
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
大田原商工会議所（法人番号 6060005004282） 

実施期間 平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日 

目標 

小規模事業者の持続的な発展のために、実施してきた記帳、税務、金融

指導等といった経営改善普及事業はもちろんの事、小規模事業者が不得

意とする経営分析から経営計画策定、計画の実行までの一貫した支援体

制を整え、先に改正された小規模企業の基本法と小規模事業者支援法を基

に、地域に密着した小規模事業者の経営力向上を「伴走型支援」の体制を整

え応援し、地域の自立的な活性化を推進する。 

事業内容 

 

１．小規模事業者の経営計画策定及び実施支援 

・独自調査や国・県・市等による地域調査資料の情報提供 

・経営指導員等による巡回・窓口等における個別相談の開催 

・経営課題掘り起こしのためのセミナー・講習会の開催 

・個店の魅力アップ創出、地域資源を活用した新商品開発の支援 

・企業交流を促進するための展示会・商談会への出展支援 

・インターネットを活用した販促活動やホームページの作成支援 

・各種補助金の活用、融資の制度の説明・推薦の支援 

 

２．賑わい創出による地域経済活性化の支援 

・中心市街地の賑わい創出と経済活性化のためのイベント企画・開催

・小規模事業者が連携して行う需要喚起の販促活動の支援 

・消費喚起、需要の取込みによる地域経済循環の支援 

 

３．創業・第二創業、事業承継の支援 

・創業に必要な知識習得するための創業スクールの開校 

・空き店舗を活用して創業を体験するお試しショップの実施 

・創業相談窓口開設による実行可能な計画策定の支援 

・栃木県事業引継ぎ支援センターと連携した事業承継支援 

 

４．連携した支援体制の構築・支援力の向上 

・栃木県よろず支援拠点やミラサポを活用した専門家派遣による支援

・各支援機関による連携体制の構築、連携による支援 

・経営指導員等の支援能力の向上 

 

連絡先 

大田原商工会議所 

〒324-0051 栃木県大田原市山の手１－１－１ 

TEL０２８７－２２－２２７３ FAX０２８７－２２－７６４３ 
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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 

栃木県北部に位置する大田原市は、平成 17 年 10 月に隣接する

湯津上村と黒羽町を編入合併し、新しい大田原市としてスタート

した。人口は平成 27 年 12 月 1 日現在 75,189 人（市報告の毎月人

口調査）であり、県内では 10 番目である。 

本市は、東京駅から JR 東北新幹線「那須塩原駅」まで所要時間

は 1 時間 10 分で、市中心部までは市営バス又はタクシーで 15 分

程度である。車では東北自動車道「西那須野塩原インター」及び

「矢板インター」から 20 分程度で市中心部が結ばれており、首都

圏からの高速道路網にも恵まれている。 

 

当所の管内である旧大田原市は、源平屋島の合戦の英雄で弓の名手「那須与一」ゆか

りの地であり、室町時代後期に那須家の家臣、大田原資清が大田原城を築城し、現在の

市街地の基礎がつくられ、江戸時代には大田原氏の城下町として栄えた。また旧奥州街

道の宿場町としても活気にあふれ大いに賑わった。 

税務署、監督署、県の地方合同庁舎等の国や県の出先機関の立地や、高速交通網を生

かした工業団地の整備により、県内第３位の製造品出荷額を有することや、平成１４年

には東武百貨店が出店するなど、行政、工業、商業等多様な点で拠点性の高い都市であ

る。 

左表は、国勢調査を基に大田原市が作

成した資料である。 

市の人口推移をみると、旧大田原地区

（当所管内）、旧湯津上地区、旧黒羽地区

ともに、昭和 45 年までほぼ同様の減少傾

向にあったが、昭和 45 以降、当所管内は

急激な増加傾向となった。これは、京浜

地区から東芝や富士通といった企業の誘

致が行われ、労働者が居住されたことや、

平成 7年には国際医療福祉大学が開学し、全国各地より約 6,000 名の学生が在籍してお

り、当市に住居を構え生活することで、その生活資金や労働力は地域に大きな経済効果

をもたらしている。 

当所の管内となる市の西側は人口や都市機能が集中しており、人口の約 75％を占め、

市役所等の公共施設も本地区に集中している。 

 

全体としては、概ね工業生産額 85％、商業販売額 12％、農業生産額 3％となっている。

(大田原市の統計資料から推定) また県内では製造品出荷額は 3位／31 市町村、全国で

は 80 位／1787 市町村。農業産出額では県内 2 位／31 市町村、全国では 30 位／1773 市

町村であり、農業産出額の高い市でもある。(全国市町村統計より) 
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２．地域の現状と課題 

商業においては、地域購買動向調査よると、県庁所在地である宇都宮市以北に位置す

る当所管内（当所管内）の購買力指数は 1.17 と商圏内では高い。 

左図は、当地域の商圏を市が地図化したものであるが、

栃木県北部のほとんどが当所管内（旧大田原市）の商圏と

なっている。商業吸引状況は家電品、日用雑貨・台所用品、

書籍・文具、贈答品については 90％を超え、生鮮食料品、

その他の食料品についても 90％近くなっている。 

この様な商圏をめぐり、消費生活に直結するデパート、

スーパー、生活雑貨店、家電量販店、書店等の大規模集客

施設（店舗面積 1,000 ㎡以上）が 21 店舗立地している。

 

工業では、市内の工業団地は、野崎工業団地、野崎第二

工業団地、中田原工業団地、品川台工業団地の四ヶ所で総

面積 283.7 ヘクタールに、医療機器・通信機器製造等の高

度な最先端技術を有した企業が操業しており、産業の中核

として地域経済の振興、雇用機会を創出している。県工業

統計調査によると平成 19 年には製造品出荷額が 8,833 億

円あり、宇都宮市に次ぐ出荷額を誇っており製造業への依

存が高い。 

 

農業においては、広大な耕地を生かし水稲、畜産、園芸が盛んで、水稲では約 63 万

俵（県内 1位の生産量）を集荷している。また首都圏へのアクセスの良さを生かしイチ

ゴ、ナス、ニラ、梨の他に「那須の白美人ねぎ」「那須の春香うど」等多品目の園芸作

物を生産されている。 

 

＜課題＞ 

①商業 

商業では、消費生活に直結するデパート、スーパー、生活雑貨店、家電量販店、書店

等が郊外に多く出店しているなど、市内の大型店舗 21 店舗のうち 18 店舗が環状線に集

中しており、小売売場面積に大型店の占める割合は 70％に達している。モータリゼーシ

ョンの進展により中心市街地を取り巻く環境は変化してい

る。 

このため、消費者が環状線の大型店に集中してしまい、中

心市街地の５商店会に流れて来ず、例えば、通り商店街は、

廃業等により空き店舗が多くなってしまい、歯抜け状態であ

る上、最寄品等を取り扱う店舗が少なくなったことで、商店

街としての機能が失われ集客力が極端に低下しているなど、

多大な影響が出ている。 

こうしたことなどから、個店の魅力アップと販売促進、新

規創業者の空き店舗への誘導、商店街としての機能強化等を行うなどして、中心市街地

への消費者回帰を促進していくことが課題である。 

交通量が減った商店街

最先端企業が集積された工業団地 
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②工業 

工業では、リーマンショック以降受注減少など経営環境は大きく変化し、平成 21 年

には製造品出荷額は 6,252 億円（△29％減）と大きく減少した。また工業団地に立地す

る誘致企業の進出から約 40 年近く経過するが、首都圏より 150 キロメートル圏内と比

較的近いため、未だに京浜地域等東京圏内との下請け取引が続けられており、更に誘致

企業が生産拠点を海外に移していったこと等グローバルな誘致企業の生産動向により、

その都度影響を受ける。また新規の取引には、技術力、資金力、営業力等でハードルが

高く、誘致企業と地元中小企業との取引はあまり進んでこなかった。 

このため、ホームページ等を活用した情報発信、国内取引のマッチング、海外展開に

向けた情報提供、環境エネルギー、エコ関連の推進等を行うなどして、小規模事業者の

経営力を高めていくことが課題である。 

 

