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経営発達支援計画の概要 
実施者名 

（法人番号） 藤枝商工会議所（法人番号 9080005005879） 

実施期間 平成３０年４月１日～平成３３年３月３１日 

目標 

１．小規模事業者の商品・サービスの販路開拓支援（拡充継続） 
２．小規模事業者のＩＣＴ導入支援（拡充継続） 
３．創業・起業者への育成支援（継続） 
４．サッカーを核とした経済効果の高いシニアサッカー大会の実施（継続） 
５．小規模事業者のビジネスモデル、事業計画策定支援（拡充継続） 
６．事業承継を促進するための後継者育成支援（新規） 

事業内容 

１．地域の経済動向に関すること 
（１）藤枝市管内景況調査（継続） 
（２）藤枝市中心市街地等の調査（継続） 
（３）藤枝エコノミックガーデニング推進戦略協議会（新規） 
 
２．経営状況の分析に関すること 
（１）SWOT分析による事業計画、経営改善計画の策定（継続） 
（２）ローカルベンチマークの活用（新規） 
（３）業種別審査事典の活用（拡充継続） 
（４）マケプラ（商圏分析）の活用（拡充継続） 
 
３．事業計画策定支援に関すること 
（１）事業計画策定事業者の掘り起しの為の巡回・セミナーの開催（拡充継続） 
（２）藤枝 ICTコンソーシアムと連携した ICT導入計画策定（新規） 
（３）小規模事業者持続化補助金等事業計画策定のセミナー開催（継続） 
（４）経営革新、BCP、健康経営、6次産業化等セミナーの開催（拡充継続） 
（５）創業計画書策定（拡充継続） 
（６）事業承継策定（拡充継続） 
 
４．事業計画策定後の実施支援に関すること 
（１）事業計画策定後のフォロー（データベースでの共有）（継続） 
（２）専門家を活用したフォロー（拡充継続） 
 
５．需要動向調査に関すること 
（１）商圏調査（拡充継続） 
（２）消費者ニーズを探るモニター調査（拡充継続） 
（３）ふじえだ産業祭におけるヒアリング調査（新規） 
 
６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 
（１）静岡商工会議所主催合同個別商談会（継続） 
（２）ふじえだ産業祭・フードスマイルフェスティバルの出店等支援(拡充継続) 
（３）中部地域信用金庫主催ビジネスマッチング商談会へ参加（拡充継続） 
（４）HP・ソーシャルメディア等の ICT活用支援（拡充継続） 
 
７．地域経済の活性化に資する取組 
（１）藤枝シニア草サッカー大会の開催（拡充継続） 
（２）JAと連携したおさんぽマルシェの開催（拡充継続） 

連絡先 

藤枝商工会議所 経営支援課 
〒426-0025 静岡県藤枝市藤枝 4-7-16 
電話番号：054-641-2000 ＦＡＸ：054-643-2000 
メールアドレス：fcci@fujieda.or.jp 
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（別表１）経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

