾟ事業」、2.「ﾜｸﾜｸ系の店づくり事業」、3.「ｽﾛｰﾗｲﾌ推進事業」の事業推進にあっ

ても、会員事業者の経営資源・経営分析、新しい販促手法として活用するため、この事

業の内容の説明を以下(※2～4を参照)のとおり記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※２）『企業力ランクアップ事業』とは 

 会員企業の組織が継続的な経営革新に取り組み、「卓越した経営」を目指す「経営品質の向上」と「取引

の活性化」を目的とした、本県商工会の独自事業である。「日本経営品質賞」の審査基準を小規模企業向け

に改良した「商工会認証システム」を使用する。平成12年度に製造業向けの支援として開始したが、平成 

17年度からは全業種に対応した。 

 本システムは、会員企業が目指す将来の構想に向けた事業活動が、経営品質賞の「基本理念(①顧客本位

、②独自能力、③社員重視、④社会との調和)」と変化する経営環境や日々生じる経営課題に対してどのよ

うに対処するかという「基本的な考え方」に則ってどのように実践され、どのようなレベルにあり、どのよ

うな成果に結びついているか、どの企業にも共通する経営全体を見る８つの要素に分類して評価するもので

ある。会員企業は申請書（17のアセスメント項目ごとに活動内容等について記述・評点）を作成し、決算書

類等を添えて申請する。専門の審査員（認定アセッサー）が申請企業に出向き評価を確認する“現地審査”

、更には、外部有識者による“合否審査委員会”を経て、一定基準をクリアした企業について認証する。認

証機関は2年。 

 認証企業に対しては、本県商工会が誇る優秀な企業群としてホームページに掲載し、企業のPR、販路拡大

を図ると共に関係機関への情報提供や相互連携を図っている。一方、認証から漏れた企業に対しては、改善

事項に対して専門家派遣してフォローアップを図り次の認証に向けての指導を行っている。 

平成26年度の申請は53社（更新37社・新規16社）で、認証が47社（更新37社・新規10社）。平成25年度と

合わせて、現在の認証企業は104社となっている。 
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 《本事業に取り組む事業者の事例》 

開始当初から本事業に取り組んでいるＡ社（精密機械器具製造業）は、市内大手進出企業の外注先選定に

あたり、本事業に取り組み、顧客満足度向上に努めている旨を説明した結果、その事業活動が認められ、企

業規模や企業間の信頼関係が重視されることが多い中、小規模事業者であるにもかかわらず、新規での取引

口座開設を果たした。Ａ社の本事業取り組み開始時と現在を比較すると、売上金額・従業員共に２倍の企業

規模に成長している。 

 

 

アセスメント基準書の 

                                  [フレームワーク] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※３）『ワクワク系の店づくり事業』とは 

 “人を惹きつける”元気な地域のパイロット企業を育成し、その波及効果で商店街全体の活性化を図るこ

とを目的とした、本県商工会の独自事業である。「売れる仕組み」をつくり上げる「ワクワク系マーケティ

ング（＊１）」を取り入れた、商業者向けの支援で、平成14年度に開始した。 

 本手法は、売上（＝顧客数×客単価）は顧客が行動した結果（人の営み）だとし、「顧客との強固な人間

関係の構築（関係性の構築）」と、「お金を使いたくなる仕組みづくり（動機づけの仕組み）」を行う。

 会員企業は、顧客数を増やす（新規顧客獲得と流出防止）ためにニューズレターを作成・送付し、客単

価を上げる（欲しかったことを気づかせ、購入の動機づけをする）ためにPOPやチラシ、DMを作成・掲示・

送付する。参加企業に対しては、商工会では職員がセミナーに帯同することはもとより、自店での実践時に

アイデア集約などのフォローを行っている。 

平成26年度は、54企業が実践。実践者は軒並み、新規顧客獲得や客単価増により売上を向上。 

《本事業に取り組む事業者の事例》 

開始当初から本事業に取り組んでいるＢ社（寝具小売業）は、本手法を使ったDM（バッグの展示即売会の

案内）を送付したところ、１ヵ月で45,000円のバッグを100個以上販売した。ある年の年末商戦では「カレ

ンダー福引き抽選会」を企画し、12月の売上目標「対前年比200%」に対し、目標達成には及ばなかったもの

の「180%」を記録。平成26年には、小規模事業者持続化補助金の採択を受け、本手法を活用した事業を展開

したところ、補助対象期間５ヵ月の売上は対前年比187%に達した。 
 

（※４）『スローライフ推進事業』とは 

 地域固有の食材と新たな調理法で、“そこにしかない味やサービスを提供する”ことで地域の活性化を図

ることを目的とした、本県商工会の独自事業である。イタリア発祥の「スローフード運動（＊１）」を参考

にした、飲食・宿泊業の他、食品製造小売業向けの支援で、平成15年度に開始した。 

 会員企業は、顧客が求める“食の安全”や“健康志向”の高まりを意識しつつ、郷土料理や伝統的な食材

の調理に工夫を凝らした料理を、“なぜ、この食材が使われるか？（言葉のスパイス）”という物語と共に

提供する。  

この理念に賛同し、食育や地場産品PRを行っている等の基準を満たした会員企業（店）を商工会が認定し

ている。商工会では、商工会のホームページや、商工連が作成するガイドブック「旨いが壱番!!商工会の太

鼓判」（県下全体を網羅し、毎年１万部発行。）に対象メニュー・商品、店舗情報を掲載・紹介し、販促支

援を行っている。 

平成26年度は81企業（店）を認定。認定メニューの売上と来店者数が向上している。 
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【経営発達支援事業の推進イメージ（事業の連動）図】 

 
 
 
 
 
 
 
 
１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】            

経営発達支援事業の目標達成に向け、「地域の消費者及び小規模事業者の経済動向実

態を把握すること」を目的に、各種調査を活用した地域の経済動向に関する情報の収集

・整理・分析及び提供を行う。 

「地域と事業者の現状と地域の課題の“見える化”」効果を図る。 

 

 (現状と課題・改善点と活用方法） 

現状の「地域の経済動向調査」は、雑多に情報を収集して確認のみで終えてしまうこ

とが多かったり、情報提供先も限定的になる課題があった。 

今後は、多角的な視点で、本事業目的に沿って能動的に情報を収集・整理・分析し、

事業者へ提供する。これにより小規模事業者を取り巻く“経済環境の変化”が把握でき

る情報提供へと改善し、“地域経済と事業者の現状とのギャップを可視化”することで

、小規模事業者への経営状況分析、事業計画策定の際、指標として有効に活用する。 

 

(事業内容) 

(1)新規事業【指針③】 

栃木県や、当商工会が実施（上部団体が集計）する調査、あしぎん総合研究所等の外

部機関による調査等を活用し、地域の経済動向（消費者及び事業者）に関する情報を収

集し、調査対象や内容等により区分け・整理し、調査結果から消費者（顧客）の購買実

態、ニーズやウォンツ、これに対する小規模事業者（生産者）の実態・動向・課題等に

ついて分析する。結果は、分かりやすく加工し、巡回訪問や窓口相談時に提供を行うと

共に、当商工会会報・ホームページで公表及びリンクする。活用方法は次のとおり。 

 

調 査 名 実施主体 公 表 時 期 活 用 方 法 

地域購買動向調査 

(お買い物しらべ) 

栃木県 H27.5月(5年毎) ・事業者(小売・飲食業)への情報(地元購買

の分析結果等)提供 

・当商工会の支援方針策定 

栃木県中小企業 

景気動向調査 

商工会 毎年5.8.11.2月 

(四半期毎) 

・事業者への情報(同業他社の経済動向の

分析結果等)提供 

・当商工会の支援方針策定 

商工会員中期施策 

要望調査 

商工会 H27.10月(予定) 

(5年毎) 

・事業者への情報(事業者全般の課題・施

策要望の分析結果等)提供 

・当商工会の支援方針策定 

地域生活者 

(暮らし・意識)調査 

商工会 H27.10月(予定) 

(10年毎) 

・事業者への情報(消費者のニーズ・ウォ

ンツの分析結果等)提供 

・当商工会の支援方針策定 
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※県による地域購買動向調査（お買い物しらべ）の概要 

