
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 函南町商工会（法人番号 6080105001970） 

実施期間 平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日 

目標 

１．正しい経営分析を行うこと（税務指導等の基礎的経営改善普及事
業の徹底により、個別企業の計画的な経営の取り組み推進。） 
２．基盤を整え新たな取り組み支援を積極的に行う（付加価値の高い
商品の開発及び販路開拓） 
３．特徴のない町からの脱却を図る。 
４．交流人口を増やす起爆剤に町内に点在する観光資源の見直し、充
実するアクセス網を活かし道の駅・川の駅との連携していく。また、そ
れと共に創業需要を伸ばし支援する。 

事業内容 

１．地域の経済動向調査・・・当会地区内の経済動向を調査・分析し、

現状を把握し、小規模事業者の経営支援策定のための材料とする。 

２．経営状況の分析に関すること・・・小規模事業者の新たな取り組み

に向け、その基礎となる経営資源、経営状況を把握し、実現可能性が高

い事業計画の策定支援を行うため、巡回・窓口指導、各種講習会の開催、

そして記帳指導を通じて、事業者の経営分析を行う。 

３．事業計画策定支援に関すること・・・①小規模事業者の経営課題を

解決するため、事業計画の策定支援を実施する。特に、他の支援機関と

連携し伴走型の指導や助言を行い小規模事業者の持続的発展を図る。 

②廃業等による事業者減少に対応するため創業企業を推進していく。起

業者に対し、税務・金融指導等全てを当会で支援できるようワンストッ

プサービスで対応する。また、創業計画書の策定、開業融資等において

は、専門家等と連携し所期の目的が達成できるようにする。さらに、第

二創業（経営革新）については、自社の強みや機会が十分に活かされて

いるかを確認し経営革新承認の支援を行う。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること・・・策定した事業計画が

計画どおり実施できるよう指導する。特に創業の場合は、事業経験が無

い場合が多いため、当面の間は手厚くフォローアップ支援を実施する。

５．需要動向調査に関すること・・・小規模事業者が新たな取り組みを

行うための支援として、消費者やバイヤー等より商品及びサービスの消

費者ニーズや市場動向等を把握することで、新たな商品開発、新たな取

り組みをするための基礎材料とし、今後の事業計画策定時の参考にする。

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること・・・商品需要に関

する情報を収集、整理し周知する。そして、その情報を活かし新商品の

開発を促し、様々な販路開拓事業において商品の周知、販売を進める。

連絡先 

〒４１９－０１１４ 

静岡県田方郡函南町仁田６８－２ 

TEL 055-978-3995  FAX 055-978-8097 

メール info@kannami.com 

ホームページ http://www.kannami.com 
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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 

Ⅰ 地域及び商工会の現状 

１．町の現状 

函南町は、昭和 38 年 4 月の町施行以来、平成 25 年に 50 年の節目の年を迎えた。町

施行当時町の人口は、15,238 人（世帯数 2,914 戸）であったが、平成 27 年 3 月現在の

人口は、38,561 人（世帯数 15,792 戸）となった。しかし、ここ数年は微減状況となっ

ている。 

 一方、市街地を形成する町の基盤は、昭和 40 年代初頭に国道 136 号バイパスが蛇ヶ

橋まで開通、そして昭和 46 年には熱函道路が開通し人口増加の礎となった。その後、

昭和 60 年には、伊豆中央道が一部開通し、平成 26 年 2 月 11 日に東駿河湾環状道路が

函南町塚本インターチェンジまで延伸開通し、東名、新東名高速道路と接続し、物流機

能が格段に向上することとなった。 

 都市計画においては、昭和 46 年 10 月に都市計画区域へ編入、昭和 51 年 10 月に区域

区分の決定、昭和 60 年には狩野川流域下水道東部浄化センターが供用となり、下水道

処理が開始された。 

 都市公園では、地区公園である柏谷公園が平成 6年 4月に全体区域が開園し、函南運

動公園は、平成 26 年 4 月に約 8ha が開園となった。 

 産業面においては、当町の主産業は農業であり、平坦地での稲作やトマト、イチゴ等

の施設園芸が行われ、丘陵地では西瓜、露地野菜、山間地ではブランドである「丹那牛

乳」が有名な酪農が行われると共に、人参、馬鈴薯等の露地野菜の栽培も行われている。

しかし、近年では、円安による輸入飼料等の高騰や気候に左右されることから、価格生

産量が不安定で安定した収入が見込めず、後継者が減少また農業従事者の高齢化が進行

し、耕作放棄地も増加し農業の行先は不透明となっている。 

 

２．函南町総合計画 

 当町では、これまで第五次函南町総合計画（平成 19 年～平成 28 年）を指針として、

『快適な環境で安心して暮らせるまち・かんなみ』と題し、総合的かつ計画的にまちづ

くりを推進している。このような中、当町も平成 25 年に町制施行 50 周年を迎え、更な

る 50 年に向けたまちづくりの将来ビジョン「環境・健康都市函南」のもと「新生函南」

の実現に向けて取り組んでいく。次期計画は現在の計画が終了する平成 28 年末を目標

に策定中であるが、以下の重点項目を中心に実施していく。その計画期間は（平成 29

年～平成 33 年）の五カ年計画とする。 

①ファルマバレープロジェクト 

 静岡がんセンターに併設されたファルマバレーセンターを拠点に、患者のニーズに合

った開発シーズを研究し、企業とのマッチングにより先端医療産業の集積やウェルネス

産業の誘致を促進する。 

 ②富士山世界文化遺産登録 

 平成 25 年 6 月 26 日に富士山が世界文化遺産登録され、世界的な観光資源となった。

当町からの富士山の眺望は、非常に素晴らしく十国峠や日守山から、その眺望を楽しむ
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ことが出来、観光資源として活用することが期待できる。 

 ③伊豆半島ジオパークの世界認定 

 伊豆半島の自然が作り出した地形は、すばらしい景勝地を生み出しており、世界認定

を目指すことによりブランド力のある観光資源として活用できる。 

 ④内陸フロンティアを拓く取組 

 東日本大震災の経験を活かし、津波被害の少ない内陸部の幹線道路インターチェンジ

周辺に新たな、まちづくりを展開する目的で、静岡県が推進しているプロジェクトであ

り、町でも東駿河湾環状道路の開通に併せ函南塚本インターチェンジ周辺約 31ha を「道

の駅・川の駅を拠点とした農業の６次産業化推進地区」と設定し、関連産業の集積を目

指す。 

 ⑤重点道の駅 

 伊豆半島の既存、道の駅７駅と当町で計画している道の駅を合わせ８駅が重点道の駅

に認定された。 

 函南町は基より伊豆半島全体の観光振興に役立つゲートウェイセンターとして、平成

29 年 5 月の供用を目指している。また、現在国土交通省で進めている国道 136 号バイパ

スを挟んだ水防拠点整備に併せ、川の駅として道の駅と連携した施設設備を予定してい

る。 

  

３．地域商工業者の現状 

 当町の商工業者数は平成 26 年、1,099 事業所で図の通り年々、微増している。また、

廃業者数も、特異年であった平成 26 年を除き増加傾向にある。 

 

事業者数・廃業者数の推移 

 事業所数 対前回比増減率 廃業数 対前回比増減率

平成 11 年 1,033 - 11 - 

平成 16 年 1,067 3.3% 15 36.4% 

平成 21 年 1,066 0.0% 28 86.7% 

平成 26 年 1,099 3.0% 9 -67.9% 

 

