
経営発達支援計画の概要 

実施者名 西伊豆町商工会 

実施期間 平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日 

目標 

１．地域の経済動向調査による経営計画作成 

２．経営分析・需要動向調査による経営戦略計画作成 

３．専門家個別相談による事業計画書策定及びフォローアップ 

４．創業者支援及び経営革新支援 

５．販路開拓支援 

事業内容 

１． 職員の巡回による財務面調査 合計４００件 

指導内容の作成件数 合計１００件 

２． 巡回による事業者実態調査及び書籍によるマーケティング調査 

調査件数 合計５０件 経営分析 合計１５件 

３． 事業計画策定やフォローアップにおいては、専門家による個別相談

会・よろず支援・ミラサポ等の活用による専門的支援を行います。

また財務面の支援としては日本政策金融公庫が創設した制度の活用

をして行きます。専門家相談 年５回 フォローアップ支援 年５

回 

４． 創業支援・経営革新支援については商工会で毎月新聞折込みで発行

している元気チラシに掲載し、対象者を広く情報収集を図り、支援

メニュー表を作成し、支援に当たります。チラシ発行回数年１２回

 創業支援者捻出数 ５年で１０名 経営革新支援者数５年で１２

名 

５． 伊豆地区連でのＩＺＵ食彩トレイドフェア・県連や全国連主催の全

国物産展・商談会事業への参加案内や地域ブランド化事業である西

伊豆自慢品認定事業の開催等、販路の開拓や商品の付加価値化及び

新商品開発の支援を実施します。 ＩＺＵ食彩トレイドフェア参加

５年間で２５件 展示商談会出店 ５年間で５０件 西伊豆自慢品

認定最終目標商品数 ７０品 

連絡先 

西伊豆町商工会 

 〒４１０－３５１４ 

 静岡県賀茂郡西伊豆町仁科４２３－１ 

電話 ０５５８－５２－０２７０ ＦＡＸ０５５８－５２－１５０２ 

Ｅ－ｍａｉｌ u-yake@vcs.wbs.ne.jp 

ＵＲＬ http://www.n-shk.jp 

 



（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

当地域では風光明媚な景勝地・温暖な気候・温泉・駿河湾の海の恵みの食材を活かし

た観光業が盛んな地域ですが、長年に渡る経済不況・海外への旅行者の増加などで、入

込客は激減し、ホテル・旅館業・民宿業の経営が非常に厳しくなってきていると共に地

元食品製造業も伊豆地域への観光客減少による売上が下降の一途をたどっている状況

である。 

また工業関係の製造業におきましても、発注元である親企業の海外進出などで受注

量・単価共に減少し、事業縮小や廃業などが多く、近隣でも同じ状況におちいり地域か

ら雇用の場がなく若者が減少し、少子高齢化が進み、その影響から地域の建築関係の仕

事も減少し、建築業者の廃業が増え、小売業に置いては中小のスーパーやドラッグスト

アの出店により価格の破壊がおきており小規模企業の小売店では太刀打ちできず、小売

業者の廃業も多くなっているのが現状である。 

西伊豆町としても農林水産業と観光の連携・新たな産業の展開・新たなまちづくり事

業の推進を目的とし、体験型農業の推進・地場産品のブランド化・各市町と連携したジ

オサイトパークを活用した観光地の魅力づくり・夕陽シンボル事業の展開を目的に実施

計画を策定しているものである。 

商工会としても上記を踏まえ地域資源の有効活用とここ数年伊豆半島等広域で実施

されているジオパーク推進事業、世界遺産認定、着地型観光商品づくりなど静岡県や近

隣市町・西伊豆町と連携をはかり、誘客に力を注いで宿泊・飲食店・土産物店等の業績

回復を図り、その波及として小売店や建築業の存続並びに食品製造業においては当町の

住民や当町を訪れた人だけをターゲットにする商品づくりや販売方法ではなく広い視

野に立った販売方法や商品づくりを心掛けた方針の浸透に努め地域の活性化を目標と

するものである。 

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．地域の経済動向調査【指針③】 

  【現状と課題】 

 これまで経営指導員を中心に経営改善普及のための巡回指導を実施してきましたが、

中身は、税務・労務・金融関係が中心となり事業の管理面に関することが多かったのが

実情であり、事業の発展的な側面支援がなかった感があります。昨今の厳しい経済状況

の中、如何に売り上げに結びつける支援が大切かを踏まえ下記のとおり実態調査を行

い、それぞれの事情に合った対策を検討し、小規模事業者の支援に当たります。 

 