①調査目的 県内消費者の購買動向を的確に把握するため、消費者の購買動向範囲などを調査し、地域小売商業者

の経営の活性化のための基礎資料とするほか、行政機関、支援機関における支援資料として活用 

②調査期日 平成26年7月1日時点 

③調査対象 県内の市町立中学校の第 1学年在学生のいる世帯  

④調査方法 県内の市町立中学校を通じて、第1学年在学生世帯にアンケート用紙を配布・回収 

⑤調査項目 (1)調査対象世帯の状況 

(2)商品別の買物場所、店舗形態、買物理由、交通機関など  

(3)商店街・一般商店での買い物について 

(4)通信販売やインターネットでの買い物について 

※栃木県中小企業景況調査の概要 

①調査目的 中小企業景況調査は、全国の商工会地域8,000社に経済観測点を設置し地域の産業の状況等地域の経済

動向等について、一定期間ごとに変化の実態や諸情報を迅速かつ的確に収集・提供して、経営改善普及

事業の効果的な実施に資するものとする。 

②調査方法 経営指導員の巡回による聞き取り調査 

③調査対象企業数 製造業30社､建設業21社､卸売業0社､小売業40社､ｻｰﾋﾞｽ業59社 合計150社 

④調査期間 ３か月に１度（４半期に１回） 

⑤調査項目 売上額、原材料仕入単価、採算、資金繰り 

※商工会員中期施策要望調査の概要………商工連及び３５商工会で実施 

①調査目的 商工会員の要望を直接調査することで、今後の商工会の進むべき方向性を決定する。 

②調査方法 経営指導員１名につき50社、巡回による聞き取り調査 

③調査対象企業数 4,200社 

④調査期間 平成27年４月～５月 

⑤調査項目 ・経営状況と環境変化、業績推移状況、経営上の問題点、県や市への施策要望事項 

・経営方針等（経営ビジョン）、将来構想、持続的発展の条件 ・今後の事業展開（各要因） 

      ・商工会の支援内容（満足度の高い支援策、期待される支援策） ・巡回訪問（その評価） 

⑥集計方法 各商工会で集計を行い、商工連が総集計を行う 

⑦集計結果 商工会法施行55周年記念「商工会栃木県大会」において発表・報告書の作成 

⑧連 携 先 あしぎん総合研究所 

※地域生活者（暮らし・意識）調査……栃木県商工会女性部連合会で実施 

①目  的 地域実態を調査し、今後の施策に反映させることを目的とする。また、地域生活者の細かいニーズを知

ることによって、新たな事業展開等を探り、自店の強み・弱みを生活者の視点から客観的に評価する。

②主  催 栃木県商工会女性部連合会 

③後  援 栃木県商工会連合会 

④連 携 先 アサヒビール株式会社お客様生活文化研究所 

⑤調査項目 ・ライフスタイル ・少子高齢化 ・地域コミュニティ ・環境問題（エコ）について 

・地域商店に求めること ・近くにあって欲しいもの ・レジャー、余暇生活に関する満足度 

・食料や飲料、日用雑貨品の買い物をどのようにしているか ・買い物パターンは 

・健康上の心配点 ・「食生活」の満足度 ・「食生活」で気を付けている点等 

⑥調査期間 平成27年5月10日～6月10日 総集計終了予定 平成27年6月30日 

⑦調査対象 男・女【20代～60代】約10,000名内訳 女性部員1,997名×5枚 

⑧集計方法 各商工会で集計を行い、商工連が総集計を行う 

⑨集計結果 栃木県商工会女性部連合会設立50周年大会において発表・報告書の作成 
 

 
(2) 新規事業【指針③】 
 本事業計画の重点的テーマである「知的所有権活用」についての動向は、下記「経
済産業省関東経済産業局による中小企業の知財活用調査報告書」により 知的財産の

創造・登録・活用状況等について動向調査・整理・分析を行い、(1)同様に提供する。

知的財産は、地域事業者が独創性付加価値を高めかつ他社との差別化を持続的に推進

するためは必要不可欠なものの一つであり、管内小規模事業者の30％を目標に、巡回訪

問を年2回実施し、小規模事業者の現状を確認しながら収集した情報提供を行う。 
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※経済産業省関東経済産業局による中小企業の知財活用調査報告書 
（アンケートにみる広域関東圏における中小企業の知財への取り組み状況） 
1.調査概要（関東広域県における中小企業の知的財産の実態を把握し、今後の中小企業支援施策を検討すると
ともに、中小企業における知的財産戦略策定の促進に活用することを目的とする。） 

2.調査票発送日（グループA：平成23年8月1日・グループB：平成23年8月29日） 
3.調査対象グループA・特許出願の経験がある企業3,1 6 2社 

グループB特許出願の経験がない企業3,5 9 4社 
4.調査方法（郵送配布・郵送回収方式） 
5調査項目(1)回答企業の属性(2 )企業における知財への意識(3 )企業における知財管理及び活用状況   

( 4 )権利化への取り組みの意向と条件(5)国等の支援施策の認知・活用状況及び活用意向 
6.有効回答件数／有効回答率（グループA：700件22 . 1％・グループB：507件14 . 1％） 

 
 
(3)新規事業 その他関連情報収集活動【指針③】 
①新聞(主に栃木県新聞シェアで約70％の下野新聞・読売新聞2紙及び日経新聞)・テレ

ビ(NHKまちかど情報室・テレビ東京WBS等)・インターネット等において日々見聞きする

目新しい話題、地域経済情勢、新しい取り組み、新製品情報、新技術情報、景況等情報

収集を実施する。 

 

(4)新規事業 情報収集における方法・考え方・活用【指針③】 
①(3)その他関連情報収集においては生活環境、年齢、性別、価値観等が違う当会全職

員５人が、客観的立場で日々接する種々の媒体において、地域経済の動向について収集

を実施するものとする。 

 

②上記収集した情報をカテゴリ別(経済動向、業種別取り組み・景況等々) に分類し、

これを職員間で回覧する他、スクラップブックにおいて整理・ストックする。デジタル

情報もアナログ化することで、来館者や巡回時に関連した情報を事業者に提供する。 

  

(5)新規事業 目  標【指針③】 
①外部機関における各種動向調査から得られた情報を、商工会のホームページ(随時更

新)掲載や商工会広報(年2回発行)等を利用し、スクラップ情報を抜粋＆掲載し提供。掲

載については事業者に分かり易く加工した上で提供する。 

 

②管内を日々定期的に巡回し、事業所の現状を見聞きしながら地域経済動向等情報収集

を実施すると同時に、各事業所の取り組み内容とそれらに関連しそうな収集した地域経

済動向スクラップ情報を提供し、新しい取り組みを促していく。 

 

③商工館内には [新情報！【目からウロコ！】スクラップコーナー]を新設し、来館者

・対象事業所等に対して収集した地域経済情報等関連情報を適宜提供していく。 

 

項  目 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

商工会会報発行送付数a 1～2件 2件 2件 2件 2件 2件

スクラップ情報提供数b 0件 2件 5件 5件 10件 10件

ホームページ更新回数c 1回 3回 6回 12回 12回 12回

（特記事項）現状は、不定期なので、aについては、H27年度に○回を目標とした。 
（担当１人あたりの数） 

支援項目a：（現状）1回 →（31年度）2回 

支援項目b：（現状）0回 →（31年度）10回 
支援項目c：（現状）1回 →（31年度）12回 
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２．経営状況の分析に関すること【指針①】 
経営発達支援事業の目標達成に向け、上記1.地域の経済動向調査を踏まえ、「個々の

事業者の経営課題を抽出し、今後の方向性の提案、事業計画策定のため必要となる需要

動向情報の種類・開拓方法を見極めること」を目的に、経営指導員や経営支援員による

通常の巡回・窓口相談を実施する。また補助金申請、各種セミナーの開催等機会を捉え

て、販売する商品・サービスの内容、保有する技術・ノウハウ、従業員等経営資源、財

務、取り組み意欲その他の経営状況の分析を行う。 

分析結果により抽出された課題については、その解決に向けた事業計画策定支援へと

繋げる。小規模事業者に寄り添い、目線を合わせることで、「課題の深化と本質を見極

める」効果を図る。 

 

（現状と課題・改善点と活用方法） 

現状の経営分析は、（融資や補助金利用に絡んだ）事業者からの求めによるものが多

く通り一遍的であったため、今後は、通常行う経営改善普及事業を通して、新しい取り

組みに意欲のある事業者を発掘するため、経営分析対象者の掘り起こしを行う。 

また、現状で実施している「経営状況分析」は、財務分析が多く、抽出される課題は

財務的なものに偏重し、机上の空論的、一面的、かつ、売上に貢献する支援になってい

ないという課題があった。 

今後は、「売上の向上」「利益の確保」に直結するような分析項目を増やし、他者と

の差別化、新しい発想のきっかけになりうるよう、小規模事業者を客観的、かつ、多角

的に見つめ、潜在的であった本質的な課題や強み・弱みを抽出し、顕在化している課題

を深化できる経営状況分析へと改善し、有効な事業計画策定支援に活用する。 

 

（事業内容） 
(1)既存事業改善 経営状況分析の基本手順【指針①】 
①具体的には、上記１．地域の経済動向調査を踏まえ、「個々の事業者の経営課題を抽

出し、事業計画策定の方向性、必要となる需要動向情報の種類・開拓方法を見極めるこ

と」を目的に、経営指導員を中心とした全職員５人の日常巡回訪問において、会員事業

所の現状、課題を抽出する。 

小規模事業者の設備・技術・ノウハウ・原材料・人的資源・扱う商品・サービス内容

等々洗い出し、現在受注が忙しいいかそうではないか、サービス（技術）は導入期・成

長期・成熟期・衰退期どの位置にあるか、競合状態は？、意欲は？、代替品は？、財務

（資金繰りの状況や商品毎の利益率等を含む）は？等の視点で、その企業ならではのオ

リジナリティ状況をヒヤリングし把握する。特筆すべき事案は職場内の朝礼等で情報交

換し共有する。また窓口相談においても同様とする。 

 

②決算申告指導時また記帳機械化事業(ﾈｯﾄde記帳)の促進により、財務データの加工と、

聞き取りにより、経営資源及び財務内容の把握の他、資金繰りの状況や商品の売れ筋・

死に筋、製品ごとの利益率などを分析する。 

 

