
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
伊豆市商工会（法人番号 7080105001862） 

実施期間 平成 28 年 4 月 1 日～平成 32 年 3 月 31 日 

目  標 

小規模事業者の成り行き経営からの脱却を目指し「ビジネスプランに

基づく経営を促進」するため事業者と一体となって商工会が事業計画の

策定と、その計画の着実な実行のための伴走型支援を行い小規模事業者

の経営を持続させる。 

創業・第二創業(経営革新)、事業承継支援を行うことで地区内の資金

循環と雇用を推進し地区内産業力を高める。 

事業内容 

Ⅰ.経営発達支援事業 

１.地域の経済動向調査 

・地区内景気動向調査と経済動向統計資料等の収集 

・経営指導推進会議による職員間の情報共有 

・金融機関、関係団体との情報交換 

２.経営状況の分析 

・対象事業所の財務・経営・労務分析を行い、支援方針を決定する 

３.事業計画策定支援 

・小規模事業者へ経営計画策定の有効性を啓蒙する 

・複数職員により経営計画策定支援を行う 

・計画策定セミナー開催や専門家を活用して策定を支援する 

・事業承継引継支援センターとの連携による事業承継計画策定を支援

・伊豆市と連携し創業計画策定支援の実施 

４.事業計画策定後の実施支援 

・対象事業所の計画目標達成のため伴走型支援の実施 

５.需要動向調査 

・繁盛店、バイヤー聴き取り調査、消費者ニーズ調査の実施 

６.新たな需要の開拓に寄与する事業 

・ＩＺＵ食彩トレイドフェア（商談会）の開催 

・“いずっち”ブランド確立による販路開拓 

・アンテナショップの活用による販路開拓 

・ビジネスマッチングによる取引先の拡大 

 

Ⅱ.地域経済活性化に資する取組 

・山海フェア開催による地産地消の推進 

・修善寺い～ずらバルの実施でリピーター確保と賑わいの創出 

・伊豆総合高校インターンシップ協力と文化祭での市内企業製品展示

 

連 絡 先 

〒410-2416 静岡県伊豆市修善寺 838-1 

TEL 0558-72-8511  FAX 0558-72-5482 

E-mail ：izu@izucci.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.伊豆市の概要 

伊豆市は平成 16 年 4 月に、旧 4 町（修善寺町、土肥町、天城湯ヶ島町、中伊豆町）

が合併し誕生した。 

伊豆半島の中央部に位置し、南は天城山系に囲まれ、西は駿河湾に面している。市の

中央には天城山から発する狩野川が流れ、北部は田方平野となって開けているが、地域

の 8割以上は山林で占められている。 

修善寺温泉をはじめ、湯ヶ島温泉、土肥温泉など、豊富な温泉に恵まれ、古くから多

くの文人墨客が訪れ作品の舞台となるなど名所旧跡も多い。豊かな自然に育まれ山葵・

椎茸のほか、駿河湾の海産物や黒米などの特産品も多く、山、里、海の産物に恵まれて

おり、それらを材料とする数々の加工品も製造されている。 

交通面では、ＪＲ東海道線・東海道新幹線三島駅より伊豆箱根鉄道で修善寺駅が結ば

れ、修善寺駅は西伊豆、奥伊豆の玄関口となっている。また、東名高速道路より、東駿

河湾環状道路、伊豆中央道路を経て修善寺道路で伊豆市内へ入ってくることができ、関

東圏からのアクセスも良く、多くの観光客（観光交流客数年間約 300 万人「平成 25 年

静岡県観光交流の動向」静岡県文化・観光部観光交流局観光政策課調査）が訪れている。

また、伊豆縦貫道天城北道路が平成 30 年度に開通予定で、首都圏からアクセスがます

ます便利になる。また、伊豆市が 2020 年東京オリンピックの自転車競技の会場に決定

したことから注目されており交流人口の増加も予想される。 

 

平成 24 年の事業所数は 1,843 事業所、従業員数は 13,154 人。産業別で見ると、事業

所では「卸売業・小売業」の割合が最も高く、全体の 23.60％を占めている。一方、従

業員数では、「宿泊業・飲食業」が全体の 22.66％で最も高い（サービス業は生活関連サ

ービス業・娯楽業や教育支援・学習支援業など合計である）割合となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合併当時の市内の人口は 37,869 人であったが、平成 27 年 4 月 1 日には 32,678 人と

10 年間で 5,191 人、13.7％減少している。人口減少に歯止めがかからない状況にあり少

子・高齢化が進む中、生産年齢人口の減少が続いている。 
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商工業者の業種別の状況は、以下のとおり、基幹産業である観光宿泊業の低迷が卸

売・小売業にも影響するなど、各業種で厳しい経営状況が続いている。 

(観光業)  

基幹産業である観光宿泊業は、道路の整備に伴い首都圏からの日帰りが可能となった

ことや、団体客からグループ客への旅行形態の変化に施設の対応が遅れ低迷衰退してお

り、廃業や経営権の譲渡が増加している。 

(商業) 

観光業の衰退に伴い地区内の小規模の納入業者へ波及し売上が減少している。また、

近隣の大型店と価格や品揃えで対抗できず業績は悪化し衰退している。 

(建設業) 

昭和 33 年にこの地域を襲った狩野川台風の災害復旧により大幅に増加した建設業者

も近年の公共工事予算削減や大手住宅メーカーの参入、新築住宅着工件数の減少により

受注が確保できず、小規模事業者の廃業が増加している。 

(工業) 