 平成２６年度商工業者内訳表 
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これらのことから言えることは、現状では事業所数も創業や流入により微増傾向であ

るため良いが、今後は、さらに廃業数も増加し、また、町内の 60 才以上の比率は人口

の約 3分の 1を占めているため、今から対策を施さなければ他の市町村同様、産業が成

り立たなくなる可能性がある。 

 

 

４．小規模企業振興重点施策 

 上記の総合計画等から行政は以下の項目を小規模企業重点項目として掲げている。 

 ①新たな新商品の開発や特産品の見直しを図り、良好な交通アクセスを利用し域外へ

の販路開拓を行う。 

 ②道の駅を利用し農商工連携や６次産業化により開発した新商品の販路開拓支援を

行う。 

 ③創業希望者に対して包括的な支援を図り、創業企業者数の増加を図る。 

 

 

 

Ⅱ 新たな取り組みを行うための地域の機会 

１．平成 26 年 2 月 11 日に「東駿河湾環状道路」が開通。これにより、東名・新東名

まで直結となり、40 分～60 分掛かっていた所要時間が 13 分に短縮され、物流業者や交

流人口の増加が目立っている。会員に開通 3カ月後に実施した調査によると、69％の事

業者は変化なしと回答。変化ありと回答した 31％の内、取引先が増加したと回答した会

員が 73％と道路の影響がマイナスにはなっていないことが解る。また、取引先が東京ま

で広がったという意見もあり商圏が拡大している。一方、交流人口の増加への影響は、

体験型観光施設に確認したところ、平成 25 年来場者数 16 万人。平成 26 年 19 万人と 3

万人の増。特に圏央道の開通によるものも大きく神奈川県からのバスを利用した顧客が

増加している。 

２．道の駅は「休憩機能」「情報発信機能」「地域の連携機能」、川の駅は「水害に備

えた防災拠点」として、整備・運営を PFI（民間の資金活用による社会資本整備）方式

で平成 29 年 5 月完成を目指している。ここは、高架道路である東駿河湾環状道路が平

面道路に変わる場所であり、観光の面的な広がりをする出発点として、伊豆の玄関口と

して、また、イベント広場や露店貸出施設を利活用した催事などを含め、交流人口の増

加に貢献できる。その来場者数年間約 70 万人を見込んでいる。 

３．当地区は、先にも述べたように新道路の開通により、広域的なネットワークが構

築された。また、道路だけでなく、JR 函南駅の隣に新幹線の熱海、三島駅があり、さら

に伊豆箱根鉄道の大場駅、伊豆仁田駅もあるため、そのアクセスの良さから以前から東

京で勤務する社会人のベッドタウンとして栄えており、現在でも当町の人口の増減は他

地域に比べ少ない。 

４．当地区には近隣では有名な高濃度で非常にコクのある「丹那牛乳」があり 130 年

の歴史がある。近年では全国展開を目指し、大手コンビニに商品を卸、地場のブランド

商品として認知度向上を目指している。 
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Ⅲ 商工会の役割 

１．当会の強みは、税務指導にある。特に創業まもない個人事業者を中心に「マンツ

ーマンの記帳指導」を行っている。これは、経営分析や財務分析をする際の基礎資料と

なる、決算書から資金の動きが正確に分析・把握できるように、複式簿記による記帳を

推奨している。その内容は１回 2 時間～3 時間、マンツーマンによる記帳指導を何回で

も理解できるまで行い、経営者自ら自社の財務状況が把握できるようにするものであ

る。この記帳の理解により、新たな取り組みの基礎となる正しい現状分析及び経営分析

が行える環境を作っている。そして、その成果を表したのが下表である。決算確定申告

数②や青色申告件数③は、ほぼ横ばいであるが、青色申告 65 万円控除件数④（複式簿

記）は右肩上がりとなっている。また、その割合も上昇しており、密着した伴走型支援

の成果が表れている。また、職員の地元定住率が高いため地域の特徴や会員の個人情報

についても精通しているのが強みである。 

 

記帳・決算指導一覧表 

平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度

①マンツーマン記帳指導 104 93 124 126 159 

②決算確定申告数 468 464 461 479 454 

③青色申告件数 345 345 341 347 340 

④青色申告６５万円控除件数 

  （複式簿記） 
203 207 209 212 214 

割合 ④/③ 58.8% 60.0% 61.2% 61.0% 62.9% 

 

Ⅳ 地域及び小規模事業者の課題 

１．函南町の主産業は農業であるが、三島市の箱根西麓野菜のように特徴もなく、唯

一「スイカ」の知名度は高いが年々、生産する農家（現在 11 件）が減少及び高齢化し

ており今後も先細りの傾向が続くと予想される。これについては、山間部に位置する酪

農「丹那牛乳」についても同様なことが言える。さらに、県内唯一の国民保養温泉地で

ある畑毛温泉に至っては、最盛期 12 件あった旅館、民宿が後継者不足等により現在は 3

件にまで減少し存亡の危機に立たされている。また、小売業においても 8つあった商業

集積地が大型店進出による影響、東駿河湾環状道路建設のため県、町の収用があり衰退、

現在は熱函中央商店街の 1箇所となっている。このように、全てにおいて縮小、減少傾

向にあり、町の魅力や特徴が無くなっている。このため、交流人口の減少も懸念される。

２．小規模事業者においては、一般的に売上減少傾向にあり、受注を確保するために

は、薄利であっても受入れる必要があり、過当競争に陥っている事業者が散見される。

そのため、あるものをただ熟すだけになり、小規模事業者が新たな新商品開発に取り組

む意欲が減少している。前向きな比較的若い事業者であっても、資金不足などのリスク

を恐れ一歩前に踏み出させない状態である。当会では、常日頃から何の業種においても

「新たな取り組みへの必要性」を訴え、少しでも意欲が沸いた小規模事業者においては、

専門家等と連携し、付加価値が高いオンリーワン商品の開発を目指している。そして、
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販路開拓も支援し目的・目標を明確にしてターゲットとコンセプトを合致させ、進むべ

き方向の線引きをしている。今後は、このような取り組み件数を増加させ、さらに地域

に波及させるために志が同じ事業者を集め広域連携による事業取り組みも必要である。

情報化社会となり個人のニーズがあらゆる方向に広がっている現在、小規模事業者は

今一度、原点に戻り現状分析を行い自分達の強みや機会を踏まえた上で、経営改善、経

営革新または新分野への進出に取り組むことが必要となる。 

 

Ⅴ 取り組みの目標 

 当会では、上記を踏まえ次のとおり小規模企業に対する支援目標を掲げ、小規模企業

の持続的発展により地域経済の活性化を図っていく。 

 １．税務指導等の基礎的経営改善普及事業の徹底により、正しい経営分析を行うこと

で個別企業の計画的な経営の取り組みへの推進を図る。 

 ２．経営計画を立てることで経営の基盤を整え、新たな取り組み支援を積極的に行う。

（付加価値の高い商品の開発及び販路開拓の支援） 

 ３．小規模企業の新商品開発などの新たな取り組みを通じて、特徴のない町からの脱

却を図る。 

 ４．町内に点在する観光資源の見直しを行い、充実するアクセス網を活かし道の駅・

川の駅と連携することで、町の特徴をアピールしながら交流人口の増加を図り、合

わせて当町での創業需要を伸ばす。 

 