 

 経営状況調査 ４００件 巡回指導回数 ４００回（Ｈ２７～Ｈ２９） 

 

(事業内容) 

（１）職員の巡回により会員事業所の売上・経費・借入金等の財務面の調査について３

年を目途に全会員実施する。 

（２）毎年２月・３月に実施している所得税確定申告指導により、売上金額や仕入・そ

の他経費の実態と経営者が肌で感じている経営状況の変化の聞き取り調査。 

（３）巡回や窓口相談でのデータを基にデータ集計とグループ分けを行い支援メニュー

フォーム（メインを財務面強化型・販売面強化型・人事面強化型等）を作成。 

 

上記地区内の経済動向を調査・分析することにより共通項ごとに業種を細分類し、宿泊

業・飲食業・土産物店及び食品製造業それぞれに合った経営戦略を練る。また事業継承

等将来的な事業所の展開を支援していく。 

 

 

(目標) 

 

※巡回訪問件数の３０，３１年度の－は２７年から２９年の３年間に渡って全会員事業

の調査を完了されるためです。 

 

Ⅱ.経営分析・需要動向調査【指針①、③】 

【現状と課題】 

 これまでの調査は感覚的な売上推移や取引状況を確認していたにすぎず、分析の基と

なる指標が皆無の状況であり、経営改善に結びつける資料整備も行っていませんでし

た。これはこれまでの全ての職員の経営改善に関する意識が上記Ⅰの現状と課題に挙げ

支援内容 現状 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

巡回訪問調査件数 ０ １５０ １５０ １００  ―  ― 

指導内容作成件数 ０  ２０  ２０  ２０  ２０ ２０ 



たとおり経営管理面の指導に目が行っており、生産性や・収益性追求の支援という意識

がありませんでした。こういう状況を踏まえまずは職員の意識を変え、地域小規模事業

者をどのようにするかという目的を掲げ、目的達成のための手段として何をすべきかと

いう観点に立ち以下の調査・分析を行います。 

 

 

 小規模事業者の持続的発展に向け、経営指導員の巡回・窓口相談・各種部会、委員会

の開催を通じて小規模事業者の需要動向調査を行う。 

 

 

（１） 職員の巡回により会員事業所の実態調査を３年を目途に全会員実施する。 

（２） 全職員で書籍・インターネットを活用した市場動向の研究を実施。 

（３） 調査資料を基に専門家等に依頼し、新たな商品開発や新たな市場・販売方法の

開拓を図っていく。 

（４） 会員事業所を巡回により実態調査（経営者の年代・後継者の有無等）を実施し、

事業の継続状況ランク表を作成し事業所にあった指導内容を作成する。 

 

 

 

 

事業継続ランク表明細 

 

事業継続性 安泰 ４０代以下の後継者有り 

事業継続性 心配ない ５０代以上の後継者あり 

事業継続性 当面心配なし 後継者は未定だが事業主が５０代以下 

事業継続性 危険懸念 経営者が７０歳以上で後継者はいないが所得

税納税者 

事業継続性 危険 経営者が７０歳以上で後継者もいなく所得税

納税なし 

 

専門的な課題については、静岡県、中小企業診断士協会のコーディネーター等と連携

し、小規模事業者の抱える経営上の悩みに対してより丁寧にサポートする。 

【職員巡回による調査項目】 【書籍等によるデータ調査項目】 

① 取り扱いメイン商品  
② 主な販売先 
③ 今後希望する販売先 
④ 新商品開発の取組の考え方 
⑤ 役員を含めた人的な実態 
⑥ 事業所の強み  
⑦ 事業所の弱み 

