
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
「小山商工会議所（法人番号 ４０６０００５００４９１２）」 

実施期間 平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日 

目標 

当地域は大企業や大手流通業に依存しない、小規模事業者の自立した経営の実現

と地域活性化が求められている。当計画は、小規模事業者が持続的発展を実現する

ために、伴走型支援を実現して「売上の向上」「利益の確保」を図る事を目的とし

て、今後５年間にわたり下記項目を実施する。 

① 小規模事業者に対して、経営指導員等による伴走支援の強化 

② ビジネスプランの策定支援による経営力強化 

③ 新たな需要開拓による競争力強化 

④ 地域資源の活用による事業付加価値増強支援 

➄ 経営力の向上に繋がる情報の収集、整理、提供 

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 

    既存の経済動向調査を活用強化するとともに、新たにエリア別マップやエリ

ア別世帯数・居住人口の数値を把握して、小規模事業者の需要動向調査・売

上予測・商圏設定・販路開拓に活用する。 

２．経営状況の分析に関すること 

   ターゲットとするライフステージごとの経営課題を抽出し、対応策を講じて

小規模事業者の持続的発展に役立てる。 

３．事業計画策定支援に関すること 

   経営計画書の作成支援や活用方法の理解を通じて、計画経営の重要性を認識

していただき、小規模事業者の持続的発展に役立てる。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

   経営計画書に沿った事業展開を図り、持続的な成長を促進するために、フォ

ローアップ体制を構築して支援する。 

５．需要動向調査に関すること 

   小規模事業者の戦略の方向性が市場のニーズに見合ったものとするために

需要動向に関する情報の収集、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 

   地元金融機関等と連携して商談会・展示会等の出店を促すとともに、IT を活

用した販路開拓策の支援をして小規模事業者の販路開拓に貢献する。 

 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組 

小山市の基本方針である「開運のまち おやま」を推進。また、市内３商工会

や市内３大学等の学生と一緒に地域活性化事業に取り組み、街の賑わいを取戻

します。 

連絡先 

連絡窓口 小山商工会議所中小企業相談所 経営相談課 

住  所 〒323-8691 栃木県小山市城東 1丁目 6番 36 号      
電話番号  0285-22-0253  FAX 0285-22-0245  

URL http://wwww.oyama-cci.or.jp  

Ｅ－mail info@oyama-cci.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．地域の概要 

   
 

 【歴史的背景】  

今から約４００年前の慶長五年（１６００年）７月、会津の上杉討伐へ向かっていた徳川家康は、

小山に滞陣中、上方で石田三成らが挙兵したとの報を受け諸将と評定を行う。家康は会津攻めの中

止を決定、諸将は西上を始めるがこれが後に言う「小山評定」である。家康は豊臣恩顧の大名を味

方に付け、関ヶ原で西軍の石田三成等を滅ぼし、やがて征夷大将軍となる端緒を開いた。平成２７

年は家康没後４００年を迎え、徳川幕府を決定づけた「開運のまち」として改めて脚光を浴び、徳

川家康公４００年祭と銘打った様々なイベントが企画された。 

  江戸時代は小山宿・間々田宿・新田宿は奥州街道・日光街道の宿駅として東北各藩の参勤交代な

どおびただしい人馬が往来し、小山宿には旅籠屋が、７５軒あり賑わったと言われている。 

 

【交通網】 

明治１８年東北本線(現宇都宮線)が開通し、続いて小山～前橋間の両毛線、小山～水戸を結ぶ水

戸線が開通。昭和２８年には水戸と前橋を縦に結ぶ国道５０号線が開通しました。昭和４０年代に

は国道４号線の渋滞問題が発生し、新４号線の工事が着手され平成４年に全線が開通した。この間

昭和５７年東北新幹線が大宮～仙台間で暫定開業し、小山駅は大宮から最初の停車駅、栃木の南玄

関口としての重要な位置を占めている。新幹線による首都圏への通勤者は年々拡大の一途でありま

す。在来線は宇都宮線が、湘南新宿ライン、上野東京ラインとして東海道線に乗り入れ、栃木と鎌

倉・熱海が乗り換えなしで往復が可能となり、様々なメリットが相乗効果として出ている。 

水戸線・両毛線は発着駅となっており、水戸方面や足利・群馬方面への往来も自由で、交通の利

便性が高く他市町村から人口が流入する大きな要素となっている。 

  

【人口推移】 

  首都圏まで新幹線で４２分、湘南新宿ラインや上野東京ライン等在来線の交通の便も非常に良い

ため、都心への通勤・通学圏としてベットタウン化が加速、人口は現在１６万７千人（平成２７年

１２月現在）と毎年増加の一途をたどり、宇都宮に次いで県内第２の都市となっています。 

  また本社を東京等とした大企業の工場が生産拠点を移している。昭和３０年代から富士通・コマ

当会議所が立地する小山市は栃木県の南部、

首都圏から北へ６０キロに位置し、県北部の 

山林・山岳地域に対して海抜 12 メートルの 

平野部に面し、その間に散在する山地とその 

間を流れる各河川とが複雑な気象を表し、内 

陸性的気候を示し風雪等の影響は極少ない地 

域である。 

総面積は１７１Ｋ㎡で東側を茨城県に接し 

県南は渡良瀬遊水地を挟んで埼玉・群馬県に 

隣接している。当市は交通の要衝で東北新幹 

線の停車駅でもある小山駅を中心に商業地域 

工業地域、住宅地域、そして思川西部に農村 

地域を形成している。 

50 
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ツ・昭和電工・古河グループ等の大手企業の進出があり、県・市の施策により新工業団地の造成が

相次ぎ、企業誘致の成功も従業員の移住につながっている。 

  さらに、首都圏に比べて不動産価額が比較的安価で、大手ハウスメーカーやデベロッパーの営業

展開による首都圏通勤者の移住が多くなっている。 

 

・人口推移 

 S15 年  60,551 S40 年 90,632 H2 年 142,262 H23 年 164,556

20  82,116 45 105,346 7 150,115 24 164,735

25  82,880 50 102,264 12 155,198 25 165,176

30  83,758 55 127,226 17 160,150 26 165,484

35  83,455 60 134,242 22 164,454 27 166,368

（単位：人、出典:小山市統計年報経済センサス-活動調査、平成 26 年度版、県内人口は宇都宮市 

５１９千人、栃木市１５９千人、足利市１４９千人）。 

   

【産業構造の推移】 

昭和３０年代における、我が国経済のめざましい発展は、想像を超える速さと規模で都市化、工

業化が進展した。首都圏に位置する小山市は、昭和２９年１２月２５日の「小山市工場誘致条例」

 と昭和３１年６月１日に施行された「首都圏整備法」により、小山市は北関東屈指の工業都市とし

て、また文化、経済各版に渡る有数の都市として発展してきた。 

  首都圏から至近ということ、交通の要衝という条件の下、東京等に本社を置く企業が小山工場と

して数多く誘致されている。 

産業分野では、前述の大手製造業の進出等により県内第２位の製造品出荷額があり製造業が中心

の都市と言える。 

商業サービス業では、他都市と同様、郊外にイオンモールやハーヴェストウォーク（大型ショッ

ピングモール）があり、また、ＪＲ小山駅から東南５Ｋm離れた「城南地区」には紳士服・スポー

ツ・飲食店をはじめ、多くのナショナルチェーン店が進出しているために市民の消費行動は、この

地区が中心になっている。 

   小山市の事業者数は６，８５７事業所（平成 24 年 2 月 1日現在）、従業者数は 7万３千人となっ

ている。産業別で見ると卸小売業が１，７71 事業所（25.8%）、次に宿泊・サービス業が８４０事

業所（12.3%）、続いて不動産、物品賃貸業が６９５事業所（10.2%）となっている。 

  

・業種構成                       

産 業 H３年 H２１年 H２４年 対比(3-24) 

卸売業・小売業 ２９．７％ ２７．１％ ２５．８％ ▲３．９％ 

宿泊業・飲食サービス業 １１．９ １２．１ １２．３ ０．４ 

不動産業・物品賃貸業 ６．９ １０．０ １０. ２ ３．３ 

建設業 ９．９ ９．９   ９．９     ０ 

生活関連サービス業・娯楽業 １０．３ ９．１ ９．２ ▲１．１ 

製造業 １４．０ ８．６ ８．６ ▲５．４ 

医療・福祉 - ５．４ ５．８ - 

学術、専門・技術サービス業 - ３．５ ３．５ - 

教育・学習支援 - ３．１ ３．３ - 

その他 １７．３ １１．２ １１．4 ▲５．９ 

合計 １００ １００ １００ - 

      (出典：小山市統計年報、平成２６年度版経済センサス-活動調査。平成 24 年 2 月１日現在) 
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・業種別の事業者数の推移  

産 業 H３年 H２１年 H２４年 対比(3-24) 

卸売業・小売業 ２,３０８ １,９７９ １,７７１ ▲５３７ 

宿泊業・飲食サービス業 ９２９    ８８４   ８４０ ▲ ８９ 

不動産業・物品賃貸業 ５３４    ７３２   ６９６  １６２ 

建設業 ７６９   ７２１     ６７７ ▲ ９２ 

生活関連サービス業・娯楽 ８０７   ６６６   ６３２  ▲１７５ 

製造業 １,０９２    ６２３   ５８９ ▲５０３ 

医療・福祉 -    ３９７   ４０１ - 

学術、専門・技術サービス業 -    ２５４   ２４０ - 

教育・学習支援 -    ２２３   ２２６ - 

その他 １,３４５    ８１５   ７８５ ▲５６０ 

合計 ７,７８４ ７,２９４ ６,８５７ ▲９２７ 

   (出典：小山市統計年報、平成２６年度版経済センサス-活動調査。平成 24 年 2 月１日現在) 

 

関東ローム層の大地で昔から桑が栽培され、養蚕が盛んな地域で在った。蚕から紡いだ絹糸は結

城紬として連綿と平安時代から続いている。絹織物は着物以外に、ひも・バッグ・名刺入れ等の部

材として様々に加工されている。 

   また、江戸時代に栽培が始まった夕顔は、細く「ひも状」に剥かれ、乾燥して「かんぴょう」と

なり、寿司には欠かせない素材となっている。かんぴょうは栃木県が日本一の生産を誇っているが、

生産地は小山市、壬生町、下野市、上三川町にまたがって一大産地となっている。 

  その他農産物としては、はとむぎ、二条大麦（ビール麦）、小麦（イワイノダイチ）の生産高は

全国上位の生産高となっている。 

  

 

２．地域の現状と課題 

（１）地域の現状 

  当市は、県の南玄関と称され、一体に起伏が少なく、市の中央を南流する思川を境にして東部台

地上は市街地があり、概ね平坦な畑地帯、そして県下屈指の工業地帯と、これに伴う住宅団地とな

っている。西部は 思川、巴波川の流域に沿って関東の米どころといわれる肥沃な水田地帯を構成

し、はるかに眺める日光連山、陸の松島・大平山の雄姿が絵を思われる絶景の地である。豊かな自

然現象、鎌倉時代以降の歴史的・文化的な背景が当市のバックボーンとなっている。 

  道路と鉄道の要衝で、東京から至近であることから企業・大型店が相俟って進出し、旧小山遊園

地跡の「ハーヴェストウォーク」「イオン等大型量販店」には近隣市町村からの買物客があふれ地

理的な強みを発揮している。 

 

  道路は国道４号線・５０号線が縦横に交差し、南北～東西に延伸している。車社会の到来から渋

滞緩和のため、いずれも郊外に新国道が開通している。特に新４号線には中心地から１０分程度で

到達し、首都圏や県北からの往来に極めて至便である。 

  しかしながら、東北縦貫道、北関東自動車道、圏央道はいずれも小山市からは遠方の場所を通過

し恩恵には浴せず、高速道路に乗るためには最低３０分以上を要するのが実情である。 

鉄道は新幹線の停車駅として、東京始発から大宮に続く次の停車駅となり、東京～小山間を４２

分で結んでいる。新幹線の１日当たりの乗降客数は５,０４２人でＪＲ東日本管内では第１４位と

なっている。（２０１３年）。 

在来線は宇都宮線が通り、両毛・水戸の二線が分岐し発着駅となっている。また宇都宮線は湘南

新宿ライン・上野東京ラインとして東海道線への乗り入れは、栃木方面から乗り換えなしで大船・



- 4 - 
 

熱海という神奈川県との往復が可能で、当市にとってもメリットが多い。交通面では至便であり、

まさに関東北部の交通の中心となっている。 

 

昭和３５年から５０年までの１５年間の間に、当市が農村型から都市型に大きく変貌した。 

 特に昭和３６年度以降の工業立地政策が浸透したことと、交通の要衝の地の利を得たことから年々

増加の傾向を増し、ついに昭和４４年６月には１０万人を突破した。年齢階層は農村型のピラミッ

ド型から壷型への変化は当市への生産年齢人口がかなり多く流入していることを示している。 

  流動人口の推移をみると、流出人口よりも流入人口が多いことがわかる。    

           

 

 

      

      (出典：小山市統計年報、平成２６年度版。平成 24 年 2 月１日現在) 

 

  首都圏から至近ということ、交通の要衝という条件の下、東京に本社を置く企業が小山工場とし

て多く誘致されている。圏央道開通に伴う新 4号国道の利便性向上を活用し、当該国道沿線での新

規工業団地開発や企業立地優遇制度等による積極的な企業誘致を図ることにより、小山市に人と企

業を呼び込むとともに、地元企業に対する支援の拡充をすることにより、新たな雇用を創出しなけ

ればならない。 

 

