
経営発達支援計画の概要 

実施者名 河津町商工会 （法人番号３０８０１０５００４６０５） 

実施期間 平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日 

目標 

○地域資源を有効活用した新商品開発や自社商品の販路開拓や拡大等を

継続して支援。 

○魅力ある地元の特産品「わさび」を主役としたメニュー「泣けるグル

メ」を活用し、通年観光地化をめざした効果的な情報発信による観光

交流客数増加と小規模事業者の経営環境が潤う仕組みづくりの構築。

○外国人観光客を誘致するためのインバウンド対策を行い、観光交流客

数の増加と関連業種の受入態勢づくり、売上向上を目指していく。 

○ロケ地＋グルメ＋癒しの体験コースの策定など着地型観光を推進。 

○小規模事業者の経営力向上などにつなげるため、経営改善・経営革新

等持続的な経営を支援し、事業の継続や後継者がＵターンしやすい環

境づくりなど伴走型の支援や創業支援を実施。 

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 

繁忙期である夏季・河津桜まつりシーズン、閑散期である春季・秋

季の年４回「景気動向調査」を実施、集計結果は商工会広報紙面で公

表すると共に、巡回指導・窓口相談指導の資料とし職員間で共有する。

２．経営状況の分析に関すること 

  巡回訪問、窓口相談、各種セミナーを通じて経営課題を抽出した中

で経営分析を行い、職員間で共有しフォローアップを行う。 

３．事業計画策定支援に関すること 

  支援先優先順位に基づき、専門家を活用した中で、経営指導員と連

携したサポート体制を築いていく。創業支援体制の組織づくりを行う。

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

  経営革新の認定、創業予定者、事業承継や融資が必要な事業者など、

巡回等により定期的に状況を把握してのきめ細かい寄り添った支援を

展開していく。 

５．需要動向調査に関すること 

  観光客を対象に、観光需要における「観光動向アンケート」を実施

 し、観光関連事業者に求められているニーズや分析を行っていく。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

  販路拡大として、地元から首都圏、全国展開へと展示会出展による

ステップアップ型の支援と、「泣けるグルメ」の定着と効果的な情報発

信、インバウンド対策を行い観光交流客数の増加を目指す。 

Ⅱ．地域の活性化に資する取組 

河津町の産業経済の活性化を推進するため、「河津町産業経済活性化

連絡協議会」にて、情報交換の場やイベント事業を実施していく。 

連絡先 

〒413-0513  静岡県賀茂郡河津町浜１５９－１ 

       ＴＥＬ 0558-34-0821 ＦＡＸ 0558-32-0305 

       電子メール kawazu-s@k-kappa.com 

 



（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

１．地域及び商工会の現状と課題 

 

「地域の概要」 

 河津町は、東西に 13.7km、南北に 14.7km の距離と 100.79k ㎡の面積を有する町で、伊

豆半島の南端に近い東海岸沿いに位置しており、年間約 140 万人の観光客が訪れる伊豆

半島有数の観光地である。特に２月上旬から３月中旬にかけて咲く「河津桜」は本州一

の早咲き桜として広く知られており、国内外から 80 万人を超す観光客が訪れている。 

 地勢は、南東方面は相模湾に面し、北は標高 800m を超す天城山系が連なり、町の中央

を北西から南東に流れる河津川の流域には平野部が広がっており、海に向かって開けた

町である。このような特徴を活かし、天城山系の豊かな森林を源とする、清流「河津川」

の自然豊かな環境のなか、わさび作りが盛んで、「わさび」は代表的な特産品の一つとな

っている。また、古くから花菖蒲の栽培や、温暖な気候を利用したカーネーションの栽

培が盛んで、フランス式庭園のバラ園（1,100 種）や２月には町内全体に約 8,000 本以上

咲き誇る河津桜を楽しむことができる。このような四季折々の花や７つの温泉郷があり、

「花といで湯の町、河津」として位置づけてられている。 

 交通アクセスは、電車の場合ＪＲ東京駅から伊豆急河津駅まで、乗換なしの「特急踊

子号」で所要時間２時間４０分、車の場合東名高速「沼津ＩＣ」または新東名高速「沼

津長泉ＩＣ」より有料道路や国道４１４号線を利用して約９０分と、首都圏からのアク

セスも比較的良好である。 
              （車の場合） 

                          

 

 

 

 

               

（電車の場合） 

 

 

 

 
                （新幹線と各駅停車による、各区間の所要時間で乗換時間は除く） 

 

「人口の推移」 

 昭和３３年の昭和の大合併により、上河津村と下河津村が合併して、現在の河津町が

誕生したが、合併当初は人口 10,454 人、昭和 50 年 9,834 人、昭和 60 年 9,237 人、平成

10 年 8,913 人、平成 20 年 8,283 人と年々減少し、現在の人口 7,635 人（平成 27 年 6 月

1 日現在）と合併当時と比較すると 27％の人口減少となっている。 

 世帯数は、人口の減少にもかかわらず核家族化が進行しているため、年々増加し現在

は 3,310 世帯で、一世帯当たりの人員は 2.35 人になっている。また、年齢階層別の人口

割合をみると、0～14 歳の年少人口及び 15～64 歳の生産年齢人口は年々減少する一方、
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65 歳以上の老年人口は大幅に増加し、平成 22 年 10 月 1 日現在の統計によると、全体の

33.7％を占めており、人口減少や超高齢化が問題となっている。 
     河津町の人口は年々減少！          65 歳以上が約 34％を占める 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「主要産業の動向」 

 河津町の産業別就業人口は、国勢調査によると平成７年を除き毎回減少で推移し、平

成 22 年現在、就業者総数は 3,927 人、第１次産業 517 人（13.2％）、第２次産業 535 人

（13.6％）、第３次産業 2,875 人（73.2％）となっている。産業別の課題と状況について

は下表のとおり。 

 

 （各産業の課題と状況） 

第１次産業 農業者や漁業者などの第１次産業は、後継者不足や従業員の高齢化な

ど深刻な問題をもち、年々減少し続けている。 

第２次産業 食品工業や建築業などの第２次産業は、昭和 55 年以降平成 7 年に一

時的に増加するものの同様に減少傾向で推移している。 

第３次産業 全体の７割以上を占める小売業、観光・サービス業などの第３次産業

は、増加傾向にあったが、平成７年をピークに減少に転じている。 
 

（卸売・小売業の商店数・従業員数・年間販売額の推移） 
 

 

 

 

 

 

 

 

上記の表が示すとおり、卸売・小売業の商店数や従業員数・年間販売額も減少してお

り、経営環境の悪化と商業者の後継者不足は深刻である。 
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（河津町の観光交流客数・宿泊者数の推移） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観光交流客数や宿泊者数においても右肩下がりで、近年は施設の老朽化・イベントの

マンネリ化・顧客ニーズへの対応遅れなどによる観光客の減少という観光地としての悩

みを抱え、河津町の課題の一つでもある。 
 

「通年観光地化への課題」 

例年賑わいを見せる「河津桜」の開花期間中（２月上旬から３月中旬）に、年間の観

光客の約６割が集中するため、観光客受け入れのための過大なインフラ整備が必要とな

るとともに、閑散期との著しい波動が課題となっている。しかしながら、河津町には樹

齢千年を超えると言われる「川津来宮神社の大楠」や、伊豆の踊子で有名な「湯ケ野温

泉」、大小７つの滝が楽しめる「河津七滝」、「平安の仏像群」、「温泉郷」などの観光資源

に加え、わさびや海鮮類の豊富な食資源など、多様な地域資源を有しているが、この地

域資源が観光資源としての活用および情報発信が十分にされていない状況である為、こ

の地域資源により多くの光をあて「河津ブランド」として強化していくことが重要と考

える。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２・３月の河津桜シーズンには、年間で約６割の観光客が訪れ一極集中化する 
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「河津町まち・ひと・しごと創生総合戦略」 

・河津町では、「第４次総合計画」（平成 23 年度～平成 32 年度）を基本に、中長期的に

捉えた「河津町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定を行った。 

 「人と地域、自然と文化“夢あふれるまち河津”」を将来像とした４つの基本目標を定

めており、特に関連のある「町内における安定した雇用を創出する」の具体的施策は、

「観光産業の活性化と雇用確保」、「物産の付加価値化・６次産業化による雇用機会の

創出」「若者、女性、高齢者の就業促進」の３項目を示している。 

 また、関連した目標値として、人口の将来展望や観光入込客数は以下のとおりである。

 ●人口の将来展望 

 ・国立社会保障人口問題研究所の将来推計人口をベースに、河津町独自推計による人

口の将来展望は、町民の希望出生率を 1.94 と試算、平成 32 年度までに国の目標 1.8

を達成し、平成 47 年には 1.94 となることを想定している。 

   目標値：平成 32 年定住人口：7,241 人（0.90） 平成 37 年：6,848 人（0.85） 

    ※（ ）内は、平成 22 年を 1.0 とした指数 

 ●観光交流客数 

 ・「新南伊豆のすがた」の観光交流客数を根拠として、平成 26 年の 140 万人を基準値

として算出。   

目標値：平成 32 年観光交流客数：1,600,000 人 平成 37 年：推定 1,800,000 人 

 