〔藤枝市の現状〕 

藤枝市は、静岡市から西へ約 20キロメートル、静岡県のほぼ中央に位置している。 

市域は、北は南アルプスを望む赤石山系の森林地帯から、南は江戸時代「越すに越されぬ」と

言われた大井川の一部まで、東西 16 キロメートル、南北 22 キロメートルに広がり、面積は約

194 平方キロメートル。豊かな自然に恵まれた、歴史と文化の香りあふれるまちである。 

昭和 29 年 3 月に市制を施行し、平成 21 年 1 月 1 日に、隣接する岡部町と合併。人口 14 万 7

千人余の静岡県の中核都市として発展している。現在、選ばれるまちを目指し、さまざまな取り

組みを行っている。 

 江戸時代には、東海道五十三次の 21・22 番目の宿場町「岡部宿」「藤枝宿」として本陣や多

くの旅籠が設けられ、東海道の交通の要衝であったことから、政治・経済の拠点、教育の中心で

もあった。 

現在は、JR 東海道本線、新幹線、国道 1号バイパス、東名高速道路に加え、平成 24年に開通

した新東名高速道路といった日本の大動脈が、まちを東西に走っている。さらに、隣接する地域

にある、富士山静岡空港へのアクセスも充実し、交通の要衝として発展している。東海道本線藤

枝駅の乗降客数は、静岡―浜松間の各駅の中では最も多い。 

観光では、山、川などの自然に加え、当市中心部にある蓮華寺池公園（周囲約 1.5km）は年間

100 万人以上が訪れる観光スポットとなっている。公園や隣接する駐車場整備も進められ、スタ

ーバックスコーヒーや東屋（商店等が出店できる）も平成 29年 5月当所と JAが連携し、「おさ

んぽマルシェ」を開催し、農産物や商品（小規模事業者）を販売するなど観光に加え、益々賑わ

うゾーンとして注目されている。 

さらに、当市は、大旅籠柏屋や田中城下屋敷などの史跡、藤枝大祭りや朝比奈大龍勢などの伝

統的行事などを受け継ぐとともに、志太地域の茶の集散地として培われた茶文化とそこから発展

した食文化がある。当市の代名詞となっているサッカーも、大正時代から続く伝統として定着す

るなど、豊かな文化を有する文化都市である。 

     JR静岡駅から在来線で約 20分 

 静岡市内から藤枝市まで 

車で約 30分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

志太榛原地域の中核を担う藤枝市 
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〔人口の推移〕 

現在、藤枝市の人口は漸増傾向である。ただし平成 32 年の推計では人口が減少に転じ、また

内訳をみても年少人口は 13.2％、生産年齢人口は 56.2％、老年人口は 30.6％と、ますます少子

高齢化が進行していると推計されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在、人口が伸びているのは社会的要因によるものが大きく、特に来年度 3期目に入る中心市

街地活性化の取り組みによるところが大きい。 

第 1期計画から積極的に行っている民間活力の導入による官民連携の取り組みが、第 2期計画

においても継続して行われており、「藤枝駅南口開発 B 街区複合施設整備事業（バンケット・コ

ンベンション一体型の国際観光ホテルと広域集客力のある高度な商業施設などの整備）」につい

ては、平成 27年 12月に静岡伊勢丹 MIプラザ藤枝、平成 28年 3月にホテルオーレがグランドオ

ープンし、飲食店、オフィス、ホテル・ブライダル施設が順次開業した。平成 28 年 7 月には国

際観光ホテルに登録され、「広域観光・交流拠点」として、回遊や賑わいの促進及び従業者数の

増加に大きく寄与している。今後は、平成 29 年度に改修工事が完了した藤枝駅南口のイベント

広場により、イベント事業などの更なる活性化が見込まれることと、同ホテルとの相乗効果から、

歩行者通行量の増加などの多岐にわたる成果が期待される。 

平成 29 年 10月 11日には、同地区内に中小企業・小規模事業者等地元産業の活性化を図ると

ともに、新たな産業や事業を創出するための産学官連携推進センター（ 以下「センター」とい

う。） が完成した。センターには、地元大学のほか、藤枝市創業支援室、本年度設立された藤枝

ICT コンソーシアム（当所会頭が副会長）事務局が設置されるなど、産学官の連携拠点としての

役割を担っていくこととなっており、中心市街地における一層の賑わいも期待されている。 

第 2期計画の大きな課題の一つである“駅北地区の再生”については、核となる駅前 2地区の

再開発事業の一つである「藤枝駅前一丁目 8 街区第一種市街地再開発事業」が、平成 27 年 11

月に着工し、平成 29年度内の竣工を予定している。 

商店街等空き店舗への出店は改善の兆しが見えるが、大型店の撤退や、人口・来訪者増に伴う

駐車場不足への不満など、買い物の場としての環境整備が課題となっている。 

 