③農業 

農業では、当所管内の地域資源でもある大田原産唐辛子 

「栃木三鷹」に着目し、その活用に向けた協議会等を立ち上

げ、とうがらしラーメン、どら焼き、ようかん、メンチ、コ

ロッケ等の新商品の開発支援等を推進しているが、その他に

新たな農商工連携に向けた取組みは進展しておらず、地域経

済活性化に至っていない。 

このため、地域資源や豊富な園芸作物を活用した新商品の開発、販路開拓の仲介・斡

旋等を行うなどして、農商工連携の促進により地域経済活性化のためのブランドづくり

を図っていくことが課題である。 

 

当市の人口は平成 10 年に約 7.7 万人（合併町村含む）であったが、平成 27 年には約

7.5 万人と減少している。 

次のグラフ（下記左）は大田原市が、国立社会保障・人口問題研究所の推計値を基に

作成した市の人口推移と将来推計である。45 年後の市の人口は約 4.7 万人となっており

更なる減少が予測されている。 

特に中心市街地の人口は、平成元年の 4,381 人から平成 19 年には 3,104 人と 70.8％

まで減少（下記右グラフ）しており、推計値に照らし合わせると更なる減少が危惧され

る。 
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３．商工会議所の役割 

大田原商工会議所は、昭和 22 年に社団法人那須商工会議所として設立された。現在

の行政区域では、当市、那須塩原市、那須町を管内としており、面積は 1,319.44 ㎢と

県全体の約 20％を占めていた。 

その後、昭和 29 年に県内最初の新法による那須商工会議所となり、昭和 35 年には商

工会法制定により地域を大田原市に縮小し、大田原商工会議所と改称した。 

地域総合経済団体として、金融・税務・経理・経営・労働・取引等幅広く商工業者の

方々の経営相談に対応してきた。また商工業、特に中小企業の経営や地域の発展に役立

つ建議、要望を市や県、国に行ってきた。 

 

下表は、県が経済センサスを基に、当所管内の小規模事業者数を予測した表である。

平成 20 年の 1,923 事業所から平成 27 年には 1,662 事業所へと△13.5％減少する数値が

示されている。 

 
 

＜当所管内の小規模事業者数の推移＞ 

 

 

小規模事業者が減少している原因として、郊外への大型ロードサイド店の出店による

中心市街地への消費者流入の減少、経営者の高齢化及び後継者不足による廃業、企業誘

致は進んだが従来からの京浜地区との取引継続、技術力・資金力不足等により取引が進

展しない等が考えられ、様々な課題を抱える地域産業は衰退を辿り始めており、その影

響は地域経済を支える小規模事業者に大きな影響を与えている。 

また、工業団地整備による企業誘致や全国各地から集まる大学の開学等による恵まれ

た環境があったにもかかわらず、消費者を誘導する為の個店の魅力創出や生産力を向上

する為の労働力としての活用等がとられてこなかったことや、多彩な野菜・園芸作物が

あるがそれらを活用した新商品の開発・農商工連携が発展しないこと等、小規模事業は

事業拡大のチャンスを活かせられなかった。 

 

このため、当所では、商工会議所の役割を踏まえ、事業を継続していくための個店の

魅力発見や経営革新計画の推進、事業承継、創業者を掘り起こし創業支援等により、小

規模事業者の減少を食い止めるための支援を地域の支援機関の代表として責任をもっ

て行い、地域経済活性化に貢献していくことが役割であると考えいる。 
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４．小規模事業者振興の目標 

＜小規模事業者支援の中長期的な方針＞ 

前述の課題解決に向けて、当所において従来から推進してきた地域振興支援方針であ

る以下の「まちづくり」「ものづくり」「ひとづくり」の３つを支援の柱として、改正小

規模基本法の趣旨である小規模事業者に寄り添った伴走型支援の徹底を念頭に置き、

国・県・市の行政や認定支援機関等と連携を図りながら、商工会議所が中核となって、

小規模事業者への支援を行っていく。 

支援にあたっては、小規模事業者の経営課題克服、販路開拓等を推進するため需要を

見据えた事業計画策定、事業計画実施にあたっての経営の推進、需要開拓に向けた支援

等の個者支援を積極的に展開する。 
 

＜本計画期間における目標＞ 

 「まちづくり」 に関すること …個者支援、地域経済活性化 

小規模事業者の売上増加、利益確保を実現するために、個店の魅力アップと販

売促進に繋がる支援を行う。新規創業者を市の補助金等を活用し空き店舗等に誘

導する等して、連たん性のある街並みづくりを推進し、商店街としての機能再生

を支援する。賑わいを創出するソフト事業等を実施して、市外からの消費者集積

を図り地域全体が潤う支援を行う。 

 「ものづくり」 に関すること …個者支援、新商品開発、販路開拓 

地域小規模製造業者への受注拡大に繋がる支援のために、情報発信、国内取引

のマッチィング、海外展開等の支援を行う。３Ｄプリンターの研修会等を開催、

環境エネルギー・エコ関連を推進し企業力アップを支援する。また、地域資源を

活用したブランドづくりを推進し、新商品の開発や販路開拓についても仲介・斡

旋等の支援を行う。 

 「ひとづくり」 に関すること …経営力向上、創業支援、支援体制 

次世代経営者である若手・女性経営者や創業予定者を対象とする経営力の向上、

後継者育成のための支援を行う。晩婚化・未婚化等により円滑に進まない事業承

継支援も実施する。 

地域に信頼される商工会議所となるため、ＩＴ技術を活用して情報の収集・提

供する体制づくりや、職員の支援力・支援スキル、資質向上を促しながら、変革

に対応できる組織体制に強化して支援を行う。 
 

＜目標達成に向けて＞ 

目標達成のために、国、県、市の補助金メニューの活用促進に取組むほか、大田原市

策定の大田原市総合計画「新大田原市レインボープラン」（平成 24～28 年度）に掲げら

れている市の産業政策に関する項目、「地場産業の活性化」「販売ＰＲの強化」「経営安

定のための資金融資による支援」「情報提供の充実」等に沿う形で、支援に取組んでい

く。 

更に、市内の黒羽商工会（会員数：約 350 社）、湯津上商工会（会員数：約 100 社）

とは地域イベントの相互ＰＲ等の事業は既に連携をしているが、小規模事業者が抱える

課題を共有することが多いことから、販路開拓に向けたマッチングの推進、人材育成、

事業承継支援等の支援については連携を密にして各種事業を展開する。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日） 

 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

今回の経営発達支援事業の内容は、小規模支援法において定められている下記の内容

について重点的に支援を行っていく。 
 

指針① 小規模事業者の販売する商品又は提供する役務の内容、保有する技術又はノウハ

ウ、従業員等の経営資源の内容、財務の内容その他の経営状況の分析 
 

指針② 経営状況の分析結果に基づき、需要を見据えた事業計画を策定するための指導・助

言、当該事業計画に従って行われる事業の実施に関し、必要な伴走型の指導・助言 
 

指針③ 小規模事業者の販売する商品又は提供する役務の需要動向、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 
 

指針④ マスメディア、各種広報誌等による広報、商談会、展示会、即売会等の開催又は参

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 

 

上記の指針①から④の指針に基づき、当所として実施する事業の内容は次の通り計画

する。 

 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

（現状と課題） 

当地域の経済動向の調査については、当所の独自調査として月例景気動向調査、ア

ンケート調査等を毎月・隔月・毎年・随時に実施している。また、行政等が定期的に

実施する調査資料の収集も行ってきた。 

しかし、小規模事業者の経営指導や販売戦略、商品開発等に活用すべきこうした情

報について、有効的に活用してこなかった。 

 

