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経営発達支援計画の概要 

実施者名 日光商工会議所 

実施期間 平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日 

目標 

魅力ある日光ブランドの創出 

魅力ある日光ブランドとは、世界遺産を有する国際都市にふさわしい、

観光客向けの商品又はサービス、地域住民向けの商品又はサービス 

数値目標 ：観光客向け日光ブランド商品を 1種以上創出 

地域住民向け日光ブランド商品を１種以上創出 

活性化指標：平成３１年の中心市街地での通行量の前年比増加、 

平成３１年の観光客宿泊数の前年比増加 

事業内容 

日光市商工業の問題点 

①事業規模の減少に歯止めがかからない

②魅力ある日光ブランド商品が作り出せない

これら２つの問題解決のため、事業推進の方針を定め、２つの事業と

２つの取組みを実施し、地域の活性化を支援する 

(方針） 

企業の課題を経営者と共有し、経営規模や組織能力に考慮し、課題の

重要性と優先順位を明確にして、継続性・実効性ある支援を行なう 

（２つの事業） 

① 経営力強化事業

1) 経営資源の強化支援計画

2) 商品力強化支援計画

3) 経営管理力強化支援計画

4) 販路開拓支援計画

②地域活性化事業

1) 新日光ブランド商品の開発

2) 中心市街地の活性化

連絡先 

栃木県日光市平ヶ崎２００番地１ 

日光商工会議所 中小企業相談所 経営支援課 課長 齋藤幸雄 

電話：０２８８－３０－１１７１ 
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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 

（背景) 

当地区は、栃木県の北西部に位置し、総面積は約１，４５０k ㎡で、栃木県全体の約

４分の１を占めている。人口は約９万人であるが、平成７年をピークとして減少してい

る。将来の人口は、年少人口、生産年齢人口とも大幅に減少が予測されている。社会的

資源としては、観光資源や自然資源、歴史文化資源等を有しており、世界遺産に登録さ

れた日光の社寺をはじめ、鬼怒川温泉などの観光地にも恵まれている。商業は、古くか

ら物資の供給拠点として栄えてきた今市地域が、中心市街地として商業機能を担ってお

り、平成２３年３月には日光市が中心市街地活性化基本計画の認定を受けている。 

日光市を取り巻く産業動向は厳しい状況が続き、商業分野では販売高の減少に歯止め

がかからない。観光業では、直近の宿泊者数は持ち直す傾向にあるが、長期的傾向とし

ては減少に歯止めがかかっていない。事業再生に取組む宿泊業も多く、関連企業も含め

て厳しい経営状態が続いている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このような経済環境ではあるが、日光市は日光産業振興ビジョンに於いて活力ある産

業の創造、地域内の雇用の確保を図るため、連携による振興･創業･発展を目指している。

 

 

 

 

 

 

 

 

当商工会議所では、市町村合併以前から、広域商工会議所として地域内に３箇所の出

先機関を設けて、きめ細かな支援を行ってきた。 

日光市産業ビジョン[概要版]より抜粋 

日光市統計資料より 
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中核支援機関としての役割は大きいと考え、あらゆる機会を通じて経営者との関係が

密接になるよう、地域密着型の支援に取組んできた。例えば、 

a)毎年の全事業所巡回により信頼関係の維持 

b)商工組合など２８団体から、広報・情報提供・技術向上など業務の一部を受託 

c)記帳指導を通じて、約千件の個人事業所 (会員数の約１／３)の財務データ管理 

しかしながら、事業所数の減少と同じように商工会議所の会員数・会員率の減少に歯

止めがかからず、平成２５年１０月から専門家や有識者を加えて振興計画策定委員会を

設置して、中長期的視野に立った商工会議所活動の指針計画の策定に取り組んだ。会員

組織率、組織体制と運営、事業活動、財政力強化に関する指針を、平成２６年８月に「日

光商工会議所振興計画報告書」としてまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回は、実際に経営指導を行っている経営指導員へのヒアリング結果を加えて、地域