「河津町商工会の中長期的な振興の在り方」 

 ・当商工会は、河津町の中長期的な振興の在り方に基づき、「着地型観光の推進」、「観

光商品・サービスの充実」、「創業支援」に力を入れていく。 

 ・河津町の観光交流客数・宿泊者数が年々減少している状況や課題となっている通年

観光地化を目指していく中で、「着地型観光の推進」や「観光商品・サービスの充実」

を行っていくことで、課題を解消していくとともに観光交流客数の増加につなげ、

  小規模事業者の活性化を目指していく。 

 ・人口の将来展望では減少傾向を示しており、小規模事業者の数も同様に減少してい

く事が予想される。地域産業を活性化していくには、事業者の数や雇用場所を維持

していく事が必要であり、「創業支援」を行っていく事で、新たな産業の創出や雇用

機会の拡大につなげていく。 

 

「目標」 

 当商工会としても地域の強みや課題、町の方針を踏まえ、地域の金融機関をはじめ河

津町、観光協会、農協などの地域産業団体や、地元の鉄道会社、近隣の商工会、商工会

議所の各事業と連携し、「河津ブランドの創造と確立」と、通年観光地を目指した着地型

観光の推進、創業支援を行い地域経済の活性化と小規模事業者の経営発達を実施してい

く。 

 

（１）小規模事業者が、地域資源を有効活用した新商品開発や自社商品の販路開拓や拡

大など、事業者に寄り添った伴走型の支援を継続的に実施していく。 

（２）魅力ある地元の特産品である「わさび」を主役としたわさびメニュー「泣けるグ

ルメ」を活用しての通年観光地をめざした、効果的な情報発信による観光交流客

数の増加と小規模事業者の経営環境が潤う仕組みづくりを構築していく。 
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（３）外国人観光客を誘致するためのインバウンド対策を行い、観光交流客数の増加と

観光関連事業者の受入態勢づくりと売上向上を目指していく。 

（４）ロケ地＋グルメ＋癒しの体験コースの策定により、河津町に来て楽しめる「着地

型観光」を推進し誘客を図っていく。 

（５）小規模事業者の経営力向上などにつなげるため、巡回訪問や窓口相談等から経営

課題を抽出し経営分析を行い、経営改善・経営革新等専門家による個別指導を含

め、持続的な経営を支援し、事業の継続や後継者がＵターンしやすい環境づくり

など伴走型の支援を実施していく。加えて、創業支援を行い新たな産業の創出や

雇用機会の拡大を図っていく。 

 

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】 

（現状と課題） 

  経営指導員を中心に会員・非会員問わずに巡回指導を中心に経営支援を行なってい

る。また、観光が主産業である当地域の特性を踏まえ、繁忙期である夏季シーズンに

は「夏季景気動向調査」を毎年実施し、会員の動向を調査してきている。併せて、年

間の６割以上の観光客が訪れる「河津桜まつり」シーズンにも平成２６年より景気動

向調査を開始し、短期間ではあるが動向を捉えるよう取り組んできている。 

しかし、動向を捉えることは出来るものの、詳細な分析までは至っていないほか、

経営指導員レベルまでの共有しか図られていないことから、末端の職員まで浸透して

いない事が課題でもある。 

（改善方法） 

これまで同様に景気動向調査を行っていくが、通年観光地を目指す中で、繁忙期の

夏季シーズンと河津桜シーズンに加え、閑散期である春・秋シーズンも新たに動向を

捉えるため、年４回（四季）実施していく。 

調査の集計にあたって、若手職員が集計業務を行い、結果内容の把握と業種ごとの

分析を行っていく。分析の状況は、経営指導員に共有を図りいっしょに検証していく。

資料化したものを、職員会議時に配布し末端の職員まで状況を浸透させ、経営指導に

役立てていく。 

（事業内容） 

① 景気動向調査の実施（既存事業改善・新規事業） 
（１）河津町は、観光地であることから今までどおり「夏季景気動向調査」「河津桜ま

つりシーズン景気動向調査」は継続的に実施していく。加えて、通年観光地化を目

標としている中で、閑散期である春・秋シーズンについても景気動向を掴むため調

査を行い、一年間の動向を捉えていく。動向調査先は、観光に関連した観光業を中

心とし、経営サンプルが多く見込める事業者を選定した上で実施していく。   
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調査で得たデータは職員間で共有し、今後の業種別課題に対応出来る資料とし、突発

的な経営課題に対応出来る体制を構築する。但し、景気の動向等により緊急課題が生

じた際は、計画の練り直しもしつつ事業修正を施していく。 

景気動向調査（繁忙期・閑散期）のイメージ 

① 繁忙期：「夏季景気動向調査」９月、「河津桜まつりシーズン景気動向調査」
３月に実施。 

閑散期：「春季景気動向調査」６月、「秋季景気動向調査」１２月に実施。 

② 観光に関連する事業者を中心に、経営サンプルが得られる可能性の高い１５０

事業者を職員間で選定。 

③ 前年との比較を選択制により回答を得るほか、対象期間内の営業活動で創意工

夫を図った点や季節による状況等について記述式での回答を促す。 

④ データを回収。各設問に対するデータを若手職員が集計し、業種ごとに分析し
ていく。 

⑤ 分析した内容を経営指導員とともに検証していく。纏めた内容を職員会議にて
共有化を図り、経営指導時の基礎資料としていく。 

⑥ 商工会広報「繁栄」紙面で公表し、町内事業者及び町民等へ周知する。 
（２）調査結果については、会員事業者レベルではあるが地域の経済状況や経営課題が

浮き彫りとなる資料であることから、集計以降の巡回指導・窓口相談指導の資料と

し、職員間で共有する。これにインターネットや専門誌から得た経営情報や経営課

題を付加し、より高いレベルの経営支援体制が構築される。 

（３）以上の支援を行なった際は、担当した職員は速やかに経営カルテに指導実績を記

載することで職員間の情報共有が図れる。また、月２回実施する「職員会議」にて、

支援先の緊急課題等は各職員との意見交換を通じ、商工会としての経営への提案を

行なっていく。しかし、各事業者の経営課題は多種多様であり、全てが職員間で解

決出来るわけではないことから、必要に応じて静岡県商工会連合会を通じた「経営

安定特別相談室」や「小規模企業ビジネスパワーアップ支援事業」を利用し、商工

会職員と共に経営課題を解決していく取り組みを行なっていく。 

（目標） 

・動向調査に係る各種目標件数  

支援内容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

巡回訪問件数 50件 50件 80件 80件 80件 80件 

春季景況調査 150件 150件 150件 150件 150件 150件 

夏季景況調査 150件 150件 150件 150件 150件 150件 

秋季景況調査 150件 150件 150件 150件 150件 150件 

河津桜景況調査 150件 150件 150件 150件 150件 150件 

・動向調査における巡回は、業種を問わず巡回による動向調査をヒアリングにて実施

する。大よそ５年間で全会員事業者（普通会員）全ての業種からヒアリングが出来

る形となることを目標とする。 
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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） 

当商工会では、巡回訪問・窓口相談を中心に年間1,400回強（平成26年度実績）の

指導を行なっている。その中で各事業者の経営課題の抽出と企業の強みを確認し、定

例の職員会議や月例の打合せ会等で共有する体制を整えている。 

しかし、経営状況の分析は、経営改善相談のあった事業所先に対して分析を行ない

指導に当たっての基礎資料として活用する程度であるため、経営課題を抱える小規模

事業者の把握と課題解決のため、今後は早急に対応していきたい課題である。 

（改善方法） 

各事業者がどのような経営環境で経営と向き合えているのかを計る材料は、やはり

巡回等を通じた事業者の生の声からである。そこから事業者が必要としている経営問

題や今後の経営課題を抽出する。その内容と併せ、全国的な商工会地域の諸問題等も

商工会が情報として収集し、年３回実施するセミナーの内容に活かしていく。 

セミナー終了後は、各参加者へのフォローを巡回等で実施、セミナーを通じて得た

ことを経営状況の分析に活かし、参加事業者に新たな提案等を行なう。 

（事業内容） 

手順は下記のとおり実施 

（１）巡回等を通じたヒアリング調査から得た各事業者が必要としている経営問題

や解決したい経営課題を抽出（売上・経費推移、借入金残高、流動資産状況）

（２）抽出された経営課題や経営問題を職員間で共有し、経営者ニーズを把握する 

（３）巡回等から得た経営課題や経営ニーズに対応したセミナーを各事業者の需要

と商工会地域における諸問題や社会的な問題等と付け合わせて職員間で協議 

（４）セミナーの開催 

（５）開催後の参加事業者へのフォロー 

（６）今後の経営課題の抽出や次回セミナーへの参考とする 

 ※（１）或いは（２）へ戻り検証。以下繰り返し 

（目標） 

支援内容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

巡回訪問件数 850件 900件 900件 1000件 1000件 1000件

セミナー開催回数 3回 3回 3回 3回 3回 3回 

経営分析件数 2件 15件 20件 25件 30件 30件 

   セミナーに関しては、年３回を基本とする。 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（現状と課題） 