（改善方法） 

今後も独自調査や公表データ・各種施策の情報収集を継続して行い、収集された情

報は項目別に整理・分析し、ホームページ（随時更新）や当所管内の市民全戸に配布

されている広報誌「会議所だより」（毎月1日発行）を見やすい形に整え、掲載する。

また、収集した調査・データ等は分類・整理し、経営指導員等が事業計画作成・実施

等の支援を行っていく上で有効活用していくほか、小規模事業者にも閲覧可能な状況

にしておく。 
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（事業内容） 

（1）広報・ホームページの充実による情報提供の強化（新規事業） 

商工会議所が行う景気動向や売上動向等の独自調査や、県・市と連携して行う調

査等により収集された調査について、結果や傾向の整理・分析を行い、広報誌「会

議所だより」のカラーページ化やホームページのリニューアルにより小規模事業者

が見やすい形にして定期的に掲載していく。これによりデータの供給と分析が継続

的に行われる効果がある。 

（2）商工会議所独自の調査強化（既存事業改善） 

管内の商店会・大型店への月例景気調査、誘致製造企業への隔月景気調査等をＦ

ＡＸによる回答方法で行い、管内商業及び工業の景気動向として、売上動向、仕入

単価、資金繰り、雇用情勢等の情報を収集する。 

改善点として収集した調査内容は分類・整理し閲覧可能な状況にしておく。これ

により、小規模事業者がいつでも情報を得られる効果がある。 

（3）県・市と連携して行う調査・情報の提供（既存事業改善） 

県・市と連携して行う商業実態調査（５年に一度）や、大田原市と実施する市内

の通行量の調査（３年に一度）、歩行者通行量調査（毎年）、空き店舗・空き地・空

き家調査（毎年）により、地域商業の実態や市内の通行量等の状況を収集する。 

改善点として収集した調査内容は分類・整理し閲覧可能な状況にしておく。これ

により、小規模事業者がいつでも情報を得られる効果がある。 

（4）国・県等の公表データ活用と提供（既存事業改善） 

国・県等から公表される商業、工業統計調査結果速報、栃木県の商業、工業・鉱

工業指数などの情報を収集する。 

改善点として収集した調査内容は分類・整理し閲覧可能な状況にしておく。これ

により、小規模事業者がいつでも情報を得られる効果がある。 

（5）国・県等の各種施策の情報収集と提供（既存事業改善） 

国・県等が実施する「小規模事業者持続化補助金」「ものづくり補助金」等の小

規模事業者が活用できる施策メニューの活用推進が図れるよう、関東経済産業局の

ホームページや県・日本商工会議所等からのメール等による提供情報を収集する。

改善点として収集した調査内容は分類・整理し閲覧可能な状況にしておく。これ

により、小規模事業者がいつでも情報を得られる効果がある。 

 

（目標） 
支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

広報・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞによる情

報提供（回数） 
－ 企画 24 回 30 回 36 回 36 回 

独自調査の実施・提供（回

数） 
38 回 38 回 38 回 39 回 38 回 39 回 

公表データ・施策情報報

の提供（時期） 
適宜 適宜 適宜 適宜 適宜 適宜 
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２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（現状と課題） 

郊外の都市計画道路への商業集積により、中心市街地のみならず市内全域の小規模

事業者に影響を及ぼし、加えて地方景気の低迷により減収減益が続いている。小規模

事業者は長年の売上減少や経営者の高齢化等により、経営者が経営状況の分析を行う

目的意識は少ない。 

当所では経営指導員等による巡回・窓口相談において決算書等をもとに経営課題の

抽出の支援を実施してきた。また、各種セミナー・講習会を開催してきたが、参加者

が少ない状況である。 

この様な厳しい経営環境の中で、小規模事業者が強みや弱みといった自社の経営分

析を正確に行い明確に判断することは非常に難しい。当所が開催するセミナー等も経

営者が直面する課題と開催するテーマが合致していない等、分析への意欲も引き出し

切れていないことが課題である。 

 

（改善方法） 

小規模事業者の持続的発展に向け、①経営指導員等の巡回や窓口相談等により、今

後も継続的ヒアリングを行い経営状況の分析の必要性の認識を高める。②各種セミナ

ー・講習会の開催にあたっては、国や県の施策と連動させる等して実施するセミナー・

個別相談会において、経営分析を行うことの必要が申請へ結び付くことを説明して動

機付けを図る。 

経営状況の分析にあたっては、中小企業基盤整備機構の経営自己診断システムは無

料で使用でき取組み易いので有効的に活用する。 

また経営指導員等が行なった経営分析の結果は、報告書を作成する等して説明を行

う。経営状況の分析に結びつかない場合は、所内での報告会等により情報の共有化を

行い、早い段階から栃木県よろず支援拠点等とも連携して対応にあたる。更にミラサ

ポ等の専門家派遣を活用して支援にあたる。 

 

（事業内容） 

（1）経営分析の対象となる小規模事業者の絞込み（既存事業改善） 

経営分析の対象となる小規模事業者は、管内の小規模事業者を対象とすることは

言うまでも無いが、経営分析の必要性を実感していない小規模事業者に対しては、

商工会議所の経営指導員等の巡回や窓口相談等により経営者・家族等とのヒアリン

グを実施することで、経営者が抱える課題を把握し方策を検討して経営分析に繋げ

る。 

改善点として、経営指導員等の巡回や窓口相談等以外にも、経営課題を見つめ直

す働きかけを行うために中小企業診断士等を講師に迎え、経営分析セミナー・相談

会等を開催する。 
特に経営分析の必要性を理解している①小規模事業者持続化補助金やものづくり

補助金等の申請者・相談者、マル経融資や各種制度融資の申込者・相談者をリスト

化して絞込みを行う。また、②国や県の施策と連動させる等して実施する経営分析

セミナー・相談会等の受講者からも絞込みを行う。 

（2）経営状況の分析支援（既存事業改善） 
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経営指導員等の巡回や窓口相談等や中小企業診断士等による経営分析セミナー・

相談会等により把握・抽出された課題解決のため、経営指導員等は地域経済動向調

査により収集された情報等を基に経営状況の分析等を行う。 

改善点として、絞込みにより対象となった小規模事業者には、次のような手法を

用いて現状を把握するために分析の支援を行う。 

 

●売上が低迷・減少している原因の追究･･･商圏・競合・販売現状分析 

●売れ筋や死に筋を把握して効率よい経営…ＡＢＣ分析 

●自社を取り巻く外部・内部環境を整理･･･ＳＷＯＴ分析 等 

 

その他に、中小企業基盤整備機構の「経営自己診断システム」は無料で使用でき

取組み易いので有効的に活用する。 

分析した結果は小規模事業者には口頭で説明するのではなく、報告書として見え

る形に置き換えて経営者に提案することで、内容の理解が得られやすくなる効果が

ある。 

（3）支援機関・専門家との連携強化（既存事業改善） 
経営指導員等による経営課題の解決のために所内で情報共有を図る。課題の内容

によっては早い段階での「栃木県県よろず支援拠点」「ミラサポの専門家派遣の活

用」「中小企業基盤整備機構」「栃木県中小企業診断士会」等と連携する。 

改善点として他の支援機関と連携を強化することで、小規模事業者の経営内容を

様々な知見で客観的に分析でき、より適切な支援を行える効果がある。 

 

（目標） 
支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

ﾋｱﾘﾝｸﾞによる課題の把

握、方策の検討（件数） 
306 件 320 件 335 件 350 件 365 件 380 件 

経営分析を行う動機付け 

ｾﾐﾅｰ・相談会開催（回数） 
－ 3 回 5 回 6 回 7 回 8 回 

経営状況の分析支援（件

数） 
50 件 65 件 70 件 70 件 75 件 75 件 

支援機関・専門化との連

携強化（時期） 
随時 随時 随時 随時 随時 随時 

 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（現状と課題） 

小規模事業者が日々営業を続ける中で、顧客ニーズや自社の強み・弱みといった経

営課題を解決するために、担当する経営指導員等が個別支援にあたってきた。また、

経営計画策定や消費税転化対策等のセミナー等を開催して、課題解決のためのヒント

を探る支援も行ってきた。 

しかし、小規模事業者が求める事業計画策定支援は、補助金申請等といった直面し

ている課題が主であり、中長期的な経営戦略や経営ビジョンといった本来事業を営む
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上で基礎となる策定の支援には結びついていなかった。 