産業活動活性化の問題点をまとめた。 

 

（小規模事業者事業の持続的発展の問題点と課題） 

（１）事業所数の減少と商工会議所会員数の減少に歯止めがかからない 

人口減少や後継者不足などの経営環境の変化や、商品開発や販路開拓などの経営

課題の対応が遅れると、売上の減少・廃業など事業所数の減少に繋がる。また、商

工会議所の巡回サポートや各種の支援が的確になされないと、商工会議所に加入し

ている意義が薄れ、脱会に繋がる。 

中核支援機関の商工会議所には、企業の経営状態を把握して実効ある支援にきめ

細かく対応し、個々の企業を強くすることが求められる。結果として、事業所数・

会員数の減少に歯止めがかかることが期待されている。 

 

（２）経済効果の大きい日光ブランド商品が作り出せない 

連携による経営の強化は、経営資源の少ない小規模事業者には効果的である。今

日、日光水物語事業などの、連携による日光ブランド創出の取組みは一定の成果を

出しているが、世界遺産の日光の社寺を超える魅力あるブランドまでには成長して

いない。 

日光ブランド商品事業は、小規模事業者の連携と観光資産との相乗効果で、魅力

ある商品が期待出来る取組みであり、商工会議所のコーディネートが、事業推進の

ための小規模事業者間の連携と、販路・開発支援を充実させるための専門家の連携

の両面から効果を発揮するよう求められている。 

 

・日光市統計資料 
・日光商工会議所振興計画報告書より
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このため、経営発達支援事業として２つの事業と２つの取組みと、事業推進の目標と

方針を定め、日光市経済の発展に結び付ける。 

『２つの事業①』・経営力強化事業（個々の企業経営力強化） 

『２つの事業②』・連携による地域活性化事業（開発・中心市街地での連携強化） 

『２つの取組①』・連携支援の取組み（実効性の高い支援体制の構築） 

『２つの取組②』・経営指導力向上の取組み（商工会議組織力の充実） 

 

これらの事業で支援すべきことは多岐にわたっている。人材・ノウハウ・資金など経

営資源が小規模な事業者にとっては、全ての事を同時に実施することは、困難であるこ

とも多い。そのため、経営者との密接な関係を維持してきた当商工会議所の特長を生か

し、支援する方針を次のように定めた。 

 

（方針） 

それぞれの企業の課題を経営者と共有し、経営規模や組織能力に合わせて、課題の重

要性と優先順位を明確にし、継続性・実効性のある支援を行う。 

 

（事業の目標) 

「魅力ある日光ブランドの創出」とする。 

魅力ある日光ブランドとは、世界遺産を有する国際観光都市にふさわしい、観光客向

けの商品又はサービス、地域住民向けの商品又はサービス 

数値目標 ：観光客向け日光ブランド商品を 1種以上創出 

地域住民向け日光ブランド商品を１種以上創出 

活性化指標：平成３１年の中心市街地での通行量の前年比増加、 

平成３１年の観光客宿泊数の前年比増加 
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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 

◎『２つの事業①』・経営力強化事業（個々の企業経営力強化） 

 

（構成） 

経営発達支援事業は、会員が行う全ての産業を対象として、個々の企業経営力強化を

目的とした４つの支援計画で構成されている。方針に定めたように、４つの支援計画は、

経営指導員が創意工夫を凝らし、個々の企業経営者が活用しやすいよう関連させ、成果

に結び付くよう支援する。 

また、当事業は、直面する小さな課題への対応から、創業・第二創業、事業承継、経

営革新など、事業戦略策定にも対応でき、現経営者だけでなく創業予定者まで広く支援

をする。創業予定者に対しては、後述の『経営資源の強化支援計画』に記載している窓

口指導・巡回指導を活用して、創業情報の収集や進捗状況の把握と、提案を行い、創業

による地域の活性化に結び付ける。 

 