事業計画策定については、巡回等を通じた事業者の生の声を聴収し、必要に応じて

事業計画策定及び作成支援を行なってきた。しかし、景気低迷もあり事業計画策定を

実際に行なう事業者が少なかったが、経営革新計画の認定支援事業者と平成２５年度

の補正予算による「小規模事業者持続化補助金」の申請支援をきっかけに、多くの事

業者が事業計画の策定に取り組むようになってきている。 
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しかし、経営していく際には、本来事業計画を策定し、その計画に基づき実施して

いくことが基本であり、小規模事業者の多くは補助金の活用により意識が高まりつつ

も、策定のスキル不足や機会が少ないことも課題となっている。 

（改善方法） 

事業計画策定のきっかけは、やはり巡回や窓口相談により事業者の今後の経営方針

等をヒアリングしてく中で生まれていくものである。 

その為には、これまで同様に各事業所への巡回指導等により、経営革新計画や小規

模事業者持続化補助金による計画策定に取り組む前向きな事業者の発掘を積極的に行

なっていく。また、小規模事業者持続化補助金の申請支援については、事業計画策定

の大きなきっかけともなり、スキル不足や機会の少なさの解消につながる。また、事

業採択先については補助事業終了後も継続した事業計画の検証と支援が行なえるほ

か、不採択先にも計画した内容をブラッシュアップした形で他の中小企業施策を活用

する提案をすることで、伴走型の支援が可能となる。 

（事業内容） 

（１）巡回等により実施した経営分析実施事業者、新事業の展開等を考えている事業

者、創業予定者、事業承継や融資が必要な事業者には、事業計画策定の支援を行

なっていく。金融支援を行っていく上で、日本政策金融公庫の「小規模事業者経

営発達支援資金」を積極的に活用し、融資実行後のフォローアップまで伴走型の

支援を行っていく。 

なお、商工会経営指導員や職員で対応出来ない経営課題や緊急性を要する諸問題

については、経営安定特別相談室や小規模企業ビジネスパワーアップ支援事業等を

活用した専門家の派遣により、経営指導員等と連携したサポート体制を築いてい

く。 

優先支援先  

① 新事業等を計画する事業者（経営革新・新商品開発等金融支援先） 
② 経営に前向きな姿勢が見える事業者（新商品開発・販路開拓等） 
③ 持続的な経営を目指す事業者 
（持続化補助金といった補助金を活用した経営） 

④ 創業予定者や事業承継が必要となる事業者 
⑤ 若年経営者や後継者を有する事業者及び女性事業者（後継者対策） 
⑥ 業績拡大等成長が見込める事業者 

（２）支援先の序列については、各担当職員で共有することから、職種を問わず相談

があった際は職員間で共有し、支援体制の優先順位を確認する。 

    中には経験に乏しい職員に対して難儀な相談案件も考えられることから、その

ような際は経営指導員を中心とした複数によるチームでの支援や専門家との連携

により進めていく。 

（３）事業計画の策定については、事業者側に作成を一から進めることは非常に大き

なハードル・負担となり、経営に影響を及ぼす恐れがある。そこで、商工会とし

ては、事業者から計画に対する考え方やストーリーをヒアリングにより実施し、

終着点となる新商品の開発や新事業の展開に結び付ける為の事業計画を立案す

る。また、前述した通り難儀な案件等については、必要に応じて専門家も招聘し

た中でヒアリングを実施し、事業者・専門家・商工会の三者での立案も行なって

いく。 
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（４）創業支援（新規事業） 

  ・既存の各地区に配置された商工会支部長や商工会理事からの開業情報や、税務署

青色申告会を通じた開業における税務手続き指導の他、商工会広報誌や行政広報

誌への創業支援広告を掲載することで、町内の創業予定者への商工会来訪に繋げ

ていくものとする。また、これまでの「待ち」の支援スタイルを当商工会は打破

し、巡回時に建設中の物件や不動産情報・ハローワークからの求人情報に対して

情報収集をする体制を職員間で構築し、創業支援に関しても積極的に実施してい

く環境を整える。 

   これ以外には、創業時に店舗の新築や既存物件の改築が行われることが数多く行

われることから、建設業者からの情報提供に対しても得る必要があるものと思わ

れる。その為に、商工会が組織する建設業部会会員から、個人情報に抵触しない

範囲での有効な開業情報を得ることで迅速な創業支援が行われる体制も構築して

いく。 

・その他の創業支援として、産業競争力強化法に基づく創業支援事業者向け補助金を

活用する創業予定者に対して、河津町が中心となり当商工会・河津町観光協会など

が連携する新たな「創業支援体制」の組織づくりを行い、地元金融機関と連携し融

資や情報提供を受ける。商工会は創業相談窓口の設置、情報提供やセミナーの共催

を行うことで補助金交付等による支援をフォローしていく。 

また、創業資金相談時における創業計画の作成等においては、日本政策金融公庫か

ら公表されている創業支援マニュアルを参考に、専ら数字に弱い面がある創業予定

者に対し、各業種に対応した適正利益の追求と各原価計算等の根拠の洗い出し手法

等を指導し、無理のない返済計画作成を支援していく。 

（目標） 

・事業計画策定事業者の目標   

支援内容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

事業計画策定事業者 10件 15件 15件 15件 15件 15件 

創業支援 3件 4件 5件 6件 7件 7件 

経営革新 2件 2件 2件 2件 2件 2件 

事業承継支援 2件 3件 3件 4件 4件 5件 

金融支援 15件 22件 22件 23件 25件 27件 

   事業計画策定事業者の目標策定件数を、５年間で７５件に設定していく。 

 

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） 

事業計画策定後の実施支援として、経営革新認定事業者には認定後の事業計画に基

づく進捗状況や静岡県への報告などのフォローアップ、小規模事業者持続化補助金の

認定事業者への計画に基づく実施から報告までの一連のフォローアップを実施して

いる。しかし、経営革新認定事業者においては、フォローアップを行いつつも計画通

りに事業執行されていない点や、創業や事業承継に関連した支援の案件がない事、経

営改善における事業計画策定後においても定期的に状況を確認しての改善支援が不

十分であった点などが課題として挙げられる。 

－９－ 



 （改善方法） 

   経営革新においては、計画期間内は四半期ごとに事業状況をチェックして、アド

バイスを行うとともに必要に応じて専門家を派遣した指導を行う。創業については、

河津町を中心とした創業支援体制の一元化により、創業相談窓口を設置し支援を図

る。事業承継については、静岡県事業引き継ぎ支援センター等を活用した円滑な事

業承継支援を行っていく。 

   基本的には、事業計画策定後について、巡回により定期的に状況を把握してのき

め細かい寄り添った支援を展開していく。 

（事業内容） 

 ・「経営改善」（既存事業改善） 

   事業改善計画策定後は、改善計画に基づく経営状況を半年に１度状況を確認して

いく。状況に応じて経営課題を解決していく手段として、「小規模事業ビジネスパ

ワーアップ支援事業」を活用した専門家による指導を行い補正していく。 

・「経営革新」（既存事業改善） 

   経営革新の認定事業者には、３年～５年の各事業者の事業計画に応じて、経営革

新申請書別表２の実施計画と実績に基づき、巡回を通じて四半期ごとに実施状況と

効果を確認していく。各年の決算終了後速やかに静岡県に報告していく「実施計画

と実績」「経営計画及び資金計画」の提出についてフォローしていく。状況を確認

していく中で、計画通りに進まない場合は事業に対してのアドバイスを行うと共に、

より効果的に進んでいくよう「小規模事業ビジネスパワーアップ支援事業」により

専門家派遣指導を取り入れていく。 

 ・「創業支援」（新規事業） 

   産業競争力強化法に基づく創業支援事業者向け補助金を活用する創業事業者に対

して、河津町が中心となる「創業支援体制」の一元化の中で、河津町商工会が連携

し補助金交付に向けた支援をしていく。補助金交付後、創業者に対して巡回により

年２回程度定期的に創業後の状況を確認し経営指導していく。 

   創業後の事業者は、人間に例えるなら「赤ちゃん」の状態であり、税務・労働・

資金繰り等は経営という歩みが覚束ない状況にある。そこで必要となるのが商工会

の支援力であり、成人するまでの伴走型支援と円熟期における経営環境向上支援、

大きなケガをした際の専門家の派遣等、商工会が提供できる様々な施策を駆使し、

円滑な廃業まで寄り添っていくことを目標に支援を行っていく。 

 ・「事業承継」（新規事業） 

   静岡県事業引継ぎ支援センターと連携して調整を図った上で、必要に応じて専門

家を活用した支援を行い円滑な事業引継ぎを実現していく。 

 ・「金融支援」（既存事業改善） 

   事業計画策定により必要となった設備資金や運転資金については、政策的に引き

下げ金利の恩恵を受ける、日本政策金融公庫の「小規模事業者経営発達支援資金」

を積極的に活用し、融資実行までの連絡調整、実行後の３ヶ月に一度の状況把握を

巡回にて行い、事業計画に沿った内容を検証しフォローアップしていく。 

（目標） 

創業支援    目標策定件数 ５年間で ２９件（事業承継含む）  
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支援内容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