 

（改善方法） 

経営改善、経営革新、事業承継、創業・第二創業等の事業計画策定支援にあたって

は、個別相談会やセミナー・講習会を開催し、事業計画策定を目指す小規模事業者の

掘り起こしを行い、持続的な発展を図っていくために 3～5年間といった中長期的な経

営計画の必要性を説明すると共に、経営計画の策定支援を支援機関と連携を図りなが

ら随時適宜に指導・助言をしていく。 

実行可能な事業計画の策定により、小規模事業者経営発達支援融資制度の利用も可

能となることから、日本政策金融公庫へ融資の推薦を行う。 
人手不足の対策支援として、最低賃金引上げ対策である業務改善助成金や雇用環境

整備、人材育成のための助成金制度の活用も促進し、企業の経営体質強化に導く。 

 

（事業内容） 

（1）中長期的な計画策定の支援（新規事業） 

経営者が抱える課題を解決のために、経済動向調査データ等を活用しながら、中

長期的な経営戦略や経営ビジョンといった経営の基礎となる事業計画の策定を促

す。策定された計画は、県で実施している経営革新計画事業にも活用ができるので、

併せて取り組むことも促す。 

連携体制については、「栃木県よろず支援拠点」「栃木県中小企業診断士会」等

との連携を強化し、専門家の派遣を要請する等して専門的な相談内容についても対

応できる体制を整える。 

（2）小規模事業者経営発達支援融資制度利用の促進（新規事業） 
事業の持続的発展に取り組む小規模事業者を支援するため、小規模事業者に対し

財務分析を行い、その分析を基に事業計画の策定・実施を支援し、日本政策金融公

庫へ融資の推薦を行う。小規模事業者とともに、実効性の高い計画の策定支援をす

ることで融資が受けられやすくなり事業規模の拡大へと繋げられる効果がある。 
（3）最低賃金引上げ対策等の雇用支援（新規事業） 

最近では特に製造業において人手不足が問題になっている。最低賃金引上げ対策

として、業務改善助成金や雇用環境整備、人材育成のための助成金制度等もあるの

で、職業安定所との連携を図り、これらの周知・活用促進の支援を行う。これによ

り安定的な人材確保を図り企業の経営体質強化に導く。 

（4）創業者・第二創業、事業承継の支援（既存事業改善） 

産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画の認

定を受けている大田原市や、市内の商工会、金融機

関等と共に、創業者の掘起しを行うために創業スク

ールを開催する。創業スクールでは創業プランの策

定から資金調達の方法等の創業に必要な知識を取得

しスムーズな創業が出来るよう実行可能な計画策定

の支援をする。 

改善点として、当所以外の市内支援機関が相談を

受けた創業希望者に係る情報については、創業支援
経営ノウハウを学ぶ創業塾
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カルテとして市から情報提供を受けられる仕組みが確立されたので、情報を有効活

用して支援に結びつける。 

また、事業承継の支援については、従来の個別相談やセミナー・講習会の開催に

止まらず、改善点として「栃木県事業引継ぎ支援センター」との連携により、事業

を存続させ発展させるために、親族内での後継、社員への承継、Ｍ＆Ａ等の様々な

手法も模索しながら支援を行う。更に後継者の事業承継の課題の一つでもある未

婚・晩婚化についても、市・商工会とともに「婚活支援事業」を実施し、円滑な事

業承継が図られるよう支援していく。 

 

（目標） 
支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

中長期的な事業計画作成

支援（件数） 
－ 20 件 25 件 30 件 35 件 40 件 

経営発達支援融資制度利

用の促進（件数） 
－ － 4 件 4 件 6 件 6 件 

最低賃金引上げ対策等の

雇用支援（件数） 
－ 20 件 40 件 50 件 60 件 70 件 

創業・第二創業、事業承

継の支援（件数） 
20 社 20 社 25 社 30 社 35 社 40 社 

 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

（現状と課題） 

経営者とともに策定した事業計画や創業計画等の実施支援にあたっては、その後に

担当した経営指導員等が電話や訪問によるヒアリングによる支援を行ってきた。 

実施する時期や回数については、業務の繁忙により左右することが多く定期的な支

援が行えなかった。特に資金繰り需要等は金融機関との直接相談となっているため、

支援が途中で中断してしまい、その後の情報が得られず継続した支援が行われていな

かったったことが課題である。 

 

（改善方法） 

実施支援にあたっては、小規模事業者が抱える課題の変化についても対応する必要

があるので、支援が必要な小規模事業者については、経営指導員等が最低でも四半期

に１回以上フォローアップの為の巡回訪問を実施する体制作りを図り、進捗状況等を

定期観測する。 

また、「ミラサポの専門家派遣の活用」「栃木県よろず支援拠点」「県中小企業診断

士会」等と連携し、実施にあたって発生する新たな課題に対して解決策の提案を行う。

特に創業支援においては資金繰りが重要な事から、計画策定の段階から金融機関とも

連携していく。このように支援機関が連携して、相互に補完しあいながら継続支援を

行い、情報の共有化を図っていく。 
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（事業内容） 

（1）定期的なフォローアップ支援（新規事業） 

事業計画策定後の実施支援では、策定支援を行った全ての小規模事業者において、

定期観測が必要な事から、経営指導員等による巡回訪問を最低でも四半期に１回以上

フォローアップを計画的に行う。また個々の事業者の進捗状況は差があるので回数や

頻度も進捗状況を確認して行う。 

フォローアップにあたっては、国・県・市等の行う支援策等の情報提供を行いな

がら、販売力強化支援として売りとなる商品の開発支援やホームページ等による「商

品写真の撮り方」「効果的なＰＯＰの書き方」等のセミナーを開催し参加を促し、よ

り実践的な販売支援も行う。 

相談内容や現況等については経営カルテ管理（商工会議所業務支援ソフトTOAS）

を活用することで所内での共有を図り、継続した支援を行っていく。 

（2）創業相談窓口の設置・創業体験の場の提供（既存事業改善） 

創業支援の相談窓口を設けて、事業計画や資金計画、その他創業に必要な支援、

相談にあたる。更に創業スクール受講修了者で希望する者を対象に、中心市街地の

空き店舗を活用して一定期間（約3ヶ月間）店舗を運営するインキュベーション事業

「お試しショップ」を実施する。 

改善点として、大田原市や金融機関と連携して行うことで、各機関が保有する創

業に向けた補助金や融資制度の活用、市場ニーズ、経済動向、空き店舗情報等の情報

提供を行なえる効果がある。 

創業体験による店舗運営期間は、創業スクール講師や栃木県よろず支援拠点、栃

木県中小企業診断士会等と連携して課題の解決にあたる。約3ヶ月間ではあるが、専

門家等より直接アドバイスを受けながら、店舗経営や市場ニーズを体験する事で、

肌で感じ確実な創業に結びつける効果がある。 

（3）専門家の派遣事業活用（既存事業改善） 

実施支援にあたっては、経営指導員等による巡回訪問等により事業途中において問

題点を一緒になって解決し創業開業に結び付く支援を行う。 

改善点として、小規模事業者の計画が予定通り実施されない場合は、発生する新た

な課題の解決策の提案を行う為に、専門性の高い分野については「ミラサポの専門

家派遣の活用」「栃木県よろず支援拠点」「栃木県中小企業診断士会」等と連携して

支援を行う。 

 

（目標） 
支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

事業計画策定者への定期

的なﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ（回数） 
－ 250 回 380 回 460 回 550 回 630 回 