③日本政策金融公庫の経営改善貸付資金その他借入・資金繰り相談及び関連する各種相

談時に必要不可欠となる業務内容把握等の経営分析を利用し、各事業者の取り組み内容

とそれらに関連しそうな収集したスクラップ情報、該当する補助金、各種セミナー情報

を提供し、新しい取り組みを促していく。 

 

④H27年度の小規模事業持続化補助金だけではなく、各種補助金対象事業所を全職員５

人により抽出し、補助金申請書の作成支援により、顧客のニーズ、市場動向、事業所の

強み、経営方針等状況分析を行う。 
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(2)既存事業改善 経営状況分析手法【指針①】 

①上記分析の対象となる小規模事業者の経営状況を把握する手法として、県下商工会統

一事業「企業力ランクアップ事業(P6(※2)説明記載)」のシステムマニュアルを活用し

た下記8つの要素により分析をする。 

※ランクアップ事業システムマニュアルとは、会員企業が目指す将来構想に向けた事業活動が、「基本理

念」「基本的な考え方」に則ってどのように実践され、どのようなレベルにあり、どのような成果に結び

ついているか、どの企業にも共通する経営全体を見る以下の８つの要素により分析するものである。 

◆カテゴリー１：リーダーシップと社会的責任  ◆カテゴリー５：個人・市場理解のプロセス       

◆カテゴリー２：戦略の策定と展開のプロセス  ◆カテゴリー６：顧客創造プロセス           

◆カテゴリー３：情報マネジメント       ◆カテゴリー７：活動結果               

◆カテゴリー４：組織と個人の能力向上     ◆カテゴリー８：振り返りと学習のプロセス 

 

(3)既存事業改善 関係機関との連携【指針①】 
①関連する専門的な案件は、栃木市「商工観光課」または栃木県商工会連合会内の「顔

晴る企業応援課」、栃木県産業振興センター内の「総合相談マネージャー」・「よろず

支援拠点」・ミラサポ(※)等関連支援機関と連携し、専門知識を有するｴｷｽﾊﾟｰﾄによる
個別相談により経営状況分析等持続的経営が可能な取り組み創造を伴走支援する。 

 

※ミラサポ 

 中小企業庁が開設した中小企業・小規模事業者支援ポータルサイト。公的機関の支援情報・支援施策（補助金・助

成金など）の情報提供や、経営の悩みに対する先輩経営者や専門家との情報交換の場の提供、専門家の派遣等を行う

 

(4) 目  標 

（特記事項） 

H28年度に職員数が１人減となる予定なので、当該年度から、人数に合わせて目標を減ら

した。bは１事業者に対して２回を想定した。 
（担当１人あたりの数） 

支援項目a：（現状）30回 →（31年度）64回 
支援項目b：（現状）6回 →（31年度）12回 
支援項目c：（現状）2人 →（31年度）5人 
支援項目d：（現状）2事業者 →（31年度）7事業者 
 

 支援内容 現 状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

経営分析対象者掘り起こしに

係る巡回訪問延べ回数a 
150回 150回 256回 256回 256回 256回

経営分析に係る  
巡回訪問延べ回数b 

30回 30回 40回 40回 48回 48回

経営分析に係る  
講習会･セミナー受講者数c 

10名 10名 10名 20名 20名 20名

経営分析事業者数d 20件 20件 25件 28件 28件 28件

              

 
３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 
事業者が経営課題を解決するために、上記2.経営状況の分析、及び下記５．需要動向

調査に基づき、「個々の事業者が経営課題を解決し、需要を見据えた事業計画を策定す

ること」を目的に、巡回や講習会等を通じて、計画策定の指導・助言を、栃木県、近隣

の商工会、その他関連機関等とも連携し行う。小規模事業者に寄り添い、事業者に“気

づき”を与えることで、「計画の実効性を高める」効果を図る。 
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（現状と課題・改善点と活用方法） 

本事業計画策定に関し、巻頭にて当商工会独自の取り組みを参考経過で示したとお

り、既に計画し(P)、約10年にわたり紆余曲折・暗中模索にて伴走支援を実行(D) して

きた。その支援の流れを簡単に振り返ると、①事業者を見極め(独自性)、②商品化の提

案、③試作、④知財への申請・登録、⑤商品化、⑥販売であった。 

その経験を元に考える課題は、支援スタート時点における“事業者の意欲”と推進し

ようとする事業の“市場性”の見極めであると思われる。消費者の潜在的なニーズを発

掘し、策定、事業化するために重要なことは、支援スタート時点における本計画の1、

経済動向の調査、2.経営状況の分析、5.需要動向調査を把握すること(改善点)が重要

なことである 。事業の成否、商品開発の頓挫、商品化後(売れるか？売れないか？)は、

これに掛かっている。 

今後分析で抽出した本質的な課題の解消を計画の軸にするほか、事業を振り返り検証

し(C)、本計画において整理し(A)(P)、再度新しい取り組み・行動の必要性を説き、普

及し、その企業ならではアイデア・創造力を引き出し、具現化に向け行動を促し(D)、

検証(C)、再度実施(A)と実行していきたい。 

 

（事業内容） 

(1)既存事業改善 本経営発達計画会員支援のおおよそのフロー【指針②】 

①巻頭にて記載した当商工会独自活動(知的所有権の活用・新製品開発及び需要開拓支

援)を振り返り、[巡回等による事業内容・経営者の事業・性格等分析]→[知財関連セ

ミナー等開催]→[興味ある対象者抽出]→[各種関連情報(地域経済・需要動向調査、ス

クラップ、補助金)等によるアドバイス]→[事業者ならではの発想、切り口を引き出し]

→[新しい取り組みための計画策定]→[先行技術調査]→[専門家によるアドバイス]→

[計画実行]→[改良]→[製品化]→[各種需要開拓活動]etcを実施する。 

創業・第二創業（経営革新）者には、目指す方向性を確認し、計画策定指導・助言を

行う。策定を支援する事業計画は、小規模事業者の状況や要望に合わせ、スタンダード

なものから、融資や補助金利用を目指した経営改善計画や経営革新計画まで対応する。

 

(2)既存事業改善 対象者の絞込み【指針②】 
①本経営発達計画策定後に、国、県、市、支援機関等の行う支援策の広報及び当会で事

業展開している事例を合わせて案内チラシを作成し、市広報に掲載する等により当地域

の事業者に対して周知、該当しそうな事業所に対して本計画策定推進のフォローアップ

を実施していく。 

 

②2.経営状況の分析結果を踏まえ、対象事業所を抽出し、提案。本経営発達支援計画に

沿った事業計画策定を支援していく。 

なお、策定支援にあたっては、「企業力ランクアップ事業」の手法を活用し、個々の

企業の「あるべき姿（将来どうありたいかの理想の姿）」を経営者自らに描かせること

で、現実とのギャップを認識してもらい、変革意識を促す。 

 

③H27年度の小規模事業持続化補助金だけではなく、各種補助金の対象事業所を全職員

５人により抽出し、補助金申請書の作成支援による顧客のニーズ、市場動向、事業所の

強み、経営方針等企業経営分析を行う。経営状況の分析結果を踏まえ、経営方針、目標

今後のプラン等々事業計画策定支援を実施していく。また補助金採択事業者については

進捗状況の把握と実績報告書の策定支援もしていく。 

※補助申請は対象事業所と濃密な打合せが可能で、さらに具体的展開を図ることができ

るという非常に有効な機会でありできるだけ多くの申請参加を誘う。 
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④当該事業対象者の洗い出し、きっかけとしてのセミナーを開催する。 

[案1]テーマ：[アイデア商品開発販売実践者セミナー]講師は「(社)発明学会」と連携

し最適な講師を依頼する。 

※実践者セミナー開催において基本スタンスはハードルは低く、だれでもできそうな、

手が届きそうな、そして夢が描けるわかりやすい、面白そうな講師を選定する。 

 

[案2]テーマ：[ネット通販関連セミナー]講師は、主に「amazon.com」と連携し出品者

として実績のある実践者を講師として選定する。 

※ネット通販セミナーは、出店、出品に係るメリット・デメリット、ネットショップ登

録の仕方、amazonブランドを活用した独自の先端マーケティングシステムの理解・活用

・広告宣伝等世界最大のオンライン小売業者の販売システムを学ぶ。 

 

[案3]テーマ：[各種補助金の活用セミナー] 講師未定。          

 

[案4]テーマ：[特許庁 先行技術調査セミナー]講師は栃木県産業振興センター「知的財

産支援部」と連携し最適な講師を依頼する。 

※集団セミナーは、基本的に栃木市内商工会(大平町、岩舟町、藤岡町、西方町、都賀

町5商工会)と連携し、経営計画策定、各種補助金、その他各種経営セミナー等テーマ別

に適宜分担共催、各地区からの互いに参加者を募集する。また新聞掲載等商工会員以外

一般にも広く募ることで会員加入、創業等のきっかけともする。 

 

(3)既存事業改善 支援方法【指針②】 
①上記活動を通し意欲ある対象者については、「企業力ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ事業(P6(※2)説明記載)」

マニュアル等活用した経営分析により当該事業者の状況分析を実施する。客観的な視点

で代替商品化、応用、気づき、アイデア・ヒントを提供し指導助言を図る。必要に応じ

栃木県産業振興センター「知財・新製品開発支援窓口」または栃木県商工会連合会「顔

晴る企業応援課」と連携し、専門家派遣事業制度を積極的に活用する。 

 