創業支援件数 

（事業承継含む） 
3件 4件 5件 6件 7件 7件 

ﾌｫﾛｱｯﾌﾟ巡回件数 5件 15件 17件 20件 22件 22件 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

（現状と課題） 

・小規模事業者に対して実施している調査として、前述１で示した「夏季景気動向調

査」「河津桜まつりシーズン景気動向調査」を、年２回 150 事業者をピックアップし

て実施しており、業種毎の景気動向を捉えている程度であり、小規模事業者の販売

する商品や提供する役務の需要動向まで掴みきれていないのが課題となっている。 

 ・統計資料の活用としては、総務省の「家計調査」や静岡銀行で毎月発行している企

業の情報誌「ＳＥＲＩ」によるＳＥＲＩ景況リポート等を活用し、相談時に資料提

供している状況である。 

（改善方法） 

 ・目標の中にある、観光交流客数の増加そして通年観光化を目指していく中で、観光

関連事業者に目を向けて、観光客（宿泊者）が求めている需要動向を掴んでいく。

そのため、観光客（宿泊者）を対象に「観光動向アンケート調査」を秋シーズンの

閑散期と河津桜まつりシーズンの繁忙期に実施し、観光事業者に求められているニ

ーズや分析を行っていく。 

 ・分析結果や現状活用している統計資料を活用して、経営指導員の個別指導において、

観光関連事業者の取扱商品やサービスの改善、見直しに活用し、併せて事業計画作

成時の参考資料として活用していく。 

（事業内容） 

 ●観光需要における「観光動向アンケート調査」の実施 （新規事業） 

①秋シーズン（10 月・11 月）の閑散期におけるアンケート調査 

  町内の宿泊事業者を通じて、宿泊者への需要動向アンケート調査を実施していく。

 

  （想定する調査内容） 

  ・観光客の属性 ・観光行動（来訪手段・宿泊数など） ・次回の来訪時期手段 

  ・河津桜まつり以外の河津の見所 ・河津町の知っている名所・旧跡 ・河津の 

   グルメ ・求める体験プランについて ・宿泊単価、サービスなど感想 

 

②河津桜シーズン（2月・3月）の繁忙期におけるアンケート調査 

  年間の約６割の観光客が訪れる「河津桜まつり」シーズンにおいて、河津町観光協

会の窓口にて宿泊する観光客に対して、需要動向アンケート調査を実施していく。

 

  （想定する調査内容） 

・観光客の属性 ・観光行動（来訪手段・宿泊数など） ・河津桜まつりの魅力 

  ・次回の来訪時期手段 ・河津桜以外に求める河津町の目玉や時期について 
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（目標） 

 観光需要における「観光動向アンケート調査」 

支援内容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

観光動向アンケート

（閑散期：10・11月）
実施なし 50件 50件 50件 50件 50件 

観光動向アンケート

（繁忙期：2・3月）
実施なし 50件 50件 50件 50件 50件 

 

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） 

 ・当商工会地域では、自社商品等の販路にあたり、菓子製造販売・わさび漬け製造販

売・ひもの等製造販売等、食品製造販売事業者が２０社程度と少ない。その中で、

販路開拓に関する傾向としては、商品力は高いものの町外での販路開拓先の発掘方

法や商談知識に乏しい会員事業者が多いのが現状である。そのような中、当商工会

の販路開拓支援方法については、会員事業者の商品企画力や出展レベルに相応した

指導を展開しており、催事等への出展による商品・会員事業者のレベルアップを図

っている。しかし、会員事業者が催事等に出展したものの、事後検証が図られてい

ない点や、今後に向けたアフターフォローによる販路拡大に繋げていくことが課題

である。 

 ・平成２４年度から実施している経済産業省の補助事業である「全国展開支援事業」

を通じて開発したわさびメニュー「泣けるグルメ」の販路開拓にも積極的な取組み

をしている。課題として、販路拡大において効果的な情報発信を行うとともに、取

扱認証店の増加による普及拡大と拠点づくりが挙げられる。 

 ・新たに外国人観光客を誘致していくため、当商工会と河津町観光協会・河津町で組

織する「河津町インバウンド対策委員会」により、受入態勢づくりと誘客について

協議し誘致活動を行っている。課題として、外国人の定番となっている東京・大阪

を結ぶゴールデンルートから外れている地勢の中で、如何に外国人を誘客してくる

のか、おもてなしの受入態勢づくりが実践できるかが挙げられる。 

現在の、需要開拓事業での具体的な取り組みは、下記の通りである。 

① 全国展開・海外進出催事等 
全国及び海外へまで目を向けている会員事業者は、販売ノウハウや出展・商談レベ

ルが基準以上に達しており、静岡県商工会連合会の「販路開拓支援事業」を通じての

大規模催事への出展を促している。 

また、大規模催事への出展を通じて取引先との横の繋がりも生まれ「販路開拓支援

事業」以外への独自出展も増加する傾向にある。 

「河津町商工会会員事業者出展実績」 

   ・全国物産展及びおやつランキング（全国商工会連合会主催）※主にＢtoＣ 

  ・FOODEX JAPAN（一般社団法人日本能率協会ほか４団体主催）※ＢtoＢ 

   ・静岡山梨物産展（静岡県・山梨県商工会連合会共催）※主にＢtoＣ 

   ・しんきんビジネスマッチング（一般社団法人東海地区信用金庫協会・ 

東海地区信用金庫ほか主催）※ＢtoＢ 

② 地域イベント等 
大規模な催事等への出展実績の無い会員事業者への支援としては、主にＢtoＣを中
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心としたローカルな地域イベントから出展を促し、販売ノウハウや出展能力を向上さ