  代表的な名産品は、「本場結城紬」や「かんぴょう」である。小山市は、「水と緑と大地」の豊か

な自然と、高い技術によって生産される優れた産物や地域資源がある。ラムサールふゆみずたんぼ

米・はとむぎ・二条大麦（ビール麦）・小麦・大豆・いちご・おやま和牛・おとん豚等の農畜産物、

米パン・地酒等の加工品、間々田ひも・下野人形等の伝統工芸品、渡良瀬遊水地・祇園城跡・須賀

神社などの歴史・観光地域資源があります。 

  これらの地域資源をどのようにブランド化して、外部に情報発信するかが課題となっている。 

   桑の実、桑の葉、おやまうどん小麦の里、うどんの街としての外部発信も課題です。 

今後、農商工連携、地域資源活用事業、６次産業化を促進することが喫緊の課題となっている。

 

（２）地域の課題 

  小山市は、昭和３０年代以降の工業立地政策、交通の利便性、首都圏との至近性、災害等の比較

的少ない地域であることから大手企業が進出を果たしている。 

しかし、日本を代表する製造業が多く進出しているにも係らず、地元中小・小規模事業者との取

引関係が、弱い事が挙げられる。これには様々な要因が考えられますが、まず、大手企業と地元中

小・小規模企業との技術的交流が少ないこと、大手企業の求める製品品質水準を満たしていないこ

と等が、要因として挙げられる。 

技術の革新が進まないなかで、中小企業は自然淘汰され減少を余儀なくされており、具体的には

15 年間で約 1,000 社の減少となっている。 

ＪＲ小山駅東口が開設され、工業団地、大型商業施設、量販店、スーパー、飲食サービス業等は

ほとんど東口エリアに集中しています。それに伴って住宅地が開発され人口、世帯も東口エリアが

著しく伸びている。 

  反面、西口エリア（旧中心市街地）の商店減少・空き店舗化・住民流出など中心市街地の地盤沈

下が急速に進んでおり買い物難民の発生の要因となっている。 

  西口再開発は喫緊の課題であり、現在、商店街・小山市・会議所が一体となり活性化策に取り組

んでいる。 

 S６０年 H２年 H７年 

流出人口 (人) 

（内従業者のみ） 

 １８,７１９ 

 １４,２１９ 

２３,９５０ 

１８,１３８ 

２７,１３６ 

２１,５１３ 

流入人口 (人) 

（内従業者のみ） 

  ２１,６３６ 

  １８,９４６ 

２６,９９４ 

２２,３３２ 

３２,２４１ 

２６,７４８ 
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小山駅ビル「ＶＡＬ」と連結した、商業施設「ロブレ（総合スーパーイズミヤ）」が昨年８月を

持って２０年の歴史の幕を閉じました。東口の繁栄に比べこれら大型施設の撤退が西口衰退に拍車

をかけている。 

 

交通面では、国道４号線・５０号線が交差し、鉄道は新幹線の停車駅で東京～小山間を４２分で

結んでいる。在来線は両毛線・水戸線が分岐し、宇都宮線は新宿湘南ライン・東京熱海ラインとし

て東海道線への乗り入れており、まさに関東北部の交通の中心となっている。 

新４号線には、中心地から１０分程度で到達し、首都圏や県北からの往来に極めて至便であるが、

高速道路を利用する場合は、最低でも佐野・鹿沼まで約３０分以上を要し、利便性に劣ることとな

っている。 

 

  以上を総合すると、当市は大手企業が地域経済産業をリードし地域の発展に寄与してきました

が、中小企業と大企業との技術的「クオリティ」が乖離したままの状況で推移したこと、イノベー

ション（画期的な新技術やまったく新しい物事の仕組みを創造し、世の中に変革を促すような「技

術革新」）の推進が進まず、旧態依然としたクオリティから、ハイクオリティへの対応の転換が図

れなかったことがあげられる。 

  また、駅西口の中心市街地の地盤沈下については、予てから改善策の必要性が叫ばれ、関係者 

 間で、ロブレを含めた「西口再開発」に取り組んでいるところである。 

   

  これらの課題について、中小企業と大手企業の技術の交流、産学官連携を通したイノベーション

の発揮によるクオリティの向上、設備投資の促進、小山工業高等専門学校、関東職業能力開発大学

校のさらなる交流等が、喫緊の課題となっている。 

地域資源の活用による新たな商品づくりや、新役務の提供等について企業の支援を図り、大企業

に必ずしも依存しない体制を構築することも必要である。  

  また、企業数の減少は後継者不在による廃業やＭ＆Ａの失敗もあり、事業承継引継ぎセンターと

 の連携を密にし、当所経営指導員等の専門的知識の向上を図ることが必要となっている。 

さらに、西口の旧市街地の復活活性化については市の空き店舗対策としての家賃一部補助や創業

資金等の金融支援、経営支援について小山市、小山商工会議所、金融機関、白鷗大学との連携を強

化し、対策を打つことを模索中です。 

 

３．小山商工会議所の役割と支援方針 

（１）これまでの商工会議所の取り組みと課題 

①小山市との連携 

   自治体との連携は地域経済の発展には欠かせない重要な要素である。小山市のプロジェクトを

掲げると次の通りとなる。 

    

 

   ●小山市の産業活性化事業 

   1)首都圏農業の推進 

   2)農商工連携と６次産業化の推進 

   3)戦略的な産業立地・産業集積の促進「企業誘致促進、工業団地整備」 

   4)「小山ブランド」創生・全国発信 

   5)起業家・創業家の育成 

   6)商業の活性化 

   7)「開運のまちおやま」の発信 

   8)観光拠点の整備 

 

   (出典：小山市、まち・ひと・しごと創生総合戦略) 
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   小山市との連携強化による取り組み 

   1)市内農産物の首都圏への販路開拓支援 

2)とちぎの地域資源である農産物は、小山市農家ではほとんど生産されている。小規模事業者

等が新たな経営の柱とすべく、これらを活用した新商品等の開発を農商工連携として事業化

していかなければならない。 

   3)小山市の工業団地政策は、第６次小山市総合計画（２３-２７年度）においても、戦力的産

業立地、産業集積の整備促進を推進し、さらなる雇用の創出に向けて市と連携が必要となる。

   4)小山ブラントは当地の特産品等相当数認定がなされており、いかに外部に対し露出と発信を

していくかが課題となっている。 

   5)事業者の減少に歯止めをかけるためには、事業承継対策もさることながら、製造業等の起業

や進出を促進しなければならない。 

   6)旧市街地、小山駅西口再開発は一大プロジェクトであり、自治体・開発公社との連携を軸に

推進が必要となっている。 

   7)小山市は徳川幕府の開府を決定づけた「小山評定」の地である。徳川家康公４００年祭に当

たり数々の企画が開催されたが、さらに「開運のまち」を外部に発信することで小山ブラン

ド、イメージを高めることが可能となっている。 

   8)1000 年悠久の歴史の一環である、小山氏の活躍の拠点である祇園城城址をはじめとした数

多い遺跡や歴史建造物や文化を観光拠点としてインバウンドを企画することができる。 

 

小山市は、結城紬の世界文化遺産、渡良瀬遊水地がラムサール条約登録となり、新たな地域の資

源となっている。結城紬は地域資源活用として、新たな事業の展開（新しいものづくり）が期待さ

れている。また、同じく地域資源認定の「ラムサールふゆみずたんぼ米」による新酒造り、コウノ

トリの飛来を招来する塔の建設も完了した。 

農商工連携、地域資源活用、おやまブランドの外部発信、起業家・創業家育成支援、商店街の活

性化「開運のまち」の外部発信、観光インバウンドの態勢強化等、小山市の産業活性事業について、

一大プロジェクトを共同･共催で行うことで市の活性化に資することとしたい。 

 

②商工会議所のこれまでの取り組み 

  小山商工会議所は昭和２１年に設立され、創立以来７０年にわたり、地域総合経済団体として地

域経済の発展に尽力してきた。現在の会員数は２,３１９（平成２７年１２月３１日現在）で組織

率は５６．６％を占めている。 

 （＊小山市には、１商工会議所と３商工会があり、平成２６年度の全体の管内事業所数は４，０９

７事業所です） 

  今までの取り組み状況としては、平成２２年より、国による「中小企業応援センター事業」につ

いて栃木県産業振興センターと連携を図り、地域事業所の支援を行ない、２４年には、関東経済産

業局と連携を図り、国による「ネットワークアドザイザー事業」を展開し、専門家派遣事業所数は

７７件となった。 

さらに、２５年度からは、経営革新等認定支援機関の経営地域プラットフォーム（代表機関）関

連事業として、関東経済産業局、栃木県、小山市と連携のもとで、３商工会議所と１８金融機関と

事業展開した結果、当所分実績、ミラサポ専門家派遣事業 67 件、創業補助金７件（申請は１０件）、

ものづくり補助金４件（申請は５件）と高い採択率を上げた。 

その他に中小企業会計啓発・普及セミナー・経営革新セミナー・中小企業支援向けスキルアップ

セミナー・中小企業施策普及・事業承継実務研修、栃木県よろず支援拠点と連携した支援事例研修

などを行った結果、他の認定支援機関と連携した小規模事業者へ支援は年々強化されてきており、

今後もさらに連携強化を図り事業を推進していく。 
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当所における小規模事業者への最近の主な支援実績としては次の通りです。 

 

 

①平成 20 年度及び平成 26～27 年度において、日本商工会議所小規模事業者全国展開事業・ＪＡ

ＰＡＮブランド事業及び国の地域資源活用事業認定による新商品開発や販路開拓等支援。 

②平成 24 年度に実施したマル経利子補給は、融資実行件数 67 件、実行額 4億 9,860 万円となっ

ている。 

③「経営何でも相談会」を毎月 2回開催し、相談件数は、平成 24 年度 43 件、平成 25 年度 65 件、

平成 26 年度 86 件と毎年相談者が増加している。 

④平成 25 年度補正予算における補助金支援件数は、小規模事業者持続化補助金 23 件、創業補助

金 10 件、ものづくり補助金 8件の実績があった。 

➄平成 14 年から小山市工業振興計画に基づく、市内大企業ＯＢを活用した「小山市中小企業技術

系専門アドバイザー派遣事業」を実施し、地域内事業所における、生産工程見直し、人材育成、

ＩＳＯ取得、５Ｓ活動の課題解決支援を行っている。 

⑥当所が中心となり、地域産業活性化のため、平成１４年から小山市や市内の 3 高等教育機関と

連携した「おやま産学官ネットワーク」を創設し、新商品、新技術開発、人的ネットワーク構

築、受発注マッチング事業の産学官連携事業を１４年間継続して事業展開している。 

⑦創業支援 

 

【当会議所の長期的支援方針】 

 第６次小山市総合計画に基づく「住みたい・住み続けられる 人と企業を呼び込むプロジェクト」

による産業活性化・働きの場づくりと関運のまちおやま・オンリーワン小山創りによる地域内振興

を推進する。 

1)独立した小規模事業者の多様で活力ある成長発展のための支援 

 2)成長分野産業等への支援の強化（アグリビジネス、インフラ整備、医療・介護、観光等） 

 3)創業、事業承継、Ｍ＆Ａ等の支援による事業者数の増強支援 

 4)地域資源活用に伴う新事業の展開の集中的支援 

 5)農商工連携による新しい商品づくりとブランド化の支援 

 6)歴史・文化・特産物等地域ブランドの再構築と外部発信の支援 

 7)中心市街地活性化の支援 

 

③当会議所の抱える課題 

・管内事業所の減少が顕著になっている。 

当市の小規模事業者についても高齢化、後継者不在問題から廃業が増加している。地域の商店

会の事業者は後継者がいても事業を承継させず自分の代で事業を畳む傾向が最近多い状況にあ

る。当地域内も事業所の減少傾向が続き事業所数は減少の一途をたどっている。今後、円満でス

ムーズな事業承継について支援が必要となっている。  

 ・管内事業所減少による影響 

管内事業所減少の結果、マル経資金の利用者減少、確定申告指導・年末調整指導の減少、経営

改善普及事業の円滑な運営において対象者が減少する傾向にある。事業承継支援による廃業等を

抑制し，円滑なバトンタッチについて支援が急務である。新たな需要の発掘や支援事業所の増加

の取り組みが課題である。 

・中心街の活性化(西口) 

中心市街地における旧中心商業地においては、多くの小規模事業者が存在していた時代から廃

業や転出によりシャッター通りと化しており、商業活動の連携組織であった商店会活動にも支障

をきたし、当所管内の商店会組織は２商店会で解散、３商店会で休止状態にあり、中心市街地の

賑わい創出は大変厳しい状況にある。 

・創業の支援 
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当地域における創業については、理美容業（エステサロンを含む）、飲食業、整骨院等のサー

ビス業が特に多く創業する特色がある。過去の創業相談には製造業の開業予定者は皆無に近い 

  現状である。製造業はイニシャルコストが多額となり初期投資の少ないサービス業に偏りがちで

ある。 

・商業基盤の強化促進 

第６次小山市総合計画（平成２３年度～平成２７年度）基本計画にある商業基盤の強化促進策

に基づく、商店会等の合併推進事業を市と連携を図り、やる気のある商店の連合組織の創設を目

指し、賑わいの創出と消費者利便サービスの向上を図る。 

一方では、小山市における創業支援及び巡回指導により、地域における創業の業種に地域特性

があるととらえている。 

 ・当会議所内部要因 

当会議所内部要因の課題としては、管内事業者よりさまざまなニーズがあり、担当者の専門的

知識が必要とされている。 

 