②対象者に対しては1.地域の経済動向調査の情報を提供し、新製品開発手法と同時にネ

ット通販等販路手法も学ぶことで、開発から販売までのイメージを膨らませ、行動への

原動力となるよう対象者のモチベーションアップと事業計画策定支援を図る。 

 

(4)既存事業改善 計画策定支援への考え方・範囲【指針②】 
①本事業においての究極は、革新的発想であるが、推奨する新製品・サービスの開発、

発想等の位置づけは大それたものではない。考え方の切り口として[日頃取り扱う既存

の“モノ(商品・原材料・技術・設備)・コト(出来事)”についてほんの少し考え、ほ

んの少しの工夫によって、ほんの少し変えてみる]というのが基本スタンスである。 

※経営革新ヒント例：居心地の良い固定観念・常識の打破をするために、圧倒的な差別

化ではなく同業他社よりよりほんの少し頭を絞る。ほんの少しの工夫を幾重にも積み重

ねていく。よって競争優位、他者との差別化を図っていく。 

 

②個々の企業の「あるべき姿（将来どうありたいかの理想の姿）」を描き、現実とのギ

ャップに経営者自らが気づき、変革認識をもって課題解決のための計画策定へと導く。

 

③また本発達支援計画推進範囲については、“モノ(商品)”だけにこだわることなく商

品、会社の付加価値を高めるロゴ・ネーミング、来店・購買を動機づける仕掛け、仕組

み、人の感性を刺激する言葉・POP等他者と差別化する自分だけのオリジナルの発想・

創意工夫を凝らした独自の販売促進策も含まれる。 

※“人間の消費行動”を探求する別記「ﾜｸﾜｸ系の店づくり事業」・「ｽﾛｰﾗｲﾌ推進事業」

(P7 ※3～4)のノウハウも活用する。 

※本計画展開事業者には新聞記事掲載になるような目新しい話題性のあるコト、モノ等

の発想を目標に指導助言を行う。 
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(5)新規事業 創業者・第二創業者への支援【指針②】 
①栃木市の「創業支援事業」と連携する他、地域創業希望者に対応するため、栃木市内

５商工会及び栃木県信用保証協会等と連携して、大平町商工会主催の「栃木市創業アカ

デミー」(計20時間、年1回開催、参加者10名程度)他関連セミナーを協賛し、創業希望

者の知識の向上と、創業計画策定の支援を行う。 

創業希望者や後継者に対して知識の向上を図り、創業計画等について、(1)と同様に

事業計画策定の指導・助言を行う。 

 

(6)既存事業改善 関係機関との連携【指針②】 
①関連する専門的な案件は、栃木市「商工観光課」または栃木県商工会連合会内の「顔

晴る企業応援課」、栃木県産業振興センター内の「総合相談マネージャー」、「よろず

支援拠点」等関連支援機関と連携し専門知識を有するｴｷｽﾊﾟｰﾄによる個別相談により計

画策定等持続的経営が可能な取り組みを伴走支援する。 

 

(7)目 標 

支援内容 現 状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

計画策定支援に係る 

巡回訪問延べ回数a 
30回 30回 40回 40回 48回 48回

計画策定支援に係る 

講習会･セミナー受講者数b 
10名 10名 10名 20名 20名 20名

事業計画策定事業者数 

※見直しを行った者を含むc 
0名 5名 5名 10名 12名 12名

創業支援者数d 2人 2人 2人 2人 2人 2人

（特記事項） 

28年度（来年度）に職員数が１人減となる予定なので、当該年度から、人数に合わせて目

標を減らした。 

（担当１人あたりの数） 

支援項目a：（現状）6回 →（31年度）12回 
支援項目b：（現状）2人 →（31年度）5人 
支援項目c：（現状）0事業者 →（31年度）4事業者 
支援項目d：（現状）0.4人 →（31年度）0.4人 
 

 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
経営発達支援事業の目標達成に向け、上記3.事業計画策定支援を行った事業者に対し、

「事業計画に従って行われる事業が、確実に実施、課題解決されること」を目的に、個

々の事業者のペースと頻度、必要量を見極め、“伴走型”の指導・助言を栃木県、認定

支援機関等その他の関係機関とも連携して行う。 

 小規模事業者に寄り添い、継続して支援することで、「計画の（修正・見直し対応も

含めて）実効性を高める」効果を図る。 

 

（現状と課題・改善点と活用方法） 

 現状で実施している「事業計画策定後の実施支援」は、主に事業者任せにする等進捗

管理をするまでには至らなかったほか、専門化支援によるアドバイスも行ったが、思う

ような効果がなかったためなどの課題があった。 

今後は、定期的な巡回訪問により、進捗を管理するほか、事業推進に有効な具体的な

着眼点をアドバイスし、事業計画が着実に実施される支援へと改善し、臨機応変に修正

・見直しの対応を行うことも含め、実効性を高める。 
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(1)既存事業改善 新製品開発発想着眼点・知的財産権関連支援【指針②】 
①自社商品開発に係る発想・着眼点のヒント・アドバイス例としてフリー・ペーパー「カ

タログ通販」等を参考にして代替、改良開発できないか？、市場性は？等徹底的に読み

込んで、自身の感情がカチッと動いた商品・宣伝文句を自社なりに使えないか？考えて

みる。また特許庁登録の先行技術事例を提示して、新たなる商品開発のきっかけにする。

※創りたいものではなく、消費者・市場が求めるものを創造・想定する。 

 
②商品化は当会で既に率先垂範にて実施してきたように、地域企業との連携で実現可能

なものは当会でコーディネートし協力を依頼。また案件に応じ栃木県産業振興センター

「知財・新製品開発支援窓口」また栃木県商工会連合会「顔晴る企業応援課」「よろず

支援拠点」と連携し、専門家派遣事業等関係機関・制度を多重的に活用具現化を目指す。

 

③事業者の新製品開発に伴う発明・考案及び新サービス、ロゴ、ネーミング等独自に考

えた知財案件相談については、特許庁「特許情報プラットフォーム」の操作指導・助言

により先行技術調査を行い事業推進に向けた支援を行う。 

 

④産業財産権申請が必要な案件については、当会で判断し自身でできそうなもの(実案、

意匠、商標)は申請書の作成と申請を指導する。専門的な案件(特許)については栃木県

商工会連合会「顔晴る企業応援課」と連携しエキスパート、または栃木県産業振興セン

ター「知財・新製品開発支援窓口」等専門家派遣事業等を活用する。 

 

⑤知財査定・登録になった案件については、栃木市の「産業財産権取得費補助」制度利

用を紹介し、補助申請を支援する。 

※尚、市産業財産権取得費補助利用状況として栃木市内会議所・商工会6地域過去3カ年

利用件数合計19件中、都賀地域の利用件数が9件と約半数を占めている。当会の本事業

推進の結果であると自負している。 

 

⑥また商品化実現に向けては栃木市の「新製品等開発支援事業補助金申請」の事業計画

書作成支援等積極的な利用を心がけ制度活用普及を支援をする。 

 

⑦さらに計画推進に向けた資金繰りは必要に応じ、日本政策金融公庫佐野支店の経営改

善貸付資金、地域金融機関(足利銀行都賀支店、栃木信用金庫都賀支店、栃木銀行栃木

北支店)との連携にて栃木市制度融資等を活用し事業実現に向け支援する。 

 

(2)既存事業改善 連携する関連支援機関【指針②】 
①個々の事業計画の実施については、個別に対応し市場シェア調査、競合、実現性等々

各種情報源として栃木県商工会連合会、小規模事業者の未来をサポートするポータルサ

イト「ミラサポ」、栃木県、栃木市「商工観光課」、地域金融機関、栃木県産業振興セ

ンター「知的財産支援部」「よろず支援拠点」等のコーディネーターと連携し必要な関

連情報を提供し、実現の可能性を支援する。 

 

(3)新規事業 フォローアップ【指針②】 
①事業計画策定後は、必要に応じ経営指導員(2名)を中心に四半期(3ヵ月)に１度巡回訪

問を実施し、計画の進捗状況確認を行うとともに、必要な指導・助言を行う。 

 

②また創業支援者には、四半期に１回程度定期的な経営指導員を中心とした巡回によ

り、伴走型支援（各種アドバイス、経営情報や業界動向情報等提供）を行う。また再度

国、県、市町、支援機関等の行う支援策について広報により周知し、フォローアップを

実施する。 
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(4)目 標 

支援内容 現 状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

実施支援に係る 

巡回訪問延べ回数a 
30回 30回 40回 40回 48回 48回

実施支援に係る 

支援策の周知・提案回数b 
10回 10回 40回 40回 48回 48回

事業計画策定事業者数c 0名 5名 5名 10名 12名 12名

（特記事項）H28年度に職員数が１人減となる予定なので、当該年度から、人数に合わせて目標

を減らした。 

（担当１人あたりの数） 

支援項目a：（現状）6回 →（31年度）12回 
支援項目b：（現状）2回 →（31年度）12回 
支援項目c：（現状）0事業者 →（31年度）4事業者 

 

 
５．需要動向調査に関すること【指針③】 
経営発達支援事業の目標達成に向け、上記２．経営状況の分析を行った事業者に対

して、経営分析で把握した小規模事業者の設備・技術・ノウハウ・原材料・人的資源

等々を活用した事業計画の需要動向に関する情報について、「将来性判断に有効かつ

最新の情報として提供すること」を目的に、収集、整理及び分析し、上記３．事業計

画策定支援時、又は、上記４．事業計画策定後の実施支援に係る巡回訪問時や窓口相談

時に提供する。 

小規模事業者に寄り添い、情報を噛み砕いて分かりやすく提供することで、「的確な

経営判断を行う」効果を図る。 

 

(現状と課題・改善点と活用方法） 

現状で実施している「需要動向調査」は、事業者から伝え聞く程度の内容に過ぎない

し、データに基づいたものではなく感覚的、かつ、説得性に欠けているなどの課題があ

った。当会率先垂範にての自主商品開発事業の経験を元に考えと、支援スタート時点に

おける計画策定した事業の“市場性の見極め” が事業の成否に関わる。消費者・市場

の潜在的なニーズを発掘し、創造・想定、事業化するために必要不可欠なことは、5.