（指標） 

個々の企業に対する支援を重視し、事業の進捗度合いを示す指標を次のように定め

る。広く均質な支援を示す指標に、巡回指導数、窓口指導数を、質的に充実した支援に

ついては、経営分析件数、需要分析件数、事業計画策定数、３計画一体型支援数、販売

促進計画、新規出店計画を指標とする。 

 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

この計画は、外部環境の変化を経営に反映させることを目的とし、経営者が事業拡大

や競争激化に対応することと、地域活性化の効果を把握するための情報として活用する

ことを支援している。 

 

(課題と対応） 

当会議所では、ＬＯＢＯ調査のように日本商工会議所からの要請に基づく経済動向調

査を実施している一方で、独自の情報として、中心市街地の通行量調査、日光市観光客

入込数・宿泊数調査を活用してきた。 

他に、情報源としては、インターネットを活用して、国、県、市の二次情報を活用し

てきたが、地域に密着し、納得性のある情報として「中心市街地の通行量調査」と「鬼

怒川･川治温泉宿泊人員調査」の情報は、活性化の評価の指標として引き続き活用する。

課題は多くの経営者が活用し、経営成果に結び付けられるようにすることであり、ホ

ームページを活用してその対応をする。 
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(事業内容) 

ⅰ)中心市街地の通行量調査 

対象地域：日光市今市地区 16 箇所 

測  定：休日と平日の 2回、年 1回（7月のほか適宜追加実施） 

ⅱ) 日光市観光客入込数・宿泊数調査 

対象地域：日光市の定められた旅館・ホテル・観光施設等 

測  定：1回／月 

 

(目標) 

 

 

 

 

 

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

○『経営資源の強化支援計画』 

この計画は、経営者が直面する商品／役務・財務・販路・人材・品質・設備などの経

営課題を、的確に解決することを目的としている。 

課題の兆候は、経営指導員の巡回等の会話から把握出来る場合や、経営革新や事業承

継などのように、計画的な対応が必要な場合もある。経営課題に応じた柔軟な対応が求

められる。 

 

（課題と対応） 

当商工会議所では、経営指導員の巡回・窓口相談、経営支援員の記帳相談を通じて経

営情報が入手されている。相談の内容は財務をはじめ経営全般に関することが多く、検

討した上で同日又は後日フィードバックされている。一方、マル経融資等の資金融資や

創業補助金などの補助金の申請などの場合には、必要に応じて専門家の支援を受けなが

ら、経営情報の収集・分析そして事業計画書作成を支援している。課題は、申請終了後

も経営情報を収集・分析して、フィードバックすることである。そのため、経営状況の

情報入手から提案などの支援、事後の確認等の支援は、経営課題の大きさやフィードバ

ックの内容に応じて大きく２つのケースに沿って、経営指導員の判断で柔軟な対応をす

る 

 

（事業内容／対応が容易なケース） 

この支援方法は、巡回指導、窓口相談活動を通じて、訪問・電話・メールなどの一対

一のコミュニケーションと、経営者との信頼関係の上に成り立っている。相談を通じて、

経営資源や需要などの外部環境などに関する様々な問題・生きた情報が得られ、時には

事業戦略などの大きな課題の兆し情報を得ることもある。「相談→分析・助言／情報提

供→フォロー」のサイクルを素早く回すことを基本とし、信頼される人からの支援活動

と位置付け、最も重要な活動として取り組む。 
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ⅰ)巡回指導、窓口指導により調査内容と経営情報を入手し分析をする。 

必要に応じて専門家からの支援を受ける。 

ⅱ)経営者にフィードバックし、後日その後の確認を行う。 

現在の巡回指導、窓口指導として実施する。 

 

(目標) 

 

 

 

 

 

 

一方、マル経融資等の資金融資や創業補助金などの補助金の申請時には、事業計画書

作成のため、情報収集から分析と事業計画策定への活用まで一貫して行う必要がある。

この計画では、セミナーの開催や経営指導員・専門家による経営資源の分析を行い、解

決の方向性を経営者にフィードバックする。 

 