せるよう取り組んでいる。特に出展レイアウトや出展商品に当初は戸惑うことも多い

ことから、経営指導員等が出展前の準備から出店当日に帯同する等手厚く経営支援を

行なっている。その中でも「ＩＺＵ食彩トレイドフェア」・「伊豆大特産市」につい

ては、担当職員が実行委員組織の委員として参画しており、確実な支援体制が整って

いる。将来的には、前述した全国や海外への進出を意識出来るレベルまで達するよう

成長を促していく。 

「河津町商工会会員事業者出展実績」 

   ・ＩＺＵ食彩トレイドフェア （伊豆地区商工会広域連携事業） 

・伊豆大特産市 （下田商工会議所・賀茂地区商工会広域連携事業） 

・河津寄って軽トラ市 （河津町産業経済活性化連絡協議会） 

・河津ふれあいまつり （河津町産業経済活性化連絡協議会） 

③ 泣けるグルメ普及 
河津の特産品を活用したグルメ開発による“食”の「河津ブランド」構築や、河津

桜に頼らない通年観光地を目標とした観光プロモーション活動により、地域経済の活 

性化と交流人口の増加を狙い、平成２４年度より全国展開支援事業で開発したわさび

メニュー「泣けるグルメ」の普及を積極的に行なってきた。 

   各商品はメディアへ取り上げられることが多く、テレビは基よりラジオや雑誌にも

数多く取り上げられ、平成２６年度におけるテレビ地上波露出実績における広告換算

では３７，０００千円を超える実績も挙げている。 

「泣けるグルメ」わさびメニュー ７品と発売開始日 

① あんバタわさこ   ※商標登録   
平成２６年４月２８日開始  （バガテル公園バラ・フラワーシーズン） 

② 河津鮎泣きそば   ※商標登録   
平成２６年６月１日開始   （河津川の鮎釣り解禁日） 

③ わさモヒート（わさ夏３兄弟！ 長男）   
平成２６年７月１８日開始  （今井浜・河津浜海水浴場海開き） 

④ わさシェイク（わさ夏３兄弟！ 二男） 
  平成２６年７月１８日開始  （今井浜・河津浜海水浴場海開き） 

⑤ 泣き氷（わさ夏３兄弟！ 三男） 
平成２６年７月１８日開始  （今井浜・河津浜海水浴場海開き） 

⑥ 河津泣きめし 
平成２６年１０月２０日開始 （河津ふれあいまつりイベント前） 

⑦ 泣きべそ餅 

平成２６年１１月２０日開始 （河津秋まつり初日・滝まつり） 

④ インバウンド対策 
河津町インバウンド対策委員会を、年５～６回開催し外国人観光客の誘致と受入態

勢の両面から検討している。誘致については、台湾・香港をメインターゲットとして、

外国人観光客受入旅行会社へのキャラバン、河津桜まつりにおける英語版・中国繁体

字版のチラシを配布してのＰＲ、英語版・繁体字版のホームページ配信を実施。受入

態勢づくりは、宿泊業・飲食店の方への受入対応セミナーの実施や静岡県が示してい

る指差しブックの活用を実施している。 
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（改善方法） 

 ・会員事業者の販路開拓については、出展だけの状態から脱却し、次年度以降の出展に

向けてのレベルアップを図り、経営指導員等の指導力を発揮し寄り添った支援を展開

していく。 

・「泣けるグルメ」の普及拡大と定着化については、地元での取扱認証店を増やしていく

ことと、「泣けるグルメ」全メニューが味わえる拠点を作っていくこと、より効果的な

情報発信を行っていくことで河津町や泣けるグルメを売り込んでいくことである。 

・インバウンド対策では、継続的な外国人観光客受入旅行会社へのキャラバンにより、

観光コースの提案や受入施設の条件面を整備し売り込んでいく。また、受入施設が外

国の風習や特徴を理解した受入態勢と言葉が通じなくても接客できるメニューづくり

や表示について対応を考えていく。 

（事業内容） 

① 販路拡大支援（既存事業改善） 
（１）商品力の高い商品を持つ事業者をリストアップすることからスタートする。リス

トアップされた各会員が求める支援と支援商品を収集・精査し、それぞれのニーズ

に合った販路開拓支援を行なっていく。また、事業計画作成支援や事業計画実施支

援における事業者においても、販路拡大支援の対象者としていく。 

（２）商品力及び出展能力に長けている会員については、全国及び海外に目を向けて支

援を行なう。商工会からの販路拡大に関する情報提供はもちろんであるが、静岡県

商工会連合会の「販路開拓支援事業」を活用した支援が効率的であり、支援申し込

みを年度当初に計画する。また、これから販路を開拓していく事業者については、

地域のイベント等からの出展で販売力と商談力を養い、将来的には全国・海外への

出展が出来る事業所へと育成をする。 

販路開拓支援出展候補先 ※平成２７年８月現在 

・町内・地域内イベント等 

① 「ＩＺＵ食彩トレイドフェア」（伊豆地区商工会広域連携事業） 
② 「伊豆大特産市」（下田商工会議所・賀茂地区商工会広域連携事業） 
③ 「河津寄って軽トラ市」（河津町産業経済活性化連絡協議会） 
④ 「河津ふれあいまつり」（河津町産業経済活性化連絡協議会） 
⑤ 「信用金庫広域ビジネスマッチング」 

（三島信用金庫ほか静岡県東部地区３信用金庫主催） 等 

・地域外イベント等 

①  「ニッポン全国物産展」（全国商工会連合会主催） 
        ※おやつランキング含む 

② 「FOODEX JAPAN」（一般社団法人日本能率協会ほか４団体主催） 

     ※海外バイヤーへのアプローチ可能 

③ 「静岡山梨物産展」（静岡県・山梨県商工会連合会共催） 等 

（３）出展による販路開拓以外では、各事業者独自のインターネット販売のみでは効果

が低い為、各団体が構築した他商品と融合したインターネット販売サイトへの掲

載・常設販売会場への商品展示販売等への掲載を通じた販売戦略も効果的である。

    これにより、デジタル世代・アナログ世代何れにも浸透が図れ、より自社商品が

多くの消費者の目に留まる機会を増加させる効果がある。 
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販路開拓支援インターネット等掲載候補先 ※平成２７年８月現在 

・インターネット・雑誌・常設等 

① 「ニッポンセレクト」（全国商工会連合会） 
② 「しずおか逸品紹介サイト」（静岡県商工会連合会） 
③ 「むらおこし特産品コンテスト出品」 
④ 「むらからまちから館」                等 

（４）販路開拓への支援については、出展手続きから担当職員を配置させ、提出書類の

作成支援から販売戦略・商談力向上の為の支援も行ない、伴走型支援を展開する。

出展に際してのスケジュールは以下のような流れで実施する。 

出展における主な支援メニュー 

ステップ１：出展商品の選定    

出展商品が来場される方のニーズに合っているか。また、会場へ持参する商品

量は適正か否か指導 

ステップ２：出展に関する申請書類作成 

出展に際しての申請書類及び添付資料等多岐に及ぶことから、書類作成等につ

いて支援を行ない、不備等が無い状態での提出を支援する 

ステップ３：出展準備支援 

出展までの準備に対する支援を実施する。具体的には、商品構成による適正な

商品レイアウト設計支援やリピーター獲得に繋がるチラシの作成・訴求効果を

高めるＰＯＰ作成等に対して支援する。 

ステップ４：出展時の支援   

商工会職員も帯同していることから、現地での対象者への呼び込みや商談先と

の営業力を高める会話術等を指導し、効果的な出展になるよう支援する。 

② 泣けるグルメ普及（既存事業改善） 
（１）取扱店の募集において「泣けるグルメ」のレシピに基づいたメニュー提供を行い、

にせものメニューが出回らないよう認証制度を設けている。レシピを簡素化して最

低限のルールの中で、より多くの会員事業者が取扱しやすいよう整備した上で、取

扱認証店を募集し増やしていく。 

（２）「泣けるグルメ」の名前がメディア等に十分発信されることで、河津のブランドが

高まっていけば取扱事業者の増加にも繋がる。そこで、平成２７年度に採択を受け

た、経済産業省の補助事業である「全国展開支援事業」において、「河津ブランド定

着化プロジェクト」を実施し、ロケ誘致＋グルメ＋癒し体験コースを合せたプロモ

ーションを実施していく。効果的な情報発信の一つとして、当事業により専門家か

ら指導を受け、ロケやメディア等からの受入を窓口一本化するなど受入体制づくり

を整備していく。 

（３）情報発信においても、７品目の「泣けるグルメ」すべてを食すことができる拠点

場所があればメディアに対しても効果的である。会員事業者の中で、「泣けるグルメ」

に特化した店づくりを支援し、拠点場所となる店舗を整備していく。 

③ インバウンド対策（既存事業改善・一部新規事業） 

（１）河津町インバウンド対策委員会を核として、誘致と受入と両面にわたって対策を

行い、実践していく。 
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（２）首都圏の外国人観光客受入旅行会社に、毎年１回継続的にキャラバンを行い、

