
 

 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 伊東商工会議所 

実施期間 平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日 

目標 

伊東商工会議所は… 

 

１．地域ぐるみで、小規模事業者を支援する中核的な役割を担います！ 

２．広範な連携と専門的な知見によって小規模事業者の様々な経営ニーズに

応える体制づくり、コーディネーター役を担います！ 

３．地域資源の活用、地場産業のアピールにより交流人口増をめざします！

４．需要開拓、販路拡大、街づくり、にぎわいづくりに貢献します！ 

事業内容 

１．地域経済動向の調査・分析・情報提供により、小規模事業者の経営方針、

販売戦略等の企画、立案を支援します。 

２．経営分析・需要動向を調査、情報収集、整理、分析することにより、小

規模事業者の経営改善、発達へと導く態勢をつくります。 

３．小規模事業者が経営目標を達成するために、専門家や支援機関と連携し

て、事業計画の策定、実施を伴走型で支援します。 

４．創業・第二創業・経営革新支援は、地域産業に新しい人と風をおくるた

めの大切な施策との視点に立って、創業、経営革新を応援します。 

５．小規模事業者販路開拓をビジネスマッチング、イベント、各種メディア

など様々な機会、ツールを通じて支援します。 

６．伊東の地域経済活性化に向けて、「伊東らしさ」「躍動感」などをキーワ

ードに、地域資源の掘り下げ、農商工連携による新チャネルづくりなど

バラエティに富んだメニューにより、伊東の魅力を高めるよう地域一丸

となって、戦略・戦術づくり、企画、実行、検証、改善に取り組みます。

連絡先 

〒414－0028    静岡県伊東市銀座元町６番１１号  

伊東商工会議所 中小企業相談所 

相談所長 佐藤和也 

           電話番号  ０５５７－３７－２５００ 

ＦＡＸ番号 ０５５７－３５－０６３７ 

           メールアドレス info@ito-cci.or.jp 
 

  



 

（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

 

Ⅰ 伊東市の地域資源等の概況 

伊東市は、市域の約４５％が富士箱根伊豆国立公園に指定され、相模湾に臨む海岸

線は４０ｋｍにも及び変化に富む美しい景観を作っている。温暖な気候に加え、湧

出量日本第４位（静岡県１位）という全国有数の温泉地の一つであり、伊東を中核

とする定置網漁は日本第２位の規模を誇り、水揚げされる魚種は１００種類にも及

ぶ。また、ミカンをはじめとする柑橘系果物栽培や、最近では静岡県知事の経営革

新認定を得た温泉を活用した高原レタス栽培なども出現しているものの、これらの

天与の自然と地域資源を十分に活かしきれていないのではないかという反省があ

る。以下に、この地域資源の再検証や今後に向けての課題などを３点（Ⅱ‐１．２．

３）にまとめて整理する。 

 

Ⅱ 伊東市の主要業種の変遷と課題など 

１．“ものづくりに関わる業種”は少なく、わずかながら食品製造業が見られる。そ 

の中にあって、ひものを中心とする水産加工業は、観光地伊東の一翼を担う地場

産業として活動している。また、平成２３年３月に当所が中心となって設立した

「伊東お菓子ぃ共和国」は、伊東市の菓子関連業者が人口１，０００人当たり１．

８９と多く、京都市や金沢市など全国的な知名度を誇る他市を上回っていたこと

に着目して、観光地としての新たな魅力づけ、付加価値を高めるねらいで取り組

みを始めたものである。この二つの業種は、観光地としての伊東をさらに魅力づ

ける可能性を有し、新製品や新市場開拓の余地が十分にあると考えられることか

ら、今後はこれらの業種に携わる小規模事業者の経営発達支援に向けてさらなる

注力をする。 

２．伊東市は、大正から昭和の初期に北里柴三郎博士、東郷平八郎元帥などの別荘が

建築され、その後も多くの文人墨客が訪れ、官公庁・有名企業の寮・保養所も市

内各所に建設された。これらを背景として、リゾート需要が旺盛に見られた時期

や平成のバブル期までの間は、堅調な需要に支えられ、市内建設業者及び旅館・

ホテル・療・保養所・民宿・ペンションなど多様な観光業者、そして、これらと

日々活発な取引のあった市内商業者（生鮮三品、米、酒類など）によって、伊東

は「観光業」「建設業」「商業」の三つに代表される柱の業種が地域経済を牽引し

ていた。しかし、バブル崩壊と規制緩和（大店法廃止、免許業種の見直し等）、景

気後退などにより、各々の業種が縮減の経緯をたどりつつ、今日の厳しい経営環

境を余儀なくされている状況にある。 

この三つの業種は、伊東経済の中核を支える重要な業種であることから、当所は

各業種の特性を検証し、業界としての取組みと個々の小規模事業者の経営発達支

援の方策など、効果的な手法、手段を考究しながら懸命な努力を傾注したい。 

 