(事業内容／事業計画策定レベルのケース) 

ⅰ)巡回指導、創業塾／経営革新等のセミナーにより、事業計画策定のニーズを 把握

し必要な経営情報を入手する。 

ⅱ)必要に応じて専門家からの支援を受け、分析・提案・支援を行う。 

・経営発達支援セミナー（vo.1：自社の経営分析）の開催 

対象者：融資・助成金申請者、創業・後継者など 

内 容：・事例を通じた分析手法の紹介 

・経営資源の分析と方向付けを行う経営診断 

対象者：融資・助成金申請者 

ⅲ)事後の経営状況を、巡回指導として定期的に実施 

この計画は、後述の『経営管理力強化支援計画』と合わせて実施する事もある。 

セミナー講師や経営計画の策定支援は、必要に応じて専門家を活用する。 

２０１９年度を目処に、会議所内部で対応出来るよう推進する。 

 

(目標) 

 

 

 

 

 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

○『経営管理力強化支援計画』 

(計画策定時の支援の考え方) 

この計画は、事業継続の指針を経営者に与えることを目的に、５年間程度の売上・原
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価・経費の計画を立ててＰＬ及びＢＳを予測することを支援している。従って、『経営

資源の強化支援計画』と『商品力強化支援計画』を一体で支援する。一体とは、経営資

源の状態と計画された商品の需要見通しが、計画にも織り込まれた状態になっていると

言うことである。しかし、厳密に適用しようとすると作業は膨大になり、小規模事業所

では導入が難しくなる危険性が大きい。計画に基づき管理することが重要である。簡便

な方法を活用して、導入しやすい支援を行う。 

 

（課題と対応） 

当会議所では、マル経融資等の資金融資、創業補助金などの補助金の申請、創業塾な

どのセミナー受講時に、ＰＬ及びＢＳ計画が策定されている。しかし、これらの計画が

経営管理に活用されている事例は少なく、決算後の納税申告のためにＰＬと現金預金高

を確認しているだけの経営者も多い。課題は計画の重要性と効果を経営者に気付かせる

ことであり、計画策定の機会で伴走型の支援を通じて対応する。 

 

(事業内容) 

事業策定に必要な知識や支援ツールをセミナーで学ぶ座学と、自事業の中期計画の策

定と実行の支援を組合せて行う。 

ⅰ)巡回指導・創業塾／経営革新等のセミナーにより、事業計画策定のニーズを把握し

必要な経営情報を入手する。 

ⅱ)必要に応じて専門家からの支援を受け、分析・提案・支援を行う。 

・経営発達支援セミナー（vol.3：自社の事業計画策定）の開催 

対象者：融資・助成金申請者、創業・後継者など 

内 容：事業計画作成のステップの紹介と事業計画策定個別指導付き 

ⅲ)資金融資の対応 

・融資が必要な場合、積極的に「小規模事業者経営発展支援融資制度」の活用を推

進する。 

 

（目標） 

 

 

 

 

 

４.事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

○『経営管理力強化支援計画』 

(計画実施後の支援の考え方） 

計画と実績との差異を無くすことが目的ではなく、差異の要因を分析して対策を打つ

ことが支援の目的である。従って、進捗会議には経営者が出席して経営判断するよう（経

営会議として位置付ける）伴走型の指導助言を行う。 

 

(課題と対応） 

当会議所では、マル経融資等の資金融資、創業補助金などの補助金の申請、創業塾な
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どのセミナー受講時に、ＰＬ及びＢＳ計画が策定されている。しかし、これらの計画が

経営管理に活用されている事例は少なく、決算後の納税申告のためにＰＬと現金預金高

を確認しているだけの経営者も多い。課題は計画の重要性と効果を経営者に気付かせる

ことであり、実行段階での伴走型の支援を通じて対応する。 

 

(事業内容)  