Ⅵ 取り組みの基本方針 

 当会では、町が策定した「総合計画」により、常に町と連携を図り、商工会が主体と

して役割を担う分野に対して積極的に計画に貢献できるように次の方針を掲げる。 

１．小規模事業者に対する経営改善の統一的な支援手順や体制の構築を図る。 

２．職員間での支援スキル、ツールの共有化。 

 ３．地域や事業者の強みを再度、確認し、新商品の開発や販路開拓支援を推進する。

 ４．観光関連業社と共調及び道の駅・川の駅を利活用し交流人口の増加を図る。 

５．創業、第二創業（経営革新）の推進を図る。 
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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 

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】 

 目的：当会地区内の経済動向を調査・分析し、現状を整理・把握し、小規模事業者の

経営支援策定のための作成材料とする。 

 ＜現状＞ 

 当会においては、各個人で行政、他の支援機関、各部会、新聞等で聞き取りや調査を

行うことが多く、職員間での情報量が一定でなく偏りがある状態である。そのため、指

導員と記帳関係職員との情報量の差が広がっている。 

 ＜課題＞ 

 情報取集ツールが一定となっていないため、正確な情報を得られていない。また、他

の支援機関とも不定期な情報交換となっていたため、活きた細部に渡る情報が無く、全

てが場当たりの対応となっている。そのため、新たな取り組みに繋げるための情報（小

規模事業者の強み、経営資源等）が把握しきれていない。 

 ＜事業内容＞ 

 ⅰ．静岡県商工会連合会が行う景気動向調査、週刊商工経済情報、経済センサス、新

築住宅着工統計等により、情報収集し、現状分析を行う。 

 ⅱ．産業構成比の高い建設業を中心に、四半期毎に 15 事業所（建設 5、理美容 1、不

動産 1、運送業 1、小売業 2、製造業 2、飲食 2、宿泊 1）のヒアリング調査を行

う。内容については、売上、仕入単価、採算、業況、客数、資金繰り、従業員数、

地域の変化について調査する。 

 ⅲ．当会は、前述のとおり税務指導に強みがあり、年々マンツーマン記帳指導の件数

は増加している。当然、試算表まで作成しているため、現状が一目瞭然で把握で

きる。そのため、その試算表を確認し、個社の前年同月と比較調査を行うことで、

地域小規模企業の経済動向を把握する。 

 ⅳ．金融状況の情報を収集するため、地域に密着した金融機関（三島信用金庫）と情

報交換会を開催。金融だけでなく地区内の動向についても協議する。また、当町

の主産業である農業の基である JA とも同様な内容、特に行政の施策である、６

次産業化や農商工連携について情報交換を行う。 

 ⅴ．得られた情報は、小規模事業者の経営改善や経営計画策定の基礎資料として利活

用する。情報開示の方法として、ホームページに掲載し周知、提供して行く。 

 ＜目標＞ 

 現在の状況から下記のとおり目標を定める。 

 ・定性目標・・・すべての調査結果を整理分析し、職員間での情報共有を図る。これ

により、各職員が保有している情報量を一定にし、小規模事業者指

導に対し職員によって間違った情報や曖昧な答えが無いようにす

る。 
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・定量目標・・・①指導員等の情報共有をさらに強化するため、毎月１回打ち合わせ

会を開催する。なお、当商工会では税務を強調しているため、記帳

に係る職員もローテーションで１人出席する。調査企業数について

は、毎月１社を選定し調査研究する。 

        ②ヒアリング調査件数は下表のとおりとする。 

 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

ヒアリング調査件数 7 15 15 15 15 15 

※現状（平成 27 年度分）については、12 月末日現在。 

 ☆メンバー →事務局長、経営指導員、支援員、記帳に係る職員１人 

        ②試算表の比較による、業種別経済動向調査の実施。毎月 1事業所を

無作為に抽出。 

        ③三島信用金庫、JA との情報交換会は、交互に 1ヵ月に 1回開催する。

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 目的：本計画の主目標である、小規模事業者の新たな取り組みに向け、その基礎とな

る経営資源、経営状況を把握し、実現可能性が高い事業計画の策定支援を行うため、経

営指導員の巡回・窓口指導、各種講習会の開催、そして記帳に携わる職員の記帳指導を

通じて、事業者の経営分析を行う。その際、経営指導用タブレット端末や業界情報誌を

利用し、リアルタイムで業界平均粗利益率や平均賃金など指導できるようにする。その

中で、すでに専門的な指導が必要であると判断した場合は、各支援機関、士業などの専

門家と連携し事業者が抱える経営課題を解決する。分析結果の活用方法については、月

1 回の打ち合わせ会において職員間で共有を図り、その後、経営改善、販路開拓、記帳

指導等の各指導において活用していく。 

＜現状＞ 

当会においては、税務を強みとしており「正規の簿記」による申告者が非常に多い。

そのため、決算書を用いた経営状況分析を行っているが、その他の分析ツールの利用に

ついては各個人によって変わっているのが現状である。 

＜課題＞ 

情報ツールの利用相違により、情報は所有しているが情報の共有が成されていない。

また、情報収集量に差があり統一したフォームを利用しなければ細部に渡る経営分析が

出来ないのが課題である。これにより、非常に深堀した経営分析表もあれば簡易的な分

析表もあり、職員間でもどの分析指標を利用すれば良いか解らない状況である。そのた

め、指導する職員により小規模事業事業者が作成した経営計画書の内容に格差がある状

態である。 

＜事業内容＞ 

ⅰ．巡回・窓口相談及び記帳担当者からの連絡報告により、新たな取り組みの可能性

がある事業所の掘り起しを行うため、巡回や講習会を通じて経営分析や経営資源

の把握を行う。分析が必要な場合以下の手順により分析を行う。また、特に下記

振り返りシートを利用した結果、点数の低い事業所や条件変更も行ったが資金繰

りに変化が見られない事業所は、経営基盤の強化を早急に図る必要があるため最

重要事業所として選定する。 
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 ①経営全般の状況・・・事業者の気持ちを和らげるため、売上、資金繰り、今後の

見通しなど、比較的、即答できることについて調査する。これについては、県商

工会連合会で実施している「小規模企業景気動向調査」等を利用する。また、同

会で作成済みである「経営振り返りシート」（静岡県連で作成した経営調査票。こ

れにより、経営戦略、危機管理、人材（後継者）・組織、財務、マーケティング、

運営の各科目の経営課題別適合率を把握）も利用しヒアリングによる経営状況分

析を行う。 

 ②経営状況の把握・・・調査結果から経営状況、財務状況の分析を行い、特に無形

経営資源の把握をする。 

 ③分析結果の報告・・・状況について説明、指導を行いその中で必要であれば専門

家派遣制度を利用し、まずは、ＳＷＯＴ分析による自社分析から始め、小規模事

業者に強みや機会について意識してもらう。そして、そのプラスの要素をさらに

伸ばせるような事業計画を作成できるように指導する。 

ⅱ．講習会、個別相談会等の開催 

 ①各種講習会・個別相談会、又は青年部等の定例会を開催した際、その出席者の中

から、調査、分析が必要、対象となる小規模事業者の掘り起こしを行う。また、

今後、青年部メンバーは代表者を担う確率が高いため、事業承継を支援すること

で、技術やノウハウを保有する事業所の事業承継により、新たな取り組みを促進

させていく。そして、積極的にその手法等について PR し、アンケート等により希

望者を募り、掘り起しを行う。 

 ②講習会等の具体的な例 

    専門性が高い講習会開催時にアンケートから、経営計画策定を希望する事業者

の掘り起しを行う 

   ・経営計画策定セミナー（年１回） 

   ・経営（マーケティング、事業承継等）に特化したセミナー 

 ＜目標＞ 

 現在の状況から下記のとおり目標を定める。 

 ・定性目標・・・SWOT 分析や ABC 分析等により小規模事業者の自社の強み、弱み、機

会、脅威を把握する。また、これらの分析データについては、以前

は担当した職員により、分析結果の管理の仕方が異なっており、正

確な管理による記録がなされていなかったが、今後は基幹システム

を共有ツールとして利用し統一した管理方法を取る。 

         事業承継については、親族内承継でなく第三者への承継を望む場合

は、県の事業引き継支援センターを活用し、円滑に促進出来るよう

にする。 

 ・定量目標・・・当会の平成 27 年度（12 月末現在）の巡回件数は、約 900 件。内、

経営革新、経営一般を合わせた数は、約 200 件であるが、財務・経

営分析対象とした事業所は 9社である。また、記帳に関する職員か

ら相談があり経営改善支援対象者としたのが 1 社あり合計 10 社の

実績がある。 

以上のことから、抽出、対象となる事業所を 12 件と定め、この 

事業所に対し、経営状況の分析を行う。 
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また、経営に特化したセミナーでは、下記の通りとする。 