（２）商工会議所に求められている役割･使命等 

①地域の総合経済団体及び小規模事業者支援機関として高度かつ専門的できめ細かな支援 

当所では、平成２２年から専門家を加えての支援体制を構築しています。小規模事業者にお

ける経営上の問題解決にベストなテーマ（項目）の絞り込みとスピード感が求められており、

問題的課題の抽出を的確にとらえ、専門家の人選が的確にできるように、商工会議所への相談

時における「前さばき」が出来ることが求められている。 

②小規模事業者への伴走型の経営支援の役割が重要である。 

  ③製造業の業種については、受注増加への企業照会、受発注情報の提供に関すること。 

④商工会議所が有するネットワークを駆使し、受注の機会創出を目的としたマッチングに関する

こと。 

 ⑤商業系及びサービス業関連業種については、接客を含む人材育成、顧客開拓に向けた販売促進

活動、イベントについて個店ではできない連合体での事業への支援・強化を図る。 

   ⑥新商品及び新サービスの提供に関しては、新規顧客開拓、販路開拓のため、開発段階からの支

援、IT 活用支援、展示会商談会への機会創出、かつコストを抑えた事業実施があわせて求めら

れている。 

 

  ●取組事業 

  1)やる気のある中小企業・小規模事業者支援 

      管轄の中小企業・小規模事業者に対し、経営指導員等による巡回指導の強化。 

企業法務、金融、受注、人事管理、労務管理、会計帳簿等の指導と専門家の紹介 

  2)定期的相談会の開催 

   中小・小規模事業者の人や物と金、その他に経営に関する「経営何でも相談会」の設営 

3)事業承継・廃業 

   中小企業者の円満な事業承継（バトンタッチ）の支援、後継者不在による廃業の助言 

4)創業・第二創業支援 

 地域の新規創業者に対するビジネスプランの策定の支援と創業までのフォローアップ、およ 

び創業後の経営全般に係る支援、新分野進出の支援 

5)経営革新支援 

 新しい取組み（新商品の開発・新役務の提案）について「経営革新計画」認定までの支援体 

制の確立。 

6)経営改善・事業再生・業種転換 

 既存事業の財務内容改善に伴う経営全般の改善、事業の低迷先に対するスクラップ＆ビルド 

7)新商品開発・新事業分野進出・市場化支援 

 新商品の開発後の市場の開拓とマッチングの支援  
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8)ビジネスマッチング 

 ビックサイト他、スーパーマーケットトレードショー等への出展やマッチングの支援 

9)各種補助金申請支援 

 持続化補助金、創業補助金、ものづくり補助金の申請から採択までの支援 

10)地域資源活用事業 

 地域の資源（農産物・鉱工業品・観光資源）を活用した新しい事業の取り組みの支援 

11)農商工連携支援 

 とちぎの豊富な農産物を、農業生産者と商業者・工業者が取り組む新しい商品づくり支援 

12)小山市との連携 

 行政との様々な企画の連携、おやまうどん祭り、グルメ選手権、夏・秋祭り他の主催と共催と

協力体制。 

桑の実、桑の葉プロジェクトの事業遂行、おやまブランド創生事業 

13)産学官の連携 

   小山工業高等専門学校、白鷗大学、関東職業能力開発大学校、小山北桜高校との協同プロジェ

クト 

 

４．小規模事業者振興の目標 

（１）小規模事業者の振興の在り方 

   大企業を中心として、牽引されてきた小山市地域経済は、その産業構造等の推移の中で優位性

  を発揮し、一般の小規模事業者の発展の阻害要因ともなりかねず、全体の売上高は大企業の伸長

の結果増加を示しているものの、事業者数は大きく減少に転じている。小規模事業者が、その技

術力を向上し、競争力を発揮し存在意義を高めるためには「事業の革新」等が不可欠である。ま

た商業事業者（卸・小売業）についても、大型店の進出に対する「経営の革新」等による対抗策

が浸透せず廃業等から事業者数が大幅に減少している。以下工業（製造業）と商業（卸・小売業）

について振興の在り方を述べる。 

 

 【工業（製造業）】 

   ①現状と課題 

    小山市統計年報によれば、小山市における事業者数は、平成８年以降減少し、一次増加に転

じた後再び減少に転じている(下図ご参照)。 

    栃木県の事業者数は、県全体９２，２６３所(小山市統計年報)であり、当市は県内屈指の工

業地域でありながら、1割にも満たない（約８％）のが現状である。 

    

  ＊当市の事業者数の推移 

 

 

 

  (出典：小山市統計年報、平成２６年度版経済センサス-活動調査。平成 26 年 10 月１日現在)

 

 工業(製造業)については、事業者数は平成１７年の３３４所から２４年は２６８所へ▲６

６所へと大きく２０%減少した（下図ご参照）。 

業種別では金属製品製造、汎用機器、生産用機械、電子部品、輸送機械器具製造業の減少

が大きい。景気の影響による全体的需要の減、一時の円高による製造業の海外移転、また事

業承継の不適による廃業等が窺える。但し製造品出荷額は、平成１５年は、５９７５億円、

２４年は７００６億円に増加している。 

＊工業者数の推移                                 

H17 年 H18 年 H19 年 H20 年 H21 年 H22 年 H23 年 H24 年 対比（17-２４）

334 313 324 332 307 295 306 268 ▲66 

H 8 年 H13 年 H16 年 H18 年 H 21 年 H 24 年 対比（８-２４）

8,150 7,847 7,189 7,003 7,660 7,173 ▲９７７ 
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        (出典：小山市統計年報、平成２６年度版経済センサス-活動調査。平成 24 年 2 月１日現在)

 

     ②工業（製造業）に対する振興の在り方 

    大企業等は、景気に対する対応力や技術力について組織体制が盤石であり自社による経営の

  改革や合理化については特に懸念すべきものはない。 

    当市の経済力の発展には中小・小規模事業者の発展が必須であることは衆目の一致するとこ

ろである。小規模事業者が地域で経営の強化を図るためには、独自の技術の革新、経営の革新

を模索する必要がある。具体策は以下の通りです。 

    1)経営基盤の強化を目的とした、技術力向上のための設備の増進と技術の革新による新たな

事業の創造（イノベーション） 

    2)経営革新等による新しい製品づくりと新たな販売方法の開発 

    3)事業承継にかかる事業後継者と技術後継者の養成 

        4)特に工業（製造業）について、起業の促進 

     

これらの改善については、自社の経営資源を効果的に投入し、大企業の求めるハイクオリテ

ィな技術水準の向上を白鷗大学、関東能開大・小山高専等との支援・連携をしながら推進す

る必要があり、当会議所としては上記について事業を展開する。 

 

【商業（卸・小売業）】 

①現状と課題 

当市にとって、商業（卸・小売業）については工業にもまして重要に位置を占めている。 

商店数は平成１１年の２３２０所（法人１，４５８所・個人８６２所）から平成１９年には、

１８１０所へと５１０所減少（２２％）している。法人商店・個人商店ともに大きく減少して

いるが、景気要因、消費税等の影響によるもの、後継者が不在、事業承継の失敗等が挙げられ

る(下図ご参照)。 

 

＊商業（卸・小売業）数の推移 

 H１１年 H１4 年 H１6 年 H１9 年 対比（１１－１９） 

総数 2,320 2,110 2,017 1,810  ▲510 

法人 1,458 1,343 1,317 1,208     ▲250 

個人   862   767   700   602     ▲260 

    (出典：小山市統計年報、平成２６年度版経済センサス-活動調査。平成 24 年 2 月１日現在)

   

また、大型商業施設の進出で、近隣市町村からの買い物客が増加し、全体の売り上げは飛躍

的に伸びたが、既存の専門店・小売店では大型店に対する対策・対抗策を実施できなかったこ

とにより、総売上高は平成３年をピークとして漸減し、必然的に業績が低迷し廃業を余儀なく

されている場合が窺われる。 

    卸と小売りでは、小売店の落ち込み幅が大きいが、これは商店会の会員の売上不振や廃業が

要因である。分類別でみた場合、落ち込み幅が大きいのは、繊維・衣服品、次に家具・什器類、

そしてその他商品となっている。飲食料品は増加している。飲食料品は近所の商店で、衣服類

は大型店で購入するという傾向がはっきりしている。 

  

   ＊商業の年間販売高の推移 (単位：億円) 

                                             

                                             

                                                 

(出典：小山市統計年報、平成２６年度版経済センサス-活動調査。平成 24 年 2 月１日現在)

 Ｓ60 年 Ｓ63 年 H3 年 H9 年 H14 年 H19 年 対比（3-19）

卸・小売 3,376 5,114 7,437 6,085 5,708 5,295 ▲2,142 
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   ②商業（卸・小売業）に対する振興の在り方 

    商業者数の減少による売り上げの減は、バブルの崩壊や大型店へのシフト、後継者不在によ

る廃業がある。また商業者数の絶対数の減少による販売高の減少となっている。 

    商業の活性化のため、具体策は以下の通りです。 

 

     1)特徴ある専門店化の推進を図り、大型店との差別化の必要性 

2)新商品・新サービスの企画と開発による消費者の需要の喚起 

3)地域の資源等を活用した新商品をブランド化する 

4)流行トレンドの追求と自店・商品の外部露出 

5)顧客のデータベース化による情報の発信と消費者の需要の喚起 

6)魅力ある店舗プロモーションとイベントの開催 

7)後継者が魅力を感じる商品・店舗づくりと後継者の育成 

 

これらの、改善が急務であり、そのためには他店との差別化・優位性の発揮が不可欠で

ある。商業では後継者が事業を継ぐという環境が未整備など、地域経済にとって大きな課

題となっている。また新規創業者はサービス業等に偏る方向であり、要因として当会議所

経営指導員等の指導不足も否めない事実として捉える必要がある。  

当会議所は、上記について優先順位を付けながら事業を展開する。 

 

（２）小規模事業者振興の目標 

   

 [目標]  

前述の通り、当地域は大企業や大手流通業に依存しない、小規模事業者の自立した経営の実現と

地域活性化が求められている。当計画は、小規模事業者が持続的発展を実現するために、伴走型支

援を実現して「売上の向上」「利益の確保」を図る事を目的として、今後５年間にわたり下記項目

を実施する。 

 

  ① 小規模事業者に対して、経営指導員等による伴走支援の強化 

        施策普及の啓蒙活動、経営指導員等による定期的巡回の実施 

        

② ビジネスプランの策定支援による経営力強化 

        個社支援(事業計画策定支援) 専門家派遣による支援、経営指導等の資質向上 

経営革新計画の策定支援、創業事業計画の策定支援 

    ライフサイクルに応じた支援の実施 

    定期的に事業計画の進捗状況を見直す支援の実施 

 

③ 新たな需要開拓による競争力強化 

  ビジネスマッチング事業、連携金融機関商談会の活用、ＩＴを活用した販路開拓支援 

 

④ 地域資源の活用による事業付加価値増強支援 

 地域の資源（農産物・鉱工業品・観光資源）を活用した新たな商品づくり 

 小山ブランドの推進、農商工連携の推進 

  

➄ 経営力の向上に繋がる情報の収集、整理、提供 

 中小機構、ミラサポ、日本政策金融公庫、各シンクタンク等から得られた 

情報の定期的な提供 
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（目標達成に向けて）方針 

 

  当地域の産業経済は、大企業や流通業の進出により支えられ、牽引されてきたことは否めない。

しかし、更なる高齢化社会の到来や地域振興の将来を展望すると、地域に根差した経営をし「顔の

見える商売」を強みとする小規模事業者がその主役を担わなければならない。この主役交代のため

に、本事業で取り組む、地域動向調査・事業計画策定・販路開拓支援等を経営指導員等の伴走型の

支援体制を構築して実現します。さらに、当所の強みである、地域のネットワーク網にスムースに

アクセスできる利点を生かして、各支援機関との連携を強化し、産業基盤の再構築と地域経済の発

展に貢献することを方針とします。 
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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】 

 

【目的】 

地域内の経済動向指標を調査・分析して、小規模企業者を取り巻く経営環境や消費者ニーズの

変化について提供することは、小規模事業者の経営計画の作成や経営方針・販売戦略・新商品開

発等に資することを目的とします。 

 

【現状と課題について】 

現在１次データとして、市内事業所の全業種を対象にした景気動向調査（アンケート調査、四

半期毎、130 社）を実施して定期的に会報やＨＰで提供しています。調査は、売上動向・採算・

仕入単価・業況・従業員・資金繰りの前年同月比・３ケ月先・６ケ月先の見通しについての項目

で、DI 値で表しています。 

２次データとしては、当所が協力している小山市と白鷗大学ビジネス開発研究所で調査してい

る小山市経済動向実態調査（アンケートとヒアリング調査、全業種、年１回.120 社）を会報とＨ

Ｐに掲載して提供しています。調査は、小山の景気の現状と見通し・業界における売上（前半期

比）、今後の業界の需要見通し・今後の販売価格見通し・今後の業界における雇用状況について、

資金繰りの状況の項目について、DI 値で表しています。 

そのほか、栃木県で発行している「商業・サービス業実態調査、地域購買動向調査」や日商Ｌ

ＯＢＯ調査の結果を定期的に会報とＨＰに掲載して提供しています。しかし、一方通行の情報提

供のために有効利用されているか課題が残る状況にあります。 

 

【今後の事業内容について】 

① 従来事業の強化 
従来の経済動向調査を、より多くの小規模事業者に提供し、さらに有効活用されることを目

的に、下記新事業を実施します。 

 

 