① 商品ごとの市場の実態 
② 商品ごとの今後の動向 
③ 新たな販売方法 



 

(事業内容) 

（１） 巡回訪問・確定申告指導・金融相談の際経営状況等を把握し、専門知識を有す

る中小企業診断士と連携し、経営計画作成を行う。【指針①】 

（２）対象の小規模事業者には、商品需要動向についてインターネットや専門家から情

報収集し、分析後情報提供を行う。【指針③】 

(目標) 

 

 

                                        

Ⅲ.事業計画の策定・実施支援【指針②】 

【現状と課題】 

これまでの経営改善普及事業としては上記Ⅰ、Ⅱの現状と課題で述べたとおり、経営

管理的な面をポイント、ポイントで指導してきており、事業所のトータル的な支援は行

ってきていませんでした。従って各事業所の経営計画の策定や計画書を基に事業遂行の

検証は全く行ってきていないのが現状であります。またこれまで実務的に経営計画書の

作成を行ってきていませんので、職員の経営計画書を作成するためのノウハウも十分と

は言えませんので今後、スキルアップを図っていかなければならない課題があります。

しかしながら急いで対応しなければならない状況下以下のとおり取組んでまいります。

 

事業継続に前向きな事業者に対し経営課題を解決するため、上記Ⅰ.の経営分析、上記

Ⅱ.の市場調査等の結果を踏まえ、中小企業診断士等の専門家と連携し、数年間に渡る

事業計画書を作成し、少なくとも半期に１度はチェック表を基に聞き取り調査を実施

し、収益改善に必要な計画書の修正を行って行くような伴走型の指導・助言を行います。

又事業経営に取って重要である資金調達については、来年度以降日本政策金融公庫が創

設する「小規模事業者経営発達支援融資制度」を以下のとおり積極的に活用し、小規模

事業者の事業の持続的発展を図る。 

(事業内容) 

（１） 総会・毎年１０月に開催している個別相談会や日々の巡回・窓口相談の折に事

業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起しを行う。【指針②】 

（２） 事業計画策定を目指す宿泊業・飲食業・土産物店及び食品製造業の他金融相談、

労働保険年更指導時に事業計画の策定について情報提供を行う。又事業継承ラン

ク調査表を基に事業継承が必要な事業所には、事業継承引継ぎ支援センターを活

用し、衰退している西伊豆町の製造業の持続的発達の支援を行う。 

（３） 事業計画の策定後に国、県、町の行うよろず支援拠点・ミラサポの活用など支

支援内容 現状 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

巡回訪問件数  ０  ３０ ３０  ３０ ３０ ３０ 

経営実態分析件

数 

 ０  ３０ ３０  ３０ ３０ ３０ 

経営戦略計画作

成件数 

 ０  ３  ３  ３  ３ ３ 



援策について毎月内家庭に新聞折込で配布している各事業所のＰＲチラシの商

工会コーナーへの掲載による広報やＤＭ発送で案内を行い周知し、フォローアッ

プを実施する。【指針②】 

（４） 事業計画策定後、半期に１度事業計画書に基づいた事業遂行状況の分かるチェ

ック表を作成し、その表を基に聞き取り調査を実施し、必要に応じ計画書の修正

をも行って行く。【指針②】 

（５）「小規模事業者経営発達支援融資制度」についてＤＭにより情報提供行い、巡回・

窓口相談の折り速やかに下記のとおり新制度活用と支援を実施していく。 

【指針②】 

 

 

活 用 制 度 名 
当地域で予想される対象

事 業 者
商 工 会 支 援 内 容

小規模事業者経

営発達支援資金 

経営改善に前向きで持続

的発展に取組む小規模事

業者 

事業計画策定の支援 

融資斡旋 

融資実行後のフォローアップ 

ソーシャルビジ

ネス支援資金 

開業後７年以内の介護を

営む事業者 

融資斡旋 

融資実行後のフォローアップ 

経営環境変化資

金 

経済情勢等により利益率

が減少している小規模事

業者 

事業計画策定の支援 

融資斡旋 

融資実行後のフォローアップ 

事 業承継・集

約・活性化支援

資金 

事業の維持若しくは発展

するために事業を譲渡す

るなど承継する事業者 

事業計画策定の支援 

融資斡旋 

融資実行後のフォローアップ 

創業支援貸付利

率特例制度 

 