・経営計画策定セミナー（年１回）・・・約 10 名の出席者から、当会

の支援を必要とする事業所を 5件抽出する。 

        ・経営（マーケティング、事業承継等）に特化したセミナー・・・約

25名の出席者から、当会の支援を必要とする事業所を5件抽出する。

    

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 86(注１) 144 144 144 168 168 

巡回による分析対象者数 10 12 12 12 14 14 

内、記帳職員からの案件 1 1 1 2 2 2 

セミナーの合計出席者数 30 35 35 40 40 40 
セミナーによる分析対象者数 8 10 10 12 12 12 

分析対象者合計 18 22 22 24 26 26 

（注１）10 社分の巡回訪問件数（12 月末日現在） 

※巡回数については、他の軽微な経営指導ではなく、より明瞭にするため、抽出した支

援先に特化してある。 

巡回件数の積載根拠としては、メンバーは 4 人で構成するが、経営指導未経験者が 2

人いるため、経営指導員 2 人で 10 事業所を割る。その事業所に対し 1 ヵ月に 1 回程度

巡回する。なお、経営指導未経験者 2 人は、巡回時指導員に随行し、OJT によるスキル

取得を目指す。 

・6事業所×2指導員×月 1回×12 ヵ月＝144 回 

また、記帳指導や青年部会等から抽出した案件については、担当職員も随行させ OJT を

図る。 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 （一般的事業計画策定） 

 目的：多様化する小規模事業者の経営課題を解決するため、上記１．地域の経済動向

調査及び上記２．経営状況の分析の結果を踏まえ、事業計画の策定支援を実施する。特

に、同じ支援機関である、金融機関や中小企業診断士等の専門家と連携し伴走型の指導

や助言を行い、小規模事業者持続化補助金、ものづくり補助金、創業補助金等の PR を

し、小規模事業者の事業の持続的発展を図る。 

＜現状＞ 

チラシ等により周知し、個別対応を基本としている。その中で様々な施策について説

明し、必要であれば専門家を派遣し経営計画の策定支援を行っている。 

＜課題＞ 

個別対応支援が多いため、１年を通しての指導に限界がある。そのため、強みである

税務を中心に、支援対象者を増加させ、必要に応じて集団セミナーを開催していく必要

がある。 

＜事業内容＞ 

小規模事業者と接する全ての機会において、経営計画策定の重要性を問いかけ、少し

でも前向きな考え方が出来るよう事業者自らが新たな取り組みが出来るようにする。特
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に、地域動向調査や経営分析で得られた内容を基礎的資料とし、市場・ターゲットの絞

り込みや、優位性また、資金計画等を把握していない、若しくは、計画が不十分で、こ

のまま事業を継続していると資金ショートするなど、存続の危機に陥る危険が想定され

る企業を対象に、次に掲げる事業計画の策定支援を行う。 

ⅰ．会員加入や共済加入のための巡回の際も経営改善、経営計画の重要性を問いかけ

事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起しを行う。 

ⅱ．記帳指導、記帳代行の際も経営改善、経営計画の重要性を問いかけ事業計画策定

を目指す小規模事業者の掘り起しを行う。 

ⅲ．金融相談やものづくり補助金、小規模事業持続化補助金の相談・申請時に事業計

画策定を目指す小規模事業者の掘り起しを行う。 

ⅳ．事業計画策定については、業種等で一番適した手法について説明をし、自己努力

で計画書を策定できるように、マンツーマンで支援する。その際、必要であれば

各専門家や金融機関等の支援機関と連携していく。 

※マンツーマン支援・・・上記分析や相談等を通じて、新たな取り組みを目指してい

る事業所に対しては、経営資源を整理し、各種施策を活用しながら、必要に応じ

て他社との連携を図るなど、実効性が高い事業計画の作成について、専門家や金

融機関等と連携を図りながら行う伴走型の支援。 

 

＜目標＞ 

現在の状況から下記のとおり目標を定める。 

・定性目標・・・事業計画の策定は、今後の事業を円滑に遂行していくためのもので

ある。そのため、内容が細部に渡り自社分析し策定されているかを

十分に確認しながら、確実に実行でき、かつ、成果の上がるものが

出来るように支援する。 

 ・定量目標・・・当会の平成 27 年 12 月末日までの経営計画（持続化補助金 15）及び

経営改善計画書の策定は 1件であった。また、それに近い指導が数

件あったが、「書面」として策定していないため、今年度より、書

面化し「見える化」をしていく。これについては、今後予定される

広域連携や人事の一元化に向け、指導の記録をするためでもある。

 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

事業計画策定支援事業者 16 19 19 19 22 22 

内、記帳職員からの案件 1 1 1 2 2 2 

 ※現状（平成 27 年度分）については、12 月末日現在。 

 

（創業・第二創業（経営革新）に係る経営計画策定） 

 目的：廃業等を起因とする事業者減少に対応するため、地域における創業、起業推進

していく。特に、函南町や金融機関と連携し創業・起業支援を行う。実際に、起業する

事業者に対し、経営計画、資金繰り、税務指導等、全てを当会で支援できるようワンス

トップサービスで対応する。また、創業計画書の策定、開業融資等においては、専門家

や金融機関と連携し所期の目的が達成できるようにする。第二創業（経営革新）につい



 

- 11 - 
 

ては、「新規性」「実現可能性」や経営状況の分析等を踏まえ、自社の強みや機会が十分

に活かされているかを確認し経営革新承認の支援を行う。  

＜現状＞ 

第二創業支援件数に関しては、毎年、ノルマとしている経営指導員 1人 1件はクリア

している。創業支援に関しても昨年度から創業セミナーを実施し、円滑に創業できるよ

う支援している。 

＜課題＞ 

第二創業支援件数に関して、対象事業所の掘り起しを個別で行っているが、限度があ

るため、各支援機関との連携により、支援先を増加させる必要がある。また、創業支援

に関しては、昨年度から開始したため、支援機関と連携しさらに成果がでるようにする

必要がある。 

＜事業内容＞ 

 ⅰ．創業・企業支援セミナーを開催し、創業前の経営計画、資

金繰り、必要な許認可等。また、開業後の各所への届出、

記帳指導、労務指導等の必要最低限の指導を行い、創業者

の経営者としての知識の向上を図り、創業計画の策定を行

うことで安易な経営にならないよう支援する。 

  

 ⅱ．第二創業（経営革新）については、各種講習会や他の支援

機関等との連携により掘り起しを行い、策定支援を行う。 

  