かつては近隣大手メーカー等の下請で小規模事業者が多く操業し地域の雇用を担っ

ていたが、メーカーの事業縮小や海外移転に伴い受注が激減し衰退している。 

 

地域内の小規模事業所数は年々減少しており、平成 25 年度に実施した企業訪問によ

る会員への調査（回答数 732 事業所）では、「事業後継者あり」が 250 事業所、「事業後

継者なし」が 454 事業所、「未定」が 28 事業所であった。また、ほとんどの小規模事業

者が経営計画を策定したことがなかった。 

この結果を踏まえると、伊豆市内の小規模事業者数は数年後には半減してしまうこと

が予想されることから、事業継続に向けた計画の策定や、事業承継、創業などの支援が

急務となっている。 

商工業者の約 9割を占める小規模事業者の衰退は伊豆市の存続にもかかわる問題であ

るため、地域の経済や雇用を支える個々の小規模事業者の売上の増加と利益を確保し、

全体の底上げを図ることが当地域の中長期的な振興における課題となっている。 

 

２.伊豆市商工会の役割 

伊豆市商工会は、平成 18 年 4 月に旧 4町の商工会が合併して誕生した。 

当商工会では、平成 22 年度より巡回指導を強化し、26 年度は 2,034 件で、地区内小

規模事業者（平成 27 年 4 月現在 1,368 事業所）に対し年間１回以上の訪問を実施し、

経営状況の把握や経営支援ニーズの把握に努めてきた。 

小規模事業者の売上増加を図るため、平成 22 年度に、地元飲食店や旅館関係者を招

いた商談会「ＩＺＵ食彩トレイドフェア」を企画開催し、食の逸品を中心に、新たな取

引先の開拓を図った。現在では、伊豆地区８商工会が連携して毎年開催し、広域的な販

商工業者数の業種別内訳 （平成２７年４月１日、当会独自名簿による） 

業  種 建設 製造 卸売 小売 飲食 宿泊 娯楽 娯楽以外の

サービス 

そ の

他 
 計 

商工業者 335 163 39 302 168 136 28 265 80 1,516
うち小規模事業者 329 141 34 264 159 119 22 239 61 1,368



３ 
 

路開拓支援に取り組んでいる。 

この他にも、セミナー開催や巡回指導を通じて、創業や経営革新などの支援を実施し

てきた。 

 

 地域の総合的経済団体として他の支援機関と連携して、小規模企業振興施策の充実を

推進するため「小規模企業振興条例」の制定を市当局に対し働きかけていく他、平成 28

年設立予定の※伊豆市産業力強化会議のメンバーとして、小規模事業者に対する支援強

化に向け、意見提案していく。 

 

会員調査の結果、小規模事業者の多くは計数管理が苦手で、事業計画を策定しておら

ず、どんぶり勘定の成り行き経営となっていることが多い。小規模事業者の持続的な発

展のため、個々の小規模事業者の経営戦略を明らかにして、事業者と一緒になって経営

改善を進める「伴走型支援」を行うことが支援機関である商工会に求められている。 

また、人口減少・少子高齢化は、地域で事業を行う小規模事業者にとっては、顧客の

減少、消費の縮小、事業者の廃業増・開業者減につながる重大な問題であるため、若手

後継者の育成や事業承継に対する支援の強化が求められている。 

 

※伊豆市産業力強化会議：市当局･商工会・観光協会･農協･地域金融機関をはじめ他の

機関と連携し、伊豆市地域産業の競争力強化等、地域経済の活性化に取組んでいく組織。

（平成 28 年設立予定） 

 

３.小規模事業者振興の目標 

・中長期的な振興の在り方 

伊豆市の平成 23～27 年度を計画期間とする第 1次総合計画「後期基本計画」では「魅

力と活力を創造するまち」の実現に向け、商工業の施策指針を「地域に根ざした商工業

の振興」として、３つの基本事項「１．企業誘致の推進」、「２．商店街活性化対策と商

業の振興」、「３．中小企業支援と勤労者支援」を掲げ、新産業の創出や創業支援などに

より、地区内商工業の振興発展を推進してきた。 

 平成 28 年度から 10 年間の第２次総合計画は現在作成中であるが、素案では、第１次

の指針を踏襲し新たに経営支援（販路拡大・商品力向上・商品開発・生産性向上）の内

容が盛り込まれる見込みである。 

 

伊豆市商工会は、上記の市の方針を踏まえ、当地域の課題を解決するため、事業継続

に向けた計画の策定や、後継者対策、創業支援を強化し、小規模事業者と一体となって

経営改善を進める伴走型の支援を行い、売上の増加や利益の確保を図り、小規模事業者

の持続的な発展を支援することで、地域の活力の創出に繋げていく。 

 

・目 標 

 地域の総合経済団体としてリーダーシップを発揮し、他の支援機関と連携して、「ビ

ジネスプランに基づく経営」により、小規模事業者の「売上の増加」、「利益の確保」の

ため、事業者と一体となって、事業計画の策定からその計画の着実な実行に向けたフォ

ローアップまで行い、小規模事業者の経営を持続的に発展させることを目標とする。 
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2020 年東京オリンピック自転車競技開催や道路網の整備による交流人口増加を商機

として、観光資源や地域資源を活用した特産品等の開発や個々の小規模事業者では難し

い販路開拓や拡大の支援を行う。また、創業・第二創業(経営革新)、事業承継支援を進

め、地区内の資金循環と雇用を推進し、地区内産業力を高める。 

 