創業前又は創業後１年以

内の事業者 

創業計画書作成支援 

融資斡旋 

融資実行後のフォローアップ 

 

 

(目標) 

 

 

 

 

 

支援内容 現状 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度
専門家個別相談会

回数 
４  ５ ５  ５  ５  ５ 

事業計画策定者数 １  ３  ３  ３  ３  ３ 

周知によるフォ

ローアップ件数 

１  ５ ５  ５  ５  ５ 



Ⅳ.創業・経営革新支援【指針②】 

【現状と課題】 

 

当地域の事業所の状況は、高齢化が進み、人口の減少から事業の廃業が増加していま

す。そんな状況下創業者は地域にとって宝物のようであり、創業を計画している人には

全面的な支援を心がけています。中々創業者の状況をつかむことは難しい状況ですが、

毎月の新聞折込で発行している元気チラシに掲載し、随時相談を受け付けている旨情報

提供を行い、創業予定者の把握に努めていますが、現実的には中々創業者が出ていない

のが現状であります。 

今後は該当者にはより細かな情報提供と資金調達ノウハウ指導・各種助成金制度紹

介・経営計画作成（ＳＷＯＴ分析表活用）・各種申請書関係指導と開業後のフォローア

ップとして計画書に基づく実績の検証や税務申告指導の支援を行っていきます。 

また中々経営継続が厳しい中、経営革新をして企業の立て直しを考える経営者も貴重

の存在であり、創業者同様元気チラシはもとより、ＤＭや日々の巡回の折情報提供を行

い、該当者の模索を行い、Ⅱの経営分析・需要動向調査事業で職員の巡回により得たデ

ータを基に該当者の選定を行い、該当者には専門家共々経営革新の認定に向け伴走型の

支援を実施する。又申請に当たっては、各種助成金や融資制度・ＰＲのシステム利用な

どの制度を活用してより健全な経営へ導くための支援を行う。 

 

（事業内容） 

（１） 毎月の新聞折込で発行している※注１元気チラシに掲載し、随時相談を受け付

け創業希望者の知識向上を図り、創業計画策定支援を行い、創業支援を実施する。

【指針②】 

（２） 創業後は、指導員による個別フォローや専門家による相談を実施、特に税務指

導では継続指導を行い、伴走型の支援を行う。【支援②】 

（３） 経営革新はＤＭでの情報提供や日々の巡回指導による働きかけを行い、専門家

と歩調を合わせた計画書づくりを支援し、認定後も伴走型の支援を実施して行

く。【指針②】 

 (目標) 

 

 

※ 注１ 毎月町内家庭に新聞折込で配布している各事業所のＰＲチラシ（１部スペー

スに商工会コーナーあり） 

 

Ⅴ.小規模事業者販路開拓支援【指針④】 

支援内容 現状 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

※注１元気チラシ発

行 
１２ １２ １２ １２ １２ １２ 

創業支援者数   ０   ２   ２   ２   ２   ２ 

経営革新支援者

数 

１ ３   ３   ３   ３   ３ 



【現状と課題】 

 

各種食品製造業者は自社商品を自社のネットワークにより取引先を決定し販売して

いる状況で、かつては観光客でにぎわっていた伊豆が入込客の減少に伴い地元販売店で

の売上減少が激しく、毎年のごとく売上の低迷となっています。そんな状況を克服する

ためには、新たな販売先の掘り起しや販売方法の構築、新商品開発が不可欠ですが、中々

小規模事業者独自では情報不足やノウハウも乏しいことから取組が厳しいという課題

があります。 

 