 ⅲ. 創業・第二創業（経営革新）の事業計画策定の際、資金が

必要となる場合は、積極的に経営発達支援資金等を利用し

円滑な資金調達が出来るようにし、持続的発展に取り組む小規模事業者に役立て

る。 

 

（創業・第二創業支援実績）※経営指導員 2名 

支援内容 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度

創業支援件数 1 3 1 0 1 3 

第二創業支援件数 2 5 2 2 2 2 

 ※平成 27 年度は 12 月末現在。 

＜目標＞ 

現在の状況から下記のとおり目標を定める。 

・定性目標・・・当会地区においては、東駿河湾環状道路の影響により交通アクセス

が飛躍的に改善されている。不動産業者に確認しても、空き店舗が

出てもすぐに次が入るという声を聞いていることから、創業支援の

需要は今後さらに増すと予想される。そのため、創業セミナーによ

る掘り起しを含め、さらにアンテナを高く張りその需要に応えて行

く。 

・定量目的・・・当会の平成 27 年の創業支援数、及び第二創業支援数は上記のとおり

であるが、今後もこの数字を維持できるようにしていく。尚、創業
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に関しては、創業需要が増加することが予想されるため支援件数を

増加させる。 

 

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 3 5 6 6 6 6 

第二創業支援件数 2 2 2 2 2 2 

創業セミナー 1 1 １ １ １ １ 

経営発達支援資金等利用数 0 1 1 1 1 1 

※創業支援については、創業セミナーだけでなく随時、相談を受ける。第二創業につい

ては、経営指導員 1人あたり 1件を目標とする。 

   経営指導員 2人×1事業所=2 事業所  

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 （一般的事業計画策定） 

目的：策定した事業計画が計画どおり実施できるよう、巡回指導や各支援機関と連携

を図りながら進捗状況の確認をする。 

＜現状＞ 

不定期で状況を確認し、必要であれば専門家を派遣し、計画が予定通り遂行出来るよ

う支援している。 

＜課題＞ 

不定期であるため、支援事業者の巡回回数にバラツキがある。また、指導員以外の職

員に対する職場内指導を行っていないため指導力の格差が広がっている。 

＜事業内容＞ 

ⅰ．事業計画策定後は、進捗状況の確認及び不足している情報や資料について確認す

るため、必要に応じて１ヵ月に 1回程度、巡回指導を中心にフォローアップを行

う。必要な場合は専門家を派遣し計画の内容について協議する。 

ⅱ．事業計画策定事業者の情報については、地域の経済動向調査でも記載した打ち合

わせ会において、策定した計画の進捗状況や今後の見通しを報告・相談し共有化

を図る。特に、個々での対応に相違が出ないように統一的な支援手順となってい

るか、目標、指導内容、頻度等のいずれも妥当であり、小規模事業者の利益の確

保が期待できるかを確認する。 

 ＜目標＞ 

 現在の状況から下記のとおり目標を定める。 

 ・定性目標・・・経営計画策定に関し、策定して終わりではなく、その計画が順調に

推移しているかを確認する。予定通り、若しくはそれ以上のところ

は良いが、計画通り遂行していない事業所についてはフォローアッ

プ支援を行う。そして、何が原因で計画どおりでないかをチェック

していく。いわゆる PDCA サイクルの確認である。計画に無理があ

るのか、行動していないだけなのか、計画に沿っていない部分はど

こなのかを精査する。このように、小規模事業者が常に計画の意識

を持ち事業活動していけるかが鍵となる為、上記を確認し計画どお
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り出来ることを目標とする。 

 ・定量目標・・・事業計画策定後、計画遂行上必要となった場合、中小企業診断士等

の士業を交えた個別相談（専門家派遣）の実施し（年間 30 回）、計

画の成果を上げる。 

 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

事業計画策定支援事業者 16 19 19 19 22 22 

内、記帳職員からの案件 1 1 1 2 2 2 

専門家派遣 20 30 30 30 30 30 

フォローアップ支援 11 15 15 15 17 17 

※内容については、２．経営状況の分析同様、積載根拠としては、メンバーは 4人で構

成するが、経営指導未経験者が 2 人いるため、経営指導員 2 人で 10 事業所を割る。そ

の事業所に対し 1ヵ月に 1回巡回する。なお、経営指導未経験者 2人は、巡回時指導員

に随行し、OJT によるスキル取得を目指す。 

（事業計画策定支援事業者及び記帳職員からの案件については、解りやすくするため、

３．事業計画策定支援の表を再度掲載してある。） 

※現状（平成 27 年度分）については、12 月末日現在。 

 

（創業・第二創業（経営革新）） 

 目的：策定した事業計画が計画どおり実施できるよう、巡回指導や各支援機関と連携

を図りながら進捗状況の確認をする。特に創業の場合は、事業経験が無い場合が

多いため、当面の間は手厚くフォローアップ支援を実施する。 

＜現状＞ 

各事業所の年度終了後に提出する、実施報告書やフォローアップ調査を基に必要であ

れば専門家を派遣し成果がさらに得られるように支援している。また、創業者に対して

は、基礎的経営支援をマンツーマンで行っている。 

＜課題＞ 

マンパワーが不足しているため、現状維持が精一杯である。 

＜事業内容＞ 

ⅰ．創業後は、巡回・窓口指導及びマンツーマン記帳指導により、個別のフォローア

ップを行う。特に当会の強みである記帳指導においては、約 2 時間掛けて、記帳

指導及び試算表を利用した財務分析支援を行うため、各事業者の細部について把

握できている。そのため、そこから出てくる、諸問題については早めに解決し、

時には専門家に依頼し支援していく。 

 ⅱ．第二創業（経営革新）については、普段の巡回は勿論であるが年に 1回提出する

実績報告書を確認しながら進捗状況の確認をする。特に第二創業（経営革新）の

場合、認可を受けて満足する事業所も散見されることから、計画未達成の場合は、

専門家を派遣するなどし、所期の目標が達成できるようにする。 

 ＜目標＞ 

 現在の状況から下記のとおり目標を定める。 

 ・定性目標・・・創業者については、基礎的経営手法を中心に支援を行い、経営の土
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台を、伴奏型支援により指導し「守破離」を目指す。 

 ・定量目標・・・創業者には引き続きマンツーマン記帳指導を中心に支援し、経営状

況を確認する。また、第二創業（経営革新）については、承認事業

所に対し半期に 1度計画通り遂行されているかフォローアップを行

う。 

現状 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 平成 31 年 平成 32 年

マンツーマン記帳指導 

（創業者のみ延べ回数） 
15 17 17 17 17 17 

第二創業（経営革新） 

フォローアップ回数 
（1事業所の延べ回数） 

1 2 2 2 2 2 

   ※現状（平成 27 年度分）については、12 月末日現在。 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