 

 

 

 



 

 

３．伊東市の管内事業所は平成３年の６，０１１から直近(平成２１年経済センサス)

では、４，６７１と大きく減少（▲２３．３％）しており、観光交流人口の漸減

と伸び悩みを背景にして、主力の観光産業（宿泊業・施設・飲食業等）、商業、 

建設業の退潮、中心市街地の活力低下、新たなニーズ把握と需要開拓、経営人材

の育成・能力開発など、幾つもの課題があると認識している。こうした状況を受

けて、当所は平成２６年度に中小企業庁の認定を得て、地域内資金循環等新事業

開発検討事業（通称：“伊東産”活力創出事業）マスタープランをまとめること 

によって、地域経済と街のにぎわい向上にむけた取り組みの緒に就いた。 

 

Ⅲ 経営発達支援に向けての目標と取組み 

上記を踏まえて、当所ではこれまでの地域セーフティーネット機関としての取り組

みを検証しつつ、将来に向けて管内小規模事業者の持続的な経営を可能にするため

に地域振興と事業者個々のニーズにあった伴走型の応援体制を構築する中で、当面

する問題への対応策、中長期的な諸課題の解決などに向けて、行政、地域金融機関、

士業団体等の支援も仰ぎ、組織を挙げて取り組んでいくものとする。 

 

１．地域ぐるみでの小規模事業者支援の中核的な役割を担う 

  ※伊東市、伊東観光協会、いとう漁協、あいら伊豆農協、伊東市商店街連盟等とは、

これまでも連携を積み重ねてきたが、平成２６年度に地域全体で６次産業化を進

める企画や中小企業庁の認定事業（前述）を通じて、より緊密な連携が出来つつ

ある、それぞれの専門分野における情報力や知識を共有、相互補完する中で、小

規模事業者経営発達支援という目標のかなめ役として、当所が四半期毎に開催す

る「経済連絡会」等の場において、これまで以上の活発な議論を積み重ねる他に、

新たに実務者のワーキング・グループ等の立ち上げも視野に入れるなどして、小

規模事業者支援の戦略と戦術を構築するための「かなめ石」となって取り組む。

２．広範囲な連携と専門的な知見によって小規模事業者のニーズに応える体制づくり

のコーディネーター役を担う 

  ※地域経済活性化、産業振興を推進するためには、地元の創意と努力はもとより、

「目利き、よそ者、若者」の視点が重要であり、小規模事業者の背中を後押しす

る大きな力となる。そこで、これまで当所が連携してきた専門家（中小企業診断

士、税理士、弁護士など）に加えて若者の視点（慶應義塾大学環境情報学部･･･

商業や街のにぎわい強化のパートナーとして、明星大学人文学部･･･インバウン

ドへの対応として新たな連携）や外部の専門機関（県、市、金融機関、静岡県よ

ろず支援拠点、県技術研究所、中小企業再生支援協議会、事業引き継ぎセンター、

信用保証協会、中小企業基盤整備機構、県産業振興財団、JETRO など）との連携

を強め、小規模事業者が各々のニーズに応じて利用、相談し易くデマケーション

を整理するなどして、これまで以上に当所のコーディネート力を発揮してくもの

とする。このことによって、経営力向上、情報収集と分析、後継者育成、販売促

進、新たなビジネスチャンスの拡大、創業支援、経営革新支援、リスクマネジメ

ントの備えなど広範な支援体制を構築したい。 

 

 

 

 



 

 