・目標達成のための方針 

①記帳指導や巡回訪問などで長年築き上げた信頼関係をもとに、事業者の経営課題解

決のため経営状況を分析し、経済動向や需要動向の調査結果を活用して事業計画策

定を行う。計画策定後も事業者に寄り添い目標達成に向け伴走型の支援を行う。 

②伊豆市、市内金融機関、静岡県事業引継支援センターなどの支援機関と連携して創

業・第二創業・事業承継支援を積極的に行い、事業者の減少をくい止め、雇用を確

保して地域経済の振興に取り組む。 

③地域資源を活用した商品の掘り起しと開発を支援し、特産品のブランド化（いずっ

ちブランド）を進め販路を開拓する。 

④商談会（ＩＺＵ食彩トレイドフェア）の開催や静岡県商工会連合会や金融機関と連

携したアンテナショップやビジネスマッチングへの出展促進、また伊豆市産業力強

化会議の取組と連携して小規模事業者の需要開拓と販路拡大を支援する。 

⑤事務局の職務体制の見直しと職員の資質向上を図り、小規模事業者の経営発達支援

体制を強化する。 
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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 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 

 

１.地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

〈現状と課題〉 

巡回訪問や窓口相談時に事業者から景況感の聞き取りや、市役所、観光協会、旅館組

合との情報交換、また、保証協会の保証月報により経済動向や金融情勢を把握し会員指

導時に利用している。しかし、これらの調査については定期的なデータ収集や分析結果

の提供もされていない。また、担当者ごとの判断で相談、指導を行っており、職員全体

もしくは支所間での十分な情報の共有が出来ていない。 

 

〈改善方法〉 

収集した資料のデータ化を行い、職員間での情報共有をするとともに小規模事業者へ

の情報提供を行う。 

 

〈事業内容〉 

①小規模企業景気動向調査（既存事業改善） 

・目 的 地域内の景気動向を把握するため。 

・対 象 者 地区内事業者 9 業種 各地区 2事業所 

・調査方法 巡回及び訪問等でヒヤリング調査を行う。 

調査件数 9 業種×2社×12 月×4地区（土肥、天城、中伊豆、修善寺）

・調査項目 イ、売上額 ロ、仕入単価 ハ、採算 ニ、資金繰り ホ、業況 

・活用方法 収集したデータにより伊豆市景気動向指数（伊豆市商工会調べ）を算出

する。 

 ・提供方法 算出された結果は伊豆市商工会サーバー内の共有フォルダに保存し情報

を共有するとともに、伊豆市商工会経済動向調査レポートで開示する。

 ・効 果 等 地域内の景気動向を把握することで小規模事業者の経営方針決定の参考

となる。 

 

②経済動向統計資料等の収集（既存事業改善） 

・目 的 地域内の経済動向を把握するため。 

・調査方法、項目 下記項目のデータを随時収集する。 

項     目 調査管内 収集頻度 出     典 

宿泊客数 伊豆市 毎月 市内旅館組合 

住宅着工戸数 伊豆市 毎月 静岡県ＨＰ 

公共工事発注状況 伊豆市 随時 伊豆市ＨＰ 

有効求人倍率 三島職安 毎月 静岡労働局 
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景気動向指数 静岡県・全国 毎月 静岡県連、全国連 

信用保証状況 伊豆市 毎月 静岡県信用保証協会 

さんしん景気動向調査 田方・伊豆 随時 三島信用金庫 

 

・活用方法 収集したデータは伊豆市商工会経済動向調査レポートの資料とする。 

・提供方法 収集したデータは伊豆市商工会サーバー内の共有フォルダに保存し情報

を共有するとともに、伊豆市商工会経済動向調査レポートで開示する。

・効 果 等 地域内の経済動向を把握することで小規模事業者の経営方針決定の参考

となる。 

 

③経営指導推進会議による情報共有（既存事業改善） 

・目 的 地区内情報を職員間で共有する。 

・対 象 者 経営指導員他指導事業実施職員 

・頻 度 毎月１回 

・活用方法 企業訪問隊で得られた情報や地区内概況の情報交換を行い職員間で情報

共有を行う。 

・提供方法 公表できる情報は伊豆市商工会経済動向調査レポートで開示する。 

・効 果 等 支援が必要な小規模事業者の情報が共有でき多面的サポートが可能。 

 

④伊豆市商工会経済動向調査レポートの作成（既存事業改善） 

・目 的 地域内の経済動向を把握、共有、提供する。 

・頻 度 毎月１回作成 

・活用方法 毎月の景況調査結果、収集した経済動向資料及び経営指導推進会議の情

      報をレポートにまとめる。経営発達支援連携会議の資料として活用す 

      る。 

・提供方法 各支所窓口で閲覧できるようにするとともに、伊豆市商工会ホームペー

      ジに掲載する。 

・効 果 等 地域内の経済動向を把握することで小規模事業者の経営方針決定の参考

      となる。 

 

⑤経営発達支援連携会議(仮称)の開催(既存事業改善) 

・目 的 各機関の情報を共有するため。 

・対 象 者 伊豆市商工会経営指導員、伊豆市役所、市内金融機関等 

・頻 度 隔月開催 

・活用方法 伊豆市商工会経済動向調査レポートと各機関で把握している情報の交換

を行い小規模事業者の支援に役立てる。 

・効 果 等 各機関の持つ情報を共有することで小規模事業者支援の連携が可能にな

      る。 

 〈目標〉  

項  目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

景況調査件数  430 864 864 864 864 
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経営指導推進会議（回数）   8 12 12 12 12 
経営発達支援連携会議（回数）   2 6 6 6 6 