香港・台湾をメインに、河津町の状況、河津桜まつりに関連したコース提案、受

入施設の基本データを整備し売り込みを行う。 

（３）外国人が河津町を訪れた時に「おもてなし」の受入が各施設で出来るよう、セ

ミナーの実施や施設内での表示板やメニュー表の整備を指導していく。 

（目標） 

・販路開拓支援先については、今後もそれぞれの事業者のニーズに対応し支援を行な

っていく。支援事業者については、年度当初に支援歴がある事業所と未支援先の洗 

い出しを行ない、巡回等を通じて販路開拓に関するニーズを得るようにする。併せて、

出展する催事等へも各事業者の出展レベルに応じて提案を行ない、企業力向上に努め

ていく。 

・「泣けるグルメ」については、全国展開支援事業を通じて完成した地域のグルメで

あることから、全メニューを提供できる拠点場所の確保と、１メニューのみでも取

扱い出来る取扱認証店を増加させ、河津桜に頼らない通年観光地型への礎となるよ

う普及活動に取り組んでいく。 

特産品等販路開拓支援事業者数  目標件数 ５年間で延べ３４会員 

    展示会等参加回数        目標回数 ５年間で延べ３５回 

泣けるグルメ提供数       目標軒数 ５年後に２７件提供 

支援内容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

販路開拓支援事業者  5件 6件 6件 7件 7件 8件 

展示会参加回数  7回 7回 7回 7回 7回 7回 

泣けるグルメ提供支援数 15件 19件 21件 23件 25件 27件 

    ※事業者の経営革新商品及び販路拡大能力向上や新規イベントの増加により、

支援事業者の増加が見込める 

・「インバウンド対策」 

① 外国人観光客受入可能施設数（飲食店・宿泊施設等） 
現状：５３施設（飲食 19・宿泊 34） 英語版・繁体字版ホームページ掲載 

３２年度までに、飲食 25 施設、宿泊 45 施設、計７０施設を目標とする。 

② 外国人観光客の宿泊数 
現状：1,300 人 （伊豆東海岸国際モデル地区整備推進協議会のデータ） 

３２年度までに、5,000 人を目標とする。 

③ 河津桜まつりにおける外国人の誘客（大型バスツアー） 
現状：約 20,000 人 （期間中訪れた大型バスへのアンケート調査） 

３２年度までに、40,000人を目標とする。 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

（現状と課題） 

・河津町・河津町商工会・河津町観光協会・伊豆太陽農協・伊豆漁協・伊豆森林組合

で構成される「河津町産業経済活性化協議会」では、代表者会議、実務担当者会議、

イベント支援部会、ふるさと部会、産業振興部会において、各事務局担当者が定期

的に打ち合せを行い、産業経済の活性化を推進することを目的に情報交換を行い、

講演会や調査研究、地域振興イベントを実施している。特に、産業振興部会の事業
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として、商工会が中心となり「新春産業経済懇話会」「地域商工業発展のための調

査研究」「河津寄って軽トラ市」を実施している。 

・課題として、地域商工業発展のための調査研究においては、先進地調査のみが主と

なり調査した結果を検証し具体的に事業化にむすびついていない事である。また、

唯一事業化された「河津寄って軽トラ市」は、年４回開催を基本とし過去６回開催

してきたが、河津町内の事業者の出店割合が低い事や出店者のマンネリ化をどのよ

うに改善していくべきかも併せて課題として挙げられる。 

（改善方法） 

・産業振興部会や実務担当者会議の開催において、地域商工業発展のため、委員から

情報収集を行い議論を行う場を多く設けて、実現できるもの、研究や調査が必要な

ものを選別して課題に対応していく。 

・河津寄って軽トラ市は、町民や近隣市町でのＰＲのみでなく、河津町旅館組合と連

携して宿泊客がチェックアウト後買い物できるスタイルを調整、観光客も一消費者

として取り入れていく。そして、イベント自体を盛り上げ価値が高まることで、町

内小規模事業者への出店の働きかけを積極的に行い、町内の出店割合を高めてい

く。 

（事業内容） 既存事業改善 

（１）河津町の産業経済の活性化を推進するため、各部会にてそれぞれの事務局担当

者が定期的に打ち合せを実施し、地域経済振興に資する事業や状況等について情

報交換、意見交換を行い議論していく。 

また、１月に「新春産業経済懇話会」を開催し、町内経済界各種団体から約７０

名に参加を呼びかけ、各団体の事業方針や状況、今後の河津町の活性化に向けた情

報交換や講演会を実施していく。 

（２）地域産業の振興や新たなまちおこし事業を目的とした「河津ふれあいまつり」

を、河津桜観光交流館駐車場で開催、町内の民間団体や福祉団体が連携のもと実

施する。 

河津町産業経済活性化協議会の事務局担当者が中心となり運営のためイベント

支援部会を年２～３回実施する。基本的には、各種団体での出店に限定しており、

全国展開支援事業により開発されたわさびメニューのＰＲについては、当事業によ

りチーム結成した「河津わさびで泣かせ隊」で出店ブースを確保し、「泣けるグル

メ」の販売ＰＲを行い「河津ブランド」を高めていく。 

（３）地域産業の振興と商店街のふれあいを目的とした、軽トラ市事業「河津寄って

軽トラ市」を、河津町笹原の姫宮通りを歩行者天国として、年４回実施していく。

実施にあたり、商工会主体の構成員による「河津寄って軽トラ市実行委員会」を

年６回程度実施し、企画づくりや運営について協議する。 

会場となる、河津町笹原の姫宮通り約２７０ｍを、約７ｍ間隔に区分けし出店の

軽トラック約３０台が一列に整列し、その場で商品の販売やサービスを行い、出店

者の販売拡大・商店街の店舗との連携・買い物客が通りを歩くことで広がるコミュ

ニケーションづくりを提供していく。 

    開催日を日曜日の午前中とすることで、需要の多い土曜日に町内の宿泊施設に

宿泊した観光客へのアプローチを行っていく。河津町旅館組合と連携し宿泊施設

へのポスターの掲示やチェックアウト後の呼びかけ等を行い、イベント会場への

誘導を行っていく。 
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（目標）  

・新春産業経済懇話会  目標参加者数 ５年間で    300 人 （１月実施） 

 ・河津ふれあいまつり  目標来場者数 ５年間で 12,500 人 （１０月実施） 

・河津寄って軽トラ市  目標来場者数 ５年間で 46,000 人 （年４回実施） 

          ６月・９月・１２月・３月の日曜日を開催予定とする 

事業内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

(1)新春産業経済懇話会 60 人 60 人 60 人 60 人 60 人 60 人

(2)河津ふれあいまつり 2,500 人 2,500 人 2,500 人 2,500 人 2,500 人 2,500 人

(3)河津寄って軽トラ市 7,500 人 8,500 人 8,500 人 9,500 人 9,500 人 10,000 人

  ※「河津寄って軽トラ市」の来場予定者人員は、各年度４回分の合計で記載 
 

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） 

当商工会に関係する支援機関として、静岡県や伊豆地区商工会連絡協議会、金融機関、

税務署等が主催する情報交換会や研修会において、積極的に経営指導員を中心に職員が参

加しているが、既存の経営改善普及事業の推進を図るための内容であり、経営発達支援事

業の効果的な推進を図るための研修や情報交換会になっていない点が課題である。 

（改善方法） 

経営発達支援事業の効果的な推進を図るための支援ノウハウ等の習得を念頭に、自らの

支援能力の向上を図るための情報交換会や研修会を、関係支援機関との意思疎通を図り開

催していく。 

（事業内容） 

近隣の商工会等の職員が参加する職種別・目的別・静岡県主催の会議等により、地域の

実情や経営支援の手法など支援ノウハウについて情報交換する。情報交換した内容等は、

月２回開催する「職員会議」において情報共有し、職員の支援力向上に繋げていく。 

① 職種別研修会（既存事業改善） 
研修会名 連携先 内 容 

伊豆地区連主催 

・事務局代表者部会 

・経営指導員部会 

・指導職員部会 

・女子職員部会 

伊豆地区連・７商工会 
（東伊豆町商工会・南伊豆町商

工会・松崎町商工会・西伊豆町

商工会・伊豆市商工会・伊豆の

国市商工会・函南町商工会） 

各商工会地域における現状把

握と経営支援や税務支援の手

法や状況について 

（各部会３～５回開催） 

② 目的別研修会（既存事業改善） 
研修会名 連携先 内 容 

経営改善貸付推薦団

体連絡協議会（2回） 

日本政策金融公庫沼津支店

管内商工会等 

マル経融資等を活用した金融

支援手法や金融施策について 

電子申告等 

税務研修会（2回） 

下田税務署 

管内商工会等 

税務支援における各地域での

支援手法と税務施策について 
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③ 県主催協議会（既存事業改善） 
研修会名 連携先 内 容 

賀茂地域商工行政推

進協議会（1回） 

静岡県商工業局商工振興課

管内商工会等 

静岡県の商工施策の把握や各

地域における取組支援手法 

（目標） 

  職種別研修会、目的別研修会、県主催協議会へ職員が参加し、各商工会の現状把握や

経営・金融・税務支援手法を学び取り入れ、職員会議にて情報共有していく。 

金融支援：マル経融資の斡旋、税務支援：確定申告時の電子申告の推進  

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

金融支援（マル経） 5 件 6 件 6 件 7 件 7 件 7 件

税務支援（電子申告） 177 件 185 件 190 件 195 件 200 件 200 件

   なお、経営分析支援については、前述「Ⅰ．２」の項目に含める。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