３．地域資源の活用、特徴ある産業のアピールによる域内交流人口の増加 

  ※観光地に訪れる人にとって、温泉、自然環境などと共に「食」は大きな魅力であ

るが、伊東は海のまち、地魚のまちであることを再発信したいと地元漁協と話し

合いをして平成２６年度に未利用魚のＰＲ企画を実現した。今後は、これをさら

に進めて「伊豆いとう地魚王国」を設立し、県・市と連携して「内陸フロンティ

ア事業…平成２６年～平成２８年の３か年で防災拠点整備、漁協施設を核とする

にぎわいゾーン創出など」をテコに地域資源活用推進を図る。また、「伊東お菓

子ぃ共和国」（前述）の取り組みをさらに進め、観光との連携、余剰農産物（イ

チジク）の利用研究などを通じた新たな食の楽しみ、魅力向上を図る。この二つ

は伊東版「農商工連携」の取り組みとも言えるものだが、これと併行して地域の

特徴ある産品を「伊東ブランド」として構築し、内外にアピールすることにより、

伊東の市場規模拡大及び域内交流人口の増加を図り、小規模事業者の支援につな

げていくことを目標とする。 

４．需要開拓、販路拡大、街のにぎわいづくり 

※小規模事業者は家族経営、限られたスタッフで業務に追われる日々を過している

ため新たな営業チャネルの開拓が弱みであり、大きな課題のひとつとなってい 

る。そこで、行政や商工会議所、金融機関、農漁協などが小規模事業者と連携し

て市内外の新たな市場開拓の可能性を探り当てる人材などを組織し、活動できる

体制を構築したい。また、中小企業庁の認定事業（前述）の具現化をめざす中で、

街のにぎわいが小規模事業者の経営の基礎力（販売力、集客力など）向上につな

がることを目標に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

１．経営発達支援事業の内容 
 

Ⅰ．地域の経済動向調査【指針③】 

  地区内の各種経済動向を調査・分析することにより、市内経済の状況を把握し、小

規模事業者の経営上の問題点や課題を分析して、今後の経営相談や当所の事業に活用

することにより、小規模事業者の経営方針、販売戦略、販路開拓、商品開発等の参考

に資する。 

 

 （事業内容） 

(1) 伊東経済連絡会の開催 

四半期ごと（年４回）に開催し、観光客の入込状況や市内施設の入場客数、農

水産物の動きなど、総合的な地域経済動向を調査、分析する。調査結果は、市

内事業所に情報提供すると共に当所経営指導員が経営相談の際にバックデータ

として活用するものとする。（既存事業の改善） 

(2) 観光情報連絡会への参画 

毎月１回開催。行政・市内商工団体・観光施設の担当者が集まり施設の利用客

数などの数字を報告、分析する。調査結果は、市内事業所への情報提供や当所

経営指導員が経営相談の際にバックデータとして活用するものとする。（既存事

業の改善） 

(3) 伊東経済指標の発行 

年２回発行。市内の人口動態、信用保証状況、交通機関利用者数、野菜・果実

入荷状況、魚介類水揚髙、電灯・電力消費量、ガス・水道使用量、観光施設入

館者数などの統計資料を作成。市内事業所への情報提供や当所経営指導員が経

営相談の際にバックデータとして活用するものとする。（既存事業の改善） 

 (4) 景況調査の実施 

    伊東市商店街連盟加盟の店舗 （衣料品１０店舗、食料品店１０店舗、日用雑貨

店１０店舗、観光名産店１０店舗、飲食店１０店舗）計５０店舗の売上高・客

数・採算（利益）・経営上の問題点を調査、分析する。調査結果は、市内事業所

への情報提供や当所経営指導員が経営相談の際にバックデータとして活用する

ものとする。（既存事業の改善） 

 (5) 商店街通行量調査の実施 

毎年１回実施。その結果を分析し商店街等への情報提供を通じて、商店街の事

業計画や街のにぎわいづくりの基礎資料等として活用する。（既存事業の改善）

 (6) 産学連携による「フィールドツアー調査」の実施。 

隔年１回実施。地区内の消費者や観光客の生の声を聴くことによって、より深

堀りされたニーズを汲み出し、学術的な分析と提案など、これまでの調査にな

い斬新な切り口を示して、小規模事業者等の意識啓発と経営発達に努める。（既

存事業の改善） 

（連携先：慶應義塾大学環境情報学部） 

 

 



 

 

（目標） 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

伊東経済連絡会（開催回数） 

        出席者数 

 （4）

25

（4）

25

（4）

25

（4） 

25 

（4） 

25 

（4）

25

伊東観光情報連絡会 開催

回数 

12 12 12 12 12 12

伊東経済指標 発行回数 2 2 2 2 2 2

景況調査 調査回数 4 4 4 4 4 4

商店街通行量調査 調査回

数 

1 1 1 1 1 1

フィールドツアー調査 調

査回数 

1 1  1 

 

 

Ⅱ．経営分析・需要動向調査【指針①、③】 

小規模事業者の強みや弱みを明確に捉え、持続的発展を促すため、経営指導員によ

る巡回・窓口相談、各種セミナー、個別相談会の開催等を通じて、経営分析や需要動

向を必要とする小規模事業者を把握すると共に、適時適切な方策を講ずるものとする。

この分野に関する課題の摘出、情報収集、管理分析等に当っては、経営指導員がコ

ーディネーター役となり、商工会議所ネットワーク、行政、大学、市内金融機関、日

本政策金融公庫などのスタッフとも連携し、経営課題改善と需要開拓につなげるため、

専門家（中小企業診断士・税理士・企業ＯＢ等）の助言、指導も得ながら丁寧に支援

する。 

 