事業策定に必要な知識や支援ツールをセミナーで学ぶ座学と、自事業の中期計画の策

定と実行の支援を組合せて行う。 

ⅰ)巡回指導・創業塾／経営革新等のセミナーにより、事業計画策定のニーズを把握し

必要な経営情報を入手する。 

ⅱ)必要に応じて専門家からの支援を受け、分析・提案・支援を行う。 

・経営発達支援セミナー（vol.3：自社の事業計画策定）の開催 

対象者：融資・助成金申請者、創業・後継者など 

内 容：（事業計画作成ステップの紹介と事業計画策定個別指導付き） 

実行段階での伴走型の支援 

ⅲ)計画後の経営指導を、巡回指導として定期的に実施 

前記の、『経営資源強化支援計画』、『経営管理力強化支援計画』と、『商品力強化支援

計画』で述べた計画の中で、３つの計画を含む事業計画の策定と伴走型支援計画の目標

を示す。 

 

(目標) 

 

 

 

 

 

２０１５年度は新規の計画数として４件を予定し、同企業を次年度以降も継続して支

援する。順次新規企業の支援を実施し、２０１９年度には実施企業数は６０社を計画し

ている。 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

○『商品力強化支援計画』 

a)市場の把握 

この計画では、経済動向調査や需要動向調査を、業種や商品の特性を考え収集分析す

る。例えば、観光業では「日光市観光客入込数・宿泊数調査」、商業では「中心市街地

の通行量調査」、企業毎の商品ではそれぞれの商品特性を考慮した調査など、一次情報

として活用する。 

b)商品の需要動向調査と分析、開発計画支援 

この目的は、第一に、商品の需要情報の提供であり、第二に、販売対象とする顧客、

競合する他社商品の特徴などの需要情報を元に、経営者が自社商品の強みや弱みを分析

して、商品開発への反映、価格・商品・販路・販売促進の組合せに結び付けることであ

る。 
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(課題と対応) 

情報だけを提供するケースは、巡回指導・窓口指導を通じ、要望内容に即して調査し

提供する。取組目標は、２．の巡回指導回数、窓口指導回数に含む。 

創業や経営革新など、新製品開発が伴うケースでは、掘り下げた需要動向調査や分析

が必要になる。今までは、中心市街地活性化事業において商品のアンケート調査、地域

通貨のニーズ調査を行ったが、商品の競争力を明確に出来ず、次期商品開発への反映、

４Ｐ戦略の策定には十分に活用出来ていない。 

課題は、需要を分析し把握する方法をノウハウとして蓄積してゆくことである。一次

情報の分析力を高めるため、例えばポジショニング分析や、Ｎ３マーケティングなどの

分析手法のセミナーも合わせて実行する。 

この計画は、『経営管理力強化支援計画』と合わせて実施する事もある 

 

(事業内容) 

ⅰ)巡回指導・創業塾／経営革新等のセミナーにより、事業計画策定のニーズを把握し

必要な経営情報を入手する。 

ⅱ)必要に応じて専門家からの支援を受け、分析・提案・支援を行う。 

・経営発達支援セミナー（vol.2：自社商品の需要分析と開発）の開催 

対象者：融資・助成金申請者、創業者、経営革新者、後継者など 

内 容：・事例を通じた分析手法の紹介 

・自社商品分析を通じた商品力分析・需要分析と、商品開発計画の策定の個別支援

付き 

ⅲ)事後の需要情報を、巡回指導として定期的に実施 

この計画は、『経営管理力強化支援計画』と合わせて実施する事もある。 

セミナー講師や経営計画の策定支援は、必要に応じて専門家を活用する。 

２０１９年度を目処に、会議所内部で対応できるよう推進する。 

 

(目標) 

 

 

 

 

 

 

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】 

○『販路開拓支援計画』 

(考え方) 