（現状と課題） 

  経営指導員等においては、全国商工会連合会が実施する「ＷＥＢ研修」の受講と効果

測定、そして静岡県商工会連合会が主催する経営指導員をはじめとした「各種職種別研

修会」を積極的に受講している。 

  資質向上対策として、職員の自主的な資格取得へのチャレンジを支援していること

や、静岡県で示した役職別の「人事評価表」に基づき毎年評価し、勤勉手当に反映して

いる。また、職員経験年数に応じた指導項目・レベルに基づいた「習得指導目標チェッ

ク表」に本人が記入することで職員個々のレベルを掌握している。 

  しかし、ＷＥＢ研修についても受講率が低い事や「人事評価」「習得指導目標チェッ

ク表」についても実施のみで終了し、資質向上まで結びついていないのが課題である。

（改善方法） 

  現在のものを工夫改善し職員の資質を検証できる体制づくりを行い、職員間の情報共

有化とＯＪＴによる研修を取り入れていく。 

（事業内容） 

 （１）資質向上研修会（既存事業改善） 

   全職員が勤務時間の中で、週１時間程度時間を調整し、定期的に「ＷＥＢ研修」を

受講する。毎年９月に行われる効果測定を受講、職員個々の知識習得レベルを確認し

  スキルを高めていく。また、近隣商工会との広域によるテーマを設けた中で「職員勉

強会」を月１回ペースで開催し、多くの職員が受講しスキルを高めていく。 

 （２）職員会議の活用（既存事業改善） 

   月２回実施する「職員会議」において、研修会で学んだポイントや情報について、

出張復命書等の報告のみではなく、研修会で学んだポイントや情報について発表する

ことで職員間の情報共有化を図り、支援能力向上を目指していく。 

（３）習得指導目標チェック表に基づく検証（既存事業改善） 

資質向上と効果を検証するため、職員経験年数に応じた指導項目・レベルに基づい

た「習得指導目標チェック表」に基づき検証していく。 
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（入社時期・習得指導内容） 

時 期 習得指導内容 時 期 習得指導内容 

入社３年以内 税務・金融指導 

業種別指導 

各種共済の手続 

入社４～５年目 労災・雇用保険 

組合指導 

各種団体指導 

入社６～８年目 経営革新・創業支援

専門家の活用 

入社９～１０年目 法的指導 

上記の習得指導内容に基づき、毎年９月の時点で、「習得指導目標チェック表」に基

づき各職員が自己採点を行い事務局長に提出する。集計後、事務局長および経営指導

員で各職員の現状を確認し検証していく。検証した内容を踏まえ、苦手な分野・未熟

な項目については、経営指導員によりＯＪＴ研修を行い、知識の習得や小規模事業者

への巡回による実践指導を行う。 

 

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、本計画に記載の事業の実施状況及び成果について、以下の方法により評価・

検証を行う。 

① 毎事業年度終了後、事務局内において事業の実施状況、成果の評価について報告書を
作成する。本計画による改善点・見直し点を精査し見直し案を作成していく。 

② 外部有識者として、町の監督下である河津町産業振興課長に対し、事業の実施状況、
成果の評価について説明し、見直す点がある場合には見直し案を提示する。 

③ 総務委員会において、評価・見直しの方針を決定する。 
④ 事業の成果・評価・見直しの結果については理事会へ報告し、承認を受ける。 
⑤ 事業の成果・評価・見直しの結果については、河津町商工会のホームページ 
(http://www.k-kappa.com)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 

  ①経営発達支援事業を実施するための体制 

    以下の５名体制で事業を実施する。 

事務局長 兼 経営指導員 １名 

経営指導員 １名 

補 助 員 １名 

記帳専任職員 １名 

記帳指導職員 １名 

  ②当商工会の事務職員数  上記５名に加え、記帳指導員 ２名 の計７名 

  ③経営指導員数      ２名 

  ④商工会全体の組織図 

 

河津町商工会事務局組織図 
（平成２８年１月現在） 

 

会  長 飯田 正臣 

 

   部 会             総務委員会   理事会   総 会 
・商業部会・観光サービス業部会 

・建設業部会・青年部・女性部 

事務局長兼経営指導員 長谷川裕規

 

   経営指導部門                 総務部門 
長谷川裕規    （事務局長兼経営指導員）     長谷川裕規（事務局長兼経営指導員） 

杉井 俊介    （経営指導員）           土屋 里江（補助員） 

土屋 里江    （補助員）           

稲葉 桂太    （記帳専任職員）           

 土屋 雅弘    （記帳指導職員） 

 松本かずみ    （記帳指導員） 

 渡邊 悦子    （嘱託職員） 

 

（２）連絡先 

  名称：河津町商工会 

  住所：〒413-0513 静岡県賀茂郡河津町浜１５９番地の１ 

  電話：０５５８－３４－０８２１  ＦＡＸ：０５５８－３２－０３０５ 

  e-mail  kawazu-s@k-kappa.com 

    ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.k-kappa.com 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                  （単位 千円） 

 
平成 28 年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

必要な資金の額 4,200 4,300 4,400 4,400 4,400 

 

① 講習会開催 
② 金融指導 
③ 研修事業費 
④ 地区連・産経
連・連携事業 

⑤ 展示商談会 
⑥ 泣けるグルメ 
⑦ 河津ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ定
着化 

⑧ ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ対策 
⑨ 軽トラ市事業 
⑩ 消費動向調査 
⑪ 情報対策費 
⑫ 資質向上対策 

450 

150 

250 

300 

 

350 

1,000 

500 

 

250 

300 

150 

450 

50 

450

150

250

300

400

1,000

500

300

300

150

450

50

500

150

250

300

450

1,000

500

300

300

150

450

50

500 

150 

250 

300 

 

450 

1,000 

500 

 

300 

300 

150 

450 

50 

500

150

250

300

450

1,000

500

300

300

150

450

50

（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、国補助金、県補助金、町補助金、手数料収入 

 

 

（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 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

 ４．事業計画策定後の実施支援 

  ②創業支援 

創業予定者が、産業競争力強化法に基づく創業支援事業者向け補助金の活用に

おいて、河津町が中心となり商工会・観光協会などが連携する新たな「創業支援体

制」の組織づくりを行い、地元金融機関と連携し融資や情報提供を受ける。商工会

は創業相談窓口の設置、情報提供やセミナーを共催で行うことで補助金交付等によ

る支援をフォローしていく。 

また、創業資金相談時における創業計画の作成等においては、日本政策金融公 

庫から公表されている創業支援マニュアルを参考に、専ら数字に弱い面がある創業

予定者に対し、各業種に対応した適正利益の追求と各原価計算等の根拠の洗い出し

手法等を指導し、無理のない返済計画作成も支援していく。 

 

③事業承継 

第三者への事業譲渡については、事業引継ぎを円滑に行うため、収益力の強化や

不採算事業の廃止、債権債務関係の整理などの案件は、経営安定特別相談室を活用

した専門家による個別指導や、静岡県事業引継ぎセンターを活用して寄り添った指

導を行っていく。 

 

 ６．新たな需要の開拓に寄与する事業 

  ①販路拡大支援 

小規模事業者の販路拡大支援として、静岡県商工会連合会の「販路開拓支援事業」

を活用した支援に加え、まずは地域から全国へと展開していく上で、伊豆地区商工

会広域連携事業の「ＩＺＵ食彩トレイドフェア」や地元の「河津寄って軽トラ市」、

「河津ふれあいまつり」、そして三島信用金庫が主となる「信用金庫広域ビジネス

マッチング」の出展により販売力と商談力を養い、将来的には全国・海外への出展

が出来る事業所へと育成する。 

 

③ インバウンド対策 
河津町インバウンド対策委員会を核として、誘致と受入と両面にわたって対策を

行い実践していくことで、観光関連事業者の需要拡大を図る。 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

河津町の産業経済の活性化を推進するため、町内産業団体が連携し「河津町産業経

済活性化連絡協議会」の各部会にて、それぞれの事務局担当者が定期的に打ち合せを

実施し、地域経済振興に資する事業や状況等について情報交換、意見交換を実施する。
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事業については、町内経済界の情報交換の場とする「新春産業経済懇話会」、地域 

産業の振興や新たなまちおこし事業を目的とした「河津ふれあいまつり」、地域産業 

の振興と商店街のふれあいを目的とした、軽トラ市事業「河津寄って軽トラ市」を実

施していく。 

 

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 

近隣商工会等の職員が参加する職種別・目的別・県主催の会議等により、それぞれ

の地域の実情や経営支援の手法など支援ノウハウについて情報交換する。情報交換し

た内容等は、月２回開催する「職員会議」において情報共有し、職員の支援力向上に

繋げていく。 

 