 

２.経営状況の分析に関すること【指針①】 

〈現状と課題〉 

 マル経資金等の融資あっせんや補助金申請等に添付する経営計画の作成時に経営内

容の分析を行っている他、記帳機械化利用者（記帳指導対象者約１００件）には財務分

析データを随時提供しているが、職員間でデータが共有されていないため総合的指導が

不十分である。 
 

〈改善方法〉 

 巡回訪問や窓口相談時に、相談シートなどを活用して事業者の経営状況を把握する。

記帳機械化利用者の財務分析データを職員間で共有し総合的指導を行う。なお、財務内

容に問題がある事業所については分析対象とする。 

 

〈事業内容〉 

①経営状況分析(既存事業改善) 

・目 的 小規模事業者の持続的発展に向け、経営指導員等の巡回･窓口相談、経

営計画策定支援等を通じて、事業者の経営課題を解決するため経営状況

分析結果を踏まえ継続的経営支援を行う。 

・対 象 者 巡回指導、窓口相談、「相談シート」等により経営指導推進会議に諮り

選定された事業所 

・分析項目 イ、財務分析 ロ、経営分析 ハ、労務分析 

・活用方法 分析結果に基づき総合的に判断し要支援先を選定、支援方針を決定する。

・提供方法 巡回訪問して、要支援先に分析結果と支援方法を報告する。希望する事

業者には、専門家派遣等を有効活用して継続支援する。 

・効 果 等 事業所の経営状況が計数で把握され、さまざまな経営改善計画（事業計

画策定）に利用できる。 

 〈目標〉 

 項  目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

巡回件数 2,000 2,000 1,700 1,800 1,900 

経営状況分析件数 30 40 30 35 40 

要支援先指導件数 6 8 6 7 8 

※指導事業実施職員数  （17）  （16） （13）  （13）  （13）   

 

３.事業計画策定支援に関すること【指針②】 

〈現状と課題〉 

経営指導員等が巡回訪問や窓口相談等で持ち上がった経営課題に対し個別に対応し、

高度専門的な案件は専門家派遣等を活用し対応している。また、計画策定セミナーを開

催し策定を支援しているが、計画策定の経営への有効性が十分啓蒙できていない。 

個者の計画策定には指導員等が個別に対応しているため策定した経営計画の情報が
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職員間で共有されていない。 

 

〈改善方法〉 

事業計画を策定し、それに沿った経営の実行が持続発展に有効であることを啓蒙する

とともに計画策定対象者の掘り起こしを行う。事業承継や経営安定などの緊急を要する

事業者、販路拡大や雇用創出が見込める事業者は優先的に支援を実施する。 

案件に対し、経営指導員が単独で対応していたものを、経営指導員をリーダーとする

複数職員で対応して毎月開催の「経営指導推進会議」を通じ情報共有する。 

 

〈事業内容〉 

①計画策定支援対象者の掘り起し(既存事業改善) 

・目  的 事業計画に沿った経営の実行が持続発展に有効であることを啓蒙し、より

多くの小規模事業者に計画策定に取組んでいただく。 

・対 象 者 地域内小規模事業者、創業予定者、計画策定したことのない事業者、若手

後継者等。 

・支援方法 窓口相談や巡回指導時及び計画策定セミナー等の案内などを利用して計画

策定の有効性を説明し、掘り起しを行う。 

・支援内容 イ、伊豆市商工会が開催する経営計画セミナーや個別相談窓口の紹介を行

い、計画策定を目指す小規模事業者の掘り起しを行う。 

      ロ、窓口相談や巡回指導時の相談内容から計画策定の掘り起しにつなげ

る。 

      ハ、創業を考えている方々に伊豆市と共催の創業支援セミナーの開催や夜

間個別相談窓口を通じて掘り起しを行う。 

・効 果 等 事業計画策定の有効性が認識され、計画策定を目指す小規模事業者や創業

者が増加する。 

 

②経営計画策定支援（既存事業改善） 

・目  的 小規模事業者の持続的発展と事業承継、創業等の取組に向けた事業計画の

策定を行う。 

・対 象 者 イ、事業計画策定を目指す事業者、販路拡大や雇用創出が見込める事業者、

第二創業（経営革新）や補助金申請等に取組むやる気のある事業者 

ロ、事業承継支援者 

ハ、創業予定者 

・支援方法 対象事業者に対し、事業所巡回や窓口対応をした職員が中心となり、複数

職員により各種戦略提案･事業計画策定を支援する他、計画策定セミナー

開催や専門家を活用し策定を支援する。 

・支援内容 イ、事業所巡回や窓口相談時の聞きとりによる実態調査、統計資料により

収集したデータ等を参考に、事業者の経営方針に考慮しながら、経営資

源を活用した新商品・新サービス、企業連携などの各種戦略提案、それ

に伴う実行計画や予算計画をはじめとした事業計画を立案支援する。必

要であれば金融機関の担当者や専門家にも協力を要請する。また立案さ

れた計画書はブラッシュアップを行い、経営革新計画承認や補助金申請
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採択に向け支援する。 