創業相談窓口の開設 随時 随時 随時 随時 随時 随時 

創業体験の場の提供（件

数、期間） 
－ 

2 社 

3 ヶ月 

3 社 

3 ヶ月 

3 社 

3 ヶ月 

4 社 

3 ヶ月 

4 社 

3 ヶ月 

専門家派遣の実施 随時 随時 随時 随時 随時 随時 
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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） 

消費者が小規模事業者に求めるものは、大企業では出来ない専門性の高い商品の品

揃えやきめ細かなサービスである。しかし実態は、価格競争に巻き込まれ売上・収益

ともに減少し、個店の魅力創出や情報の発信、インターネット等を活用した商圏を超

えた需要予測も行われおらず、消費者ニーズを捉えるための需要動向の必要性、確認、

実施を怠ってきたことが課題である。 

 

（改善方法） 

小規模事業者が取り扱う自社商品やサービス等において、他店より秀でている逸品

は必ずあるはずであるが強みを見出せていない。 

自社の強みを把握し、個店の売りとなる商品・サービス等の再考をするために、小

規模事業者が連携して消費者のニーズを把握し需要を確認する。これにより新たな発

見や顧客需要の動向を図ることができる。 

また大学に通う学生等の地域生活者に対しても、小規模事業者が提供できる商品・

サービス等の需要を確認する必要がある。小規模事業者単独では収集できない地域の

需要動向の情報を、当所が収集し整理して小規模事業者へ提供することで需要動向と

して活用することができる。 

 

（事業内容） 

（1）消費者から見た需要動向の確認（既存事業改善） 

小規模事業者が行える消費者からの需要動向は、好意に来店を重ねていただける

お客様に限られてしまう。来店歴のない消費者から直接意見を聞く術がない。 

改善点として、小規模事業者が共同で消費者を参加者としたお店回りツアー事業

を実施することにより、来店したことのない消費者からも意見が聞けるので、新た

な消費者のニーズを把握し需要を確認する。 

消費者から聴衆する調査項目は次のような内容とする。 

・鮮度品質…商品の鮮度はどうか。品質は高いか。 

・価格帯…商品価格は適正か。他店と比較してどうか。 

・品揃え…品揃えは適正か。不足している商品はないか。 

・商品説明…商品の説明が十分に受けられたか。商品知識はあるか。 

・利便性…営業時間はどうか。店舗への看板誘導等あるか。 

・付加サービス…商品の予約や取置き、配達サービス等はどうか。 

他とする。 

ツアーに参加する消費者を市民より募集して行う。消費者を班編成して小規模事

業者の各店舗を実際に見てもらい、店主から自慢の商品・サービス等を説明して消

費者から直接意見を聞き出しアンケートにより収集する。 

消費者により出された意見は、小規模事業者毎に満足・不満足、点数評価、コメ

ント等の情報を分析する。 

分析して見やすく整理された情報は、小規模事業者が商品構成の見直しや利便性

の向上を行う為の改善資料として活用することで、商品・サービス等の向上、売上

増加に繋げる。更にお店回りツアー協賛店による会議での資料として、共有できる
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情報は資料として活用することで小規模事業者同士が互いに改善提案を示す等して

改善策を検討する。 

 

（2）学生等地域生活者の需要動向情報の収集・提供（既存事業改善） 

従来より、商工会議所として情報交換会や会議等により様々な情報の収集は行っ

てきたしかし、収集された情報は会議に出席した関係者や事務局止まりとなってお

り有効的に活用されていなかった。 

改善点として、平成7年に当市には国際医療福祉大学が開学している。大学には、

全国各地より約6,000名の学生が在籍しており、当市に住居を構え生活することで、

その生活資金や労働力は地域に大きな経済効果をもたらしている。国際医療福祉大

学との懇談会により収集した情報を、学生等の需要を見込める小売・サービス・建

設業等の業種別に活用できるよう整理して小規模事業者が新たな販路として開拓で

きるよう商品・サービス等の向上に繋げる。 

大学より収集する調査項目は、学生・職員等の生活環境、購買動向、住居状況等

のような内容とする。 

・生活支出…食料品、日用品・雑貨、娯楽関連等の購買状況 

・居住状況…自宅、アパート（市内・外）、通学等の状況 

他とする。 

当所では開学以来、大学との懇談会を6月に年1回開催して、大学及び当所より時

節情報の相互提供を行っている。 

参加者 大学…学長、副学長、部長 等 

当所…正副会頭、専務理事、理事、事務局長、課長 

懇談会開催により収集された調査情報は、小規模事業者が活用できる情報にする

為に、小売業、サービス業、建設業等が活用できるよう業種別に分析して整理する。

整理した情報は、広報やホームページ等により提供し、また業種別の会議資料、

小規模事業者の事業計画策定の資料として随時提供する。 

 

（目標） 
支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

消費者から見た需要調査

（参加店） 45店 47店 50店 52店 54店 57店 

地域情報の収集・提供（回

数） 
1 回 

1 回 

随時 

1 回 

随時 

1 回 

随時 

1 回 

随時 

1 回 

随時 

 

 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

（現状と課題） 

2014 版中小企業白書の報告の中にも、「小規模事業者の最大の課題は、『需要・販路

開拓』であり、人口減少・過疎化に伴う需要の縮小や、高年齢化等に伴う消費者のニ

ーズの変化にどう対応していくかが課題である。」との記述がある。 

小規模事業者が有する経営資源には限りがあり、新たな需要を開拓や新商品の開発

を手掛け、売上増に結び付ける事は非常に困難である。また、小規模事業者にとって
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はホームページを持つことの重要性が未だ理解されていない。 

 

（改善方法） 

小規模事業者が販路を開拓し売上を伸ばすためには、専門店としての魅力を向上さ

せ、販促事業や地域のイベントへの積極的な出展により地域の消費者の認知度を高め

ること、さらには人材といった経営資源を活用するための人材育成等の取組みが必要

である。また、人口減少等による需要の縮小や消費者のニーズの変化に対応していく

ためにも、地域内の需要開拓だけではなく、地域外や海外に販路を求めていく必要が

ある。これらを踏まえ、販路開拓のためには、資金力に乏しい小規模事業者は、マス

コミを活用して極力費用をかけずに有効的なＰＲを行なうことや、販売・ＰＲのツー

ルとしてホームページを持つことは最低限必要であるので、無料でもホームページを

持てる仕組みを周知して作成の支援を行う。 

 

（事業内容） 

（1）プレスリリースを活用した営業力強化の支援（新規事業） 

新規顧客獲得、販路開拓等の営業展開を行う上で資金力に乏しい小規模事業者は、

有効的な宣伝・ＰＲ活動を継続して行なえないことが課題となっている。その課題

を解決するために、マスコミを活用した「プレスリリース活用セミナー」を開催し

支援する。商品やサービスのニュース性・効果的なタイトルの付け方・分かりやす

い文章表現・適切な媒体選び等を学び、費用をかけずに効果的な宣伝・ＰＲ活動を

行なえる効果がある。 

（2）経営資源となる人材育成の支援（新規事業） 

小規模事業者の営業力強化のために、社員・経営者向け等の人材育成の支援を行

う。限られた人という経営資源を有効的に活用するための人材育成として、新入社

員向けビジネス応対セミナー・コミュニケーションアップセミナー等の社員対象、

若手後継者・女性経営者は地域商工業の経済的発展の支えとなるので経営者対象と

いった人材育成の支援を行うことで有効な経営資源となる効果がある。 

（3）地元商品・製品の商談コーナー設置と 

出展支援（既存事業改善） 

小規模事業者の認知度の向上と自社製品・商品の紹

介を「大田原市産業文化祭」の企業コーナーや中小企

業紹介展、観光物産コーナーにおいて行う。 

改善点として、会場での展示即売・商談コーナーを

設け、経営者が商談コーナー等において直接来場者に

説明する機会を設けることで自社及び製品・商品の認

知度の向上を図れる効果がある。 

また行政や金融機関等が開催する商談会の開催情報や出展に関する支援も行う。

特に金融機関は、市内はもとより県内外にも支店を持ち、企業間マッチングや展示

会等を実施しているので販路拡大の最大の支援者と成り得、また小規模事業者にと

っては、各支援機関より幅広いアドバイスを受けることで商品力向上に繋がり、企

画段階から金融機関も関与するので資金支援も受けやすくなる効果がある。 

（4）インターネットを活用したＰＲ支援（既存事業改善） 

地元の製造業をする中小企業紹介
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営業力強化のためにホームページやＳＮＳ等を活用して、地域内外に自社の存在