  目的：小規模事業者が新たな取り組みを行うための支援として、消費者やバイヤー

等より商品及びサービスの消費者ニーズや市場動向等を把握することで、新た

な商品開発、新たな取り組みをするための基礎材料にしてもらい、今後の事業

計画策定時の参考にする。特に、これは、小規模事業者が提供を検討している

商品やサービスの基資料となり PDCA サイクルの最初になる為、今後、このサ

イクルが適切に回るようにするため、サンプル数が多く取得できる当会の 2つ

の主事業を充てる。 

＜現状＞ 

小規模事業者は消費者やバイヤーのニーズについて、マクロ的情報については、新聞

や情報誌で収集しているが、地区や町のようなミクロ的な情報収集は出来ていない。ま

た、当会に対し、小規模事業者からその情報を求められても、その小規模事業者に合っ

た情報を各職員で取集していが、共有が出来ていない。 

＜課題＞ 

小規模事業者が独自に収集する情報が、決して地域に根付く消費者やバイヤーが望む

ニーズに一致している物ではないことがあり、消費者やバイヤーが望むベクトルと小規

模事業者が提供する商品やサービスのベクトルが同一でなく、商品開発に失敗すること

が散見される。 

＜事業内容＞ 

ⅰ．IZU 食彩トレイドフェア開催時にバイヤーニーズ調査の実施 

当町を含めた近隣８商工会で毎年 9月に開催する「IZU 食彩トレイドフェア」（事

業目的や事業内容については次項6の新たな需要の開拓に寄与する事業に関する

ことのⅰに記載）において来場するバイヤー（平成 27 年度は約 300 名来場）よ

り、当町を含めた伊豆地域の需要動向を把握する。（平成 27 年に実施したところ

特に需要が高かったのは「わさび」であった。）これに関しては、現在すでに実

施しており、前年度のアンケートより収集した意見を出展事業所にフィードバッ

クし、1 年掛けて商品のブラッシュアップや新商品の開発に取り組んでいる。次

年度からは、さらに市町別での特産品需要を求める項目をアンケートに盛込み、
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細部に渡る情報（興味のある商品分類、地域を連想する商品、具体的に希望する

商品やサービス、また、どの地域からの来場かなど）を収集していく。これによ

り、バイヤーが求める商品やサービスを把握し、小規模事業者が今後の商品作り

やターゲットの設定、新たな販路開拓への基礎資料になるようにする。 

ⅱ．当会で開催する催事における消費者ニーズ調査の実施 

当会では毎年 11 月に一般消費者向けの催事を行い、約 7,000 人の来場者がある。

出店者は約 30 あるが、その中で、個社が提供する各商品を調査する。その内容は

消費者が望む、商品分類、金額、量、味、パッケージ、そして、性別や年齢につ

いて調査し集計する。これにより消費者が望む商品やサービスを把握し、小規模

事業者が今後の商品作りやターゲットの設定、新たな販路開拓への基礎資料にな

るようにする。 

 ⅲ．当町の小規模事業者の産業構成比の高い建設業やそれに付随する不動産業につい

て、経済動向調査を依頼する事業所（建設 5、不動産 1）にアンケート用紙を置

かせて貰い来店した顧客に回答して頂き、それを集約し消費者ニーズについて調

査する。調査内容については、金額、年齢、家族構成、重視する設備や間取り等

とする。これにより、消費者が望む住宅や賃貸物件を把握し、小規模事業者が今

後の事業計画策定の基礎資料になるようにする。調査については、経済動向調査

と同様に四半期ごとに行うこととする。 

 ＜目標＞ 

 現在の状況から下記のとおり目標を定める。 

 ・定性目標・・・経済動向調査同様、調査物を整理分析し、積極的に小規模事業者に

情報提供して行く。情報開示の方法として、ⅰ、ⅱについては個社

に情報をフィードバックする。ⅲについてはホームページに掲載し

周知、提供して行く。このことにより、当地区の特長を示し、事業

者が今後の事業活動で成功するための基礎資料になることを目標

とする。 

・定量目標・・・上記の事業内容については、下表のとおりの目標とする。尚、周知

方法ついて、トレイドフェアは、事後セミナーを１回、出展者対象

に開催し、その中で、アンケート結果の報告を行う。当会の催事に

ついては、集計結果を出店者に対し巡回訪問し今後の傾向と対策に

ついて情報提供を行う。特に、上記 2 つの主事業は、今後、新商品

やサービスを検討していく出店事業所の割合がほぼ 100％であるた

め、集中的に情報提供して行く。また、建設関係資料については、

当会傘下である、建設組合にも資料提供し会議で、今後の方向性に

ついて検討してもらう材料にする。そして、周知については、公表

前に必ず職員間の打ち合わせにおいて確認する。 
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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

IZU 食彩トレイドフェア

によるバイヤーへのニー

ズ調査サンプル数 

136 150 150 150 150 150 

当会開催する催事による

消費者ニーズ調査サンプ

ル数 

0 250 250 250 250 250 

建設関連業種需要動調査

サンプル数 
0 20 20 20 20 20 

 ※建設関連業種調査は、4半期ごとの数を掲載。 

 

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】 

 目的：地域内外における商品需要に関する情報を収集、整理し小規模事業者に対し、

周知する。そして、事業者が強み、機会を活かした新商品の開発を促し、それを様々な

販路開拓事業において商品の周知、販売を進める。また、終了後には必ず成果を確認し、

必要であれば専門家に依頼し商品のブラッシュアップをする。 

＜現状＞ 

大きくは IZU 食彩トレイドフェアを通じ、地元バイヤーや一般消費者の需要を確認し、

それに合った新商品の開発やサービスの提供が促進できるよう支援している。 

＜課題＞ 

出展事業者の多くが小企業・小規模事業者のためバイヤー等の

折衝に慣れていない。そのため、IZU 食彩トレイドフェアをステ

ップに様々な商談会に出て、事業者名や商品を周知していくこと

が必要である。 

＜事業内容＞ 

 ⅰ．IZU 食彩トレイドフェアの開催 

  ・当会を含め 8つの商工会で広域連携事業として実施してい 

   る、IZU 食彩トレイドフェアを開催する。BtoB、BtoC を目 

   的に地域内外への商品 PR を行い、バイヤーとの商談がまと 

まり、継続的な取引が出来ることで利益をもたらすように

する。当然のことながら、商品の完成には時間が掛かるため、PDCA サイクルによ

る確認を行う。特に出展後のアンケート調査、商品改良については、場合によっ

ては専門家を派遣しブラッシュアップを行う。そして、当フェアは、小企業やそ

れに近い小規模事業者が多いため、このフェアでバイヤーとの接し方等について

学んだ後、フードセレクションやスーパーマーケットトレードショーに出展でき

るよう伴走型支援をする。 

    当フェアは、当会、経営指導員の斉藤が人事交流中に立ち上げたものである。

経緯としては、旅館を営む会員から「地場の食品を使いたいがどこに頼めば良い

のか解らない」一方、食品製造会社は「地産地消の取組でもっと地元の旅館で商

品を取扱ってもらいたい」という声があったため開催するに至った。本年は「小
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規模事業者支援パッケージ事業 地方公共団体連携型広域展示販売・商談会事