〔事業者にとっての外部環境（機会と脅威）〕 

 中心市街地の取り組みでは、暮らしを支える付加価値を与える都市機能がコンパクトに集積

し、今や「志太榛原地域の生活・交流都心」にステップアップしている。歩行者通行量も増え、

結果として、駅南北商店街およびその周辺の空き店舗に開業を希望する引き合いも増加してい

る。 
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 また、市域の 7割を占め、美しい自然が溢れる中山間地域では活性化施設の整備やふる里暮ら

しの環境が整い、観光交流を増加させるきっかけとなっている。 

 さらに、富士山静岡空港へのアクセス道路開通とアクセスバスの運行、新東名藤枝岡部インタ

ーチェンジや東名大井川焼津藤枝スマートインターチェンジの誕生により、広域交通ネットワー

クも充実し、本市立地特性の強みを活かす環境も整備されつつあり、インバウンドの取り込みも

しやすくなっている。 

 脅威としては、大学進学を機に、若者が首都圏に流れていることが挙げられる。UIJターン就

職促進事業（主に首都圏の若手・学生と市内企業とのマッチング支援）も行っているが、若者の

流出は産業における人手不足に繋がっている。 

 また、新たに企業立地をしたい引き合いがあっても、空いた土地が少ないため、他市へ立地す

ることもある。 

 

〔事業所数推移〕 

事業所数は平成 26年度にわずか増加に転じているが、この理由は第 3 次産業（主にサービス

業）によるところが大きく、製造業は減少している。これに対して、当所会員の業種別事業所数

推移では、平成 21 年度をピークに会員数は減少、内訳として、やはり商業、工業の減少が著し

い。商店街の商店は、経営者の高齢化、後継者がいないなどの理由から廃業が増加している。 

    区分 

 

 

調査年 

事業所数 

対前回 

指数 
増加数 増加率 

（％） 

平成 13 年 6,276 - - 100.0 

18 5,977 △299 △4.8 95.2 

21 6,910 933 15.6 110.1 

24 6,193 △717 △10.4 98.7 

26 6,320 127 2.1 100.7 

※藤枝市統計書（平成 27年度版） 

  

  商業 工業 建設業 
ｻｰﾋﾞｽ・ 

観光業 

交通 

運輸業 

特産業 

お茶 

椎茸 

学校 

出版 

印刷等

業 

金融 

証券 

保険

業 

計 

平成 20 年度 632 428 519 732 147 74 81 55 2,668  

平成 21 年度 631 430 523 739 143 75 82 56 2,679  

平成 22 年度 609 405 498 724 134 72 80 51 2,573  

平成 23 年度 592 398 510 734 141 73 81 49 2,578  

平成 24 年度 575 385 509 741 135 73 79 48 2,545  

平成 25 年度 552 381 503 720 132 74 79 49 2,490  

平成 26 年度 528 373 496 723 130 75 77 46 2,448  

平成 27 年度 515 360 484 726 129 76 74 48 2,412  

平成 28 年度 513 355 487 737 129 74 74 49 2,418  

※藤枝商工会議所部会別会員数の推移 
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〔当市の小規模事業者の現状と課題〕 

平成 26 年度の経済センサスによると、当所管内小規模事業者数は 5,249事業所であり、全事

業者の約 83％が小規模事業者である。まさに小規模事業者の成長や持続化が当市産業の成長を

左右する。 

産業の特長としては、お茶やみかんなど農産物、乾しいたけの集積地（全国一位）、全国にも

名高い地酒（市内に蔵元が 4 つ）がある。また、スイーツ（洋菓子）、朝ラーメン、居酒屋など

の食が地域を盛り上げ、商店街とも連携を図っている。製造業は、医薬品等の化学製品分野や食

料品分野の製造業があり、その他自動車関連の部品メーカーや下請け企業が多い。 

最近の小規模事業者の景況（下記図参照）を見ると、全産業（5業種）が緩やかではあるもの

の、回復基調にあることがわかる。しかし、小売業・卸売業は依然低調であり、課題として消費

者のニーズ多様化に対応できていないことを挙げている。製造業の設備投資はやや低調である。 

 