この計画は、商品・サービスの認知度・知名度を上げることを目的に、小規模事業者

の行う、イベント・物産展・県主催のアンテナショップ・商業施設店舗での、販売促進

計画立案を支援する。新規のイベント・物産展・アンテナショップ・商業施設への出店

計画立案を支援する。 
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(支援対象) 

重点商品：日光ブランドの商品・サービス 

店  舗：・栃木県が開催する物産展 

・東京都内のアンテナショップ 

（スカイツリー、都内日光市役所事務所<平成２７年開設>） 

・ビジネスマッチングイベント（他の支援機関との連携） 

・香港(栃木県香港事務所) 

・中心市街地の新規開設商業施設内の店舗 

・市内で開催するイベント仮店舗 

・新規出店店舗 

 

(事業内容） 

今日まで、開発した日光ブランド商品を中心として、認知度・知名度向上のために、

「栃木県が開催する物産展」、東京スカイツリー内にある栃木県のアンテナショップ「と

ちまるショップ」への出店と販売促進活動を支援してきた。出店計画は栃木県産業労働

観光部と連携して実施し、店頭でのプレゼンテーション等の企画推進には、商品開発に

携わる事業者・事業組合・有識者・エキスパートバンクの専門家を、事務局としてコー

ディネートした。 

他の支援機関と連携した販路開拓は、鹿沼商工会議所と連携した「かぬま広域企業ネ

ットワーク」（他に、宇都宮商工会議所、大田原商工会議所とも同様の支援プラットフ

ォームがある）で取り組んでいる。プラットフォームを構成する金融機関主催のビジネ

スマッチングイベントに、商品の出店と販売促進活動を支援してきた。 

近年では、日光あずき豆風や日光そばシフォン等の日光水物語コンテスト入賞作品

や、伝統工芸の日光彫新商品を支援し、事業者の販売施策に結び付けてきた。この販売

促進活動では、お客様から商品の評価を直接聞くことができ、また、お客様のニーズや

日光のイメージなどのアンケート調査も容易に行うことができるため、継続して販路開

拓ルートとして活用する。 

今後、栃木県よろず支援拠点と連携して支援力強化に取り組むとともに、サービス商

品（観光商品）では、平成２７年に日光市が開設する東京都内の「観光情報発信基地」

との連携を進め、海外観光客に対しては「栃木県香港事務所」との連携を進めることで、

ニーズ調査や日光ブランドの商品提案を支援する。 

さらに、日光ブランド商品が魅力ある商品として繰り返し購入され、観光客や市民に

長期間ご利用いただくために、中心市街地の「新規開設商業施設」（日光街道ニコニコ

本陣）の店舗やイベントに対して、密着して販売促進計画立案を支援する。実施に際し

ては、日光市及び日光街道ニコニコ本陣を運営している株式会社オアシス今市と連携し

て実行する。 

きめ細かくお客様の声を商品に反映して、お客様から親しまれる商品であり続け、日

光ブランド商品の魅力が、口コミやインターネット書き込みを通じて、さらに多くの人

に受け入れられ、経営発達支援事業の目標に記載した、事業目標「魅力ある日光ブラン

ドの創出」の数値目標、活性化指標の達成に結び付ける。 

特に、中小企業・小規模事業者の経営相談窓口の栃木県よろず支援拠点との連携はよ

り緊密に実施してゆく。 
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（目標） 

 

 

 

 

 

(個店商品の認知度・知名度の向上） 

販路開拓の支援は、個々の店舗の商品に対しても必要である。日光市における創業は、

平成２６年度に約１４の個人事業者が開業し、新しい商品・サービスに取組む事業者も

多い。個々の店舗での事業を強くすることは、日光市全体の経済の活性化を通じて、新

しい日光ブランド商品を生み出すことに繋がると考えられる。そのため、個々の店舗の

販売促進計画、市内イベント（今市花市、日光そばまつり、花火大会など）への出展計

画などを、経営指導員の巡回指導・窓口指導を通じて支援する。 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