需要動向調査により有効な情報を把握することが重要なことである 。(今後の改善点)

事業の成否、商品開発の頓挫、商品化後(売れるか？売れないか？)は、これに掛かっ

ている。今後は、定期的に、目的を持って、積極的に情報を収集する調査へと改善し、

新たな需要開拓の方向性の決定や、新商品・新サービスの開発に活用する。 

 

(1)新規事業 情報収集方法【指針③】 
①経営状況の分析を行った事業者に対して、分析で把握した事業者の販売する商品・サ

ービス（技術）の需要動向に関する情報について、地域内のものについては、経営指導

員等が巡回訪問・窓口相談や業種別部会（商業・工業）等の会議開催時に聞き取りによ

る調査（下記①）を行う 

○「地域内需要動向調査」 

調査目的：当地域内の同業他社の需要動向に関する情報を調査することで、地域

内の需要動向に関する分析結果を提供し、新たな需要開拓の方向性の

決定や、新商品・新サービス開発のヒントに活用してもらうこと 

調査対象：地域内の小規模事業者（経営状況の分析を行った事業者と同業者） 

調査内容：経営状況の分析を行った事業者の販売する商品・サービス（技術）に

関する需要動向 

調査方法：巡回訪問・窓口相談や業種別部会（商工業）等会議開催時の聞き取り
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○「当商工会以外の機関・媒体が実施する調査・分析からの情報収集」 

収集目的：マクロ的な観点や多様な視点からの需要動向に関する情報を収集する

ことで、当地域外の需要動向に関する分析結果を提供し、新たな需要

開拓の方向性決定や、新商品・新サービス開発に活用してもらうこと

収集対象：経営状況の分析を行った事業者の販売する商品・新製品情報・サービ

ス（技術）に関する需要動向 

収集方法：当商工会以外の機関・各種媒体が実施する調査等を利用し収集する。

 

②その他各種媒体による調査例として以下記載   

○会員制ビジネスデータベースサービス「日経テレコンPOSEYES」を活用し、
ヒット商品・消費者動向を幅広く収集。また、商品企画・開発のヒントでは、商

品カテゴリー1650分類（加工食品と家庭用品）によりデータを閲覧・ダウンロー
ドしデータの情報収集を実施する。 

 

○amazon出品サービスである各種データランキングの活用。閲覧数・注文数ランキ

ング、週間・月間・時間・商品カテゴリ別売れ筋商品、売上急上昇商品、品薄予

測等々amazonシステムの各種ランキングデジタルデータを分析し活用する。

 

○新聞(主に栃木県新聞シェアで約70％の下野新聞・読売新聞2紙及び日経新聞)・テ

レビ(NHKまちかど情報室・テレビ東京WBS等)等において日々見聞きする目新しい

話題、新しい取り組み、新製品情報、新技術情報等情報収集を実施する。収集し

た情報は職員間で回覧し共有する他、カテゴリ別(経済動向、新しい取り組み、業

種別取り組み・景況等々) に分類し、さらにスクラップブックにおいて整理する。

 

③情報収集については、生活環境、年齢、性別、価値観等が違う当会全職員５人が、

客観的立場で日々接する種々の媒体において、需要動向について各種収集を実施するも

のとする。地域企業の新しい発想のきっかけ、発想のヒントになると思われるような“

モノ(新製品)・コト(出来事) ”について、それぞれの視点による“独自の感性・気づ

き”により、収集を実施するものとする。 

 

(2)新規事業 情報提供方法【指針③】 
①調査及び収集した情報は、項目や内容別に整理・分析し、対象事業者の現状等を見聞

きしながら、各事業所の取り組み内容を把握するとと同時に、それらに関連しそうな収

集した情報を事業計画策定後の実施支援に係る巡回訪問時や窓口相談時に提供し、新し

い取り組みを促していく。 

 

②商工館内には [新情報！【目からウロコ！】スクラップコーナー]を新設し、対象事

業者に客観的な視点から収集した関連スクラップ情報をアドバイス・ヒント事例として

提供する他、来館者にも関連情報を適宜提供していく。 

 

③定期的(年2回)に発行される商工会広報においても、適宜情報を選別・提供し、新し

い取り組みを促していく。      

 

(3)新規事業 情報収集の考え方【指針③】 
①アイデアの源泉となりうるヒント事例情報を日々見聞き、職員間で共有。記憶の引き

出しに数多く残すこと。[記憶に残る数多くの事例集＋事業所の独自性＋職員のヒラメ

キ＝新しい発想・提案]を生み出すきっかけになる。かも。 

 

②理想的な到達点としては、提供される情報で事業所の方が思いもよらなかった発想や

考え方に目が開かれる、または、全く想定外の新しい考え方、見方、視点、偏見や先入

観から解放、気づきとひらめきから新しい取り組みへと導く。 
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(4)新規事業 その他調査活動【指針③】 
①関連する小規模事業者の商品やサービス・技術等の業界・需要動向については、東京

ビックサイト等で行われる先進事例展示会への視察、また商・工業部会事業等機会をと

らえヒアリングし、地域の重要動向情報収集・分析を行う。 

 

(3)目 標 
 

項   目 現 状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

調査分析実施回数a 22件 22件 27件 30件 30件 30件

実施支援に係る情報提供回

数b 
44件 44件 54件 60件 60件 60件

（特記事項） 

H28年度に職員数が１人減となる予定なので、当該年度から、人数に合わせて目標を減ら

した。 

（担当１人あたりの数） 

支援項目a：（現状）4.4回 →（31年度）7.5回 
支援項目b：（現状）8.8回 →（31年度）15回 
 

 

 

 

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】 
経営発達支援事業の目標達成に向け、上記３．事業計画策定支援を行った事業者（ピ

ンポイントで販路開拓を目指す事業者を含む）に対し、上記５．需要動向調査で得られ

た情報に基づき、上記４．事業計画策定後の実施支援の一環として「課題の解決」を目

的に実施する。 

小規模事業者が苦手とし、手が回らない広報活動や、ＩＴの活用等、需要の開拓に寄

与する事業を行う。小規模事業者に寄り添い、売上げに直結する“具体的な支援”を行

うことで、「計画の実効性を高める」効果を図る。 

 

（現状と課題・改善点と活用方法） 

 現状で実施している「新たな需要の開拓に寄与する事業」は、当地域において創出さ

れたオリジナル自社製品群の需要開拓事業として、巻頭にて記載したとおり当会では既

に「自社製品売り込み隊」として活動中である。活動期間はＨ27年度までの3カ年計画

であったが、Ｈ32年度まで延長し当地域にて創出されたオリジナル製品群の需要開拓支

援を継続的に行う。 

この活動の中で、オリジナル製品群を取りまとめ、各種展示会(千葉：幕張ﾒｯｾ/大阪

府：買いまっせ！商談会/東京ビックサイト等)に独自で出展。成果として、創業者の方が

新しい取引先とつながる、ホームセンターと契約をする等一定の成果はあった。 

しかし卸売業者との卸価格の交渉の中で、利益を生み出すには非常に難しく、展示会

出展は手間・費用対効果で考慮すると、効果が低いなどの課題があった。 

生産者から消費者までの距離は、展示会・商談会は生産者→卸→販売店→消費者とな

る(場合によっては卸2社)。ゆえに、今後の販路開拓の中心は生産者と消費者を直結す

るネットにて、市場を限定しないネット通販を多重的に活用し、本事業における販路・

需要開拓に対して効果的な事業内容へと改善し、事業者の売上向上に直結させる。 

 

(1)既存事業改善 販路開拓における重点事業【指針④】 
①本事業における販路・需要開拓の中心は、EC市場シェア第2位かつ潜在的顧客が月間

4500万人訪問している「amazon.com」出品を中心とし、その他yahoo,ニッポンセレク

ト.com、商工会シフト等ネット通販を多重的に発展展開支援する。 
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(2)既存事業改善 展示会出展に関する考え方【指針④】 
①需要開拓を求めて個別で出展する事業者に対して、該当補助金の紹介・申請、実績報

告書作成支援、他出展に関する各種情報の提供・相談等支援を行う。 

 