  回答数 売上 DI 採算 DI 
来期の見通 

DI 

今期の設備 

投資実施 

全業種 141 -21.6% -18.4% -15.4% 21.9% 

建設業 25 -12.0% -4.2% -4.2% 32.0% 

製造業 27 -26.9% -29.6% -22.2% 29.6% 

卸売業 24 -26.1% -34.8% -22.7% 16.6% 

小売業 28 -35.7% -22.2% -25.0% 14.2% 

サービス業 37 -10.8% -5.7% -6.1% 18.9% 

※当所独自の中小企業景況調査（平成 29年 6月～9月）＜藤枝商工会議所にて実施＞ 

 

■当市産業別人口は、第 1次産業人口 3.5％、第 2次 32.1％、第 3次 61.9％であるが、1次、2

次産業は数年減少傾向である。3次産業が高い割合となっている。 

 

産業別人口 

第 1次産業 2,583人（3.5パーセント） 

第 2次産業 23,419人（32.1パーセント） 

第 3次産業 45,096人（61.9パーセント） 

※平成 27年 10月 1日現在 国勢調査 

 

〔第 3 次産業が高い割合を占める産業構造〕 

市内総生産の 51.5％、事業所数の 75.8％、従業者数の 64.5％を第 3次産業が占めている。 
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【総生産】        【事業所数】         【従業者数】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）工業の現状と課題 

当市は、家具製造・茶製造・医薬品等の化学製品分野、食料品分野の製造のほか自動車関連の下請

けなど魅力ある産業が多く存在する。 
上記外部環境で記述した通り、交通の便等インフラ環境整備の強みから、他市から市内に立地した

いというニーズもある。本年度（平成 29年度）、県の内陸フロンティア構想事業として推進している、

内陸フロンティアパーク「藤枝たかた」工業用地の企業選定を行い、進出候補企業が決定した。この

事業は、当地区の最大の強みである交通インフラを活かし、工業・物流系産業を誘導・集積すること

で、本市に産業と人を呼込み、“真に選ばれるまち”の実現を目指す取り組みである。県の内陸フロ

ンティア構想事業として県中部地区では初となる工業用地造成で、計画面積 約 11ha・分譲面積 約

8.4ha 約 3,300 ㎡～約 33,000㎡の全 7区画に 6社が決定。平成 32年秋以降の創業を目指す。 

 
                     
                    【所在地】藤枝市高田 81-1ほか 

 

                    【面積】計画面積 約 11ha・分譲面積 約 8.4ha 

 

【事業主体】藤枝市 
                     
                     

 
 

内陸フロンティアパーク「藤枝たかたイメージ図」 
 
一方、下請けに依存する小規模事業者（製造業者）の廃業による減少傾向は顕著で、製造品出荷額

で比較すると、市内全体では平成 24 年 3,993 億円が平成 26年 4,256億円と増加しているものの、従

業員 10人以下の小規模事業者では平成 24年 114億円が平成 26年 87億円と落ち込んでいる。 

小規模事業者の課題としては、競争の激化、コスト削減要請、人手不足などが挙げられ、取り巻く

環境は厳しい。 

 
（２）商業・サービス業の現状と課題 
 当市商業は、駅周辺商店街等エリア、旧東海道エリア商店街等エリア、郊外型国道沿い水守エリア

などにわかれ、それぞれ魅力ある店舗を創出し、商業地の賑わい向上に努めている。少子高齢化など

の要因により、駅周辺の大型店も相次いで撤退したが、一部は大型家電を中心とした店舗に変わって

おり、大型店との競合となっている。商店街では衣料品等物販が厳しい一方で、居酒屋・美容院など

が増加している。 
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 藤枝市内総生産における卸売・小売業・サービス業の生産額合計は 1,109.4億円（平成 24年度 出