連携者及びその役割 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

 ４．事業計画策定後の実施支援 

  ②創業支援 

●連携者 

・河津町 町長 相馬 宏行（窓口：産業振興課長 木村 吉弘） 

〒413-0504 静岡県賀茂郡河津町田中２１２－２ ＴＥＬ 0558-34-1111 

    ・河津町観光協会 会長 峯 静雄 

      〒413-0512 静岡県賀茂郡河津町笹原７２－１２ ＴＥＬ 0558-32-0290 

    ・静岡銀行河津支店 支店長 森田 薫 

      〒413-0513 静岡県賀茂郡河津町浜１１９－１  ＴＥＬ 0558-32-1036 

    ・三島信用金庫河津支店 支店長 下江 良典     

      〒413-0511 静岡県賀茂郡河津町峰４９７－１５ ＴＥＬ 0558-32-0081 

●連携者における役割 

     河津町に創業相談窓口を設置し、河津町観光協会と当商工会で連携して創業 

    関連情報の一元化を図る組織を作っていく。河津町内の金融機関である静岡銀行

と三島信用金庫は組織に連携し、融資や情報提供を行っていく。河津町は、セミ

ナーの開催を当商工会と連携し実施することと、創業事業者向け補助金の交付を

行う。河津町観光協会は、創業希望者等の得た情報を提供していく。 

 

・日本政策金融公庫（国民生活事業）沼津支店  支店長 山田 明彦 

〒410-8585 静岡県沼津市市場町５－７  ＴＥＬ 0559-31-5282 

 ●連携者における役割 

創業資金相談時において創業計画の作成や資金調達等について、日本政策金融

公庫で公表されている創業支援マニュアルや事例集、創業計画書などの資料や書

式の提供を頂くとともに、沼津支店の融資担当者と調整し連携を図りながら創業

者の融資計画を実現化させていく。 
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③事業承継 

   ●連携者 

    ・静岡県事業引継ぎ支援センター 総括責任者 清水 至亮 

      〒420-0851 静岡県静岡市葵区黒金町２０－８ ＴＥＬ 054-275-1881 

   ●連携者の役割 

     事業引継ぎを円滑に行うために収益力の強化や不採算事業の廃止、債権債務

    関係の整理など専門的な案件は、専門家派遣を活用していく。 

 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業 

  ①販路拡大支援 

●連携者（金融機関） 

・三島信用金庫 河津支店  支店長 下江 良典 

〒413-0511 静岡県賀茂郡河津町峰４９７－１５ ＴＥＬ 0558-32-0081 

●連携者における役割 

三島信用金庫が主となり、東海地区信用金庫協会で実施している「しんきんビ

ジネスマッチング」に、町内事業者の出展を促し取引先の拡大支援を行う。出展

にあたって窓口となる、三島信用金庫河津支店と連携を行い、まずは地元伊豆地

区内での展示会での販路拡大に期待していく。 

 

① インバウンド対策 
●連携者 

・河津町 町長 相馬 宏行（窓口：産業振興課長 木村 吉弘） 

〒413-0504 静岡県賀茂郡河津町田中２１２－２ ＴＥＬ 0558-34-1111 

    ・河津町観光協会 会長 峯 静雄 

      〒413-0512 静岡県賀茂郡河津町笹原７２－１２ ＴＥＬ 0558-32-0290 

   ●連携者における役割 

     河津町インバウンド対策委員会に配属し、外国人観光客の誘客について対策

    を練った中で、各団体が連携を図っていく。 

河津町は、誘客に向けた外国語のホームページやチラシの作成における指導、

受入時の表示看板やメニュー表づくりと費用負担。河津町観光協会は、旅行会

社へのキャラバンにおける、訪問先選定やアプローチなど企画づくりとホーム

ページやチラシの管理を行っていく。 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

●連携者（河津町産業経済活性化協議会） 

・河津町 町長 相馬 宏行（実務担当者：まちづくり推進課長 飯田 光宏）

  〒413-0504 静岡県賀茂郡河津町田中２１２－２ ＴＥＬ 0558-34-1111 

・河津町観光協会 会長 峯 静雄（実務担当者：事務局長 島崎 博子） 

  〒413-0512 静岡県賀茂郡河津町笹原７２－１２ ＴＥＬ 0558-32-0290 

・伊豆漁業協同組合 理事 鈴木 精（実務担当者：稲取支所長 鈴木 義行）

〒413-0411 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取３５５ ＴＥＬ 0557-95-2021 
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・伊豆太陽農業協同組合 組合長 進士 克馬 

      （実務担当者：東部地区統括支店長 白石 一郎） 

〒413-0411 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取２８０４ ＴＥＬ 0557-95-1222 

・伊豆森林組合 組合長 土屋 勝利（実務担当者：総務課長 斎藤公志郎）

〒415-0011 静岡県下田市河内３９９ ＴＥＬ 0558-23-6116 

●連携者における役割 

河津町産業経済活性化連絡協議会を組織し、「代表者会議」「実務担当者会議」

に加え、イベントの企画を担当する「イベント支援部会」と都市と農村の交流事

業の研究推進を担当する「ふるさと部会」、地区推進計画の策定推進を担当する

「産業振興部会」に代表者及び担当職員が配属し、定期的に打ち合せを行い、産

業経済の活性化を推進するための情報交換や、各種イベントを連携して実施して

いく。 

 

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 

●連携者 

・日本政策金融公庫（国民生活事業）沼津支店  支店長 山田 明彦 

〒410-8585 静岡県沼津市市場町５－７ ＴＥＬ 0559-31-5282 

・下田税務署  署長 佐藤 眞吾 

〒415-8515 静岡県下田市６－３－２６ ＴＥＬ 0558-22-0185 

・静岡県産業経済部商工業局 局長 渡辺 吉章 

〒420-8601 静岡県静岡市葵区追手町９－６ ＴＥＬ 054-273-4432 

●連携者における役割 

目的別の各会議・研修や静岡県主催の協議会により、商工会ごとに異なる地域

の状況や金融・税務支援の手法等について情報交換を行い、町内事業者の経営支

援に活かしていく。 

 

連携体制図等 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

 ４．事業計画策定後の実施支援 

  ②創業支援 

創業資金相談 

            ・資金調達や 

             創業計画書支援 

            ・融資実行から 

             定期的に経営状況 

             を確認 

            継続的な伴走型支援 
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創業 
予定者 

日本政策金融公庫沼津支店 

・創業支援マニュアルや 
 事例集の提供 
・創業計画書の書式提供 
・沼津支店担当者と 
  経営指導員が連携 
河 津 町 商 工 会 



  創業支援体制の組織化 

 

    河 津 町               河津町観光協会 

 ・創業相談窓口の設置             ・情報提供等 

 ・セミナーの開催 

  ※河津町商工会と連携実施 

 ・補助金の交付（創業支援） 

 ・情報提供 など 

                             連 携 

 

    河津町商工会                  静岡銀行河津支店 

 ・創業相談窓口の設置と相談              三島信用金庫河津支店 

 ・情報提供                      ・融資 ・状況提供 

                創業予定者・創業者 
 

① 事業承継 
             

河津町商工会      調 整      静岡県事業引継ぎ支援センター 

 ・巡回指導等                 ・事業譲渡の専門的な案件 

   事業引継支援                 専門家派遣による指導 

                

事業承継 

              相談事業所 

 

 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業 

  ①販路拡大支援 
                                  伊豆地域を中心とした 

                                  展 示 会 （ＢtoＢ） 

 

 

 

 

 

 販路拡大を希望  販売力・商談力指導  出展窓口 

 する町内事業者  出展に向けた調整   出展調整・取次 
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町内 

事業者 

河津町 

商工会 

三島信金

河津支店

しんきん 

ビジネス 

マッチング 

一元化



② インバウンド対策 
          河津町インバウンド対策委員会を組織 

 

    河津町商工会    河津町観光協会    河津町（産業振興課） 

    事務局・飲食店   宿泊・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ管理   現地セールス情報 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 
情報交換・講演会 

                 

 
              イベント実施 
                

 
 「泣けるグルメの販売ＰＲ」（河津わさびで泣かせ隊） 

 

              イベント実施 

 

 
                           出店者募集・出店者への販売戦略指導 

   イベント参加 
                     商品や自社のＰＲにより販売力・認知力向上 
    

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 

 

 伊豆地区内商工会等   地区内商工会（東伊豆町・南伊豆町・松崎町・西伊豆町 

                    伊豆市・伊豆の国市・函南町各商工会） 

             地区内商工会議所（下田商工会議所） 

 
                

            地区内、主催者の       主催者からの 

           情報交換・意見交換       知識・情報 

 
        各種情報取得 
  支援 

 

 

 

 

          習得した知識や情報を 

          経営支援に活用！ 
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河津町産業経済活性化協議会 

（参加団体メンバー） 
① 河 津 町 
② 河津町観光協会 
③ 伊豆太陽農業協同組合 
④ 伊 豆 漁 協 
⑤ 伊豆森林組合 
⑥ 河津町商工会 

新春産業経済懇話会 

河津ふれあいまつり 

河津寄って軽トラ市 

参加事業所 

河 津 町 商 工 会 

（職員内で情報共有） 

目的別研修会 

県主催協議会 

・日本政策金融公庫 

沼津支店 

・下 田 税 務 署 

静岡県産業経済部

商工業局 町内事業者 



 