を示し、信用度を固めるためにも重要であるが、小規模事業者には未だ理解がされ

ていない。 

改善点として、インターネットを活用したＰＲ支援を行うために、ホームページ

等による商品の売り方や見せ方等のセミナーも開催し販路開拓の支援を行う。これ

により、地域内外に自社の存在を示し、信用度を固めていく。 

また大阪商工会議所が実施している企業データベース「ザ・ビジネスモール」は、

ホームページが無料で作成でき全国との商取引へと発展する効果があるので、小規

模事業者にとって有効であることから、登録を推進し全国との商取引を支援する。

 

（目標） 
支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

ﾌﾟﾚｽﾘﾘｰｽを活用した営業

力強化支援（件数） 
－ 15 件 25 件 30 件 35 件 40 件 

人材育成の支援（回数） － 3 回 4 回 4 回 5 回 5 回 

展示会・商談会の開催・

出展支援（件数） 
20 件 20 件 30 件 35 件 40 件 45 件 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄを活用した販路

支援（件数） 
20 社 25 社 30 社 35 社 40 社 45 社 

 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

（現状と課題） 

衰退し空き店舗が増え、通行量も減少し続ける商店街の支援にあたっては、当所の

ほか、大田原市、㈱大田原まちづくりカンパニー、大田原商店連盟等で構成する「大

田原市中心市街地活性化協議会」により、今後の中心市街地活性化の方向性を含め、

ハ－ド、ソフトに係る事業の企画と調整を進めながら、中心市街地の商業活性化を図

っている。 

３年に一度、大田原市と共に

実施している通行量調査の中

心市街地における調査地点に

おいては、約 20 年前と比較す

ると歩行者・二輪車ともに通行

量は約 52％も減少している。

しかし、「地点 6あらまち蔵

屋敷」においては、平成 19 年

に「NPO 法人おおぞら」によっ

て蔵を活用した昔なつかしい

駄菓子屋をオープンさせ、更に隣接するその北側には中心市街地活性化基本計画に沿

って平成 25 年再開発事業により複合施設「トコトコ大田原」のオープン等により、歩

大田原市が実施している通行量調査より 
中心市街地の調査地点を抜粋
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音楽で回遊を高めるサウンドクロス 

「NPO 法人おおぞら」 

商工会議所青年部のメンバーが中心となり NPO を組織し「あらまち蔵屋敷」として駄菓

子屋の運営を行っている。 

「トコトコ大田原」 

中心市街地活性化事業のコア事業として、平成 25 年 12 月に全フロアーがオープンした。

1階商業施設、2階子育て未来館、3階市民交流センター、4階図書館、5～7階分譲マン

ションの複合施設である。 

「㈱大田原まちづくりカンパニー」 

中心市街地の活性化を目的として平成 18 年 11 月に設立された。再開発ビル「トコトコ

大田原」の管理運営等の事業を行っている。中心市街地活性化のコア組織である。 

行者通行量が 8.7％の増加に転じた。 

あらまち蔵屋敷とトコトコ大田原の魅力ある２

施設が出来たことにより、部分的にではあるが歩

行者が増え交流人口が増えてきている。特にトコ

トコ大田原の来館者はオープン半年間で 30 万人

を向かえ、館内に設けられた遊具施設等の子育て

スペースへの来場者が多くを占めており、これら

の交流人口を街の中に回遊させるための魅力的で

楽しい空間を構築させることが課題となってい

る。 

 

（改善方法） 

再開発ビル「トコトコ大田原」の運営等の支援を続けると共に、中央通り地区の街

路整備事業の残された区間の円滑な推進等ソフト事業も含め、㈱大田原まちづくりカ

ンパニーとともに中心市街地活性化協議会の活動等を通じて支援を行う必要がある。

中心市街地の魅力ある施設を活用した集客を高めるイベント等の開催や、商店会が

連携して行う販促活動支援、新たな需要喚起となる商品券の販売や活用促進を行うこ

とにより点から面へ繋げていく。 

 

（事業内容） 

（1）集客を高めるイベント事業（既存事業改善） 

中心市街地に音楽を通して人が訪れるよう、音楽活動をしている市民等と連携し

「サウンドクロスin大田原」（10月、市内3ヶ所）を開催するほか、㈱大田原まちづ

くりカンパニーと連携して魅力的施設であるトコトコ大

田原を活用して交流人口を呼び込む「TOKO-TOKOビアガー

デン」（7月）を開催する。

改善点として、更に市民や

団体等と連携して企画か

ら参画することで、中心市

街地に人が集まり賑わい

創出と経済の活性化が図

れるよう幅広い意見が得

られ、実施可能な指導・助

平成 25年 10月にオープンした再開発ビル

小学生も参加する与一まつり
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言を行うことができる。 

また、当市の一大イベントとして毎年開催している「与一まつり」や大田原市の

出資によって設立された「(株)大田原ツーリズム」による農業体験等とも連携して

新たな体験イベントを企画することで、地域の活性化に貢献する効果がある。 

（2）地域で連携した販促支援（既存事業改善） 

個店での販促活動では効果が表れにくいことから、地域の小規模事業者が連携し

て販促活動を行えるよう支援を行う。これにより宣伝や集客効果が高めていく。 

販促活動の一環として、小規模事業者等で組織する商店会（5商店会）が連携をし

て行う「歳末大売出し」（12月）を大田原商店連盟と共同して参加店の募集等を行い

開催する。また、小規模事業者と子育て世代の主婦によって、お店・施設・歴史を

紹介した「おしゃんてぃ母ちゃんが見つけたトコトコＭａｐ」を作成して、子育て

世代の主婦等が入りやすいお店の紹介等を行い、地域への集客効果を高める支援を

行う。 

改善点として、市内に限らず近隣市町の広範囲から消費者を呼び込み、より多く

の購買活動に結びつくように、イベントの企画から参画し指導・助言を行っていく。

商店会が連携して販促活動を行うことで、個店が単独で販促活動を行うより周知の

ための費用が安く抑えられ、消費者を呼び込む力の効果も大きくなる。 

（3）新たな需要喚起に向けた取組（既存事業改善） 

大田原市の発行する「子育て支援券」の販売受託、取扱店の募集を継続して行う。

改善点として、平成27年度には大田原市が発行する「プレミアム付き子育て支援

券」も発行されているので、小規模事業者に対して取扱店募集の周知を広報誌やホ

ームページ等により行う。地区内にもたらす需要の取込みを進め、購買力の市外へ

の流出を抑止し、地域経済が循環する仕組みを支援できる効果がある。 

 

（目標） 
支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

集客を高めるイベント事

業（回数） 
4 回 4 回 5 回 6 回 6 回 6 回 

地域で連携した販売促進

（参加店） 
140 社 140 社 150 社 160 社 170 社 180 社 

需要喚起に向けた取組み

（時期） 
随時 

随時(ﾌﾟ

ﾚﾐｱﾑ) 
定期的 定期的 定期的 定期的 

 

 

 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

 

１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

（現状と課題） 

商工会議所が行ってきた従来の税務・金融相談などの経営改善普及事業に加え、特

に企業間マッチング、新商品開発等の販路開拓支援にあたっては多岐に渡る要望に対

応ができていない。 
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小規模企業の支援にあたっては、金融支援は金融機

関、事業計画書作成は中小企業診断士等という様に

各支援機関が個別に支援を行ってきており、支援機

関の横の連携はあまり行われておらず連携体制も整

っていない。 

 