        小規模事業者経営発達支援融資制度を活用して資金調達する際には

日本政策金融公庫と連携し経営計画を立案していくことにより、円滑な

資金調達を行う。 

ロ、事業承継支援対象者に対しては、当商工会が平成 26 年度より連携支

援機関として登録している「静岡県事業引継支援センター」と連携して

マッチングを進めるとともに円滑な承継のための事業計画策定を支援

する。  

ハ、創業支援者に対しては、伊豆市の「創業支援事業計画」に連携して、

創業支援セミナーを開催して創業計画策定を支援する。また、商工会事

務所に個別創業相談窓口を常時設置するとともに新たに、会社勤めの方

など昼間に相談が困難な方のために、夜間の個別相談窓口を設置して相

談に応じ創業計画策定を支援する。 

        夜間相談窓口開設時間 毎月 第 2木曜日 18：00～20：00 

・効 果 等 事業者の強みを生かした経営を実現して持続的経営発展につながるほか、

事業承継支援、創業支援事業を行うことにより廃業者を減少させ創業･開

業事業者を増加させることができる。 

  

〈目標〉 

項    目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 
計画策定セミナーの開催  1 1 1 1 1 

経営計画作成件数 30 25 20 25 30 

経営革新計画申請数  4 5 3 4 5 
事業承継マッチング支援件数 1 3 3 3 3 

創業支援件数 1 3 3 3 3 

※経営指導員設置数     （6）  （5）  （3）  （3）  （3）   

 

 

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〉 

経営革新計画承認企業や補助金採択を受けた事業所からは進捗状況や事業完了の報

告を受けているほか、巡回や窓口相談時に計画達成度合を伺っているがフォローアッ

プは十分とは言えない。 

 

〈改善方法〉 

計画策定後も指導員等が計画に沿ったフォローアップを行い伴走型の支援をする。

 

〈事業内容〉 

①経営計画策定企業のフォローアップ（既存事業改善） 

・目 的 計画策定事業者の計画を達成させる。 

・対 象 者 イ、経営計画策定事業者、小規模事業者経営発達支援融資制度利用者 
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      ロ、事業承継支援者 

      ハ、創業者 

・支援方法 計画策定後、毎月開催される「経営指導推進会議」にて担当者より進捗

状況等を報告。情報を共有し、意見交換を行い必要とされる支援を検討

する。また、計画が軌道に乗った後も必要なアドバイスを行うなど積極

的な支援を行う。 

経営指導員では解決が困難な課題が発生した場合には専門家派遣制度

等を利用し経営課題に対処する。 

・支援内容 イ、補助金採択事業者に対しては事業完了まで随時巡回を行い課題に対

し伴走型の支援を行う。小規模事業者経営発達支援融資制度利用者

には融資実行後は２か月に１回実地訪問し、経営者との面談により

事業計画書の進捗状況の確認、財務・収支状況の分析を行う。必要

に応じ改善指導を実施する。 

      ロ、事業承継支援者には、随時進捗状況の確認をする。事業承継者が見

つからない事業者には「経営発達支援連携会議」へ情報を提供し、

新たなマッチング先を探していく。 

      ハ、創業支援者の創業後、毎月開催される「経営指導推進会議」にて担

当者より状況を報告、情報を共有して伊豆市、静岡県商工会連合会、

日本政策金融公庫などと連携しフォローアップを行う。 

（a）創業後～2年の目標 

事業計画書の進捗状況モニタリング 

記帳指導に基づく資金繰り 

キャッシュフロー 

（b）創業後 3～5年の目標 

販路開拓支援による売上増加 

事業の採算性評価 

経営課題の抽出 

・効 果 等 支援した小規模事業者の経営計画目標の達成度が高まり、企業の成長や

持続的な経営ができる。 

     

〈目標〉 
  支援内容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 
計画策定事業者数 30 25 20 25 30 
フォローアップ回数 60 50 40 50 60 
新融資制度斡旋件数 0 3 4 5 5 
融資フォローアップ回数 0 18 24 30 30 

 

 

５.需要動向調査に関すること【指針③】 

〈現状と課題〉 

売れ筋などの商品需要を経営指導員等が巡回訪問時に事業者から聞き取る他、商談会

などでバイヤーや来場者からのヒヤリングで動向を把握している。また、平成 27 年度



１１ 
 

においては地域内の消費動向調査を伊豆市内中学２年生の世帯を対象に実施している。

 

〈改善方法〉 

  商品の売れ筋、業界のトレンドなどの情報をメディアや業種部会を利用して収集す

るほか「ＩＺＵ食彩トレイドフェア」に来場するバイヤー、消費者にアンケート調査

を実施して需要動向を把握する。 

 

〈事業内容〉 

①需要動向情報の調査収集（既存事業改善） 

・目 的 新商品開発や販路拡大につなげるため需要動向をつかむ。 

・対 象 者 イ、繁盛店、元気な事業所、業種部会幹事（ヒヤリング） 

ロ、トレイドフェアに来場したバイヤー、一般客（アンケート調査） 

・調査方法 イ、日経テレコンの POS 情報、金融機関のデータ、新聞、ニュース等よ

り需要動向に関する情報を収集する。 

ロ、繁盛店、元気な事業者にヒヤリングし情報収集する。 

ハ、業種部会開催時に出席者による情報交換を行い収集する。 

ニ、トレイドフェア開催時にアンケート調査を実施する。 

・頻 度 イ、メディア利用の情報収集（随時） 

      ロ、繁盛店、元気な事業所（随時） 

      ハ、部会情報交換（部会開催時 ４部会×２回/年） 

      ニ、アンケート調査（年 1回） 

・調査項目 イ、売れ筋商品 

ロ、新商品情報 

ハ、業界の動向 

      ニ、バイヤーの求める商品 

ホ、消費者の興味ある商品 

・活用方法 新商品開発や販路開拓に伴う経営計画策定支援時に活用する。 

・提供方法 経営指導推進会議で情報を共有するほか、伊豆市商工会経済動向調査レ

ポートで開示する。 

・効 果 等 需要が見込める商品開発や、新たな販路開拓につながる。 

 