典：第 5次藤枝市総合計画後期計画 商業振興の成果指標）である。これを伸ばすために商店街活動

（まちゼミ・100円商店街）を積極的に推進し、魅力ある個店を増やし、新商品開発や販促強化を図

り、内外に PRしていくことが求められている。 

 平成 29 年度には、まちゼミフォーラムを当市で開催し、県内外からまちゼミを行っている個店が

集結し勉強会なども行っている。 
小規模事業者の課題としては、高齢化、後継者不足、などが挙げられる。 

 
（３）小規模事業者の人手不足と ICT導入 

 上記工業、商業、サービス業等共通の課題として挙げられているのが人手不足である。各社と

も人手不足感が鮮明になってきているため、需要があってもそれを十分取り込めない状況があ

る。今後はこうした人手不足に対応して ICT を活用し、生産性を高めることが必要である。 

 

【ICT 導入に関する調査結果】  

小規模事業者の ICT導入状況と今後の課題を把握するため、平成 29年 2月、会員企業約 3,000

事業所に対して、ICT導入に関する調査を行った。 

（有効回答数：973事業所、有効回答率 32.4％） 

 本結果から小規模事業者の多くが、ICT導入を必要と認識しながら、自社の導入の対応が遅れ

ているとしている。また、支援があれば導入したいとする小規模事業者も多い。当所としては、

小規模事業者の ICT導入実態を踏まえ、小規模事業者の生産性向上に繋がるよう活用の提案を行

うことが必要である。 

 

                                 現在、ICT導入の認識が低い 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 支援があれば ICT を導入したい 

小規模事業者が多い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(N=973) 

(N=973) 
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〔第 1 期藤枝商工会議所経営発達支援事業の取組み〕 

 藤枝商工会議所では第 1期の「経営発達支援計画」により、行政等と連携して主に 5つの事業

の取り組みを行った。 

１．小規模事業者の持続的発展に寄与するために、関係機関のなかで中核的な役割を果たす 

藤枝市管内認定支援機関等連絡会議を主催、行政（県・市）、金融機関、大学等の参加のもと、

当所経営発達支援計画を説明し、連携するための意見交換、情報共有を行った。本会議をもとに、

各支援機関における支援策を共有し、創業セミナー等は共催事業として実施した。 

課題としては、様々な支援メニューがあるものの、利用者からわかりづらいことが挙げられた。 

今後は、支援メニューの一元化とポータルサイト構築を行い、利用者がタイムリーに支援メニ

ューを閲覧できるようにする。 

 

２．マーケットイン型の新商品・新製品を後押し 

「お客さまに選ばれる商品開発プロジェクト」事業として、応募された中から 5 社を選定し（審

査会）、マーケティングの考え方を取り入れて商品開発の取り組みを行った。本事業の目玉であ

るニーズ調査は、全国 500 人（20 代～60代）を対象に実施、ニーズをもとにコンセプト・戦略

策定を行い完成させた。 

完成した商品は、関係者を集めた完成発表会での報告、ニュースリリースのほか、百貨店等商

談会への参加したほか、日本食品館（秋葉原）での販売も行った。企画から販売（出口）まで伴

走的支援を実施した。 

 

３．起業・開業しやすい環境整備の促進 

産業競争力法に基づき策定された「創業支援事業計画」に基づき、行政、金融機関と連携し、

起業者支援を実施した。当所の主な事業としては JR 藤枝駅南口にある藤枝駅南図書館にて、創

業者に対するエキチカワンストップ窓口相談を実施した。中小企業診断士（経営・財務）、社会

保険労務士（人材育成・労務）の専門家および商工会議所指導員が連携して支援を行った。その

結果 27 件（平成 28年度）が創業するに至った。 

課題として、支援機関によっては、創業がゴールになってしまっているので、創業した後のフ

ォロー（税務、販路など）の連携も強化していく。 

 