（改善方法） 

この経営発達支援事業の円滑な実施にあたっては、金融支援は金融機関、事業計画

書作成は中小企業診断士等という様に協力をあおげる連携体制作りが必要である。連

携体制を推進するにあたっては、商工会議所が地域の小規模事業者支援の中核拠点と

しての支援機関との連絡・調整の機能を担う。 

市内の商業・工業・観光といった管内以外の地域情報の共有のために、定期的な会

議やメール・ＦＡＸ等によって情報を市内で共有を図り連携した事業の推進を支援す

る。 

支援施策等の情報収集のために、「経済対策活用促進ネットワーク」「とちぎ未来創

造カンパニー」により、国・県等の中小企業支援施策情報の収集・情報交換を行う。

各機関からメール等により提供される施策等の情報は、経営指導員等が早期に確認

できるように受信システムを整えて対応にあたる。 

 

（事業内容） 

（1）支援機関の連携体制作り（新規事業） 

市内の小規模事業者等の支援を連携して行うために、市内の商工会や金融機関等

の認定支援機関や中小企業診断士・税理士等の支援事業者と「支援機関情報交換会」

を主催しネットワークを構築する。また県・市にも参加をいただき地域一体となっ

て支援にあたる。各支援機関の支援ノウハウ、支援の現状等を共有することで、今

後の支援を連携して行える効果がある。 

（2）栃木県事業引継ぎ支援センターとの連携強化（新規事業） 

当所管内の事業継承ニーズに対しては、昨年 11 月に設立された栃木県事業引継ぎ

支援センターとの連携を強化し、関連専門家の支援を受けるなどして対応していく。

これにより事業継承の円滑化を一層効果的に進めることができる。 

（3）大田原市商工団体連絡協議会による情報共有（既存事業改善） 

市内の商業・工業・観光といった管内以外の地域情報の共有のために、大田原市

や商店連盟、観光協会、市内２つの商工会などと共に「大田原市商工団体連絡協議

会」を組織し、地域の情報収集・情報交換を行う。 

改善点として、地域情報の共有を図るために定期的な会議やメール・ＦＡＸ等に

より、情報を提供する。情報の共有を図ることで、連携して事業を実施できる効果

がある。 

（4）支援施策等の情報収集（既存事業改善） 
栃木県内の支援機関による「経済対策活用促進ネットワーク」（県経営支援課が事

務局）や宇都宮商工会議所等と構成する地域プラットフォーム「とちぎ未来創造カ

ンパニー」により、国などの中小企業支援施策情報の収集・情報交換を行う。 

改善点として、各機関からメールにより提供される施策等の情報は、担当者のみ
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が確認できるのではなく、経営指導員等が早期に確認できるように受信システムを

整える。受信と同時に確認ができ情報のタイムロスが無くなり、最新の情報提供を

行える効果がある。 

 

（目標） 
支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

支援機関の連携体制作り

（内容） 
－ 組織化 会議 会議 会議 会議 

事業引継ぎ支援センター

との連携（時期） 
－ 調整中 随時 随時 随時 随時 

情報共有・情報収集（時

期） 
随時 定期的 定期的 定期的 定期的 定期的 

 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

（現状と課題） 

当所では、過去に「運営方針策定に関するアンケート調査」（回収率 71.5％）を全

会員対象に実施した。調査報告書によると、経営指導員による「指導や指導内容への

満足度」では 84.3％の会員が満足となっているものの、指導の「レベル向上が必要」

とスキルアップを求める回答も 29.7％となっていた。 

 

平成 27 年 4 月現在の経営指導員は 4 名である。4

名の経験年数を平均すると 16.3 年であり、10 年前

の平成 17 年の平均 22.3 年より△6 年減となってい

る。経営指導員の若年化による経験不足を危惧して

おり、それを補うために経営指導員等並びに一般職

員のスキルアップを早急に進める必要がある。 

 

（改善方法） 

昨今、特に商工会議所の経営指導員等に対しては、国の小規模持続化補助金やもの

づくり補助金等の補助金申請支援や販路開拓・拡大等の売上に結びつく支援等を強く

求められている。このため、経営指導員等並びに一般職員が小規模事業者の支援に直

接結び付く実践的な研修に参加できるよう「指導育成プラン」を立てて、計画的にス

平成 14年度 大田原商工会議所運営方針策定に関するアンケート調査報告書より 
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キルアップを図る。 

また、ＯＪＴにより支援力の向上を図るため、

若手職員と共に先輩職員が二人一組のペアとな

り、事業所訪問を通してヒアリングから課題の抽

出・支援等を学ぶ。 

経営指導員等並びに一般職員は、日々の地域情

報や経済情報の収集も欠かせないことから、新聞、

テレビ、インターネット等により、売れている商

品や話題性の高い商品等の動向等の収集を行う。 

支援状況は、所内スケジュール管理や経営カルテ管理で整理するが、日々共有を図

るために、朝礼・職員会議・課内会議を開催して支援内容の説明・報告を行い、他の

職員からも意見を求めて支援にあたる。 

 

（事業内容） 

（1）指導育成プランの検討・実施（新規事業） 

小規模事業者が実感できる売上げや利益を確保すること等を重視した支援能力の

向上のために、若手・中堅・管理者等の階層と担当事業に直結する実践に有効な研

修会に参加できるよう「指導育成プラン」を立てて実施する。職員が研修参加のタ

イミングや上位研修参加の意識を持つことで研修に参加する目的や業務とのスケジ

ュール管理が行い易くなる。 

（2）ＯＪＴによる支援能力の向上（新規事業） 

小規模事業者の相談を受ける場合、担当する経営指導員等が通常1名で事業所訪問

を行っている。新たに、ＯＪＴにより支援力の向上を図るため、若手職員が相談を

受けたことのない様な案件については二人一組のペアにより実施する。若手職員は

同行する先輩職員と共に事業所を訪問することで、ヒアリングから課題の抽出・支

援等を学ぶことができ、伴走型の支援能力の向上が図られる効果がある。 

（3）日々の情報収集への意識改革（既存事業改善） 

小規模事業者とのヒアリングを行うためには、日々の地域情報や経済情報の収集

も欠かせない。このため、新聞、テレビ、インターネット等の手段により、売れて

いる商品や話題性の高い商品等の動向等の収集を行う。経営指導員等に限らず一般

職員も日常の生活の中で行えるので、日々意識して行い職員間で情報の共有が図ら

れる効果がある。 

（4）支援情報の共有化（既存事業改善） 

支援日・支援先については、所内スケジュール管理（グループウェア）により管

理し、支援内容については経営カルテ管理（商工会議所業務支援ソフトTOAS）を活

用して情報の共有を図る。 

改善点として、前日の相談内容や課題、会議等により収集した情報の共有（毎朝

礼）、定期観測している支援の状況（毎月職員会議）、課内では支援報告会（随時）

を開催して支援内容の説明・報告を行う。他の職員からの意見も参考として支援に

あたる事ができる。会議等により収集された情報は、所内回覧や支援用資料として

各職員が活用できる効果がある。 
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（目標） 
支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

指導育成ﾌﾟﾗﾝの検討・実

施（受講回数） 
－ 検討 35 回 40 回 42 回 45 回 

ＯＪＴ支援力向上（実施

回数） 
－ 120 回 130 回 140 回 150 回 160 回 

情報収集・情報の共有化

（時期） 
随時 定期的 定期的 定期的 定期的 定期的 

 

 

３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

（現状と課題） 

小規模事業者の支援にあたっては、年度当初に計画される当所の事業計画に基づき、

経営指導員等が経営改善普及事業として実施してきた。実施した事業については所内

報告だけであり事業評価は行っていなかった。 

 

（改善方法） 

今回の経営発達支援事業計画策定にあたっては、伴走型支援の実効性を高めるため

に事業評価・検証を行う。評価・検証は外部有識者を招き検討会議を組織して、年度

毎に検証することとする。また、会報誌・ホームページ等で公表することにより透明

性を図る。 

 