業」の採択を受け実施する。 

ⅱ．特産品丹那牛乳で作った「全脂粉乳」を利活用した商品の周知 

 ・当会では、まちづくりフォーラム[まち創り函]」（詳細は 

後述）により開発した、全脂粉乳（地域特産の丹那牛乳 

を乾燥し粉末化することで、長期保存ができ栄養価の高 

い粉）を利用した商品をさらに普及させ販路開拓に繋げ 

る。周知方法は、HP や商工会で実施するイベントに出展し 

て PR する。 

ⅲ．商工会連合会等が扱う販路開拓支援事業に出展 

   ・県商工会連合会や三信ビジネスマッチングなど比較的中 

小企業向けの商談会に出展する。 

 ⅳ．マッチングによる新たな需要開拓 

   ・当会では、平成 25 年に農商工等連携事業（連携先：北海道）の採択を受けた

事業所があるが、最近になり、その事業の一部（人参栽培）を当町で賄いたい

という希望を持ち始めた。一方、別の企業は、雇用創出と休耕田の活用のため、

昔、盛んであった人参栽培を復活させたいという希望を持っていた。そのため、

両者をマッチングさせたところ、話は一辺に進み、試作するまでに至った。情

報や需要を整理し共有していくことで、今後はさらにこのようなケースを増や

していく。 

 ＜目標＞ 

 現在の状況から下記のとおり目標を定める。 

・定性目標・・・静岡県は食の宝庫と言われているが、伊豆地区には海山物が多くあ

る。また、観光地であり、特に、韮山反射炉世界遺産登録や世界認

定を目指す伊豆半島ジオパークにより、地域の食品製造業の新商品

開発に取り組む気運が盛り上がっている。そのため、他の支援機関

とも連携し身の丈に合った商談会等の出展により販路開拓支援を行

う。また、売れる商品には時間も掛かるため、その都度専門家を交

えるなどブラッシュアップを行い支援する。 

 ・定量目的・・・HP の内容を一部変更し、新商品の PR に努め、少しでも多くの人に

周知できるようにする。 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

IZU 食彩ﾄﾚｲﾄﾞﾌｪｱ出展数

（注 1） 

15 15 15 15 15 15 

その他商談会出展数 

（注 2） 

2 3 3 4 4 4 

全脂粉乳取扱い事業所数 10 12 12 15 15 15 

ホームページの利用（注 3） 0 1 1 1 1 1 

イベント実施回数（注 4） 1 1 1 1 1 1 

マッチングによる需要開拓 1 2 2 3 3 3 

※トレイドフェアの成果が一番あるが連携事業のためこれ以上増加させることは困難。
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（注１） 

・その他商談会については、経営革新等の承認により出展数増加を目指す。（注 2） 

・全脂粉乳及びそれを利用した商品提供については、HP 内に別枠を設け目に付きやすい

ようにし、より周知効果が高まるようにする。（注 3） 

・イベント実施については、当会で行っている催事に商品若しくは取扱店を出展。 

（注４） 

※現状（平成 27 年度分）については、12 月末日現在。 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 目的：行政は「東駿河湾環状道路」「道の駅・川の駅」を利活用し、農商工連携等に

より出来た新商品の開発及びその販路開拓。さらに、良化した道路の交通アクセスをア

ピールし、創業事業者の増加を目指している。そのため、当会としては、地域経済団体、

地域振興を図る任意団体等と連携し地域活性化や新たな連携、新たな産業の育成を図

る。幸い当会では、販路開拓は「IZU 食彩トレイドフェア」や「全脂乳粉コンテスト」

が実施されておりそれに出品した商品を道の駅に置いてもらい流通させていく。また、

創業についても、「創業講習会」を平成 26 年度より実施している。このことから、これ

らを、さらに拡大、普及することで地域の活性化を図っていくことを目的とする。 

＜現状＞ 

商工会青年部が創出した「かんなみ猫おどり」を中心に、産学官が連携し、にぎわい

創出を図っている。また、道の駅・川の駅の利活用においても[まち創り函]を中心に町

全体への波及効果が得られるように検討している。 

＜課題＞ 

行政の都市計画が曖昧であったため、商店街が１つしかなく中心となる場所がない。

また、観光施設も点在し各企業において営業努力は続けているが、それにも限界がある

ため面的な広がりが出るように検討していく必要がある。 

＜事業内容＞ 

 ⅰ．かんなみ猫おどりの開催 

  ・本年で 28 回目を迎えた猫おどりは、地域振興や地域ブランド化を目指して、各

種団体（観光協会、JA と連携し実施している。当日の来場者は 1万人を超え、そ

の内町外からの来場者（交流人口）は 3千人であった。また、関係者は、先日、

ベルギーまで視察に行き、猫=函南町のイメージが出るようまた、さらに、にぎ

わいの創出が出るよう努めている。昨年度からは、単なるイベントにしないため、

当イベントの目玉である「猫メイク」をしたまま事前登録した飲食店に来店する

とサービスが受けられるという取り組みを行い、「アフター猫おどり」でも町が

賑わう仕組み作りを図っている。当会としては、「猫の町＝函南」という認知を

より一層高めるため、新設される道の駅などで関連グッズの販売を仕掛けるな

ど、町等と連携しながら更なる地域経済の活性化を図っていく。 
 ⅱ．道の駅・川の駅の利活用に交流人口の増加 

  ・平成 29 年 5 月に完成予定である道の駅・川の駅に設置される伊豆半島ジオパー

クビジターセンターを利活用するため、町内に点在する観光施設を面的な広がり

が出来るよう、行政、町内の観光施設等と検討会議を開催し連携強化を図る。 

 ⅲ．[まち創り函]の推進 



 

- 19 - 
 

  ・函南まちづくりフォーラム[まち創り函]は、函南町の活性化のため行政と連携を

密にしながら文化産業の発展向上に寄与することを目的に平成 20年に設立した。

メンバーは、学識経験者、金融機関、地域経済団体等で構成している。また、5

つの部会を設け（かんなみ道の駅チーム、ご当地グルメ研究開発チーム、拡大か

んなみ猫おどりチーム、交流人口拡大チーム、企業誘致チーム）所期の目的が達

成できるよう活動している。今後も、各部会の検討課題を追究し行政とさらなる

連携を図っていく。 

 ＜目標＞ 

 現在の状況から下記のとおり目標を定める。 

 ・定性目標・・・現在、町が目指す将来の目標に対する、商工会が担う役割は十二分

に果たしていると思われる。但し、特徴が無い町函南として、観光

産業は特に弱く、旧所・名跡、観光施設は点在しているため、各機

関と連携し交流人口の増加が図れる仕組みについて検討していく。

 ・定量目標・・・各事業については従来通り行い、中身を濃くし地域活性化、賑わい

がさらに図れるように実施する。観光施設等との検討会議は年３回

程度実施する。また、[まち創り函]グルメ開発チームが行っている、

全脂粉乳を使用したグルメコンテストによる商品も「道の駅」をア

ンテナショップとし、ご当地お土産と販売できるように行政と協議

していく。 

 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

かんなみ猫おどりの開催 1 1 1 1 1 1 

観光施設との検討会議 0 3 3 3 3 3 
[まち創り函]の開催（注 1） 10 10 10 10 10 10 

道の駅取扱商品（注２） 0 0 5 7 9 11 

・[まち創り函]の開催は各部会の合計とする（注１） 

・道の駅取扱商品は、累積とする。また、その商品は「IZU 食彩トレイドフェア」及び

「全脂粉乳コンテスト」に出品した商品とする（注２） 

※現状（平成 27 年度分）については、12 月末日現在。 

 

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 

 目的：支援機関等との連携を通じ有意な情報交換を継続的にできるような仕組みを構

築する。 

＜現状＞ 

相談案件が発生した場合、その都度、他の支援機関と情報交換を行っている。 

＜課題＞ 

定期的に情報交換会を実施していないため、活きた情報が入手できていない。 

＜事業内容＞ 

 ⅰ．地域金融機関（三島信用金庫函南支店、三島函南農業協同組合函南支店）と、月

1回交互に、情報交換会を開催する。 
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三島信用金庫・・・地区内の資金需要や小規模事業者の景況を中心に行い、支援

ノウハウ、支援の現状、支援計画、経営革新、創業等について情報交換する。こ

れにより、地域の需要動向を図ることが出来、当会が行う小規模事業支援施策の

基礎的資料とする。 

JA・・・前述に追加し、当町の主業である農業を踏まえ 6 次産業、農商工等連携

についても情報交換し、新たな販路開拓支援を行う基礎的資料とすることを目的

とする。 

 ⅱ．静岡県商工会連合会が開催する各種研修会、また、中小企業基盤整備機構研修に

おいて、各地区での支援ノウハウ、支援の状況について情報交換を行う。 

 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 目的：経営改善普及事業や経営発達支援事業を推進するためのスキル向上を目指す。