(3)既存事業改善 ＥＣサイト活用事業の内容【指針④】 
①事業計画策定支援を行った事業者において各々ネット販売に関わる支援を行う他、小

規模事業者のデジタルデバイド解消するため、amazon等への出品・受注受付業務は、現

在運用している(有組)「ヒラメック」のメンバーの支援を得て実行する。 

 

②「amazon」月額負担金については、既に開設している(有組)ヒラメックが負担するこ

とで他出品者にとっては、必要最小限の費用負担でリスク無しに、amazonの月間約4500

万人の潜在的顧客に対して、自社製品を試すことができる。 

 

③その他費用負担のないyahoo、ニッポンセレクト.com等においても出品を増やすため

会員に内容を周知し、登録支援・受注受付代行を実施していく。 

 

④当会では既に複数のネットショップにて出品。当会複数のオリジナル製品・米等一般

の消費者からの注文受付を代行している。これを発展継続し、内容(説明文・掲載写真

等)も整備し、より効果的なものにしていきたい。 

 

(4)既存事業改善 地域における販促・宣伝活動【指針④】 
①また地域消費者への認知度を向上させる取り組みとして、現在も実施している地域の

各種イベントへの出店・出品は、都賀町商工会「自社製品売り込み隊」として今後も継

続出店していく。 

 

(5)既存事業改善 マスメディアに対する広報活動【指針④】 
①マスメディアに対する広報については、当会では現在までにＴＶ・新聞等多数の取材

があり出し尽くした感はあるが、今後新しく創出した新商品・サービスを適宜新聞等に

プレスリリースしていく。 

 

②またＨ27年1月当会開発ペット関連商品がNHKニュースおはよう日本「まちかど情報

室」にてアイデア商品として放映され、全国から多数の注文を頂いた。その機会に当会

のオリジナル商品群を取材スタッフに見本付きで情報提供。場合によっては何点かアイ

デア商品として紹介されると可能性？もある。テレビの影響力は実証済みであり、需要

拡大、モチベーションアップに大いに期待をしたい。 

 
(6)既存事業改善 対象商品【指針④】 
①地域で発掘する商品は、自社商品という“モノ”だけにこだわらず地元ならではのそ

ば・こだわりの米等事業者が手がける農産物等も対象とする。 

 

(7)既存事業改善 その他【指針④】 
①飲食業については、栃木県商工会連合会と連携した県下統一事業「スローライフ運動」

推進事業に取り組み、全県下を対象に作成されるパンフレット等に該当事業所を掲載

し、広く周知を行い需要開拓支援を実施する。 

 

②販路開拓の支援は、栃木県商工会連合会と連携した「ﾜｸﾜｸ系の店づくり事業」の手法

を活用することにより、消費者への「何故買わなければならないか」という「購入の動

機付け」を重要視し啓発を行うことで新たな需要開拓支援を行う。 

 

③販売促進の一環として、栃木市では蔵の街小江戸として観光振興を図っており[とち

ぎ小江戸ブランド]として登録商品の拡大及びふるさと応援寄附記念品拡充も図ってお

り、当商工会活動により排出されたオリジナル製品群も周知・販売の目的で登録を増や

すことで需要開拓を支援する。 
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(8)目 標 
 項目 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

各ネットショップ出品者数 2件 3件 3件 3件 3件 5件

地域イベント出店・出品 3回 3回 3回 3回 3回 4回

受注代行商品 2件 3件 3件 3件 3件 4件

ﾏｽﾒﾃﾞｨｱに対する情報提供数            1件 1件 1件 1件 1件 2件

 
 
Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
商工会が“地域総合経済団体”として行う、地域経済の活性化に資する下記取組（地

域振興事業）は、経営改善普及事業と一応の区別はできるものの、相互に有機的な関

連をもっている。また、地域経済の活性化は、地域に密着して事業を行う小規模事業

者の振興に直結するものであるので、今後共「面的支援」として取り組んでいく。 

特に当地域では、少子高齢化、商工業の後継者不足等々により地域経済は縮小傾向

である。 

またＨ26年栃木市との合併により、一行政区に栃木商工会議所と5商工会の経済団

体が存在する地域となった。地域経済の活性化に対して今後いかに栃木市、各経済団

体が緊密に連携して、かつ、効果的な「面的支援事業」創出できるかが課題となって

いる。この課題解決の為以下の事業を実施していく。 

 

(1)栃木市及び近隣経済団体等との協力体制 
①栃木市「商工観光課」と栃木商工会議所及び市内５商工会(大平、岩舟、藤岡、西方、

都賀)連携によりH25年6月に「栃木市商工経済団体連絡会議」を設立し、地域経済の活

性化を目的とした方向性等を協議、検討、事業実施をしている。以下実施事業A～B、

新規事業Cを記載する。 

(既存事業) 

A. 地域商工業者の活性化を目的として栃木市「商工観光課」、日本政策金融公庫佐野
支店と「栃木市商工経済団体連絡会議」が連携し、市の補助を得て、経営改善貸付

資金利子補給制度の検討し、実施(H26年から２年間試験的に実施)している。 

 

B. 栃木市観光支援として、市では蔵の街小江戸として観光振興を図っており[とちぎ小
江戸ブランド]として地域の栃木市らしさをアピールしたオリジナル品を登録・推

奨商品として認定している。審査委員には栃木市、商工会議所、市内5商工会他関係

者を含め、審査委員会を開催し、登録商品拡大に向け連携し、事業者の需要開拓支

援を実施している。 

 

(新規事業) 

C. 栃木市内の中小の商業活性化と消費者の利便性・消費促進を目的として、平成27年

度、2割プレミアム付き商品券「とちすけ商品券」(発行総額6億)発行事業を計画し

ており、近隣経済団体の共同事業として内容検討し実施する。 

 

この他、継続的(年6回)に栃木市商工経済団体連絡会議を開催し、地域経済の活性化に

資する効果的な事業の検討会を開催していく。 

 

②上記の他、栃木市近隣商工会(大平、岩舟、藤岡、都賀商工会と佐野市あそ、足利坂

西商工会)が連携し、「商工会第六ブロック連絡会議」を設立している。これにH28年

度から西方商工会が編入することとなり、今後地域経済の活性化を目的とした広域の事

業を検討していく予定である。 
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③また栃木市「総合政策課」では、ふるさと納税制度をH26年度から整備し、「ふるさ

と応援寄附記念品」の拡充を図っている。これに対しても当商工会活動により排出され

たオリジナル商品2点(にゃんハウス、米)登録しており、今後登録数を増やし、地域振

興の一環と同時に、日本全国に対し需要開拓を促進していく。 

※登録は自社製品のほか、加工技術(例：顧客が持ち込む着古した革ジャン・着物をハ

ンドバックに等)の商品化また新しい取り組みとして都賀の里山体験(農業体験・農産物

・民家宿泊)をパック化して、商品登録することも可能である。地域振興、地域経済活

性化の一環として取り組みたい。 

 

④都賀地域の経済の活性化に資する事業は、栃木市都賀総合支所「産業振興課」及

び「つがまち観光協会」との連携により、以下の都賀地域の各種イベントに協賛参加し

地域活性化を支援している。 

 

A.既存事業改善 地域イベント事業の実施 

○事 業 名：つがの里花まつり「花彩祭」 

つがの里「ハス祭り」 

      「まるまるまるごとつがまつり」 

 

○実施 主体：つがの里花まつり「花彩祭」つがの里花まつり実行委員会 

つがの里「ハス祭り」つがまち観光協会 

「まるまるまるごとつがまつり」まるつが実行委員会 

 

○実施 時期：つがの里花まつり「花彩祭」毎年4月1日から4月末迄の1ヶ月開催 

つがの里「ハス祭り」毎年6月第3週から2週間開催 

「まるまるまるごとつがまつり」毎年11月第3週日曜日開催 

 

○支援対象者：つがの里花まつり「花彩祭」都賀町内飲食店関係及び事業者 

つがの里「ハス祭り」都賀町内飲食店関係及び事業者 

「まるまるまるごとつがまつり」都賀町内飲食店関係及び事業者 

 

○事業 内容：上記各イベントは当地域活性化の一環において企画され、当地域の観

光振興・知名度の向上に多大なる貢献をしている。 

また計画策定時の実行委員会等組織構成においては、商工会正副会

長を含む職員もメンバーとして企画段階から参加し、方向性・課題等

を検討している。来場者はイベントによっては期間を通し1万人を超え

る事もある。  

 

○効    果：イベント会場に事業者を中心とした模擬店が店を並べることで、事業

者の自社商品の発表の場となる。 

また、一般消費者との直接的なコミュニケーションによる双方向の

会話の中から、顧客の要望や不満、競合情報などを把握、自社製品の

評価、ＰＲの場となっており地域経済への波及効果は極めて大きい。

イベント会場には商工会活動・自社製品を一般に周知する目的で当

商工会「自社製品売り込み隊」が今まで同様積極的に出店していく。

さらに、近隣地域で開催されるイベントについても、会員紹介パン

フレット等の配布を行うと同時に、各小規模事業者の製品販売を行い

需要開拓を支援する。 
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(3)目標 

項   目 現 状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

マル経利子補給制度利用者 11件 15件 15件 20件 20件 20件

とちぎ小江戸ブランド登録商品 2件 3件 5件 10件 10件 10件

プレミアム付き商品券取扱店数 0件 50件 未定 未定 未定 未定

ふるさと応援寄附記念品登録 2件 5件 5件 8件 8件 10件

出店者数（花まつり花彩祭） 5件 5件 7件 8件 10件 10件

出店者数（つがの里ハス祭り） 3件 5件 7件 8件 10件 10件

出店者数（まるつがまつり） 8件 10件 12件 12件 15件 15件

 