◎『２つの事業②』・連携による地域活性化事業（開発・中心市街地での連携強化） 

当事業は、地域活性化を目的とし、商工会議所のコーディネートによる２つの連携計

画で構成される。日光産業振興ビジョンに基づき、観光商品の充実と中心市街地の充実

を目指す。 

 

１．新日光ブランドの商品(サービスを含む)の創造計画 

日光市と連携し、新日光ブランドの複数の商品群（例えば、日光水物語）を作り出す。

二社一寺＋鬼怒川温泉などの観光資源、観光＋商業、商業＋食文化など、広く日光市
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の資源の活用を目指し、宇都宮大学をはじめとする教育機関、栃木県産業技術センター、

栃木県産業振興センター、購入者の立場で県内外の見識者と連携して、「買ってみたい

と感じるブランド価値（たとえば、美しさ・稀さ・安心など）創出を支援する 

委員会方式で企画立案・認定を行ない、試作・製造と販売は事業者が行う。 

 

(事業内容) 

ⅰ)日光市、日光市観光協会、教育機関、市内小規模事業者、市外の見識者、消費者、

商品開発･マーケティングの専門家、足尾町商工会、商工会議所からなる、日光ブ

ランド開発委員会を開催。新ブランドコンセプトと商品群の企画を行う。 

ⅱ)日光市観光協会、市内小規模事業者、消費者、専門家、教育機関、商工会議所から

なる新ブランド認定委員会を開催。商品のブランド認定を行う。 

 

(目標) 

 

 

 

 

 

 

２．中心市街地の活性化計画 

日光市の新規活性化取組として、新たな観光・生活の拠点として需要の開拓を目指し、

小倉町に新商業施設が開店する（平成 27 年 04 月）。 

日光市中心市街地活性化協議会（商工会議所が会長を務め、日光市、宇都宮大学、日

光市自治会などの有識者で構成される）と、施設の運営を担当する㈱オアシス今市と連

携をとり、当施設が地域振興の拠点として活性化されるよう、事業計画の策定から、経

営管理、販売促進まで支援を行う。 

テナント店舗に対しても、同様にそれぞれのテナントミックスに対応した商品戦略の

立案とマネージメント支援をトータルで支援する。例えば、事業計画・販売戦略の策定

と商品ミックス、店舗レイアウトと原価管理などの運営管理などに関しても、「経営力

強化事業」として支援する。 

 

(事業内容) 

ⅰ)中心市街地活性化協議会の開催 

事業課題の対応と方向性の確認 

ⅱ)㈱オアシス今市の支援 

マーケティング戦略の立案と事業計画策定から進捗管理の支援 

ⅲ)テナント店舗の支援 

商品ミックス、店舗レイアウト、販売促進、従業員教育などの実務支援 
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(目標)  

  

 

 

 

 

 

 

 

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 

◎『２つの取組①』・連携支援の取組み（実効性の高い支援体制の構築） 

この取組みは、実効性の高い支援体制の構築を目的とし、「Ⅰ．経営発達支援事業」、

「Ⅱ．地域の活性化に資する取組」を円滑に推進するために、外部支援体制（専門家）

の充実と、支援ノウハウの充実で構成される。後述する商工会議組織力の充実をあわせ

て、実効性の高い支援体制を目指す。 

 

ⅰ)外部支援体制の充実 

各専門家と当方の支援ニーズとの齟齬を削減し、支援の向上を図るため、事前に具体

的な支援課題を公開し、支援人材から提言を受けてマッチングを判断する。 

他、日光商工会議所に対する支援人材は、エキスパートバンク、栃木県産業振興セン

ター、金融機関等の認定支援機関、各種士会、中小企業団体中央会、大学等教育機関、

日光商工会議所で講習会等を通じて繋がりを持っている各専門家がある。支援機関や専

門家との支援体制は情報交換を定期的に行い充実させる。 

ⅱ) 支援ノウハウの充実 
栃木県商工会議所振興委員研究集会、北関東三県商工会議所交流会、北関東三県商工

会議所女性会交流会、災害時支援協定締結３商工会議所（小田原箱根・掛川・日光）の

会議開催を活用し、情報交換会を開催する。 

目的は、小規模事業者の支援事業の取組内容の紹介、問題点と課題の対応、支援体制

とノウハウの蓄積状況等を通じて支援ノウハウを向上させる。 

 