 （事業内容） 

(1) 経営指導員（補助員）による日常の巡回及び特定地区の巡回を計画的に進めると

共に、講習会（セミナー）や個別相談会をの開催する中で、日常的に分析の対象

となる小規模事業者をピックアップし、経営状況等の把握に努めると共に必要に

応じ経営分析を行う。さらに、中小企業診断士、専門的知識を有する支援機関、

経営革新等認定支援機関とも連携し、小規模事業者のニーズに応じて、より高度

な財務分析・経営分析による支援にも対応できるよう努める。【指針①】（既存事

業の改善） 

(2) 日本政策金融公庫職員と当所職員とで小規模事業者経営改善資金(マル経融資) 

利用者の事後指導を中心とした巡回を行うと共に、必要応じてキャッシュフロー

を中心とする経営アドバイス等を行う。【指針①】（既存事業の改善） 

 (3) 小規模事業者から需要動向に関する相談があった場合は、商工会議所間のネット

ワーク等を活用して必要な情報提供を行う。さらに、最新のトレンドを把握する

ために、慶應義塾大学環境情報学部との産学連携の体制を強化し、若者の視点や

学術的な見地に立った情報データ等を提供すると共に、整理、分析など多面的な

支援の実現に努める。加えて、伊東市が新規事業として計画しているアンテナシ

ョップ（伊東の地場産品ニーズ調査等を目的に東京都中央区勝どきに開設予定）

を活用することにより、大都市の市場における小規模事業者の商品、役務の提供

のあり方、需要動向を探り、そこから得た情報の整理、分析などを当所の関係機

関と共に支援する態勢をつくる。【指針③】(新規事業) 

 



 

 

 (4) 以上を基に経営課題を摘出、分析すると共に、財務、マーケティング、販路開拓

等、小規模事業者の個々のステージに応じた最適な経営改善等について支援し、

これらについて、広報誌、ホームページ等を通じて、支援メニューの利活用を呼

びかける。 

 

  （目標） 

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 1,100 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

講習会（セミナー）（開催回数） 

          参加者数 

（8）

480

（10）

600

（10）

600

（10） 

600 

（10） 

600 

（10）

600

経営分析件数 40 50 50 50 50 50

商品、役務の提供に係る相談支

援件数 
10 30 30 30 30 30

情報提供件数(商品力、サービス力の
向上に資する情報の配布) 

施実未 100 100 100 100 100

 

Ⅲ．事業計画の策定・実施支援【指針②】 

  事業者が経営目標を達成するため、上記（１）．の経済動向、上記（２）．経営分析

等の結果を踏まえ、各事業所の状況に見合った最適な経営計画策定支援を行う。 

必要に応じて経営指導員がコーディネーター役となり、中小企業診断士・税理士等

の専門家や市内金融機関、静岡産業振興財団などと連携し伴走型の指導・助言を行い、

小規模事業者の事業の持続的発展を図る。 

 

 （事業内容） 

(1) 経営指導員が行う窓口相談、巡回相談指導において、事業計画策定を目指す小 

  規模事業者掘り起しを行う。 

(2) 経営計画策定や販路開拓等に関するセミナー及び個別相談の開催により、経営計

画策定を目指す小規模事業者の掘り起しを行う。 

(3) 事業計画策定を目指す小規模事業者の他、金融相談、持続化補助金等の申請時に

事業計画の策定支援を行う。具体的な金融支援策として、日本政策金融公庫の「小

規模事業者経営発達支援融資制度」を活用する。また、その後のフォローアップ

を行う。【指針②】（新規事業） 

 (4) 事業計画策定後に、国、県、市の行う支援策等の広報、周知を図り、フォローア

ップを実施する。【指針②】（新規事業） 

 (5) 事業計画策定後に、必要に応じて６か月に１度巡回訪問し、進捗状況の確認を行

うとともに、必要な指導・助言を行う。【指針②】（新規事業） 

 

（目標） 

   支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

セミナー・説明会（開催回数） 

事業計画策定事業者数 

未実施 （1）

50

（2）

60

（2） 

60 

（2） 

60 

（2）

60

周知によるフォローアップ

件数 

未実施 30 40 40 40 40

  

 



 

 