〈目標〉 

   調査内容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 
業種部会による情報収集（回）    4 8 8 8 8 

アンケート調査（回） １ 1 1 1 1 

 

 

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〉  

平成 22 年に伊豆市商工会では、小規模事業者でも参加しやすい、大手バイヤーでな

く地元飲食店や旅館関係者を招いた商談会「ＩＺＵ食彩トレイドフェア」を企画開催
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した。この効果が認められ翌年には田方地区 3 商工会合同に、そして現在は伊豆地区

の 8 商工会が連携して開催している。また、市内事業者の逸品紹介カタログ「いずっ

ちの一押し」の印刷発行や、グルメ、宿泊施設、ショッピングなどの情報を商工会の

サイトに掲載して事業者の商品等を紹介している。 

 

〈改善方法〉 

経営革新計画承認事業所や新商品を開発した事業所にアプローチして、全国連や県

連合会で実施するアンテナショップや金融機関のビジネスマッチングを活用し販路開

拓を支援する。 

 

〈事業内容〉 

  既存の取り組みを継続しながら、特に経営革新計画承認事業所や新商品を開発した

事業所などに対し全国商工会連合会等の販路開拓支援事業の活用や、金融機関のビジ

ネスマッチング事業への出店を促すなど小規模事業者の販路拡大を支援する。 

 

①ＩＺＵ食彩トレイドフェア（既存事業改善） 

・目 的 地域事業者の持っている食の逸品を県内外に周知させ、伊豆地区オリジ

ナル商品としての認知度を高めて販路拡大につなげる。 

・対 象 者 イ、地区内の農水産業生産者及び食品取扱、加工機械など食に関する事

業者 

ロ、経営革新計画承認事業所や新商品を開発した事業者 

・支援方法 大手スーパーのバイヤーや旅館、飲食店を招待して、展示ＰＲ及び商談

の場を設ける。 

・手 段 出展者に対して効果的な商談のためのセミナーを開催して成約を高める

工夫をしている。 

・効 果 等 新たな取引先を開拓して売上が増加、持続的発展に寄与する。 

 

②“いずっち”ブランドによる販路開拓（既存事業改善） 

・目 的 伊豆市商工会オリジナルブランドを確立し認知度を高めて販路開拓に結

びつける。 

・対 象 者 オリジナル商品を持つ事業者 

      伊豆市特産品取扱い事業者 

・支援方法 市内事業者の商品を伊豆市商工会オリジナルキャラクター“いずっち”

を活用しＰＲする。 

・手 段 伊豆市商工会の情報サイトと逸品･技の紹介カタログ「“いずっち”の一

押し」で地区内事業所のオリジナル商品の紹介、ＰＲを行うほか、伊豆

市、観光協会、ＪＡ等と連携して物産展を県内外で開催し広く紹介して

いく。 

・効 果 等 “いずっち”が認知されることで市内事業所のオリジナル商品の知名度

がアップし、販路拡大につながる。 

 

③アンテナショップ等販路開拓支援事業（既存事業改善） 
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・目 的 商品の魅力と需要を探る。 

・対 象 者 主に経営革新計画承認事業所や新商品を開発した事業者 

・支援方法 全国商工会連合会や静岡県商工会連合会が開設するアンテナショップへ

の出展。 

・手 段 専門家等を活用し商品のブラッシュアップを行って魅力を高める。 

・効 果 等 商品の需要動向が確認でき、商品展開戦略に繋げられる。 

 

④ビジネスマッチング支援（既存事業改善） 

・目 的 取引先を拡大し販路開拓を支援する。 

・対 象 者 主に経営革新計画承認事業所や新商品を開発した事業者 

・支援方法 金融機関の開催するビジネスマッチングに協賛し、出展者を募集。 

・手 段 伊豆市経済アドバイザーと連携してマッチングする企業の紹介を行う。

・効 果 等 新たな取引先を開拓して売上が増加、持続的発展に寄与する。 

 

〈目標〉 

   項   目 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 
トレイドフェア出展件数 13 13 14 14 15 

逸品カタログ掲載件数 60 60 60 60 60 

情報サイト掲載件数 75 80 90 95 100 
アンテナショップ出展件数 3 4 5 5 5 
ビジネスマッチング出展件数 1 2 2 2 2 

 

 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組 

〈現状と課題〉 

  現在、伊豆市商工会では以下の事業を推進し、地域経済の活性化策を実施している。

  商工会独自で実施しているので、更に事業効果を上げるためには他団体との連携が

必要である。 

・山海フェア 

  平成 19 年 12 月より、地区活動の活性化による商工業者の発展と、地産地消の推進

のため継続的に実施されている。 

・修善寺温泉街い～ずらバル 

  修善寺地区においては、修善寺駅前活性化事業や地元小学生と連携しガイドブック

制作などの事業を推進してきた。平成 27 年 2 月には、温泉場地区においてバル（共

通チケットによる飲食店の飲み食べ歩き）を実施、リピーター確保につなげている。

・伊豆総合高校のインターンシップ(職場体験)事業協力と文化祭での製品展示 

  地元企業を知っていただき地域への雇用創出の一環として伊豆総合高校インター

ンシップ事業への協力や湧郷祭（文化祭）で市内企業の製品展示を行っている。 

 