ア）当所の景気動向調査（四半期毎・１３０社）の有効活用方法について 

調査対象期間 公表時期 公表方法および活用方法 

４月～６月 ７月 当所会報と HP により広く小規模事業者の経営

計画作成等に役立ててもらう。併せて巡回・窓

口相談で活用する。 

７月～９月  １０月   同上です。 

１０月～１２月   １月   同上です。 

１月～３月   ４月   同上です。 
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イ）小山市経済動向調査（年１回） 

調査時期 公表時期 公表および活用方法 

 １２月～１月  ３月 当所会報掲載および当所 HPおよび小山市 HP掲

載にて広く小規模事業者の経営計画作成等に

役立ててもらう。併せて巡回・窓口相談で活用

する。 

 

② 新たな取り組み 
ア）新事業所（学校・病院を含む）・新店舗・コンビニ・持ち帰り弁当店等の出店情報や

地元不動産業者からの新規出店情報を経営指導員等が収集して提供します。 

その理由は、小規模事業者の多くは、立地条件の変化に業績が左右されますので、出店

戦略・競合店分析・商圏などの経営戦略に役立てます。これらの情報は、巡回相談・窓

口相談で活用します。 

 

イ）エリア別に店舗出店状況をプロットした地図を作成します。 

当市における、コンビニエンスストアのドミナント戦略や持ち帰り弁当店の積極的な店

舗出店は小規模事業者の多業種にわたり影響を及ぼしています。そこで、当所管内地区

を「６つのエリア」に別けて店舗出店実態をプロットした地図を作成します。作成の理

由は、当所は創業の相談が多く、創業者の最初の課題は「店舗をどこにするか」です。

この地図を見ることで、有利な立地の選考や競合店の状況が「見える化」でき、出店場

所の選定に役立ちます。また、既存の小規模事業者にとっては、競合店分析・商圏分析・

市場退場する際の判断材料にもなります。 

６エリアは、市民の行動範囲を考慮し、JR 小山駅を中心にして東北新幹線で東西、国道

５０号線で概ね南北に分けます。具体的には、 

Ａ.駅西エリア区 Ｂ.駅東・城東・犬塚エリア Ｃ.駅南町エリア  

Ｄ.西城南エリア Ｅ.東城南エリア Ｆ.横倉・雨ケ谷エリアに別けます。 
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作成順序は、まず初めに「コンビニと持ち帰り弁当店」、次に創業業種の多い、「飲食店」

「美容業」「整骨院」「学習塾」の順に作成していきます。この情報は、巡回・窓口相談や

創業計画・事業計画作成支援で活用します。この地図は定期的に更新していきます。 

 

ウ）町丁別の世帯数と居住人口データを収集し、エリア別に整理します。 

これは、小山市が毎月公表している町内別の世帯数と人口（男女別）をエリア別（上記

の６エリア）に収集・整理します。 

理由は、当市は市外からの流入人口や市内間での世帯移動も多い地域ですので、この

データにより、創業者や小規模事業者の購買力需要・売上予測・販路開拓・市場調査に

活用します。活用方法は、創業計画作成時の商圏設定、新商品の開発、販売促進のチラ

シ配布エリアの設定に活用します。巡回・窓口相談で積極的に活用していきます。 

 

  [年度別の情報ツールの作成（更新）件数と活用企業件数について] 

情報ツールと活用

方法 
現状 ２８年 ２９年 ３０年 ３１年 ３２年 

エリア別地図作成

（業種数） 

 ０ ２ ２ ２ ２ ２

エリア別地図更新

（業種数） 

０ ０ ２ ４ ６ ８

情報収集ツールの

提供 

経営計画 

０ １０ ２０ ３０ ４０ ５０

情報収集ツールの

提供 

立地分析 

０ １０ ２０ ３０ ４０ ５０

情報収集ツールの

提供 

商圏分析 

０ １０ ２０ ３０ ４０ ５０

情報収集ツールの

提供 

販売促進 

０ １０ ２０ ３０ ４０ ５０

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

【目的】  

地域経済動向調査を踏まえ、当所のターゲット分野とするライフステージにおける小規模事業

者の経営の状況を分析して、課題の抽出とその理解を促進して持続的発展を支援する。 

 

【対象者の絞り込みについて】 

当所では、過去４年間実施した「経営なんでも相談会」の相談内容が小規模事業の課題と捉え、

下記ライフステージにある小規模事業者を対象とします。 

①創業者（準備者含む）のスタートアップ時（創業後３年目まで） 

②成長期における 新商品開発・販路開拓支援 

③成熟期～衰退期における 経営革新 

④成熟期～衰退期における事業承継・市場撤退（廃業） 
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【現状と課題について】 

①創業者について 

当所では、窓口相談や前述の「経営なんでも相談会」でも創業相談が圧倒的多いです。特に

近年は、美容業・ 飲食業・整骨院・学習塾などの創業希望者が目立ちます。 

相談して感じることは、修行や経験を積み・人脈を作り・資金を貯め・家族の協力を得られ

る人は、開業当初から順調に売上げを伸ばしているケースが多いです。しかし、趣味の延長で

の創業や業界歴がない、自己資金も少ない、流行りの業種だからと創業を希望する方は、開業

しても事業継続が短期間で厳しくなるケースが多いです。    

創業者の課題としては、前者は、売上を上げるノウハウはありますが原価管理（在庫管理）・

利益管理・資金繰りなどの計数管理や従業員管理に苦慮している方が多いです。そのため特に

この分野を支援していくこと。後者は、創業業種の修行・経験を積むこと・開業資金の蓄積・

家族を含めて協力者の同意を得ることなど、ライフプランの再設計が課題になります。時には、

創業断念を勧告することも必要ですし、そのために初回相談時での「事業可能性の見立て」の

能力向上が当所職員の課題です。また、最大の課題は、創業後３年目までに「如何に廃業させ

ないよう支援するか」です。 

 

②新商品開発や販路開拓支援について 

窓口相談や経営なんでも相談会では、「新商品や新ビジネスモデルを考案したけど販路の教

えてください」との相談を受けます。 

しかし、こうした案件の多くは最終ターゲット顧客が不明確な案件が多く見受けられ、アイ

ディア創出段階でのマーケティング戦略不足が否めません。課題としては、市場調査やＳＷＯ

Ｔ分析による強みや機会の分析や市場戦略などを含めた全体スキーム図の作成支援が挙げら

れます。 

 

③経営革新について 

現状、経営革新計画に取組む企業は中規模企業が多く、小規模事業者の多くは「経営革新は

中小企業レベルの事業所申請するもの」と誤解している傾向があります。しかし、市場が成熟

しており価格競争も激化しているので、「価格競争によらない差別化戦略」としての「経営革

新に取り組む必要があるのは小回りの効く小規模事業者」です。特に当所の青年部員をはじめ

若手経営者は、新しい事業展開やビジネスモデルを常々持っており、そのプランや構想の計画

づくりが経営革新計画ですので、施策説明の強化や経営革新セミナーを開催して、申請件数を

伸ばすことが当所の課題です。 

 

④事業承継および市場撤退（廃業）について 

事業承継については、現状、巡回・窓口・経営なんでも相談会で対応しています。それも、

初回相談は、経営改善や融資相談や販路開拓相談が当初の相談です。しかし、相談が進展して

いく中で、「早く息子に継がせたい」とか、「もう歳で事業を辞めたいけど跡継ぎがいない」と

いう発言が出てきます。その場合、法人であれば、会社法・民法・税法の概要を説明し、「親

子や親族でよく話合ってください」で終わってしまうケースが殆どです。 

このテーマの潜在的需要は大きいと思いますが、親族間の問題や全財産の把握などに踏み込

んでいかなければ解決が難しいために、まずは、事例と経験を重ねて経営者の方と厚い信頼関

係を築くことが最初の課題です。緊急を要している場合は、県事業承継センターやこの分野に

詳しい税理士を紹介して対応しています。 

    市場退場（廃業）については、事業承継と同じように 巡回・窓口相談や経営なんでも相談

   会で対応しています。事業承継と同じように 初回相談は、経営改善事業再生・融資相談が多

      く、そこから進展していくケースがほとんどです。 

相談者の理由は、財務状況の債務超過や近くに大型店が進出してきたために 

売上が急激に減少して回復の見込みがない。技術革新により商品や製品の陳腐化で売上げ回復
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が見込めないなど事情は様々です。 

現実、事業の回復見込みがなくても既存借入金を完済できる資金を確保できれば廃業の指導

はできますが、多くの事業者は事業の回復見込みがなく、借入金過多のために廃業したくても

できない状況にあります。 

この相談では、企業診断能力と金融機関交渉もあるので、現状、指導員は深く介入していま

せんが、経営なんでも相談会の専門家が、この分野の経験が豊富ですので専門家に任せながら、

経営者のメンタルケアなどのフォロー業務に留まっています。支援方法は「早期発見・早期着

手」が基本ですので、基本的知識の習得と経験を重ねて、支援能力のスキルアップを図ること

が課題です。 

 

【対応策について】 

①創業者について 

・創業者準備者には、創業セミナーを通じて、人生の棚卸し分析（志・成功体験・人脈・強み

と弱み・自己資金等）を実施し、開業意欲と成功可能性を高めます。 

・創業者には、巡回・窓口相談の強化や創業後３年目までの方を対象にしたセミナーを開催し

て、「なぜ成功しているのか」「なぜ思うようにいかないのか」の自己分析と販売促進・利益

管理・在庫管理・資金繰り表作成・従業員管理のセミナーを開催します。また、創業者の課

題に応じて、小山市・栃木県よろず 支援拠点・金融機関・ミラサポによる専門家派遣など

を複合して支援します。 

・新規事業である、参考資料２「伴走型・創業支援のプロセス」に沿って支援強化します。 

       

②新商品開発・販路開拓支援について 

  ・新商品開発・販路開拓セミナーを開催します。内容は、想定市場分析、自社 SWOT 分析・マー

ケティング戦略などです。また、課題に応じて、おやま産学官ネットワークの大学等や栃木県

よろず支援拠点・金融機関・ミラサポ専門家などを複合して支援します。 

・新規事業である参考資料３「伴走型・地域資源を活用した新商品開発及び販路開拓支援のプ

ロセス」に沿って支援強化します。 

                  

③経営革新について 

・若手経営者を対象にして経営革新セミナーを開催して、SWOT 分析・経営資源分析・市場調査

分析等を開催します。 

また、課題に応じて、地元大手企業 OB（ブレークスルー等）・白鷗大学（マーケティング戦

略）・小山高専（基礎技術・データ解析等析）・関東能開大（試作開発等）と共同支援します。

・新規事業である、参考資料４「伴走型・経営革新支援プロセス」に沿って支援強化します。

 

④事業承継・市場撤退戦略（廃業）について 

・事業承継については、事業承継セミナーを開催し、また専門家を招いて経営指導員等の勉強

会を開催して支援能力 の向上を図ります。 

・定例の「経営なんでも相談会」とは別に、事業承継個別相談会を定期的に開催します。 

・市場撤退については、経営指導員の財務分析・競合分析・市場分析能力の強化するために専

門家を招いての勉強会を開催します。 

・本テーマについては、随時、中小企業基盤整備機構・県事業引継ぎセンター・県後継者バン

ク・地元弁護士・税理士等・金融機関と連携を強化して推進します。 

・支援事業スキームとして、参考資料５「伴走型・事業承継支援プロセス」・参考資料６「伴

走型・市場撤退戦略（廃業）等」を基本支援スキームとします。目標は、数値ではなく案件

介入姿勢とし、事業承継は「早期発見・ゆっくり推進」、市場撤退は「早期発見・早期着手」

とし、専門家や連携機関との連携支援を重視します。 
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【分析の手段と方法について】         ※数字は回数です。 

手段と方法 現状 ２８年 ２９年 ３０年 ３1年 ３２年

経営なんでも相談会 ２４ ２４ ２４ ２４ ２４ ２４ 

事業承継相談会 ０ ３ １２ １２ １２ １２

創業セミナー ０ １ ２ ２ ２ ２

創業～３年目セミナー １ １ ２ ３ ３ ３

新商品開発・ 

販路開拓セミナー 
１ １ １ １ １ １

経営革新セミナー ０ １ １ １ １ １

事業承継セミナー ０ １ １ １ １ １

 

【目標について】 

     対象者別の分析内容と年度目標企業件数は下記の通りです。  

対象分野 分析内容 現状 ２８年 ２９年 ３０年 ３１年 ３２年

創 業 人 生 の 棚 卸 し 

分析 

経営資源 

２０ ２０ ３０ ３０ ３０ ３０

新商品 

開発・ 

販路開拓 

SWOT 分析 

市場分析 

マーケティング

戦略 

５ ５ １０ １０ １０ １０

経営革新 ビジネスモデル

の新規性・独自

性。 

差別化。 

５ ５ １０ １０ １０ １０

事業承継 

市場撤退 

（廃業） 

企業価値 

財務分析 

事業意欲 

３ ３ ５ ５ ５ ５

 

【活用方法について】 

  ・各分析事例を「分析報告書」（Ａ４版 1 枚）にまとめて、経営指導員の勉強会に活用し、支援

スキルの向上に活用します。 

  ・各分析事例を蓄積することにより、同様な事例に直面した時の支援資料として活用します。 

  ・専門家派遣や連携機関との共同支援の資料として活用します。 
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３．事業計画策定支援に関すること[指針②] 
 