 そんな状況を脱却し売上の販売促進を図る為、商工会としては広域による展示商談会

を開催するとともに県連や全国連・金融機関・静岡県主催の展示会・商談会への参加を

促します。 

 又これまで４年に渡り町内で製造又は水揚された食品や農海産物などのブランド認

定事業を継続実施し、認定された商品等には認定証書の授与やカタログ・シール・のぼ

り旗を作成し、販売促進のため活用を促すと共に新たな商品の開発をも促しバイヤー等

の専門家との意見交換会を行い販路開拓を図る一方、展示会出展などによる認知度の向

上を図ります。 

 観光業については、旧態依然とした経営方針や観光メニューであり入込客数が激減し

ていますので、現在新たに当商工会青年部で取り組んでいる、当町の景勝地である黄金

崎等の観光資源ＰＲを行い誘客増加を図ります。 

 

 (事業内容) 

（１） 伊豆地区８商工会共催による※注１ＩＺＵ食彩トレイドフェアを開催しバイヤ

ーとの商談会・一般消費者への販売会を行い販路の開拓と認知度の向上を図りま

す。 

（２） 西伊豆町自慢品認定事業（町長や中小企業診断士、県の賀茂農林事務所職員等

総勢８名を審査委員に各事業所の代表の方が商品のプレゼンと試食を行っても

らい５項目を点数により採点し、基準点以上を認定し、認定商品には自慢品シー

ルの貼付や認定品掲載カタログを作成し、各イベント会場でＰＲ活動を実施して

いる事業）を開催し、ブランド化による販売促進と認知度の向上を図ります。 

（３） 県連主催の販路開拓支援事業に経営指導員立会いの下、当会員を参加させ専門

家からアドバイスを頂き、時に実際にバイヤーを紹介して頂き、販路拡大に努め

ます。 

（４） 県連・全国連主催の物産展に小規模事業者に対し出店支援を行い販路開拓を図

ります 

（５） 県が伊豆南部で立ち上げた※注２伊豆南部ＤＭＯ事業に継続参加し、新たな観

光資源（着地型観光）の開発に取り組み観光関連業の売上向上を図ります。 

（６） 県を中心としたイズジオパーク推進協議会に継続参加し、ジオによる誘客を図

り観光関連業の売上向上を図ります。 

（７） 青年部を中心として新たな観光資源活用事業を展開し観光関連業の売上向上を

図ります。 

※ 注１ 伊豆地区８商工会の共同事業として各商工会会員事業所を一堂に集めバイ



ヤーとの商談会と一般消費者への販売を目的にした事業で２日に分け実施。 

    平成２６年度実績  出店者数 ６０店 バイヤー来場数 １５０社   

一般客 ３，０００人 

※ 注２ 静岡県が音頭を取り伊豆地域１市５町の行政・観光協会・商工会・一般事業

    者で組織され、各市町の体験型観光の商品化を行い共同で売り出し、伊豆南部

への誘客の増進を図るもの。 

 

 (目標) 

 

 

項目 現状 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度
IZU 食彩トレイドフ

ェア出展支援者数 
  ４   ５   ５   ５   ５   ５ 

IZU 食彩トレイドフ

ェアバイヤー来場

者数 

１５０  ２００  ２００  ２００  ２００ ２００

商談件数   ８ ２０  ２０  ２０  ２０ ２０ 

西伊豆自慢品認

定商品数 

５８  ５８  ５８  ６５ ６５  ７０ 

 

２.地域経済の活性化に資する取組 

【現状と課題】 

当地域は、少子高齢化が静岡県の中でも１・２番目となっており、小売業にあっては、

消費低迷と中小のドラッグストアやコンビニへの流出で廃業件数が年々増加していま

す。また食品製造業においても観光客の伊豆への入込が激減し、購買力が加速度を増し

て落ち込んでいます。経営者も先を見る気力が段々薄れてきており、このままの状況で

は、地域の滅亡になり兼ねません。このような状況から脱却するため、以下について取

組現状からの脱却を図ります。 

 