〈改善方法〉 

 行政を含めた各種経済団体と連携し、情報交換会や合同事業等に積極的に取り組む。
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〈事業内容〉 

①上記の既存事業を継続して実施。事業内容の見直しをしながら取り組む。 

・目 的 他団体へ協力を依頼し、地域イベントとしてのにぎわい創出につなげる。

・手 段 各種団体へ共催を依頼する。 

・効 果 等 各種団体の協力を得ることで、各事業への地域参加者が多くなり、にぎ

わい創出につながる。 

 

②伊豆市産業力強化会議に参加（新規事業） 

・目 的 伊豆市産業力強化会議に参加し、市当局・観光協会・農協・地域金融機

関と連携して地域産業の競争力強化等、地域経済の活性化に資する取組

を推進する。 

・手 段 伊豆市産業力強化会議に参加 

・効 果 等 この会議の目的である伊豆市の活性化に貢献する手段となる有効性のあ

る施策を効率的に実施し、幅広く地域の事業者の収益向上に貢献できる。

 〈目標〉 
    項     目 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 
山海フェア（出展者数） 35 36 36 37 37 
い～ずらバル（チケット販売数） 230 500 550 600 650 
インターンシップ協力企業数 15 16 16 17 17 
伊豆総合高校文化祭出品企業数 11 12 13 14 15 
伊豆市産業力強化会議（開催回数） 未実施 6 6 6 6 

 

 

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〉 

随時、金融機関職員との情報交換を行うほか、年に 1、2回、必要に応じ商工会、観

光協会、市担当課との情報交換会を開催してきた。 

 

〈改善方法〉 

伊豆市地域の発展と小規模事業者を支援するという共通目標をもって行政、金融機

関、関係団体との連携会議（経営発達支援連携会議）を開催し情報交換を行う。 

 

〈実施内容〉 

①経営発達支援連携会議の開催（既存事業改善） 

・目 的 経営発達支援計画の目標達成のために、伊豆市、関係団体、金融機関と

連携し情報共有、また互いの支援ノウハウの共有を図ることで、伊豆市

地域の発展という共通目標を同じイメージでとらえ、小規模事業者を支

援する。 
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・手 段 経営発達支援連携会議の開催（隔月開催） 

      経営発達支援計画に記載した創業支援、事業承継支援が円滑に実施でき

るよう伊豆市、市内金融機関と連携を行う。具体的には以下の内容につ

いて情報共有し、経営発達支援計画のＰＤＣＡに反映する。 

       イ、地域内経済情報、各出席団体の情報交換 

       ロ、小規模関連施策の情報提供（商工会より） 

       ハ、経営発達支援計画の進捗報告（4半期毎） 

       ニ、小規模事業者ビジネスパワーアップ専門家派遣（金融機関連携型）

などの支援事例 （ノンネーム事例報告） 

       ホ、商工会支援への要望、意見交換 

       へ、交流会の開催 

       ト、共通課題解決のための研修会開催 

       チ、伊豆市産業力強化会議の情報提供 

       リ、創業、新設法人情報、開業パワーアップ取扱件数など 

・効 果 等 情報と互いの支援ノウハウの共有を図ることで、それぞれの機関が補完

し合って効果的に小規模事業者の支援が可能になる。 

 

２.経営指導員等の資質向上に関すること 

〈現状と課題〉 

  現在、人事評価制度の運用を通じ、職員一人ひとりの能力や業務成果を適切に評価

するとともに、県連合会が主催する専門スタッフ研修や全国商工会連合会、日本商工

会議所で実施する経営指導員等 WEB 研修、中小企業基盤整備機構の中小企業支援担当

者研修の受講により職員個人の支援能力の向上を図ってきたが、今後 2年間の職員数

減少に対応する職員体制が整っていない。 

〈改善方法〉 

 外部研修への派遣やＯＪＴにより職員のスキルアップを図り指導体制を整える。 

 

〈事業内容〉 

①全職員による指導体制の確立（既存事業改善） 

・目 的 職員の減少する中、職員全員のスキルアップによる指導体制の確立   

・手 段 イ、県連合会が主催する専門スタッフ研修や全国商工会連合会、日本商

工会議所で実施する経営指導員等 WEB 研修、中小企業基盤機構の中

小企業支援担当者研修を受講させるとともに、研修帰任後は職場内

で研修内容の報告や出張復命書、研修資料の回覧を行い全職員で知

識を共有する。 

ロ、事業所の支援にチームとして対応することで先輩職員が管理監督責

任者として先頭に立ちＯＪＴを進める。一方、管理監督の立場にな

い職員も、特定の上司等だけが育成・指導を行うものと捉えずに、

職場の一人ひとりが育成・指導者の役割の一端を担っているという

意識を持ち、様々な場面で関わりを持ち共に進める。 

ハ、毎月開催される経営指導推進会議の指導案件の情報交換を通じ支援

ノウハウを習得する。 



１６ 
 

・効 果 等 指導案件ごとに担当職員が対応していたため情報共有ができていない状

況であったが、支援ノウハウを共有することや研修の受講、ＯＪＴを通

じて職員のスキルがアップし全職員が指導スタッフとなる。 

 

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〉 

事業終了後に理事会で事業報告を行い評価、見直し等の意見を聴き出している。 

 