   小規模事業者の多くは、事業計画書を持っておらず、その重要性も理解不足のために将来の事

業目標や目標を達性するための戦略や戦術が明確に描けない状況にある。そこで、小規模事業者

に対して前掲の「地域の経済動向調査」や「経営状況の分析」を踏まえ、事業計画の重要性を啓

蒙し意識づけを行う。また、需要を見据えた事業計画策定支援の実現に向けて、栃木県・小山市・

中小機構・栃木県産業振興センター・栃木県よろず支援拠点・地域金融機関と連携し、専門家の

アドバイスも受けながら、小規模事業者の売上拡大・販路開拓を目指した事業計画策定の支援を

行う。さらに、創業予定者・新商品開発や事業承継等に直面する小規模事業者に対して適切な事

業計画書の作成支援を行う。 
   
    [現状と課題について] 
    当所では事業計画策定のために、創業セミナー・経営計画作成セミナー・経営革新セミナー

を実施（集団）しているが、創業・持続化補助金申請・経営革新を目的とした事業者が主体と

なっている。多くの小規模事業者は過去の経験や感覚で経営を行っており、事業計画を策定し

てそれに基づく経営を行うことの必要性を認識している事業者は少ない状況である。また、事

業計画を策定する場合でも、経済環境・消費者動向・競合店状況の変化に基づき、自社の強み・

弱み、経営課題の把握が不十分であるために、事業計画の策定は容易ではない。 
 
  [改善方法] 
    事業計画策定の重要性を啓蒙するために巡回・窓口相談やセミナー、個別相談会（経営なん

でも相談会等）を強化し、事業計画に基づいた経営の重要性をより多くの小規模事業者に十分

に伝え、事業計画策定を目指す事業所の掘り起こしを行う。また事業計画策定においては前掲

の「１．地域の経済動向調査に関すること」「２．経営状況の分析に関すること」「５．需要動

向調査に関すること」で得た情報を活用して小規模事業者の売上拡大・販路開拓に向けた実現

性の高い計画書の伴走型支援で作成していく。 
   
  [対象者] 
    ・やる気のある小規模事業者（青年経営者・持続化補助金申請者等） 
    ・新事業分野進出（新商品開発含む）の構想がある若手経営者等 
    ・経営改善および事業承継や事業転換等を考えている小規模事業者 
    ・創業者(準備者含む) 
 
  [事業内容] 

①広報活動（既存事業改善） 
従来、事業計画の重要性は、当所会報でシリーズ掲載している。また、巡回・窓口相談・個 

   別相談会（経営なんでも相談会）・各種セミナーで啓蒙している現況ですが、これらの事業強 
化を図り、さらに踏み込んだ活動を行い、事業計画策定事業所を増やす。 

 
②経営計画作成アプリの活用（新規事業） 
事業計画策定にあたっては、中小機構がネット公開している「経営計画作成アプリ経営計画 
つくるくん」など中小企業支援ナビ・ツールの活用を広く呼びかける他、パソコン操作が苦手 
な事業者には経営指導員等が操作方法のレクチャーを行う。 

      
   ③創業における経営計画策定支援（既存事業改善） 

当所は創業相談が多く、現状では、窓口相談・創業セミナー・経営なんでも相談会で創業計 
画作成支援をしています。今後は、新たに創業相談窓口を設置して、経営なんでも相談会の回 
数を強化する。（月２回から３回へ）また、創業～３年目までの方を対象とした経営課題解決セ
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ミナーでは、従来、経営課題の気づきと抽出に重点を置いてきましたが、創業計画書の修正計

画策定まで支援する。その際、中小機構のＪ－ＮＥＴ２１のスタートアップガイド等のツール

を有効活用する。 
 

④経営革新計画策定支援（既存事業改善） 
小規模事業者にとって、急速な経済環境の変化や消費者需要の変化に対応するために、新商

品（サービス）の投入や新市場の開拓は事業の維持継続のために重要と捉えて「経営革新セミ

ナー」を外部講師を招いて計画承認を支援してきました。しかし、「経営革新」という言葉の

イメージが中規模企業のものと捉えられてしまい受講生の減少を招き、また一方的な講義のた

めにモチベーションの低下による途中で受講を断念する受講生も多いのが現状でした。そこで

今後は、セミナーのタイトルを刷新して受講生の掘り起こし増加を図る。また、個別相談会の

回数を増やして、計画策定の支援を強化する。 
 

➄小規模事業者持続化補助金申請書策定支援（既存事業改善） 
この補助金申請における経営計画書は、小規模事業者が自社の経営状態の現状分析や強み・

弱みの発見、競合店との差別化要因の抽出、ターゲット層の明確化などに役立ち、小規模事業

者の売上拡大や販路開拓に有効な計画書である。当所は従来、経営計画作成セミナーや定例の

経営なんでも相談会（専門家と経営指導員が担当）で補助金申請の支援をしてきましたが、途

中、計画書作成が難しいとあきらめてしまう事業者も多くいる状況でした。今後は、セミナー

受講者に経営指導員等が担当者として張り付き、手厚く支援することで、より多くの事業計画

策定と補助金申請を行う。 
     

⑥経営なんでも相談会における策定支援（既存事業改善） 
当所では５年前から、外部専門家と経営指導員がタッグを組んで、毎月２回の個別相談会を

設けている。相談内容は、創業、補助金申請・経営計画策定・融資・事業再生・事業承継・廃

業など多岐にわたる。よって、ここでの事業計画書とは、創業計画書・経営革新計画・経営改

善計画・事業再生計画・事業承継計画・廃業計画などが該当し多岐にわたる。 
しかし、相談件数が多いため、上記計画書の策定支援までたどりつかないケースが多くある

状況です。今後は、当相談会の回数を増やす一方で、連携する金融機関・栃木県よろず支援拠

点・事業引き継ぎセンター・栃木県産業振興センター等と連携を強化し、あわせて専門家派遣

を入れて精度の高い事業計画策定を実施する。経営指導員等にとっては専門家のスキルを吸収

することにより事業計画策定能力の向上を図る。 
   

 [目 標] 
   内    容 現 在 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度
巡回指導件数（延べ件数） 2,039 2,100 2,160 2,220 2,290 2,360
窓口指導件数（延べ件数） 2,332 2,400 2,470 2,540 2,620 2,700
経営なんでも相談会回数 24 36 36 36 36 36
経営なんでも相談会受講者数 72 108 110 112 120 124
セミナー開催件数 6 7 8 8 8 8
セミナー受講者数 100 120 150 150 150 150
事業計画策定事業者数 88 93 105 109 115 123
うち小規模持続化補助金申請件数 58 60 62 64 66 68
うち創業計画策定件数（修正計画含む） 20 20 25 25 27 30
うち経営革新策定件数 2 5 6 7 8 10
うちその他の事業計画策定数 8 8 12 13 14 15
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４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 

   地域経済動向・需要調査・経営状況の分析を行った上で策定した事業計画書に基づいて、持続

的な経営をしていくためには、定期的なモニタリングが必要不可欠である。しかし、多くの小規

模事業者は、計画を達成するための進捗管理の重要性の認識が薄く、また、経営資源に制約があ

ることから、日々の製造・販売・配達・接客等の業務を優先し進捗管理まで手が回らないのが実

情です。そこで、小規模事業者へのフォローアップを定期的に実施して事業計画の達成に向けて

支援を行う。 
 
[現状と課題について] 
創業計画策定者・経営革新認定者・持続化補助金採択者・経営改善計画策定者には定期的に 
訪問してフォローアップはしているが、それ以外はあまり行っていない状況です。また、フォ

ローアップの仕方や情報提供が各経営指導員等の判断で行っているために、必ずしも個々の実情

に合ったものにはなっていない状況でした。 
 今後は、支援の期間、回数、支援内容などの標準ルールを決めて、事業計画の達成に向けて経

営指導員等が伴走型支援できるよう仕組みをつくり、職員間での情報共有が出来ていなかった。

 
[改善方法] 
   事業計画策定後は、事業計画に関わった経営指導員等が寄り添い、計画策定後のフォローア
ップを行う。その過程で発見した高度な経営課題に対しては、専門家による経営なんでも相談

会やミラサポによる専門家派遣、栃木県よろず支援拠点をはじめ、各金融機関・支援機関と連

携して課題解決を図る。 
  また、経営指導員をはじめ職員間で支援情報を共有し「いつでも・だれでも・伴走支援」を

目指す。 
 
[事業内容] 
①経営指導員等による定期的なフォローアップ（既存事業改善） 
経営指導員等が個々の判断で行っていたフォローアップを、今後は四半期に１度を目標に巡 
回訪問を実施し、進捗状況の確認、現状把握を行う。同時に改善策を一緒に考え、各種施策の

活用やマッチング機会の提供等、課題に応じた必要な支援を行う。フォローアップにより経営

状況の把握ができることから２年目以降はメールや電話にフォローアップを組み合わせ、定期

的な巡回訪問を５年間実施する。 
 

②専門家の活用（既存事業改善） 

業種・業界特有の課題解決やマーケティング手法・ＩＴ活用・技術的課題等に特化した専門 
家支援が必要な場合には、ミラサポ専門家派遣・中小機構・栃木県よろず支援拠点・栃木県産 
業振興センターや当市の大企業ＯＢで組織する小山市中小企業技術系アドバイザー派遣事業を

より積極的に活用する。 
 

③金融斡旋（新規事業） 

事業計画を進める上で、設備投資をはじめとした資金調達が必要な場合、これまでのマル経

融資や県・市の制度融資に加え、日本政策金融公庫の「小規模事業者経営発達支援資金」を支

援メニューとして活用する。また、連携金融機関にも積極的に支援を働きかける。 
 

④創業者の計画実施支援（既存事業改善） 
当所での創業相談は多く、今までは創業セミナー・経営なんでも相談会・窓口相談で創業計

画書の策定支援を実施してきましたが、開業後のフォローアップは十分ではなかったと考えて

います。また、生存率が低下する創業から３年目までの方を対象とした経営課題解決セミナー
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を実施してきたが、課題の抽出程度に留まっており、修正計画の策定やフォローアップは十分

ではない実情です。今後は、開業後に多くの方が直面する販路開拓・資金調達・従業員問題等

について手厚くフォローして創業計画の実現に向けて支援していく。また、先輩創業者の経験

談が効果的であるのでフォローアップの一つとして活用していく。特に、開業後２年間は毎月

１回訪問してフォローアップを行う。 
 

➄経営革新計画実施支援（既存事業改善） 
現在、経営革新計画承認事業所に対し、計画期間中年一度のフォローアップ調査を行い、経

営革新計画の進捗状況について県に報告している。今後は事業の進捗状況に応じて、補助金・

販路開拓・技術的な課題解決支援して確実な計画実施をフォローアップを行う。また、状況に

応じて、中小機構・栃木県よろず支援拠点・栃木県産業振興センター・ミラサポでの好事例な

どを活用する。また、連携する各金融機関の情報ネットワークを活用して支援する。 
 

⑥小規模事業者持続化補助金採択事業所への計画実施支援（既存事業改善） 
採択事業者へのフォローアップは、経営指導員等が担当して２年間にわたり四半期に１回事

業進捗状況の確認を行っていく。事業者が計画策定時に掲げた販路開拓の目標に達していない

場合は原因を検証し、マーケティング戦略の見直しや商談会・展示会の出店案内、栃木県よろ

ず支援拠点によるホームページの診断を活用する。 
また、業種に対応できる専門家の派遣をし、具体的な改善策を提案する。 

     
⑦その他の経営計画策定後の支援（既存事業改善） 
当所では従来より、経営改善計画の策定支援や事業承継相談等を実施してきたが、十分なフ

ォローアップは出来ていない状況です。その要因は、計画策定後の支援ノウハウが不足してい

るからです。今後は、状況に応じて随時、専門家派遣や各金融機関・県中小企業再生協議会・

栃木県よろず支援拠点・保証協会・栃木県事業引き継ぎセンターと連携してフォローアップす

る。 
  
 [目 標] 事業計画策定後のフォローアップ件数 
   内    容 現 在 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度
フォローアップ事業所数 （新規分） 88 93 105 109 115 123
フォローアップ事業所数 （継続分） 50 88 93 105 109 115
フォローアップ件数（延べ回数）※ 138 1044 1152 1256 1312 1408
※のフォローアップ件数は、前述の通り、通常四半期に１回や創業者は毎月１回行うため、フォ 
ローアップ事業所数を積算して表記しました。 
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５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 
【現状と課題について】 

小規模事業者が持続的な経営を実現するために、顧客である消費者や取引先の需要動向を調

査・分析し将来予測を立てた事業計画を策定することが必要です。地域の経済動向調査の情報収

集の状況と同じように、小規模事業者には需要動向に関する情報を収集する機会が少なく、一方、

商工会議所では多くの情報が集まり保有しているものの、個々の事業者に応じて情報を整理しタ

イムリーに提供する機会は充分でなかった。 

 

【目 標】 

  小規模事業者が個社の持つ、技術力や強み・特徴を認識した需要の創造や掘り起しに取り組め

るよう、地域の経済動向調査（指針③）や経営状況の分析（指針①）を踏まえて、今後の戦略の

方向性が市場のニーズに見合ったものとするために需要動向に関する情報の収集、整理、分析及

び提供を行う。情報の提供については小規模事業者に分かりやすく、丁寧に提供し、自ら調べる

ことができるよう、効率的な情報収集方法を伝えることで事業者自身の情報収集能力を向上させ

る。商工会議所にて収集したデータは各種媒体での公表による対多数への提供だけでなく、個別

事業者毎に必要な需要動向に関する情報提供支援をし、潜在顧客の把握に役立てる。 

 

   ※下記図は、需要動向調査の各事業を纏めたものです。 

 

需要動向調査事業図 

 

 