 これまで西伊豆町が事務局となり西伊豆町観光協会・伊豆太陽農協・伊豆漁協・女性

会等がメンバーとなり「西伊豆町イベント実行委員会」を年６回開催し、地元産業支援

の観点から春には「桜まつり」秋には「ふるさとまつり」を開催してきましたが、イベ

ントが終了すると団体間の結び付が薄らいでいましたので、今後は２つのイベントのみ

ならず、当町の観光の核であります、堂ヶ島の活性化を考えるべく組織体制を構築し、

誘客対策を取り西伊豆町の活性化を図ります。 

 また観光客の低迷は当西伊豆町に限らず伊豆全体の問題でありますので、広域的な対

策も必要と思われますので、静岡県を含み伊豆半島南部の１市５町による広域観光誘客

の着地型商品づくり会議に積極的に参加し、広域でスクラムを組み低迷する観光客の増

加を図ります。 

(内容) 

１. 西伊豆町・西伊豆町商工会・西伊豆町観光協会・伊豆太陽農協・伊豆漁協・女

性会で組織する「西伊豆町イベント実行委員会」を６回開催し、小売業を中心とし



た地域経済の活性化及び堂ヶ島を核とした誘客対策について検討する。 

２. 静岡県・伊豆南部１市５町（行政・商工会・観光協会・一般事業者）で組織し

たＤＭＯ会議を開催し、広域により観光客誘客のための着地型商品の検討を行い観

光業の活性化を図る。 

 

(目標) 

 

項目 現状 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度
イベント実行委員

会開催回数 
 ５  ６  ６  ６  ６  ６ 

堂ヶ島を核とした

地域振興対策会議 
 ０ ６ ６ ６ ６ ６ 

出店者数 ６０ ６０ ６０ ６０ ６０ ６０ 
来場者数 ２，５００ ３，０００ ３，０００ ３，０００ ３，０００ ３，０００ 

ＤＭＯ会議開催回

数 
  ７  ８  ８  ８  ８  ８ 

 

 

３. 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み 

【現状と課題】 

これまで開催されたＩＺＵ食彩トレイドフェアも伊豆８商工会の職員が商談会開

催に向け力を合わせ、イベントとしては大成功の裡に実施出来たと思いますが、本

来の目的である新たな取引契約増加までの実績を考えた時に満足とは言い難い部分

があります。これまでもバイヤーへのアンケート調査を実施してきましたが、アン

ケートだけでは、中々生きた意見を聴取することは難しいと思われます。生きた意

見を聞き参考にしていかなければ発展して行くことが出来ませんので、このような

状況から如何に脱却して行くかが課題です。 

  

以上の課題を踏まえ下記のとおり実施致します。 

 

Ⅰ.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 

 

 これまで伊豆・田方地区８商工会で開催されたＩＺＵ食彩トレイドフェアと言う商談

会・即売会に３回参加してきたが、事後は全体的な事業報告の説明にとどまっていたが、

今後は、各商工会担当者とバイヤーとの意見交換会等を開催し、バイヤーの求めるもの、

バイヤーから見たトレイドフェアのあり方や出店者側へのアドバイスの聞く場を設け

たい。 

 

 

Ⅱ.経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

県主催の研修会参加に加えより実務を身に着けるため、伊豆地区連（伊豆地域８商工



会）の規模で年２回「経営支援会議」を開催し、バイヤーや中小企業診断士などの講師

を招き、レクチャ－と意見交換会を開催し、売上促進や利益向上支援のノウハウを身に

着ける。 

 又金融機関の方を講師に経営不振の時の融資についての取組方を学び、金融指導の向

上に努める。上記により習得した支援ノウハウについては、毎月実施している、指導員

会議や職員会議で共有し、ノウハウを実務で生かすべく、事業所実態調査の資料を基に

全職員で支援メニュー作りに取り組み、作成した資料を持って事業所への巡回指導を行

う。 

 

 

Ⅲ.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、以下の方法で評価・検証

を行う。 

① 職員会議において毎年職員個々の実績や課題・対策について報告を行い、全員で検 
証する。 

② 成果のあった事例については商工会広報誌に掲載し、多くの会員の見本とする。 
③ 中小企業診断士・役場担当課・商工会正副会長・総務委員で「経営発達支援プロジ
ェクトチーム（仮称）」を創設し、１年間の報告と次年度の支援計画メニューの検討