Ⅳ．創業・第二創業・経営革新支援【指針②】 

  地方都市では、中心市街地商店街における事業所減少が続き、それが街のにぎわい

を削ぎ、地方経済に低迷感を漂わせる原因のひとつになっている。地域に新しい事業

者を出現させることは、将来への布石であると共に、喫緊の課題でもある。このため

当所では、行政、専門家（中小企業診断士、税理士ほか）、市内金融機関と連携して、

創業しやすい環境づくりと支援体制を整備して、伴走型創業支援を実施する。当所に

創業窓口を設置（経営指導員対応）し、専門機関や金融機関との連携の充実を図る。

加えて、伊東創業塾を開設し、創業に係る基礎的な知識習得から創業の実現に至るま

のでの総合的支援を実施する。また、創業後も創業者の営業実態を把握できるよう伴

走型の支援に努める。 

 

 （事業内容） 

 (1) 伊東創業塾（集団研修１講座、個別研修５講座、 全６回講座）では、創業希望

者の知識向上を図り、創業計画の策定支援を行う。【指針②】（新規事業） 

 (2) 創業後は、先輩経営者との意見交換会、個別フォローアップ、経理税務相談等

を通じて伴走型の支援を行う。【指針②】（新規事業） 

 (3) 経営革新に関する相談会を開催して経営革新計画の策定を支援し、経営革新認

定へと着実に導く。経営革新の掘り起しと顕在化に向けては、新規事業展開を図

ろうとする事業者へ積極的なアプローチを行う。【指針②】（既存事業の改善） 

 

  （目標） 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

伊東創業塾（開催回数） 

      受講者数 

未実施

 

（1）

10

（1）

10

（1） 

10 

（1） 

10 

（1）

10

創業相談件数 10 20 25 30 30 30

創業支援者数（実創業件数） 未実施 5 6 7 8 9

経営革新支援者数 3 7 8 9 10 11

 

Ⅴ．小規模事業者販路開拓支援【指針④】 

  地域における資金循環の活性を高めること等を目的にして、小規模事業者の販路開

拓支援をするため、連携する地域金融機関等が主催するビジネスマッチング、商談会、

市内で開かれる各種イベント等への出展やマスメディアを活用したパブリシティ等

により積極的な広報により、商品・サービス等の認知度向上、販路拡大を図る。 

 

 （事業内容） 

 (1) 静岡県内あるいは県外で開催されるビジネスマッチング、商談会、イベント等

の情報提供を行うと共に、出店希望者向けに自社商品のより効果的な売り込み方

法、資料作成、陳列等のセミナー等を実施して、商談の成立を高める支援を行う。

【指針④】（既存事業の改善） 

 (2) 静岡県の経営革新認定を受けている小規模事業者の優れた「技術」「商品」「サ

ービス」等の取り組み等をピックアップした商工会議所ホームページへの掲出、

プレスリリース、新聞・雑誌・ＳＮＳ等のメディアやツールを活用して効果的な

支援を図ることにより認知度向上と販路拡大を図る。【指針④】（既存事業の改善）

 



 

 

 (3) 窓口相談、巡回指導において、販路開拓、農商工連携による新たな商品開発等

を希望する小規模事業者に対して、経営指導員、専門家を活用した伴走支援を行

う。【指針④】（新規事業） 

 

 （目標） 

   項目 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

展示会、商談会、イベント等 

の情報提供および斡旋件数 

10 20 20 20 20 20

プレスリリース掲載企業支

援件数 

未実施 15 15 15 15 15

販路開拓、商品開発等の個別

支援件数 

未実施 10 10 10 10 10

 

 

２．地域経済の活性化に資する取り組み 

 

１．地域経済活性化事業 

  当所が平成２６年度に行った中小企業庁認定の地域内資金循環等新事業開発検討

事業“伊東産”活力創出事業を踏み台にして、「伊東らしさ」「楽しさ」「Live 感」等

をキーワードにバラエティに富んだ事業を企画し、地域資源や街歩きの魅力を高める

こと等によって地域経済活性化を図る。 

 