 
                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②市内大型店スーパーと 
 の懇談会による消費者

動向等の情報交換会 

 
小山商工会議所

 
小規模事業者 

③「流行っている店」の紹介

事業 

職員 1分間ｽﾋﾟｰﾁによる 

「消費ﾄﾚﾝﾄﾞ」等情報共有 

④製造業に向けた需要動

向情報の提供      

おやま産学官ﾈｯﾄﾜｰｸの

活用 

⑦有力情報の収集と活用  
中小企業白書、ミラサポ、

J-NET21、日経ＭＪ、各銀
行ﾘﾎﾟｰﾄ、東京商工ﾘｻｰﾁ等 

①地域住民の需要動向 
ヒアリング調査 

⑥新聞スクラップの活用 
日経新聞、読売新聞 
下野新聞等 

➄地域金融機関との連携強化

ニーズの深耕 
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【事業内容】 

①地域住民の需要動向調査（新規事業） 

当所では、小山市総合計画に基づき、やる気のある商業関係者約３０事業所の規模で連合組織

「小山駅西口商業振興会」を平成２７年度に発足した。小山駅西口周辺は、中心市街地として近

年、複数のマンション建設が行われ、他市からの流入人口が多い地域である。特に、若者層、子

育て世代、高齢者層がバランス良く定住しています。まずは消費者動向を把握するため、地域住

民による消費者ニーズ調査を、まちの駅でのインタビュー方式とモニターによる懇談会方式で行

い、顧客が求める適合業種、取扱商品、価格帯、サービス、地域の流行トレンド等の消費者のニ

ーズ調査分析を年３回実施する。 

調査の情報分析結果は、商品・サービスの改善に繋げるほか、事業計画策定時の取扱商品、価

格、売上高目標数値設定に活用していく。また商工会議所会報・ホームページ・小山市立図書館

により広く情報を公開して、小規模事業者の販売促進策に活用する。 

 

②大型店スーパーの消費者動向情報を提供（新規事業） 

市内にある大型スーパーの店長との懇談会を年 3回に開催しており、そこでは、売れ筋商品や

消費者のニーズ、小山地区外での競合店出店状況などの情報交換が行われる。その懇談会で得ら

れた「消費者ニーズ」・「売れ筋商品」・「消費購買行動」などを当所会報（毎月 2300 部発行）に

「消費者トレンドコーナー」として設けて掲載し、小規模事業者に提供する。また、この情報を

当所ＨＰ等に掲載し、経営指導員等の巡回時にも活用して小規模事業者の販路拡大に役立てる。

 

③「流行っている店」の紹介提供事業（新規事業） 

業種業態を問わず、いつの時代でも「流行っている店」は存在します。流行ってる理由として

は、「首都圏で流行ったものを売っている」「ターゲットが明確でニーズを的確に捉えている」

「潜在的な需要をうまく掘り起こしている」「顧客満足が高いサービスをしている」などの様々

な要因があります。 

つまり、流行っている店は、消費者動向を先取りしており、消費者動向を的確に捉えていると

言えます。そこで、消費トレンドに敏感である当所の女子職員を中心にして、日常生活の中で「あ

の店はおいしかった」「この店はお客が並んでいた」「あの店はおもしろかった」などの情報を、

当所が毎日行う「朝礼での１分間スピーチ」の中で披露してもらい、全職員が共有する。その情

報にもとづいて、当所会報（前掲）の企業訪問コーナー（既実施）に掲載する。 

記事の内容は、従来の単なる企業情報や目玉商品の紹介に止まらず、「なぜ売れているのか」

「この商品（サービス）を生み出したきっかけ」「なぜお客様は買うのか（購買動機）」などにも

触れて掲載します。また、当所ＨＰに掲載し、巡回指導の支援ツールとして活用する。 

 
④製造業に向けた需要動向調査（新規事業） 

   当所は、平成１４年から産学官連携組織である「おやま産学官ネットワーク」の事務局を担っ

ている。メンバーは、大手製造業・工業系高等教育機関・小規模製造業が参画している。２ケ月

毎に運営委員会を開催しており、この運営委員会では、毎回、大手製造業のニーズや高等教育機

関が有する、製造業への技術・品質・人材育成・共同研究等の支援策の発表が行われている。今

後は、この情報の収集・分析・整理をして、適宜小規模事業者に提供して、小規模製造業の受注

拡大や新商品開発に役立てる。 
  

➄地域金融機関との連携強化（既存事業改善） 

従来から連携する金融機関の主催する商談会や展示会に、小規模事業者の出展を促す一方、当

所が出展したブースに小規模事業者を参画させて販路開拓支援を実施している。今後はさらに、

商談件数や成約件数を向上させるために、主催者である金融機関等との情報交換を強化する。 

具体的には、商談会や展示会の直接担当者から、企業ニーズや消費者ニーズを事前に入手し

て、小規模事業者に伝えて出展に臨ませるなどして、販路開拓に役立てる。 
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⑥新聞のスクラップの活用（新規事業） 

新聞記事には、記者の的確・公平な視点で有効な経営情報が満載しています。特に日本経済新

聞や読売新聞の地方版、下野新聞（地元栃木県の地元紙）等には、小規模事業者のビジネスモデ

ルになる事例が多く掲載されます。そこで、この新聞記事を、本計画のターゲット事業である「創

業者向け」「新商品開発向け」「ビジネスモデル向け」「街づくり向け」「金融機関情報」の５種類

に分類してスクラップします。その情報を、経営指導員等会議の材料として情報共有を図ります。

さらに、巡回・窓口で活用します。また、記事に掲載された「企業戦略」や「経営者の理念等」

は、小規模企業者の将来にとって有力な経営情報ですので、当所が介入して、小規模事業者が記

事掲載企業（経営者）に出向いて行き、直接に教授いただけるよう仕掛ける。 

 

⑦小規模事業者への有力情報のツールについて（既存事業改善） 

中小企業白書、日本経済新聞等、下野新聞、ミラサポ、Ｊ－ＮＥＴ２１、コンビニエンススト

アの売り場情報、日経ＭＪ、ＭＯＴＥＣＯ、オリバー、ぐるなび、食べログ、各地商工会議所会

報、施策情報（国・県・市）、小山市住民基本調査、あしぎんレポート（足利銀行）、日本政策金

融公庫、東京商工リサーチ、各種成功事例集、地元タウン誌等。 

上記の資料や情報から、小規模事業者の販路開拓に役立つ情報を抽出して、経営指導員等が巡

回・窓口相談時に活用する。 

 

 

［目標］（定量） 
事 業 内 容 現 状 28年 29年 30 年 31年 32 年 

地域住民の需要動向調査     （回数） 未実施 3 3 3 3 3

地元大型店売れ筋情報      （回数） 未実施 3 3 3 3 3

流行ってる店情報提供      （回数）   10 12 12 12 12 12

製造業に向けた需要動向情報  （回数） 未実施 6 6 6 6 6

連携金融機関との事前情報交換（回数） 未実施 3 6 10 15 18

新聞スクラップ情報      （回数） 未実施 4 4 4 4 4

情報提供件数 

巡回・窓口での個別提供件数 

未実施 405 463 476 491 506

  ※情報提供件数は、巡回・窓口相談企業数の合計件数の 10％を目標とする。 
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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】 

 

【現況と課題について】 

当所における販路開拓支援策は、地域資源系においては、毎年２月に東京ビッグサイト「グルメ＆

ダイニングショー 日本商工会議所主催 feel NIPPON 」、毎年９月に開催される東京ギフトショーに

栃木県南地場産業センターが設けるブースに出展し、小規模事業者が開発して商品を展示し、当所職

員がバイヤーに商品説明を行い取引先拡大の支援を行っています。 

また、工業系受発注支援策は、毎年１０月に開催される東京商工会議所ほか２５商工会議所の連携

商談会「ザ・商談！し・ご・と発掘市」の主催者として小規模事業者の受注拡大の支援を行っていま

す。 

 課題については、当所単独の商談会・展示会の開催はバイヤーや発注元の参加確保が難しい事と経

費的にも開催することの効果が期待できないことが課題である。そのため、連携先機関である、特に

金融機関による商談会、展示会への参加により、課題を克服したい。 

 

 

【対応策について】 

地域における小規模事業者の販路拡大を図り小規模事業者の売上の増加や利益確保のために、今

まで展示会や商談会へ参加経験のない小規模事業者向けに、連携金融機関が開催する展示会商談会

の活用を図り、本事業における重点ステージを中心に、目標達成に向けた、下記の支援策を実施し

ていきます。 

 

 

①新規事業について 

  当所においては、小規模事業者の展示会・商談会の自前で開催するには、実績がないため、商談

先である企業、バイヤーの参加を得る事が難しいため、連携先金融機関である足利銀行・足利小山

信用金庫・常陽銀行・栃木銀行が主催あるいは共催する商談会・展示会を活用し、展示会・商談会

の参加経験のない小規模事業者のために出展ブースを確保し、販路拡大・売上増加・利益拡大の機

会創出支援を行う。 

 

ア）展対策セミナーの開催（内容は下記による） 

・出展者向け会社案内の作成支援 

・出展者向け商品シートや工業系機械リスト・技術シートの作成支援 

・出展に伴う、ブース接客応対等人材育成支援 

 

イ）連携金融機関商談会への参加 

小山商工会議所が連携金融機関商談会・展示会へブース出展を行い、小規模

事業者が当所ブース内へ出展する形態で、小規模事業者の経費削減を図り、販路拡大・売

上増加・利益拡大の機会創出を図ります。 

また、出展ノウハウ（商品シート作成・機械リスト及び技術シート作成・会社案内・接客

応対・ブース 装飾など）を蓄積して単独出展に向けた支援を行う。 

 

ウ）平成２７年度は、１出展（１コマ）３事業所の出展を行います。平成２８年度は、２出展

（１コマづつ）６事業所の出展支援を行い、平成２９年度は３出展（１コマづつ）１０事

業所の出展支援、平成３０年度は４出展（２コマづつ）１５事業所の出展支援、平成３１

年度は４出展（２コマづつ）１８事業所の出展支援を行います。 
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数値目標（商談会・展示会） 

内 容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

出展対策セミナー 0 0 1 1 2 2 

連携金融機関商談会への参

加 

0 1 2 3 4 4 

ブースコマ数 0 １ ２ 3 8 8 

出展者企業数 0 ３ ６ 10 15 18 

巡回支援指導件数 0 12 24 40 60 72 

 

②創業期における販路開拓支援について 

創業期は、多くの創業者が人脈を含め経営資源不足や新規顧客の獲得という課題を抱えて開業し

ています。この課題を克服するために、当所の会員交流会（メリットは様々な業種の方と知り合い

になれる、先輩経営者からアドバイスをもらえる、顧客になってもらえる可能性があるなどです）

に参加してもらいます。今後、開催回数を増やし非会員事業者まで拡げていきます。 

また、２年前から実施している「まちゼミ」（チラシ４万部発行）は、創業者等が、一般市民の

方に自店を知ってもらい固定客へと繋げていく有効なマーケティング手法ですので活用します。 

また、当所の独自事業である開運チケット（毎年３０００冊全会員等に発行、約１２０店舗を掲

載している掲載無料の冊子・従業員など利用可能）で店舗掲載をします。その他、当所は、毎月発

行している会報（２３００部発行）に商品の販促チラシを同封してＰＲする「会報同封サービス事

業」を実施しています。これは、創業者には新規顧客獲得の有効な手段になります。 

また一方、新聞各紙の記者と定例懇談会を設けており、創業者の情報は積極的に掲載していただ

けます。地元テレビの取材や広告掲載も有効な販路開拓支援ですので活用します。なお、上記事業

は、参考資料２、伴走型・創業支援プロセス（イメージ図）の展開時点で支援します。 

 

③地域資源活用における新商品開発時の販路開拓支援について 

小規模事業者が新商品（試作品も含む）を開発して、販路開拓するためには、最終顧客層の明確

化が大切です。しかし、それ以前に、小規模事業者が原材料調達から生産・販売までの全ての事業

活動の一貫を担うには経営資源が不足しています。 

ですから、まず、事業全体の概要図を作成支援して、自社（店）の強みを活かせる分野に絞って

事業活動を行う必要性があります。そのため、自社（店）ができない分野は、事業協力者を募って

補うことが販路開拓支援の第１歩となります。例えば、食品関係において生産分野に事業を絞った

場合、原材料供給者・加工業者・卸業者・小売業者・販売促進コンサル等との連携を促し、そのコ

ーディネート役を担うことがこの分野の販路開拓支援になります。 

  また、当所は、地域資源活用∞全国展開事業の実施により、販路開拓のノウハウ及びネットワー

ク（日本商工会議所・中小企業基盤機構・栃木県フードバレー協議会・大手食品問屋の国分㈱・ぐ

るなび㈱・㈱ネクスコ東日本・Ｄ＆ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ・各種出版会社）を蓄積しています。な

お、同時に、公的機関の展示会出展支援事業の活用や金融機関が主催するマッチング事業への参加、

地元イベントへの出店、地元大型店の催事参加、おやま産学官ネットワーク（産学官組織）での発

表が有効な支援策です。標的ターゲット市場が全国区になる場合は、中小機構の地域資源活用事業

の活用が最も有効です。 

  なお、上記事業は、参考資料３、伴走型・地域資源を活用した新商品開発および販路開拓支援の

プロセス（イメージ図）の展開時点で支援します。 

 

④経営革新（新商品開発・新分野進出）における販路開拓支援について（工業製品編） 

この分野における販路開拓支援は、試作品（サンプル品）段階と商品化後段階の２段階の販路開

拓支援が必要と考えています。いずれも標的とするターゲット市場により販路開拓支援の戦略は異
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なりますが、試作品（サンプル品）段階では、各金融機関やよろず支援拠点・栃木県産業振興セン