 

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   
経営発達支援事業の目標達成に向け、上記Ⅰ．経営発達支援事業の内容で掲げる事

業について「効果的かつ円滑に実施されること」を目的に取り組む。 

事業を推進する職員が、他商工会の職員や支援機関と、支援事例や支援ノウハウ、事

業者の現状、課題等について情報交換を行うことで、当会実施の事業がより円滑、効果

的に推進できるよう目標とする。 

また、役員は、他商工会の役員と、支援体制や商工会の現状と課題等について情報交

換を行う。 

 

（現状と課題・改善点と活用方法） 

 現状で実施している「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」は

、他商工会の職員が集まる会議やセミナー時等に不定期かつ雑多に行っていたほか、日

本政策金融公庫のマル経協議会や足利銀行、栃木信用金庫との金融懇談会での情報交換

など、金融に係るものへの偏重、懇親会、義務的であるなどの課題があった。 

今後は、近隣商工会との情報交換会の開催、商工会以外の支援機関との情報交換など

を定期的に行うほか、有益な情報交換を行うテーマの設定へと改善し、事業者支援に効

果的に活用する。 

 

(1)既存事業改善 

当商工会が所属する「栃木市商工団体連絡会議」及び「商工会第６ブロック連絡会議」

(構成下記※)で職員同士の情報交換会を年に1回開催し、支援事例とその効果・留意事

項、支援内容の傾向、特殊事例、新しい支援策の利用方法といった支援ノウハウや現状、

課題、業者の需要動向等について情報交換を行い、経営指導員等による効果的な小規模

事業者支援の推進を図る。また、情報交換会には、適宜県よろず支援拠点、県産業振興

センター、中小企業診断士等の商工会以外の支援機関関係者を招へいする。 

※(再掲)「商工会第６ブロック連絡会議」 

構成：市内5商工会(大平、岩舟、藤岡、都賀)(H28年度より西方商工会編入)及び

佐野市あそ商工会、足利坂西商工会 
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※(再掲)「栃木市商工経済団体連絡会議」 

  構成：栃木市「商工観光課」と栃木商工会議所及び市内5商工会(大平、岩舟、藤岡、

西方、都賀) 

(2)既存事業改善 

第6ブロック6商工会(H28年度より西方商工会の編入で7商工会)の正副会長（事務局責

任者帯同）で構成する「商工会第6ブロック連絡会議」において、支援の体制や環境、

地域の経済動向及び商工会の現状と課題等について情報交換を行い、経営発達支援計画

を効果的に進める組織体制の整備を図る。 

(3) 既存事業改善 

栃木県商工会連合会で開催する「事務局長セミナー（下記２．※５）」（年１回開催）

で県内の経済動向や商工会の現状と課題等について、「経営指導員セミナー（※５）」

「経営支援員セミナー（※５）」「技術向上セミナー」（各、年１～２回）で第6ブロ

ック以外の商工会と、支援ノウハウや現状、課題等について情報交換を行う。 

(4) 既存事業改善 

日本政策金融公庫佐野支店主催で毎年2回開催される「マル経協議会」に経営指導員

等が参加し、金融支援ノウハウや地域経済の動向等について情報交換を行う。 

 

 

 

 

 

2.経営指導員等の資質向上等に関すること 

経営発達支援事業の目標達成に向け、上記Ⅰ．経営発達支援事業の内容が「効果的か

つ円滑に実施されること」を目的に取り組む。 

事業を推進する職員の研修派遣、ＯＪＴ、勉強会開催により資質向上を図るほか、当

商工会組織としての支援ノウハウの共有及び蓄積を行う。 

 

（現状と課題・改善点と活用方法） 

現状で実施している「経営指導員等の資質向上等」は、研修への派遣は行うものの計

画性が無い・共有されない、取り組みが個々の職員の意欲や能力次第、、笛吹けども踊

らず的、組織的な蓄積がなされないなどの課題があった。 

今後は、職員自身で目標を設定し、自主的な目標テーマに沿った資質の向上(方法は

自身による選択)、計画的な研修派遣、、組織的な支援ノウハウの共有及び蓄積ができ

るよう改善し、事業者支援に効果的に活用する。 

 

（事業内容） 

 (1) 既存事業改善 

①栃木県商工会連合会における「事務局長セミナー」､「経営指導員セミナー」､「経営

支援員セミナー」（※５）に派遣し、職員の資質向上を図る。また、中小企業大学校や

中小機構からの先進事例や高度な経営支援のノウハウの情報提供を受けたり、セミナー

へ職員を派遣（「基礎研修（税務・財務診断／経営診断基礎）」：新たに経営指導員資

格認定試験に合格した者が対象。／「専門・上級研修」：経営指導員が対象。地域の課

題や県の施策動向に応じた専門的な知識を習得。原則として５年に１回受講。）するこ

とにより、「売上の向上」や「利益の確保」に向けた支援能力向上を図る。 
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（※5）商工連が毎年１回行う職種別基礎研修（6時間程度）。平成26年度内容は次のとおり。

種 類 内   容 （ 講 師 等 ） 

 

事務局長 

セミナー 

・県の商工施策と商工会に期待すること（商工会員・県議会議員） 

・小規模基本法制定等小規模企業振興について（全国商工会連合会） 

・小規模基本法、支援法、県商工施策に対応した小規模企業支援等（グルー

プワーク） 

 

経営指導員 

セミナー 

・県の施策説明（栃木県経営支援課） 

・マル経融資制度の取り扱い（日本公庫宇都宮支店） 

・公正取引委員会の活動及び独禁法（公取委取引企画課） 

・販売促進、販売力向上支援のための実践的なポイント（コンサルタント） 

 

経営支援員 

セミナー 

・県の施策説明（栃木県経営支援課） 

・経営革新計画等の実践事例と商工会職員に求めること（商工会員・栃木県

青年部連合会長） 

・販売促進、販売力向上支援（中小企業診断士） 

 

②既存事業改善 

日常の巡回により小規模事業者の課題を客観的立場から発掘し、栃木県商工会連合会

と連携した各種専門家派遣制度を積極的に活用する。この相談案件に職員が同行するこ

とで専門家の指導・助言内容・手法を学び盗るＯＪＴにより支援能力向上を図る。 

※尚、当商工会はH26年度においては専門家派遣事業利用回数は、栃木県下1番である。

 

③既存事業改善 

企業力ランクアップ事業実施については、日本経営品質協議会による「セルフアセッ

サーセミナー」に経営指導員を参加させ、「経営品質」への実践的な取り組み支援策を

学習させ実践的な対応ができる体制を構築する。 

 

④既存事業改善 

栃木県商工会連合会で実施している「ワクワク系の店づくりセミナー」等へ積極的に

全職員を参加させ、「動機付け」や「売れる仕組みの構築」の実践例などを学習し、売

上向上支援を促進させる。特に若手職員については、ベテラン職員と同行し、指導・助

言内容、情報収集方法等を学ぶなど、ＯＪＴにより伴走型の支援能力の向上を図る。 

 

⑤新規事業 

各研修参加者の復命は、資料付きで全職員に回覧し情報共有化を図るとともに、朝礼(週

１回)・指導事例発表等内部勉強会(月１回)開催し職員指導レベル向上に繋げる。 

 

⑥新規事業 

当商工会内で開催される[アイデア商品開発販売実践者セミナー] [ネット通販関連セ

ミナー] [特許庁 先行技術調査セミナー]等、当会職員も参加することで各種知識習得、

資質の向上を図る。 

 

⑦新規事業 

1.地域の経済動向調査(2)記載の新聞・雑誌・テレビ・ネット等において日々見聞きす

る新しい取組、新製品情報、新技術情報等々各自収集した地域情報を、職場内で回覧す

ることで、職員各自担当事業所に関連情報をアドバイスすることができる。前記常に意

識し、事例情報を多数蓄積することで支援ノウハウの質の向上、経営指導源泉となる。

 

⑧新規事業 

当商工会経営発達支援計画推進の実効性を高め、資質向上を図るため、知的財産関連

の支援能力向上のため、国家資格である「知的財産管理技能士」を複数の職員が取得を

目指す。 
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⑨新規事業 

栃木県主催、栃木県産業振興センター知的財産支援部実施「知的財産マッチング支援

事業」支援機関向け勉強会(7月15日開催)に参加する。講演内容は開放特許・知的財産

マッチング、開放特許によるビジネス創出、中小企業の製品・商品の事例、支援機関は

何をすれば効果的か？等について学ぶ。 

 

 

 

 

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 
毎年度終了後、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  既存事業改善 
栃木県商工会連合会による県内３５商工会の統一目標である下記「年度別のアクショ

ンプラン」の実践状況による判定を行う。（平成27年度の項目等は下記《別表Ｂ》のと

おり。「Ⅰ．経営発達支援計画に係る取り組み」を追加。本経営発達支援計画に定めた

事業の実施期間は、平成27年度当初に遡ることとしたため、この区分に属する項目につ

いては、当商工会の独自目標として（計画認定前は）取り扱い、事業を進める。 

 