 ＜現状＞ 

 OJT については、口頭や書面にて支援先の指導内容について周知し支援能力向上を図

っている。 

 OFF-JT については、積極的に各種研修会に参加し資質向上を図っている。 

 ＜課題＞  

 OJT については、実践型の支援手法についてマンパワー不足から実現できていないの

が現状である。 

OFF-JT については、経営指導員だけでなく他の職種の職員もさらに積極的に参加する

必要がある。 

＜事業内容＞ 

 ⅰ．OJT 

 ・経営改善は複雑、高度化しているため、その支援手法等について情報交換を含め、

事務局長、経営指導員 2 名、支援員、記帳に係る職員 1 名の計 5 名で毎月１回打

ち合わせ会を開催する。なお、当商工会では税務を強みと強調しているため、記

帳に係る職員もローテーションで 1人出席する。 

  ・経営指導員候補については、高度化支援や専門家指導のような案件があった場合、

指導員に同行支援することで、指導・助言内容、情報取集方法を学ぶなど、OJT

による伴走型支援能力の向上を図る。 

 ⅱ．OFF-JT 

  ・静岡県商工会連合会が主催する研修の参加に加え、中小企業基盤整備機構研修や

同様な研修に年間 1回以上参加し、課題別研修へ積極的な受講をすることにより

資質の向上を図る。また、得た知識については、月一回の打ち合わせ会で他の職

員に説明し、共有を図っていく。 

  ・全国連の WEB 研修に積極的に取り組み、高度化、複雑化するニーズに対し、その

改善手法を学び資質の向上を図る。 

 

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 

 目的：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。 
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 ⅰ．行政、静岡県商工会連合会の担当職員や外部の中小企業診断士等の有識者を招き、

事業見直し委員会を設置し事業の実施状況、成果の評価・見直し案の提示を行う。

特に中小企業診断士においては、民間の状況について良く把握をしているため、的

確な指導をいただく。そして、その結果や評価を基に計画の精査を行う。 

 ⅱ．理事会において、評価・見直しの方針を決定する。 

 ⅲ．事業の成果・評価・見直しについては、理事会へ報告し、承認を受ける。 

 ⅳ．事業の成果・評価・見直しの結果を商工会ホームページ 

（http：//www.kannnami.com）で公表する。 
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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 

（28 年 1 月現在）

（１）組織体制 

経営発達支援事業 

プロジェクトチーム 
 

 

函南町商工会事務局組織図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）連絡先 

名称：函南町商工会 

住所：〒419-0114 静岡県田方郡函南町仁田 68-2 

電話：055-978-3995 ＦＡＸ055-978-8097 

E-mail：info@kannami.com 

ＨＰ：http://kannami.com 

 

事務局長 杉本 義明 

経営支援グループ 

◎経営指導員 齋 藤  伸 也 
経営支援マネージャー 
ファイナンシャルプランナー 

○経営指導員 柏 木  佑 介 
ファイナンシャルプランナー 

○情報経理相談員 山 岸  隆 志 
ファイナンシャルプランナー 

○情報経理相談員 水 野  典 彦 

 

業務支援グループ 

○経営支援員 佐 藤  裕 子
ファイナンシャルプランナー

 

経理支援グループ 

○情報経理相談員 村 上  真 澄
ファイナンシャルプランナー

○情報経理相談員 榎 本  真 理
ファイナンシャルプランナー

○情報経理相談員 古 郡  佳 美
ファイナンシャルプランナー

記帳指導員 増 島 美 保 子

記帳指導員 矢 込 夏 代 子

 

経営発達支援計画実行グループ
 
◎リーダー 
○実行グループ 
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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 44,000 44,000 45,000 45,000 45,000

 

①人件費 

 

②講習会費 

（創業・経営） 

 

③専門家派遣

費 

 

④フォローア

ップ費 

 

④資源活用推

進費 

 

⑤食彩トレイ

ドフェア 

 

⑥調査研究費 
（情報専門誌等） 

39,000 

 

1,000 

 

 

1,000 

 

 

900 

 

 

1,200 

 

 

400 

 

 

500 

39,000

1,000

1,000

900

1,200

400

500

40,000

1,000

1,000

900

1,200

400

500

40,000 

 

1,000 

 

 

1,000 

 

 

900 

 

 

1,200 

 

 

400 

 

 

500 

40,000

1,000

1,000

900

1,200

400

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 

①県補助金 

②町補助金 

③特別賦課金 

（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 

１．小規模事業者支援のため必要とされる、施策情報や地区内状況について、共有を図

り、その中から、その小規模事業者に必要とされる施策を適切に抽出し提供して行

く。 

２．伴走型支援による経営計画段階（創業・第二創業、販路開拓等）において、高度化

する内容について専門家と連携し計画のブラッシュアップを図りながら内容の充実

を図る。 

連携者及びその役割 

１．創業・第二創業、六次産業化、経営計画・改善策定等希望者の発掘に関する情報や

施策に関する情報交換及び策定支援 

 ・函南町  町長 森 延彦 

  住所：静岡県田方郡函南町平井 717-13   TEL：055-978-2250 

 ・三島信用金庫 函南支店 支店長 石川也寸志 

  住所：静岡県田方郡函南町大土肥 112-1   TEL：055-978-1434 

 ・三島函南農業協同組合 函南支店 支店長 原 博昭  

  住所：静岡県田方郡函南町大土肥 50     TEL：055-978-2580 

 ・日本政策金融公庫 沼津支店 支店長 山田明彦 

  住所：静岡県沼津市市場町 5-7       TEL：055-931-5282 

・静岡県信用保証協会 沼津支店 支店長 山本典幸 

 住所：静岡県沼津市米山町 6-5       TEL：055-926-0100 

・静岡県よろず支援拠点 コーディネーター 塚本晃弘 

  住所：静岡県静岡市葵区黒金町 20-8     TEL：054-253-5117 

 ・静岡県産業振興財団 理事長 櫻井 透 

  住所：静岡県静岡市葵区追手町 44-1     TEL：054-254-4512 

 ・静岡県事業引き継ぎ支援センター 統括責任者 清水至亮 

  住所：静岡県静岡市葵区黒金町 20-8     TEL：054-275-1881 

 ・静岡県中小企業団体中央会 専務理事 木村通利 

  静岡県静岡市葵区追手町 44-1        TEL：054-254-1511 

・静岡県東部農林事務所 所長 白井 満 

 住所：静岡県沼津市高島本町 1-3      TEL：055-920-2161 

 

※役割については次ページの連携体制図等に記載。 
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①町の指針・計画について連絡調整 

②経営計画策定に係る側面的支援 

③国・県の事業方針や最新の施策情報の共有 

④収集した情報の確認および現状分析結果に基づく課題の把握。地域の状況、その他小

規模事業者に係る情報交換 

⑤六次産業化、農商工連携に係る情報の共有 

⑥収集、分析した情報の周知、創業や第二創業（経営革新）等に関する情報提供 

 

 

函 南 町 商 工 会

函 南 町 その他支援機関 

地域連携機関
・三島信用金庫
・JA三島函南 
・日本政策金融公庫
・信用保証協会

静岡県連 

・JA三島函南
・東部農林 小規模事業者、創業予定者等 

① ②

③ ④

⑤ ⑥