（事業内容） 

本計画に記載してある事業の実施状況及び成果につい

て、年に一度以下の方法により評価・検証を行う。 

 

（1）行政（栃木県経営支援課、大田原市商工観光課等）

の外部有識者、および中小企業診断士・税理士等の専

門家により「経営発達支援計画検討会議（仮称）」を

組織し、年に一度検証を行い、事業の実施状況、成果

の評価・見直し案の提言を行う。 

 

（2）事務局幹部会（専務理事、理事、事務局長、相談

所長、課長、係長）において、評価・見直しの方針を

決定する。 

 

（3）事業の成果・評価・見直しの結果については、正

副会頭会議へ報告し、承認を受ける。 

 

（4）事業の成果・評価・見直しの結果を大田原商工会議所の広報誌「会議所だより」・

ホームページ（http://www.ohtawaracci.or.jp）で計画期間中公表する。 
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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２８年１月現在）

（１）組織体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）連絡先 

 

大田原商工会議所  

     総務課・振興課・指導課 

 

栃木県大田原市山の手１－１－１ 

ＴＥＬ０２８７－２２－２２７３ 

ＦＡＸ０２８７－２２－７６４３ 

ＵＲＬ http://www.ohtawaracci.or.jp/ 

E-mail info@ohtawaracci.or.jp 

 

 

 

課員 3名 
内 経営支援員 1名 

振興課の担当する業務 
・中心市街地の商業活性化の

支援 
・イベント事業の実施 
・個展の魅力アップ創出支援

など 

指 導 課 振 興 課 総 務 課 

副 会 頭

会  頭

事務局長

専務理事

理  事

課員 3名 
内 経営支援員 1名 

総務課の担当する業務 
・補助金メニユーや支援策の

周知 
・小規模事業者の把握 
・事業実施の予算・支出管理 
など 

課員 6名 
内 経営指導員 4名 
  経営支援員 2名 

指導課の担当する業務 
・セミナー・相談会の開催 
・ビジネスマッチングの支援

・事業承継、人材育成の支援

など 

中小企業相談所 
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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 

(28年4月以

降) 

29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

必要な資金の額 65,900 67,200 69,250 71,300 72,750

 

一般事業費 

中小企業振興費 

労務対策費 

広報費 

 

相談所事業費 

 

 

 

 

 

10,900 

400 

3,600 

 

51,000 

11,000

400

3,800

52,000

12,000

450

4,800

52,000

 

13,000 

500 

4,800 

 

53,000 

14,000

550

5,200

53,000

（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 

会費収入、事業収入、国補助金、県補助金、市補助金 

 

 

（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 

 

○地域の経済動向調査については当所が実施する独自調査以外に、国・県等とともに連携

して調査を実施する。 

 

○経営状況の分析、経営計画策定支援、策定後の実施支援、経営発達支援事業の円滑な実

施に向けた支援力向上については、課題解決のために栃木県よろず支援拠点、栃木県産業

振興センター、栃木県中小企業診断士会、金融機関等と連携し小規模事業者の支援にあた

る。 

 

○需要動向調査、新たな需要開拓、地域経済の活性化等の事業については、各事業実施に

関する連携者と共に実施を行う。 

 

連携者及びその役割 

 

「行政機関」･･･経済・景気動向調査等の情報提供、事業実施の予算措置、連絡調整 

栃木県 

（知事 福田富一 〒320-8501 宇都宮市塙田 1-1-20 TEL028-623-2323） 

大田原市 

（市長 津久井富雄 〒324-0041 大田原市本町 1-4-1 TEL0287-23-1111） 

 

「支援･専門機関」･･･専門家の派遣、各種情報の提供、連絡調整 

(公財)栃木県産業振興センター 

（理事長 伊藤勤 〒321-3226 宇都宮市ゆいの杜 1-5-40 TEL028-670-2600） 
日本貿易振興機構栃木貿易情報センター（ジェトロ栃木） 

（所長 松永宗徳 〒321-3226 宇都宮市ゆいの杜 1-5-40 TEL028-670-2366） 

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 宇都宮市ゆいの杜 1-5-40 TEL028-670-2600） 

地域プラットフォーム とちぎ未来創造カンパニー 

（代表機関 宇都宮商工会議所 会頭 北村光弘 宇都宮市中央 3-1-4 TEL028-637-3131） 

栃木県事業引継ぎ支援センター 

（統括責任者 大森治 〒320-0806 宇都宮市中央 3-1-4 TEL028-612-4338） 

大田原市産学官連携推進委員会 

（委員長 津久井富雄 〒324-0041 大田原市本町 1-4-1 TEL0287-23-1111） 

大田原市商工団体連絡協議会 

（会長 玉木茂 〒324-0051 大田原市山の手 1-1-1 TEL0287-22-2273） 

国際医療福祉大学 

（学長 北島政樹 〒324-8501 大田原市北金丸 2600-1 TEL0287-24-3200） 
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(社)栃木県中小企業診断士会 

（会長 仲山親男 〒320-0065 宇都宮市駒生町 1487-14 TEL028-652-6229） 

 

「金融機関」･･･各種情報の提供、小規模事業者への融資等の相談支援 

日本政策金融公庫宇都宮支店 

（支店長 佐藤真 〒320-0813 宇都宮市二番町 1-31 TEL028-634-7141） 

足利銀行大田原支店 

（支店長 百瀬秀夫 〒324-0057 大田原市住吉町 1-1-33 TEL0287-22-3110） 

栃木銀行大田原支店 

（支店長 有田克彦 〒324-0051 大田原市山の手 1-6-5 TEL0287-22-3146） 

大田原信用金庫 

（理事長 村田稔 〒324-0056 大田原市中央 1-10-5 TEL0287-24-2266） 

那須信用組合大田原支店 

（支店長 伊藤章 〒324-0041 大田原市本町 1-2703-22 TEL0287-22-3190） 

白河信用金庫大田原支店 

（支店長 大瀧喜英 〒324-0042 大田原市末広 3-2878-10 TEL0287-22-7711） 

烏山信用金庫黒羽支店 

（支店長 鈴木文男 〒324-0241 大田原市黒羽向町 1-6 TEL0287-54-1161） 

 

「事業実施に関する連携者」･･･事業実施の企画・運営、協力 

大田原商店連盟 

（会長 松本寿広 〒324-0051 大田原市山の手 1-1-1 TEL0287-22-2273） 

大田原市与一まつり実行委員会 

（市長 津久井富雄 〒324-0000 大田原市本町 1-4-1 TEL0287-23-1111） 

大田原市屋台まつり実行委員会 

（委員長 小倉正敏 〒324-0051 大田原市山の手 1-1-1 TEL0287-22-2273） 

大田原市中心市街地活性化協議会 

（会長 玉木茂 〒324-0051 大田原市山の手 1-1-1 TEL0287-22-2273） 

大田原一店逸品実行委員会 

（会長 岡野繁雄 〒324-0051 大田原市山の手 1-1-1 TEL0287-22-2273） 

㈱大田原まちづくりカンパニー 

（社長 植木克忠 〒324-0056 大田原市中央 1-3-15 TEL0287-47-7370） 

NPO 法人おおぞら 

（理事長 植木克忠 〒324-0056 大田原市中央 1-2-14 TEL0287-53-8220） 

大田原とうがらしの郷づくり推進協議会 

（会長 吉岡博美 〒324-0051 大田原市山の手 1-1-1 TEL0287-22-2273） 

大田原市産業文化祭実行委員会 

（委員長 玉木茂 〒324-0051 大田原市山の手 1-1-1 TEL0287-22-2273） 

大田原太子講 

（会長 竹内義美 〒324-0051 大田原市山の手 1-1-1 TEL0287-22-2273） 

大田原婚活実行委員会 

（委員長 小川典重 〒324-0051 大田原市山の手 1-1-1 TEL0287-22-2273） 
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連携体制図等 

 

 

 

 

 