（1）地域資源や特色ある地元商品等を活用して「伊東プライド（ブランド化事業）」を

構築する。具体的には、行政（県、市）、専門家（経営コンサルタント等）、消費者

代表（老・壮・青、男女等）、漁協、農協、観光協会、伊東市商店街連盟などで構

成するブランド事業委員会を立ち上げ、地域ブランドを通して今後の地域経済活性

化の方向性を検討する。（新規事業） 

(2) 農水商工連携（地域全体で６次産業化）・・・地産の新鮮な魚介類を活用して地元

漁協と連携した「伊豆・いとう地魚王国」の推進および地元農協との連携による

余剰生産物（イチジク等）の有効活用を静岡県の研究機関等の指導・支援を得な

がら考究する。（新規事業） 

 (3) 中心市街地と海辺の賑わい創出事業・・・行政および関係団体等と連携して、街

中の商店街実験店舗から海辺（魚市場）へといざなう「街歩きと地域資源の魅力

を味わう」計画の具現化に取り組む。（新規事業） 

 (4) 人材育成事業・・・「伊東経営塾」や観光地としてホスピタリティの髙い人材を

育てる「伊東温泉おもてな師マイスター」をさらに推進する。（既存事業の改善）

 (5) 個店活力支援（信号作戦）・・・①全国的に定評のある（いわゆるカリスマ中小

企業診断士との連携を継続、発展させ、意欲のある“自力本願”をモットーとす

る小規模事業者の支援を行う＝青信号を輝く青へ②他方、種々の経営上の悩みや

壁に直面している小規模事業者に対しては、ＳＷＯＴ分析等の効果的な手法を用

いて現状分析を行い、必要に応じて専門家の支援を得て経営改善へと導く取組み

をする＝赤から黄色へ、黄から青信号へ（既存事業の改善） 

 

 



 

  (目標) 

  項目 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

ブランド事業委員会開催回

数 

未実施 6 6 6 6 6

農水産物の活用数 1 2 2 2 2 2

賑わい創出検討委員会開催

回数 

6 8 8 8 8 8

伊東経営塾 （開催回数） 

       受講者数 

（5）

380

（5）

400

（5）

400

（5） 

400 

（5） 

400 

（5）

400

個店活力支援①支援者数 4 4 4 4 4 4

  〃   ②相談者数 5 5 5 5 5 5

 

 

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 
 

Ⅰ．他の支援機関等との連携を通じた支援力の向上に関すること 

小規模事業者の経営発達支援事業を効果的に推進する力を涵養するため、各関係先

と連携及び情報交換を図る。特に「創業支援等に係る業務連携・協力について覚書

等」を締結している地域金融機関や管内事業所個々の情報に精通している金融機関

とは、これまで以上に連携を強化するため適時適切に情報交換会を開催し、支援力

向上に努める。また、当地域の大きなマーケットである首都圏や将来の重要な顧客

となる若者の志向、需要動向を研究・分析している慶應義塾大学環境情報学部（小

川ゼミ）とは、経営をとりまく環境情報や需要開拓の面から、これまでの連携をさ

らに一歩進めた協力関係構築の可能性を積極的に働きかける。加えて、小規模事業

者の持続的な発展のための重要施策である事業継承については、専門家（弁護士、

税理士、中小企業診断士など）と連携し適時適切なアドバイスや情報提供をすると

共に、静岡県事業引き継ぎ支援センターを活用して事業継承支援への取り組みを強

化していく。（新規事業） 

その他に下記の機関と情報交換等を行う。 

①静岡県および伊東市（小規模事業者向け施策） 

②日本政策金融公庫（金融支援を中心とする関連施策） 

③静岡県産業振興財団（各種補助金制度） 

④静岡県沼津工業技術支援センターおよび同水産技術研究所（農水産物の利活用、

技術改善等に関する支援ノウハウ） 

⑤静岡県事業引き継ぎ支援センター（事業継承） 

⑥ＪＥＴＲＯ・ジェトロ静岡（海外展開支援） 
 

Ⅱ．経営指導員等の資質向上等に関すること 

① 静岡県商工会議所連合会が主催する経営指導員研修会（一般研修・専門研修）お

よび補助員等研修会に参加し、資質向上と各種支援ノウハウの取得に努めると共

に、参加者同士の情報交換による人脈のネットワークを促進する。（既存事業の改

善） 

② 日本商工会議所や連携する支援機関が行う中小企業支援施策に関する研修会等に
経営指導員・補助員がそれぞれ年１回以上参加することで、創業、経営革新、マ

ーケティング、販路拡大等、経営改善普及事業などの経営発達支援に係る能力向

上を図る。（既存事業の改善） 



 

 