ターの協力を得て販路開拓支援していきます。 

商品化後の支援では、各種展示会・商談会出展支援、各金融機関のマッチング事業の参加、栃木

県・各地商工会議所等の販路開拓支援策と連携して販路開拓支援をします。 

なお、上記事業は、参考資料４、経営革新（新商品開発・新分野進出）支援プロセス（イメージ

図：工業製品）の展開時点で支援します。 

 

⑤工業系における受発注情報の提供と商談会参加支援について 

  平成１５年度より栃木県、群馬県を中心とした「首都圏北部産学連携」において、大手コマツ小

山工場の受発注機会の創出をはじめ、平成１７年からは東京商工会議所と首都圏における中小企業

の受注機会の商談会を開始した。この事業は今も継続しており、今年度参加会議所数は２５会議所

にまで発展しました。また、平成１７年度・１８年度は、首都圏北部地域産業活性化推進ネットワ

ークと連携を図り、「ビジネスマッチング商談会」による企業の受注増加支援の実績があります。 

 受発注商談会の開催は、特に発注企業の参加企業確保が課題であり、当商工会議所だけでは多く

の発注企業の確保が難しいことから、今後は他商工会議所や公的機関及び金融機関と連携を図り事

業の継続を推進します。 

ア）平成１７年度から毎年１０月開催される東京商工会議所ほか２５商工会議所の連携商談会

「ザ・商談！し・ご・と発掘市」を今後も活用し、事業所の受注拡大を図ります。 

イ）新規事業として、栃木県・栃木県産業振興センター・連携金融機関が開催する受発注商談

会を活用します。小山商工会議所が連携金融機関商談会へブース出展を行い、小規模事業

者が当所ブース内へ出展する形態で、小規模事業者の経費削減を図り、受注増加を図り、

売上増加・利益拡大の機会を創出します。 

また、出展ノウハウ（機械リスト及び技術シート作成・会社案内・接客応対・ブース 装

飾など）を蓄積して単独出展に向けた支援を行う。 

 

⑥地元大型スーパーとの連携による販路開拓策について 

 地元大型店スーパーは頻繁に催事イベントを実施しており、当所が参加する大型店店長との懇談

会では、地元産品の催事イベントを商工会議所と連携して実施したいという要望があります。そこ

で、地域大型スーパーの催事スペース等を借用して、小規模事業者を募り、(仮称)地域資源フェア

等を開催して、新商品ＰＲや売上貢献に繋げます。 

   

⑦ＩＴを活用した販路開拓支援 

  ア）ザ・ビジネスモールの活用 

    ＩＴを活用したマッチング事業の 1つとして、全国の商工会議所・商工会が共同運営する企

業情報サイト「ザ・ビジネス モール」に当所は参加しております。「製品をＰＲしたい」、

「新しい取引先を見つけたい「経費をかけずに販路拡大をしたい」等の要望に随時対応する

ため、事業を推進致します。ＩＴ化に費用面から eコマースを活用できない小規模事業者へ

の積極的な活用支援を図ります。  

 

  イ）おもてなしギフトの活用  

    おもてなしギフトは、全国の特産品・名産品を産地直送にてお届けする地域ブランドギフト

専門店の事であり、当所では、昨年度トライアルとして行い、今年から正式に実施する方向

です。 

    現況、地域特産品における課題として、①販路がない ②ブランド力がない ③地域で埋も

れてしまう等の課題があります。この課題を解決する 1つの方法として、ＩＴを活用した「お

もてなしギフト」を展開し、小規模事業者の販路拡大に貢献します。 

※他のネットショップとの差別化 

・本商工会議所、全国の商工会議所と連携 
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・ページ作成・発送業務（荷造り送付状作成）・決済業務すべて代行。 

・ギフト専門店のため、安売りはしない。 

・構築・運営に手間がかからない。 

数値目標（商談会・展示会） 

  現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

ザ・商談仕事発掘市へ

の参加(東商) 

1 1 1 1 1 1 

feel NIPPON 展示商談

会への参加(日商) 

1 1 1 1 1 1 

東京ギフトショーへ

の参加（栃木県南地場

センター関係） 

1 1 1 1 1 1 

 

連携金融機関商談会

への参加 

1 2 2 3 4 4 

 

⑧マスメディア・各種広報誌等の活用 

小規模事業者の新商品・新サービスのＰＲ紹介の支援策として、マスコミ等に情報提供を行うプ

レスリリース支援を実施する。また、当所からもマスコミ等に直接情報提供を行い小規模事業者の

支援を行う。 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組 

 

【現状と課題について】 

① 小山市・商工会議所・3 商工会で実行委員会を組織し、今年で１２回実施している小山市共
通商品券事業により、地域における消費の拡大と地元商業関係者の振興のため事業に取り組

んでいる。 

 

② 当所が平成２０年から地域資源活用で取組んでいる、日本商工会議所地域力活用新事業∞全
国展開プロジェクトである、「かんぴょう開発プロジェクト事業」及び「桑ミクスプロジェ

クト事業」を通して地元市民の方々に地域資源の生産をはじめとする現状や、地域資源の効

能・栄養価を再認識していただき、消費の拡大を推進し、更なる商品開発などの支援を行う。

また、地域を上げての取組が課題であったが、かんぴょう開発プロジェクト事業に関しては、

平成２１年度より栃木県・下都賀農業振興事務所と連携し「歴史とロマンのかんぴょう街道

推進協議会」を立ち上げた。現在では小山市・下野市・壬生町・上三川町における関係者が

連携を図り、新商品開発、かんぴょう料理レシピ開発コンテスト・レシピ紹介事業・体験型

観光開発により地域活性化と首都圏からの集客を図っている。 

 

 

【対応策について】 

① 平成２６年度より実施（年２回）し、大変好評を得ている「まちゼミ」を通して、個店と顧 

客とのさらなる信頼関係の構築を図り、お店の魅力向上に繋げる。 

 

② おやま産学官ネットワークと小山工業高等専門学校・関東職業能力開発大学校・白鷗大学が 

連携し地元企業への就職支援のため、学生と企業のマッチング事業「地元学生と地元企業の 

交流事業」の実施により地域の特性を活かした地元雇用の創出による地域活性化と産学官連 

携による技術革新の支援を行なう。 

 

③ 第６次小山市総合計画（平成２３年度～平成２７年度）における「おやまブランド品」開発 
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と普及に関し、小山市・小山商工会議所・小山市観光協会が連携し普及啓発に努め、小山市 

のイメージアップ、知名度向上を図ります。 

 

④ 当所が夏に主催している、小山サマーフェスティバル「灯の舞」提灯みこしや小山市、商店 

会連合会と連携し、共催している小山祇園祭のイベントを通して、衰退している小山駅西口 

周辺の賑わい創出を図る。特に、灯の舞提灯みこしの展示場所周辺には、飲食店が多いので、

さらなる売上アップに繋がるよう、連携を強化する。 

また、第６次小山市総合計画（平成２３年度～平成２７年度）における観光の基本方針であ 

る、「開運のまち おやま」を推進し、地域経済の活性化と活力あふれた地域社会の創造を図

ります。 

 

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 
   
 当所が、地域における小規模事業者の身近な支援機関として、経営発達支援計画を実施するにあ

たり、他の支援機関との連携強化を図ることでこれまで持ち得ないノウハウを補完・共有・強化し、

小規模事業者への支援力を強化する。 
 
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 

[現状と課題について] 
   小山市内および周辺の商工会議所・商工会・金融機関・行政・専門家・産学官連携組織等との定
期的な連絡会議・セミナーや相談会の共同実施はしていますが、小規模事業者の経営力の向上対し

て具体的な支援の連携は少なかった。よって、各支援機関と連携して、小規模事業者が経営力を向

上するための、地域情報・支援ノウハウ等の情報交換を行うとともに、金融・創業・販路開拓・技

術的課題の解決法・農商工連携・経営革新等の支援力向上を図るために、必要な支援機関と互いの

強味を提供して、地域として実質的な効果があがるよう支援事業を実施する。 
 

[事業内容] 
①栃木・小山・真岡地域中小企業支援ネットワーク連絡会議 [支援ノウハウの強化] 

(既存事業改善) 

地域プラットフォームとして、栃木・小山・真岡の３商工会議所と足利銀行・栃木銀行・日

本政策金融公庫・足利小山信用金庫・栃木信用金庫など１８金融機関で構成し、年２回の連絡

会議を開催している。今後は、特に創業支援ノウハウ・販路開拓支援の情報交換を中心にして

創業・販路開拓に関する一貫性のある支援事業を連絡会議の回数を増やし実施する。（年４回）

 
②おやま産学官ネットワーク運営会議 [ものづくり・農商工連携・課題解決支援の強化] 

（既存事業改善） 
地域にある支援機関（小山市・小山商工会議所・間々田商工会・桑絹商工会・小山市美田商

工会・白鷗大学・小山工業高等専門学校・関東職業能力開発大学校・富士通・日本たばこ産業・

足利銀行・足利小山信用金庫・中小企業者・農業者）で構成している組織で、年９回開催され

る運営会議において、各機関の取組みなどの動向について情報共有するとともに、各支援機関

の持つノウハウを小規模事業者へ提供できるよう整備する。 
 
③栃木県よろず支援拠点との連携[支援ノウハウ・販路開拓支援力の強化]  (既存事業改善) 

現在創業～３年目まで経営課題セミナー・販路開拓セミナー・経営革新セミナー等の共同開

催はしているが、栃木県よろず支援拠点と定期的な相談会（年４回）を実施するとともに、コ

ーディネターとの定例会議（年４回）を開催して、小規模事業者への支援ノウハウの強化・販

路開拓支援力の強化を図る。 
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④地域金融機関との連携[金融支援・創業・販路開拓・農商工連携の強化]  (既存事業改善) 

研修会の共同開催や創業者への連携支援・販路開拓支援などの個社支援は実施しているが、

今後さらに、定期的な勉強会（年２回）を開催して金融機関における小規模事業者支援の方針・

財務分析方法等のノウハウを共有する。  
 
連携金融機関：足利銀行、栃木銀行・足利小山信用金庫・栃木信用金庫 

 
 

２.経営指導員等の資質向上等に関すること 

【現状と課題について】 

  小規模事業者が事業計画に基づいた経営を進めるためには、支援の最前線に立つ経営指導員等一

人ひとりの経営に関する知識や情報力、目利きなどを備えたマンパワーによる指導力に頼るところ

が多く、それぞれの支援能力に差があるのが現状であり、そのため経営指導員等一人ひとりの支援

能力の向上が急務である。 

  特に経営分析、需要分析、販路開拓、経営改善提案などの経営発達支援を進め、「売上の向上」

や「利益の確保」に繋げるためには、経営指導員等として充分な知識が少なく、従来より専門家へ

の依存度が高いため、経営指導員等は、より充実した経営発達支援が進められるよう専門的な知識

の習得やスキルの向上が求められている。 

  また、支援ノウハウや成功事例、小規模事業者の経営分析結果等が個々の経営指導員等に属人的

に集積しているのが現状のため、情報共有する仕組みの再構築が必要である。 

これらの課題解決に対し組織として、経営指導員等の支援能力向上を計画的に進める必要がある。

 

【改善方法】 

小規模事業者への記帳指導・税務指導といった従来の経営指導に加え、経営分析・需要分析・販

路開拓といった経営発達支援においては、より専門的な知識の習得が求められている。そのため、

小規模事業者が、事業計画に基づいた経営を進めることができるノウハウを習得するため、ＯＪＴ

やＯＦＦＪＴにより、経営指導員等のスキルやバラつきを極力解消し対応差が生じないようにす

る。 

また、組織内において支援ノウハウや成功事例、小規模事業者の経営分析結果等を共有できる仕

組みを構築すると共に、施策情報、個々の事業者に対する支援状況も共有し、経営指導員等個人が

有するノウハウや情報を組織の財産として保有していく体制を構築する。月１回の経営相談課会議

を２回開催し、情報を全職員で共有できるように、イントラネットにアップする。 

 

【事業内容】 

①ＯＪＴ 

ア）毎月行う経営相談課会議において、事例検討会（ケーススタディ）を開催しレポート（Ａ

４版１枚）にまとめた情報を当所ネットワーク内の専用ホルダーに保存し、全職員閲覧で

きるようにする。                          (既存事業改善)     

 

イ）毎月開催している、経営なんでも相談会の同席やミラサポ専門家派遣に同行して専門家の

支援スキルを習得する。習得した情報は、当所ネットワーク内の専用ホルダーに保存し、

全職員閲覧できるようにする。                   (既存事業改善)     

 

ウ）その他、必要に応じて、経験豊富な税理士・中小企業診断士等を招聘して勉強会を開催し、

資質の向上を図る。 
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②ＯＦＦＪＴ 

    経営分析や需要分析、販路開拓支援、経営改善提案等に関する知識の習得を図る。 
    

ア）日商主催研修会や栃木県内商工会議所経営指導員等研修会への参加 

【基礎時支援能力・専門的支援能力の強化】  (既存事業改善)     

⇒対象者:経営指導員・経営支援員 

     経営分析や需要分析、販路開拓支援、経営改善提案等のほか、中小企業施策に関する研修

に参加し、知識の構築を図る。研修内容については一般職員にも回覧し所内で情報共有す

る。 

 

イ）中小企業大学校専門研修への参加  【専門的支援能力の強化】 (既存事業改善) 

 ⇒対象者:経営指導員 

課題別の専門研修に、５年に１度以上経営指導員を参加させることで、現場における支援能

力の向上を図ると共に、研修内容については一般職員にも回覧し所内で情報共有する。 

 

ウ）栃木県から支援を受け、幹事会議所（宇都宮）が実施している「経営指導員等技術研修会」

への参加             【専門的支援能力の強化】  (既存事業改善) 