②  既存事業改善 

アクションプラン実績表においては、当商工会総会資料に、①のアクションプランの

実績表を掲載し、理事会、総会等上記事業の遂行状況を説明すると共にホームページで

公表し、会員以外の小規模事業者も情報を閲覧できるようにする。 

（栃木県商工会連合会で、年２回、県内35商工会の実績を集計し、結果を理事会等で報

告すると共にホームページで公表する。） 

 

③  新規事業 

理事会等で事業内容検討及び達成状況等を審議することにより、次年度以降にどの部

分を重点的に実行することが必要なのかが明白となる。さらに、正副会長の他、栃木市

役所産業振興課職員や外部の学識経験者（中小企業診断士、税理士等を予定）で『経営

発達支援計画検証委員会（仮称）』を組織し、年1回、本計画の年度目標（Ｐ）に対す

る実績（Ｄ）を報告し、目標達成事業効果や未達成事業の理由や原因について評価・検

証（Ｃ）し、推進方法等の見直し（Ａ）を審議する。審議結果は理事会や業種別部会会

議等に報告し、次年度以降の事業推進に反映させ、ＰＤＣＡサイクルを有効に進める。

 

④  新規事業 

実施した事業の評価及び見直しの審議結果は、地域の小規模事業者が常に閲覧できる

よう、当商工会のホームページで公表する。  
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※ 上記③都賀町商工会『経営発達支援計画検証委員会（仮称）』に提出する資料の一

例を示すと、次のとおり。「経営発達支援計画事業チェック表」（イメージ） 

＊本県・大平町商工会で作成したものを共有した。各事業ごとに、内部評価、外部評価

をし、そのギャップについて検証を行いながら課題の抽出を行う。 

  評価基準 

経営発達支援計画事業チェック表 1 未実施であった 

（案） 2 未実施であるが、取組む活動を行った 

 3 計 画通り実施したが目標達成に至らなかっ た 

 4 計画通り実施し、目標の達成に近づくことができた  

 5 計画通り実施し目標を達成した 

  

№ 事 業 名 実施経過 内部評価 外部評価 備 考 次年度への取り組み 

1 創業セミナーの開催 実施済 ４  創業者２名 個別対応にて支援する 

2       

3       

       

       

 

《別表Ｂ》「年度別のアクションプラン」 
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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８月現在）

（１）組織体制 

①都賀町商工会 (全体) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 経営発達支援事業の実施体制 

（事業の総括）会 長 

（事業の執行・体制整備）理事会 

（事業の実行推進）事務局（全職員５名） 

（事業の実施協力）商業・工業部会、青年部、女性部 

 

 

(２)連絡先 

  ①名  称 都賀町商工会  

  ②住  所 〒328-0103 栃木県栃木市都賀町原宿 536番地 

  ③電話番号 0282-27-4488 

④FAX番号   0282-27-4488 

  ⑤ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ  http://tsuga.shokokai-tochigi.or.jp/i.or.jp  

⑥ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  tsuga_net@shokokai-tochigi.or.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員367名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 長 副会長 理 事 

監 事 

青年部

女性部

部会（商 業・工 業） 

委員会（総 務・事 業・研 修） 

事務局（経営指導員2名、経営支援員3名） 

   理事会 
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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 

(平成 2 6年月以降 )      

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 

 

31,000 32,000 33,000

 

34,000 35,000

 経営改善  

普及事業費 

 

31,000 32,000 33,000

 

34,000 35,000

 

調達方法  

 

会費収入、国補助金、県補助金、全国連補助金、商工連補助金、市補助金、 

 

特別賦課金、手数料、使用料、加入金、寄付金、雑収入 

 

 

（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 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

・当商工会の独自調査以外の調査結果について提供を受けること 

・当商工会が行う調査の全県集計・整理・分析 他 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

・専門的かつ高度な分析に係る支援（専門家派遣） 

・財務診断サービス等の提供を受けること 他 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

・専門的かつ高度な計画策定に係る支援（専門家派遣） 

・融資を含む金融支援 

・計画策定アプリの提供を受けること 他 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

・専門的かつ高度な実施支援に係る指導・助言（専門家派遣） 

・支援策の提供を受けること 他 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

・当商工会の独自調査以外の調査結果について提供を受けること 

・調査に係る情報提供を受けること 他 

 

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】 

・当商工会以外が実施する支援事業への参加 

・インターネットを利用した支援サービスの提供を受けること 他 
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（ 

連携する内容 

 

･経済動向調査、景気動向調査、新聞等スクラップ情報収集分析、ECサイトシステムデータの分析…… 情報の提供、アイデアのヒント提供 

･経営分析・需要動向調査…… 日常業務による支援、企業力ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ事業 

①  回指導､窓口指導、②ﾌﾞﾛｯｸごとの集団ｾﾐﾅｰ､③個別相談会の開催、④巡回によるﾌｫｰﾛｱｯﾌﾟ 

･事業計画の策定・実施支援･創業､事業承継支援  

･販路開拓支援…… ﾈｯﾄｼｮｯﾌﾟ活用事業、ﾜｸﾜｸ系の店づくり事業、ｽﾛｰﾗｲﾌ推進事業…広報、ＰＲの実施 

･創業、事業承継支援……創業塾の開催、協賛,後継者バンクへの登録 

 

 

連携者及びその役割 

 

･栃木県 知事 福田富一 〒320-8501  栃木県宇都宮市塙田1-1-20  ℡028-623-2323 ………… 小規模企業経営支援事業費の確保､専門家派遣 
 
･栃木市 市長 鈴木俊美 〒328-8686  栃木県栃木市万町9-25    ℡0282-22-3535 ………… 商工会への運営補助金､地域振興事業の実施、各種補助金・支援事業 

「総合政策課」 ℡0282-21-2302 「商工振興課」 ℡0282-21-2508 
       
･栃木市都賀総合支所 支所長 青木康弘 〒328-0111  栃木県栃木市都賀町家中5982-1 ℡0282-29-1104 

…… 商工会への運営補助金・事業補助金、監査、地域振興事業の実施、各種連携・支援事業 
 

･金融機関等 …… 各種情報の提供及び小規模事業者への融資等の相談支援 
日本政策金融公庫 佐野支店 海老名 隆事業統括  〒327-0024  栃木県佐野市亀井町2649-3 ℡0283-22-3011  
㈱足 利 銀 行 都賀支店  長谷川 功センター長    〒328-0111  栃木県栃木市都賀町家中5986  ℡0282-27-5726  
栃木信用金庫 都賀支店    関浩 幸 支店長        〒328-0111  栃木県栃木市都賀町家中2332-9 ℡0282-27-1711  
栃 木 銀 行   栃木北支店 前橋 克則 支店長       〒328-0071  栃木県栃木市大町32-3 ℡0282-20-3311 
栃木県信用保証協会 伊藤 勤 会長             〒320-0806  栃木県宇都宮市中央3-1-4 栃木県産業会館5F・6F ℡028-635-2121 

 
･認定支援機関・その他の関係機関 ……… 各種情報の提供及び小規模事業者への専門家派遣、後継者バンク、支援ノウハウ等各種情報収集・提供 
                    栃木県商工会連合会 中村 彰太郎 会長                〒320-0806  栃木県宇都宮市中央3-1-4 栃木県産業会館6F ℡028-637-3731 

        (公財)栃木県産業振興センター 柳 道夫 理事長       〒321-3226  栃木県宇都宮市ゆいの杜1-5-40 ℡028-670-2618 
栃木県よろず支援拠点 ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 矢口 季男             〒321-3226  栃木県宇都宮市ゆいの杜1-5-40  ℡028-670-2618   
(独)中小企業基盤整備機構 高田 担史 理事長          〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル  ℡03-3433-8811        
宇都宮商工会議所 北村 光弘 会頭  栃木県事業引き継ぎ支援センター 

                  〒320-0806  栃木県宇都宮市中央3-1-4 栃木県産業会館1F ℡028-612-4338 
ミラサポ運営事務局 ℡0570-05-7222 

 
･連携する支援機関 ……… 支援ノウハウ、支援現状情報交換、セミナー協賛 
            商工会第6ブロック連絡会議 日向野孝夫委員長     〒328-0103  栃木県栃木市都賀町原宿536  ℡0282-27-4488  

栃木市5商工会連携会議   日向野孝夫委員長      〒328-0103  栃木県栃木市都賀町原宿536  ℡0282-27-4488  
栃木市商工経済団体連絡協議会 大川吉弘会長      〒328-8585  栃木県栃木市片柳町2-1-46  ℡0282-23-3131  

            栃木市つがまち観光協会 日向野孝夫会長       〒328-0111  栃木県栃木市都賀町家中5982-1 ℡0282-29-1104 
 

･その他関連する支援機関先 ………各種調査、情報収集等 
           特 許 庁 〒100-8915 東京都千代田区霞ヶ関3-4-3 ℡03-666-880  1https://www.jpo.go.jp/indexj.htm   

特許情報プラットホーム ℡03-666-8801   https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage 
日経テレコン POSEYES  https://t21.nikkei.co.jp/g3/CMN0F11.do 

amazon出品サービスランキングデータ http://aws.typepad.com/marketplace_jp/ranking_data/ 
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連携体制図 
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■新製品開発・知財支援（４ページ掲載）参考資料 
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