③ 経営指導員等が習得した支援のノウハウは「職員研修会」開催し、所内でのノウ
ハウや情報共有に努める。（既存事業の改善） 

④ 豊富な経験と知識を有する当所顧問中小企業診断士による座学（経営支援全般に
わたる実学等）および可能な場合は経営相談の現場に帯同していただき高度なス

キルや知識を学び、必要に応じてコーチングを受ける等して、経営指導員等の「個

の力」・「マンパワー向上」を図る。（既存事業の改善） 

⑤ 上記の経営指導員等の能力を把握するため日本商工会議所のＷｅｂ研修への参加

を継続的に実施する。また、各人の意欲測定や資質向上並びに外部評価を確立す

ること等を目的に公的資格や各種技能検定取得を促す。（職員に対する資格取得

手当制度制定済み）（既存事業の改善） 
 

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、以下の方法により評 

価・検証を行う。 

①当所の顧問中小企業診断士、事務局長、中小企業相談所長及び外部有識者（地元金

融機関、行政の中小企業支援担当者）などにも要請し、ＰＤＣＡサイクルの手法を

応用して事業の実施状況、実績に対する評価などを行う。（新規事業） 

②当所の正副会頭会議に報告し、上記①の状況を踏まえて事業の評価を行い、必要に

応じた見直しの方針を決定する。また、この評価、方針は常議員・監事に毎年度報

告するものとする。（新規事業） 

③事業の成果・評価・見直しの結果をホームページ（http://www.ito-cci.or.jp）で

計画期間中公表する。（新規事業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（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２７年１月現在）

（１） 組織体制 

当所中小企業相談所を経営発達支援推進室と位置づけ、その中に経営発達支援事

業推進リーダーを置き、中小企業相談所全職員をスタッフとして事業推進にあた

る。 

 

専務理事 

  ↓ 

中小企業相談所長（事業推進リーダー） 

  ↓  

事業推進スタッフ            総務課 一般２名 契約２名 

経営指導員４名、経営指導補助員２名  

 

   

専務理事１名 

相談所長・総務課長 １名 

経営指導員４名 

補助員２名 

一般職員２名 

契約職員２名  

計  １２名 

 

 
 

（２） 連絡先 

名 称   伊東商工会議所 中小企業相談所 

住 所   〒414-0028 静岡県伊東市銀座元町６番１１号 

電話番号  ０５５７－３７－２５００ 

ＦＡＸ番号 ０５５７－３５－０６３７ 

E-mail   info@ito-cci.or.jp 

HP ｱﾄﾞﾚｽ  http://www.ito-cci.or.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） 

 平成２７年度 

(27 年 4 月以

降) 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

必要な資金の額 ３２，３８１ ３３，３８１ ３４，０８５ ３４，０８５ ３４，０８５

 

 

（小規模事業費） 

 

 

･講習会開催費 

･金融指導費 

･施策普及費 

･経営安定事業費 

･経営改善支援事業費 

･情報化推進費 

･創業支援事業費 

･個店活力推進事業費 

･賑わい創出事業費 

･人材能力開発事業費 

･建築関連産業振興事

業費 

･農水商工業連携事業

費（６次産業化） 

･経営革新推進事業費 

 

 

（２３，２５３） 

 

 

５７５ 

５３８ 

２９５ 

６９０ 

１，２３５ 

４７３ 

５７０ 

２，１００ 

１，２００ 

２，２７７ 

１１，８００ 

 

１，４００ 

 

１００ 

 

   

（２４，２５３）

５７５

５３８

２９５

６９０

１，２３５

４７３

５７０

２，１００

２，２００

２，２７７

１１，８００

１，４００

１００

 

（２４，７７５）

５９０

５５０

３００

７０５

１，２６０

４８２

５８２

２，１５０

２，２４４

２，３３０

１２，０５０

１，４３０

１０２

 

 

（２４，７７５） 

 

 

５９０ 

５５０ 

３００ 

７０５ 

１，２６０ 

４８２ 

５８２ 

２，１５０ 

２，２４４ 

２，３３０ 

１２，０５０ 

 

１，４３０ 

 

１０２ 

 

 

（２４，７７５）

５９０

５５０

３００

７０５

１，２６０

４８２

５８２

２，１５０

２，２４４

２，３３０

１２，０５０

１，４３０

１０２

 

 

 

 

（一般事業費） 

 

 

･地域産業振興費 

･地域交流事業費 

 

 

 

（９，１２８） 

 

 

６，５１６ 

２，６１２ 

 

（９，１２８）

６，５１６

２，６１２

（９，３１０）

６，６４６

２，６６４

 

（９，３１０） 

 

 

６，６４６ 

２，６６４ 

 

（９，３１０）

６，６４６

２，６６４

（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、事業収入、国補助金、静岡県補助金、伊東市補助金、事業受託費 

 

 

 