⇒対象者:経営指導員・経営支援員 

課題別の専門研修に、３年に１度以上経営指導員を参加させることで、現場における支援能

力の向上を図ると共に、研修内容については一般職員にも回覧し所内で情報共有する。 

 

  エ）日商ＷＥＢ研修の受講       【基礎時支援能力の強化】  (既存事業改善) 

⇒対象者:経営指導員・経営支援員・一般職員 

 小規模事業者の高度化・多様化するニーズに対応し、経営分析、需要分析、販路開拓支援の

ほか、創業・経営革新に繋がる提案型指導ができるよう受講する。全国統一のカリキュラム

によるインターネット上での研修により、経営指導における専門化や資質向上に必要な知識

を習得し、経営支援力を高める。 

  

  オ) あしぎん総研をはじめ民間教育機関への職員派遣(新規事業) 

⇒対象者:経営指導員・経営支援員・一般職員 

    小規模事業者支援のため、事業計画策定に必要な基礎知識研修に関する受講について民間機

   関(あしぎん総研・税理士・公認会計士等)の事務改善の研修に参加し、資質の向上を図り、

経営支援力を高める。研修内容は、回覧し、所内で情報共有する。 

 

③成功事例・支援ノウハウの共有    【支援スキルの組織財産化】 (新規事業) 

    対象者：経営指導員・補助員・一般職員 

経営指導員等個々に蓄積しがちな成功事例や支援手法などを、将来に向け組織の財産として 

   保有・共有していくために、成功事例や支援ノウハウをデータ化する。具体的には、成功事例・

支援ノウハウを記載する様式を制定、ノウハウ・スキルを有する経営指導員等が内容を記載し、

当所ネットワーク上に置いた新たに設ける専用フォルダに保存することで、全職員が必要な時

にパソコン上で、検索・閲覧できるようにする。 

 また、各小規模事業者の支援履歴状況については、当所事業所別カルテにより支援状況を職

員で情報共有する。 

また、月１回全職員を対象にした会議を開催し、情報を共有する。 
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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 

 

本計画は、5 年を実施期間としており、毎年度事業の実施状況及びその成果及び見直し等につ

いてＰＤＣＡサイクルにより評価・検証を行うものとする。 

 

① 経営指導員ほか経営支援員を含めた全職員による，事業の成果及び評価・改善のためのＰＤ

ＣＡを四半期毎に行い，計画に沿った事業実施に繋がるよう自ら検証を行う。 

② 外部有識者として地域の教育機関・研究機関や金融機関および栃木県中小企業 診断士協会

や行政等を含めた外部委員会を設置し、半期に 1回の頻度で、事業の実施状況及び成果の評

価・改善について助言や提案を受ける。外部有識者から指摘された結果や助言および提案に

ついて、改善案や見直しを行った上で、その後に開催する正副会頭会議及び常議員会へ報告

を行い、承認を受ける。その結果については、外部委員会に報告し、承認を受ける。 

③ 当所正副会頭・常議員・監事及び外部有識者から本計画について指摘された事項により、計

画の変更を行う場合には、関東経済産業局に逐次報告し、指導を仰ぎながら事業を行う。 

④ 本事業の成果及び評価・改善の結果については、概要版を速やかに当所ホームページ

（http://ｗｗｗ.sanocci.or.jp）において広く小規模事業者が閲覧できるよう計画期間中

公表するとともに、毎月定期的に発行している商工会議所ニュースにおいて記事掲載を行

い、当所管内の小規模事業者が常に閲覧可能な状態にする。 

 

  ※外部有識者とは、教育機関・研究機関として白鷗大学や小山工業高等専門学校および関東職業

能力開発大学校、地域金融機関として㈱あしぎん総合研究所、外部有識者として栃木県中小企

業診断士協会、行政として小山市経済部から招聘する予定である。 

 

ＰＤＣＡ管理サイクル  

  

               

                            
                             

                         

 

 

 

 

 

                       

                           
 

 

 

 

 

Ｄｏ 
 本計画を実行して周知徹底

月次目標に沿って実行 

 

Ａｃｔｉｏｎ 

月次毎・３ケ月毎の遂行状況を踏まえ

て修正・実行。 

成功事例・失敗事例の検証・評価を踏

まえて修正実行 

外部評価を踏まえて修正・実行

Ｐｌａｎ 
本計画の数値目標を 

月次目標に再設定 

計画の修正 

 
 

Ｃｈｅｃｋ 

月次毎、３か月前に遂行状況チェック

成功事例・失敗事例の検証・評価 

外部評価は半年毎に実施。 

定性面と定量面の評価を受ける。 
外部有識者 
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○事業評価会議における評価項目について 

 

    定 性 評 価     定 量 評 価 

・全体戦術面の評価について 

・支援手法の評価について 

（成功事例・失敗事例・困難事例につい

て） 

・職員の支援能力向上について 

・相談者の満足度について 

・他機関との連携状況について 

・相談件数について 

・フォローアップ件数について 

・開業件数、計画策定件数、認定件数 

について 

・各種補助金の支援件数と採択件数について 
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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月現在）

（１）組織体制 

 

        

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

〒323-0807 栃木県小山市城東 1丁目６番３６号 

         小山商工会議所中小企業相談所 経営相談課 

     TEL0285-22-0253  FAX0285-22-0245  
Ｅ－mail info@oyama-cci.or.jp 

             相談時間 月曜日～金曜日 午前８時３０分～午後５時 

         ※事前にご連絡頂ければ、上記日時以外でも対応します。 

 

 

事務局職員数 

区分 専任職員 経営指導員 経営支援員 臨時職員 計 

男 3 4 2 0 9 

女 0 1 2 2 5 

計 3 5 4 2 14 

                          平成 28 年 1 月 31 日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営発達支援計画 
外部有識者 6名 

・白鷗大学 
・小山工業高等専門学校 
・関東能力開発大学校 
・（株）あしぎん総合研究所 
・栃木県中小企業診断士協会 
・小山市経済部 

   経営指導員等   8名 

中小企業相談所長(責任者)1名 

経営発達支援事業評価会議 6名 

 経営相談課長(統括者) 1名 
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小山商工会議所 《組織図》 
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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 ７４，０３６ ７４，４８６ ７４，６３６ ７５，０８６ ７５，２５６

 

中小企業相談所

特別会計 

 
内経営発達支援事業費 

専門家派遣事業費 

 

展示会出展費用 

 

 

７３，４３６ 

 

１，２００ 

３００ 

 

６００ 

７３，７８６

１，５００

３５０

７００

７３，８３６

１，５００

４００

８００

 

７４，０８６ 

 

１，７００ 

４５０ 

 

１，０００ 

７４，１５６

１，８００

５００

１，１００

 （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 

原則として、当所の通常会費及び国・県・市補助金等を積極的に導入するとともに、手数料収入等

による自己財源の確保にも極力努め、事業実施のために安定的な財源確保をします。 

 なお、従来から小規模事業者の経営改善普及事業のための「中小企業相談所特別会計」については、

国・県・市等からの補助金収入が主であり、事業内容や財政状況等により変動することがありますが、

最大限の現状予算を維持出来るよう自助努力に努めます。 

その費用の一部を「経営発達支援事業」として活用し、当所経営指導員等が事業実施します。 

また、経営発達支援事業については、国等からの「経営発達支援事業に関する補助金」を積極的に

活用する予定であります。 

※中小企業相談所特別会計とは、経営支援事業費と一般事業費・管理費・予備費から構成されており

経営発達支援事業・講習会・相談会・金融施策費等の指導事業費や小山市工業大学セミナー等の小山

市との連携事業のほか、経営指導員等の人件費を含めて、予算計上している。 

 

（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 

行政・公的支援機関・地域金融機関・大学、高専、高校・各分野の専門家・市内企業・OB 

と連携支援体制を構築し、構成メンバーでの小規模事業者の支援に関する情報を共有すると 

共に事業者に対する効果的な支援を実施する。新たな事業展開や新分野に取り組む、やる気 

ある小規模事業者への支援 

連携者及びその役割 

 

 

 

 連携者 連携内容 

① 
栃木県   知事 福田富一 
宇都宮市塙田 1-1-20  経営支援課 

各種施策・経営革新計画 
経営改善計画 

① 
小山市   市長 大久保寿夫  
小山市中央町 1-1-1  商業観光課・工業振興課 

創業塾・インキュベーショ

ン施設・創業融資等 

② 
中小機構関東  本部長 佐藤 勉 
東京都港区虎ノ門 3-5-1 虎ノ門 37森ビル 3階  

全般的指導・販路開拓 
海外進出 

② 
公益財団法人栃木県産業振興ｾﾝﾀｰ 理事長 柳 道夫

宇都宮市ゆいの杜 1-5-40  
融資・販路開拓 
マッチング事業・商談会 

② 
栃木県よろず支援拠点 ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 矢口季男 
宇都宮市ゆいの杜 1-5-40  

高度な専門相談 
海外進出・新商品開発 

② 
栃木県事業引き継ぎ支援センター 統括責任者 大森 治 
宇都宮市中央 3-1-4栃木県産業会館 8階  

事業承継・Ｍ＆Ａ 
廃業相談 

② 
栃木県中小企業再生協議会 会長 北村光弘   
宇都宮市中央 3-1-4栃木県産業会館 7階  

再生支援 
 

② 
栃木県信用保証協会  会長    伊東 勤 
宇都宮市中央 3-1-4栃木県産業会館 5・7階  

融資や私募債等の保証 
 

③ 
株式会社 足利銀行  頭取    松下正直 
小山支店  支店長 斎藤好則 小山市城山町 1-3-27 

融資・投資採算性 
販路開拓・商談会 

③ 
足利小山信用金庫     理事長  冨田 隆 
小山営業部副理事長 石川俊之 小山市城山町 1-3-27 

融資・投資採算性 
販路開拓・商談会 

③ 
株式会社 群馬銀行  頭取   齋藤一雄 
小山支店 支店長   萩野秀文 小山市城山町 3-9-3 

融資・投資採算性 
販路開拓・商談会 

③ 
株式会社 常陽銀行    頭取   寺門一義 
小山支店 支店長  福地 茂 小山市中央町 3-3-3 

融資・投資採算性 
販路開拓・商談会 
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※①地方公共団体  ②公的支援機関  ③地域金融機関  ④大学・高専・高校  

⑤各分野の専門家 ⑥市内企業・ＯＢ、当所青年部 

 

③ 
株式会社 栃木銀行    頭取   菊池康雄 
小山支店 支店長  高橋寛之 小山市宮本町 2-3-15  

融資・投資採算性 
販路開拓・商談会 

③ 
栃木信用金庫        理事長  伏木昌人 
思川支店 支店長  平間和樹 小山市大行寺 974-10 

融資・投資採算性 
販路開拓・商談会 

③ 
結城信用金庫        理事長  森 光郎 
小山城南支店 支店長 坂入久雄 小山市東城南 4-28-8 

融資・投資採算性 
販路開拓・商談会 

③ 
株式会社日本政策金融公庫 代表取締役総裁 細川 興一 
宇都宮支店支店長 佐藤 真 宇都宮市二番町 1番 31号 

融資・販路開拓・マッチン

グ事業 

④ 
白鷗大学 学長 奥島孝康 
小山市大行寺 1117    

景気動向調査・マネジメン

トセミナー・管理者育成 

④ 
小山工業高等専門学校  校長  大久保 恵 
小山市中久喜 771     

試験・検査・学術指導 
技術指導・人材育成 

④ 
関東職業能力開発大学校 校長  荒 隆裕 
小山市横倉三竹 612-1   

試作品開発・共同研究 
人材育成 

④ 
小山北桜高等学校    校長  押久保 徹 
小山市東山田 448-29  農商工連携・地域資源活用

⑤ 
一般社団法人 栃木県中小企業診断士会 会長 仲山親雄 
宇都宮市駒生町 1487-14ナック・ワース・プロ有限会社内  

経営計画書作成支援 
ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ戦略・廃業支援 

⑥ 
富士通株式会社 小山工場長 大内宣明 
小山市城東 3-28-1      

技術指導・組織強化育成 
ブレークスルー指導 

⑥ 
小山商工会議所青年部 会長 鵜養好晃 
小山市中央町 2-10-16  

経営者として創業者の課題

や悩みに対するアドバイス 

⑥ 
先輩創業者 個別指導塾ｽﾏｲﾙｱｼｽﾄ 代表 黒木久美子 
小山市神鳥谷 1080橋本ﾋﾞﾙ 202   

経営者として創業者の課題

や悩みに対するアドバイス 

⑥ 
先輩創業者  マシュマロウ 代表 日向野一代 
小山市塚崎 1481-6    

経営者として創業者の課題

や悩みに対するアドバイス 

役割 

小規模事業者の経営課題が、多様化・複雑化している事から、当所経営指導員だけでは、対応困難

と判断した場合、その内容に応じて各機関と連携し、個別相談等を行い、問題解決を図る。さらに、

中小企業庁が行っている「ミラサポ」専門家派遣事業を積極的に活用し、地域では解決できない高

度な課題が生じた場合は、全国の専門家に仰ぎ、課題解決を図る。また、連携の効果として、情報

やノウハウが共有されることにより、地域経済の持続的発展に繋げる事が期待される。 
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小山商工会議所が小規模事業者における「経営発達支援事業」を行う上での、連携組織図は以下の

とおりであり、小山商工会議所を中核とした連携を構築しつつ、地域の連携支援機関が情報を共有し、

全力で小規模事業者を支援する枠組みを目指しております。 

なお、各連携支援機関（①～⑥の連携内容については、別紙連携組織の通り） 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