(目標) 

 

 

 

 

 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

◎『２つの取組②』・経営指導力向上の取組み（商工会議組織力の充実） 

この取組みは、商工会議組織力の充実を目的とし、経営指導員・及び経営支援員の資

質向上のための、ＯＦＦ－ＪＴ、ＯＪＴ、自己啓発である。 
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ⅰ)ＯＦＦ－ＪＴ 

実施時期：実施年度の前年末 

実施回数：1回／年 

実施内容：専門家による企業診断と経営管理の基本の講座 

前年度に実施した各自の事例の紹介を共有する 

（支援ノウハウの共有化） 

ⅱ)ＯＪＴ 

実施時期：一年を通じて 

実施数 ：新規支援企業を 1社以上／人 

実施内容：経営指導員と経営支援員(主に財務担当)が支援企業を決め、経営分析・

事業計画策定と実行の支援を行う。 

専門家、先輩経営指導員が担当経営指導員、経営支援員をフォローする。

体  制：指導役として、定年後の職員を相談役として活用する。 

経営指導員は当初から経営全般を担当、経営支援員は財務分析から取り組み、５

年間で経営全般の分析支援を目指す。 

 

（目標） 

 

 

 

 

 

ⅲ)自己啓発 

経営指導員、経営支援員の意欲向上と専門家としての地位向上のために、中小企

業診断士、公認会計士等の資格取得を支援する。 

支援内容：講義・実習受講のための休暇取得推進 

受講費用の一部負担 
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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 

毎年度末に、本計画に記載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。 

 

ⅰ)日光市、大学等の教育機関、中小企業診断士等の専門家等の有識者により、事業の

実施状況、成果の評価・見直し案の提示を行う。 

ⅱ)日光商工会議所議員総会において、評価見直しの方針を決定する。 

ⅲ)事業の成果･評価・見直しの結果については、議員会議に報告し、承認を受ける。 

ⅳ)事業の成果･評価・見直しの結果を日光商工会議所のホームページに計画期間中公開

する。（http://www.nikkocci.or.jp/） 

 

平成３２年からは、東京オリンピック開催による観光客増加が期待される。この機会

を活用して、更に地域の活性化に結び付けるため、平成３１年には次期中期支援計画を

立て実行する。 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

 経営発達支援事業の実施体制 

（ 平成２７年４月現在）

（１）組織体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
推進組織人員構成 

    統括推進責任者  ：中小企業相談所 所長 星野 隆 

    今市事務所    ：経営支援課 課長   齋藤 幸雄 

    日光事務所    ：経営支援課 課長補佐 岩本 佳子 

    鬼怒川事務所   ：経営支援課 課長補佐 狐塚 貴行 

     メンバー    ：経営指導員      ８名 

              経営支援員     １０名 

 

（２）連絡先 

今市事務所 ：経営支援課課長   齋藤 幸雄（電話：0288-30-1171） 

  日光事務所 ：経営支援課課長補佐 岩本 佳子（電話：0288-50-1171） 

  鬼怒川事務所：経営支援課課長補佐 狐塚 貴行（電話：0288-70-1171） 

  

日光商工会議所 組織図 

経営発展支援事業 推進組織 



１８ 
 

（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） 

 ２７年度 

( H27年 4月

以降) 

２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 

必要な資金の額 167,000 167,000 167,000 167,000 167,000

 

中小企業相談所 

観光振興費 

 

 

 

161,000 

6,000 

161,000

6,000

161,000

6,000

161,000 

6,000 

161,000

6,000

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

商工会議所予算から充当、事業補助金を充当する 

 

 

（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。 

 

 

 