を実施する。 

④ 理事会で事業の成果、評価、について報告する。 
⑤ 事業の成果、評価、について西伊豆町商工会ホームページに計画期間中掲載する。 

 (http//www.n-shk.jp) 

 



（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 

（２７年 １月現在）

（１）組織体制 

 本商工会では原則毎月１回職員会議を開催しています。その中で随時事業の検証と取

組について協議し、事業を進めて行きます。 

 経営指導員 ３名 経営支援員 １名 情報経理相談員 ２名 

 

 

 

 

（２）連絡先 

 名  称   西伊豆町商工会 

 住  所   静岡県賀茂郡西伊豆町仁科４２３－１ 

 電話番号   ０５５８－５２－０２７０ 

 ＵＲＬ    http://www.n-shk.jp/ 

 

 

 

 

（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） 

 年度 

(２７年４

月以降) 

２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 

必要な資金の額 １，７５０ １，７５０ １，８５０ １，７５０ １，８５０ 

 

経営分析事業 

小規模事業者

販路開拓支援 

 

 

 

 

 

１、３５０ 

  ４００ 

    

１、３５０ 

  ４００ 

    

１、３５０ 

  ５００ 

 

１、３５０ 

  ４００ 

 

１、３５０ 

  ５００ 

 

（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 町補助金 県連事業の助成金（専門家派遣） 

（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。 



 

（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 

伊豆南部ＤＭＯ形成事業 

連携者及びその役割 

静岡県 伊豆１市５町 民間及び関連団体 

伊豆地域では平成５年をピークに観光客の入込数が毎年減少し、大型旅館・ホテルの廃

業が多くなっているのが現状です。これまでは「おらが街へ」という風潮で自分の街だ

けという認識が強いものでした。しかし昨今の状況から我が街だけという考えは観光客

にとって不便さが生じています。マイカーなどにより行動範囲も広く、良い商品であれ

ば時間をかけ移動し、たくさんの体験や観光巡りをしたいとのニーズに対応すべく広域

での観光体験プログラムを作成し、商品化して誘客の増加をはかることを目的とし実施

しています。 

静岡県を主とし伊豆南部の各市町、民間事業者、関連団体が参加し、着地型体験プログ

ラム作成を協議しているものであり今後も継続していきます。 

静岡県文化・観光部観光交流局 観光政策課企画班長 室伏 学  054-221-3617 

西伊豆町観光商工課 観光商工係 主幹 藤井 貞代       0558-52-1114 

ＮＰＯ法人伊豆のせんたんコンシェルジェ 理事長 増田 健太朗 0558-36-4541 

連携体制図等 

なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
静岡県 西伊豆町 

ツアーセンター事務局 

商工会他 

  



（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 

小規模事業者販路開拓支援（ＩＺＵ食彩トレイドフェア） 

連携者及びその役割 

伊豆地区８商工会及び県連 

共同開催により多くの出店者及びバイヤー・消費者を集める。又県連共催により広域支

援事業の助成金を活用できる。専門家を講師に商談会の有効的な対策について事前に講

習会を開催する。金融機関主催の商談会への参加を働きかける。 

 

静岡県商工会連合会 静岡市葵区追手町４４－１    ０５４－２５５－８０８０ 

河津町商工会    賀茂郡河津町浜１５９－１    ０５５８－３４－０８２１ 

東伊豆町商工会   賀茂郡東伊豆町稲取３８３－５  ０５５７－９５－２１６７ 

南伊豆町商工会   賀茂郡南伊豆町下賀茂２０８－３ ０５５８－６２－０６７５ 

松崎町商工会    賀茂郡松崎町江奈２３１－２   ０５５８－４２－０２７０ 

伊豆市商工会    伊豆市修善寺８３８－１     ０５５８－７２－８５１１ 

伊豆の国市商工会  伊豆の国市四日町２９０     ０５５－９４９－３０９０ 

函南町商工会    田方郡函南町仁田６８－２    ０５５－９７８－３９９５ 

 

 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

静岡県商工会連合会 

全国連 

西伊豆町商工会 
地域金融機関 

伊豆地区８商工会 

 

 

 
  