（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 
（１）地域の経済動向調査 

   地区内の各種経済動向を調査・分析する連携  

連携者（②、⑩、⑪、⑫、⑬）・・・（連携者○については、下記に記載のとおり） 

（２）経営分析、需要動向 

   小規模事業者の強みや弱みを捉え、適切な方策を示す連携 

   連携者（③、④、⑤、⑦、⑧、⑨、⑪、⑫、⑬） 

（３）事業計画の策定、実施支援 

   小規模事業者が経営目標を達成するための連携 

   連携者（①、②、⑤、⑧、⑨） 

（４）創業、第二創業（経営革新）支援 

   地域に新しい事業者を出現させる連携 

   連携者（①、②、⑤、⑥、⑧、⑨） 

（５）小規模事業者販路開拓支援 

   小規模事業者の新たなる販路を開拓する連携（ビジネスマッチング商談会） 

   連携者（③、④、⑦、⑧、⑨、⑪、⑫、⑬） 

（６）小規模事業者に対する補助金、支援制度の活用に関する連携 

   連携者（①、②）  

連携者及びその役割 

①静岡県商業局経営支援課 住所：静岡市葵区追手町 9-6 ℡：054-221-2806） 

②伊東市観光経済部産業課 住所：伊東市大原 2-1-1 ℡：0557-36-0111） 

③静岡県沼津工業技術支援センター 住所：沼津市大岡 3981-1 ℡：055-925-1100） 

④静岡県水産技術研究所伊豆分場 住所：下田市白浜 251-1 ℡：0558-22-0835） 

⑤(公財)静岡県産業振興財団 

（代表者：櫻井 透理事長 住所：静岡市葵区追手町 44-1 ℡054-273-4434） 

⑥静岡県事業引継ぎ支援センター 

（代表者：清水至亮統括責任者 住所：静岡市葵区黒金町 20-8 ℡054-275-1881） 

⑦ジェトロ静岡 

（代表者：石毛博行理事長 住所：静岡県清水区日の出町９－２５清水マリンビル５Ｆ

℡054-352-8643） 

⑧㈱日本政策金融公庫沼津支店 

（代表者：山田明彦支店長 住所：沼津市市場町 5-7 ℡：055-931-5282） 

⑨三島信用金庫 

（代表者：稲田精治理事長 住所：駿東郡長泉町下土狩 96-3 ℡：055-973-5555） 

        伊東営業部住所：伊東市東松原町 11-1 ℡：0557-37-4137) 

⑩(一社)伊東観光協会 

（代表者：副会長 稲葉良司 住所：伊東市中央町 13-28 ℡：0557-37-6108） 

⑪あいら伊豆農業協同組合 

（代表者：土屋尋良代表理事組合長 住所：伊東市宇佐美 1808-1 ℡：0557-48-9300） 

⑫いとう漁業協同組合 

（代表者：高田充朗代表理事組合長 住所：伊東市新井 1-1-18 ℡：0557-37-3181） 

⑬慶應義塾大学ＳＦＣ研究所 

（代表者：小川克彦所長 住所：神奈川県藤沢市遠藤 5322 ℡：0466－49－3441） 

 

尚、役割については連携体制図に記載する。 

 

 



 

連携体制図等 

 

 

 

 

        

 
 

 

 

 

 

・静岡県（小規模事業者向けの各種補助金・支援制度、専門家派遣制度活用） 

・伊東市（小規模事業者向けの各種補助金・支援制度） 

・三島信用金庫（創業支援、経営計画策定、資金調達、ビジネスマッチング） 

・㈱日本政策金融公庫（金融支援を中心とする関連施策） 

・(公財)静岡県産業振興財団（各種補助金制度、創業支援、専門家派遣） 

・静岡県事業引継ぎ支援センター（事業継承、創業支援） 

・静岡県沼津工業技術支援センター、静岡県水産技術研究所伊豆分場 

（農水産物の利活用、技術改善等に関する支援ノウハウ、販路開拓） 

・ジェトロ静岡（海外展開支援、販路開拓） 

・あいら伊豆農業協同組合、いとう漁業協同組合（調査・分析、地域資源活用、

農水商工連携） 

・(一社)伊東観光協会（調査・分析、観光資源活用） 

・慶應義塾大学ＳＦＣ研究所（調査・分析、販路開拓） 

経営計画策定による新事業の実現及び経営改善 
地元成長企業、地域経済の活性化及び好循環の創出 

伊東商工会議所  
 

新たな事業展開や個々が抱えている様々な経営課題に対しての経営計画の

策定や事業の実現、フォローアップまでトータルに伴走支援 
 

☆ 経営指導員等による巡回・窓口支援 
☆ 専門家等による相談・支援 
☆ 各種セミナー等の開催 
☆ 金融機関等相談員による支援 

小規模事業者など 

相 

談 

支 

援