〈改善方法〉 

外部有識者（中小企業診断士）、行政等を交えて毎年度事業評価を行い、評価結果

を公表する。 

 

〈事業内容〉 

・目 的 「どのような成果があったか」「当初設定した目標が着実に達成できて

いるか」などの視点から、客観的・多角的に、評価・検証を行う。 

・手 段 イ、内部評価 

毎事業年度終了後、経営発達支援事業についてそれぞれ実施した事

業の内容（創業、事業承継、補助金申請実績等）を事務局が個別に

評価を行い、1 年間の事業について目標や課題に対する事業の成果

を明確にする。 

      ロ、検討委員会による評価 

         内部評価結果を、中小企業診断士、市担当部長等を交えた検討委員

会で評価検証をする。その結果をもとに事業の見直しを行い、次年

度の方向性を決定し理事会へ報告する。 

      ハ、検証結果の閲覧 

検討委員会の内容及び検証結果は、商工会ホームページに掲載す

るとともに、地域の小規模事業者が自由に閲覧できるよう商工会事

務所に配置する。 

・効 果 等  事業の内容を個別に評価することで目標や課題に対する事業の成果

を明確にすることができる。 
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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 

   

事業実施職員   事務局長     １ 

           経営指導員    ６ 

           経営支援員    ４ 

           情報経理相談員  ６  計１７ 

 

  全体の組織    会員数  １，０４９ 

           役員      ２６ 

           職員      １８ 

           （職員内訳 局長１、指導員６、支援員４、情報６、パート１）

 

（２）連絡先 

 

事務所名 〒 住 所 電話番号 FAX 番号 

本所 410-2416 伊豆市修善寺 838-1 0558-72-8511 0558-72-5482

土肥支所 410-3302 伊豆市土肥 670-2 0558-98-1185 0558-98-2129

天城湯ヶ島支所 410-3205 伊豆市市山 580-2 0558-85-1510 0558-85-0973

中伊豆支所 410-2505 伊豆市八幡 500-1 0558-83-0014 0558-83-2560

修善寺支所 410-2416 伊豆市修善寺 838-1 0558-72-2111 0558-72-5482

 

ＵＲＬ 伊豆市商工会〈http://www.izucci.jp/〉 
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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 

必要な資金の額 1,570 1,270 1,270 1,270 

 

情報対策事業費 

経営計画セミナー 

逸品カタログ印刷費 

ＩＺＵ食彩トレイドフェア 

 

60

110

800

600

60

110

800

300

60

110

800

300

60 

110 

800 

300 

 

（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・手数料収入、国補助金、県補助金、市補助金、参加者負担金 

 

（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 

伊豆市、関係団体、金融機関と連携し情報共有または互いの支援ノウハウの共有を図

る。 

発達支援計画に記載した創業支援事業、ビジネスマッチングが円滑に実施できるよう

伊豆市、市内金融機関と連携を行う。具体的には以下の内容について情報共有し、経営

発達支援計画のＰＤＣＡに反映する。 

  ・地域内経済情報、各出席団体の情報交換 

  ・小規模関連施策の情報提供（商工会より） 

  ・経営発達支援計画の進捗報告（4半期毎） 

  ・小規模事業者ビジネスパワーアップ専門家派遣（金融機関連携型）などの 

支援事例 （ノンネーム事例報告） 

  ・商工会支援への要望、意見交換 

  ・交流会の開催 

  ・共通課題解決のための研修会開催 

  ・伊豆市産業力強化会議の情報提供 

  ・創業、新設法人情報、開業パワーアップ取扱件数など 

 

連携者及びその役割 

・伊豆市産業振興課長 山下善治 （市の施策、各事業の円滑提供、補助事業の実施）

〒410-2413 静岡県伊豆市小立野 24-1 

・伊豆市経済アドバイザー （販路開拓支援） 

〒410-2413 静岡県伊豆市小立野 38-2 

・三島信用金庫 修善寺支店長 山田一郎 （金融全般、創業支援、経営支援） 

〒410-2407 静岡県伊豆市柏久保 544-2 

・三島信用金庫 中伊豆支店長 長谷川真 （金融全般、創業支援、経営支援） 

  〒410-2503  静岡県伊豆市城 57-1 

・三島信用金庫 湯ヶ島支店長 小林孝浩 （金融全般、創業支援、経営支援） 

  〒410-3206  伊豆市湯ヶ島 209-2 

・三島信用金庫 土肥支店長 佐野千尋  （金融全般、創業支援、経営支援） 

〒410-3302  伊豆市土肥 676 

・静岡銀行 修善寺支店長 鈴木達也   （金融全般、創業支援、経営支援） 

  〒410-2407 静岡県伊豆市柏久保 1354 

・静岡中央銀行 修善寺支店長 澤村 尚 （金融全般、創業支援、経営支援） 

〒410-2407 静岡県伊豆市柏久保 553-1 

・スルガ銀行 修善寺支店長 西井 誠  （金融全般、創業支援、経営支援） 

〒410-2407 静岡県伊豆市柏久保 544-40 
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連携体制図等 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

①事務局 伊豆市商工会（経営発達支援連携会議の企画、運営、連絡調整） 

②会議  伊豆市商工会会議室 

③開催  定例（偶数月１回） 

 

 

 

伊豆市商工会 経営発達支援連携会議（仮称） 

商工会 
（事務局長、経営指導員）

伊豆市 
（産業振興課、経済ア

ドバイザー） 

市内金融機関 
 