４．小規模事業者が取り組みやすい IT化の促進と販路拡大支援 

中小企業者の ICT、IoTを推進するため、県内大学（静岡産業大学）と連携し ICT セミナーを

実施した。また中小企業の ICT導入、ICT人材育成のための藤枝 ICT コンソーシアムを設立、当

所会頭が副会長に就任した。本コンソーシアムでは、3 つのワーキンググループを作り（ICT 導

入、人材育成、クラウドソーシング）中小企業、とりわけ小規模事業者の ICT 人材育成、生産性

向上のための導入支援を継続的に行っていく。 

 

５．サッカーを核とした経済効果の高いシニアサッカー大会の実施 

藤枝総合運動公園サッカー場・陸場競技場・人工芝多目的広場・市民グラウンドサッカー場の

4会場で第 4回目となる「藤枝シニア草サッカー大会会頭杯」を開催。今大会では、当所より藤

枝市に要望して完成した人工芝多目的広場を初めて使用した。宮城県から大阪府まで全 18 チー

ム 331 名が参加。60歳以上のチームと 70歳以上のチームのカテゴリー別で熱戦を繰り広げ、県

外チーム全員参加による歓迎レセプションも開催し、交流を深めるとともに藤枝を PR した。大

会開催による経済波及効果を検証したところ、大会開催による経済波及効果は総額 635 万円と推

計された。 

課題として挙げられたのは、本事業の目的であるサッカー大会を通じた経済効果を一層高める

ための具体的施策が求められる。 
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〔小規模事業者の中長期的な振興のあり方〕 

（１）上位計画（藤枝市地域経済を支える「がんばる中小企業」振興基本条例） 

 当市では、平成 28年度から平成 32年度までを計画期間とした「第 5次藤枝市総合計画」を実

行中である。まちづくりの基本理念である「元気共奏・飛躍ふじえだ」をもとに、7つの基本目

標が掲げられ、7分野別施策展開が図られている。 

また、平成 28年 12 月、当所からの要望により藤枝市地域経済を支える「がんばる中小企業」

振興基本条例が制定され、中小企業を支える共通の理念が共有された。本条例制定の背景には少

子高齢化、人口減少などの社会構造の大きな変化や経済の国際化による企業間の競争の激化な

ど、急激に変化する時代の潮流に対して、中小企業、とりわけ小規模事業者が成長する環境、そ

して、将来にわたって活力が維持できる環境を創出していく必要がある。世の中が大きく変化す

ることを前提に短期的視点でなく、中長期的視点に立ち、中小企業の振興を促進しなくてはなら

ない。本条例制定を契機に、改めて 10年後の小規模事業者の在り方、展望を設定していく。本

事業計画期間内では、「がんばる小規模事業者」の強みを認識・把握し、その強みを活かした販

路開拓・経営革新・事業承継支援を積極的に行う。小規模事業者の持続・成長をさせていくなか

で、当所が「頼られる存在・選ばれる存在」となり、後述する行政、金融機関、各支援機関との

連携を強化していく。 

 

<中小企業振興条例の基本方針> 

(1) 中小企業の経営の安定及び革新を図ること。 

(2) 中小企業の新たな事業展開の促進、市場の開拓、情報通信技術等を活用した生産性の向

上及び創業の促進を図ること。 

(3) 中小企業の人材の確保、育成及び定着並びに円滑な事業承継を図ること。 

(4) 中小企業への資金供給の円滑化を促進すること。 

(5) 中小企業に関する調査研究、情報の収集及び円滑な提供並びに中小企業の情報 発信を

図ること。 

(6) 小規模企業の経営の状況に応じた取組の推進を図ること。 

  

 
 

特に商工会議所が中核的な 
役割を果たす。 
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（２）藤枝商工会議所の役割 

 藤枝商工会議所は、上記中小企業振興条例の方針、藤枝市第 5次総合計画（中小企業・小規模

事業者の成長を支える環境の整備）、藤枝市振興ビジョン、藤枝商工会議所中期活動計画に基づ

き、大きく変化する社会構造に、小規模事業者自身が、課題に気づき、強みを活かした対応がで

きるように、支援を強化する。そのためには、小規模事業者の現状を把握し（SWOT分析）、強み

を活かした新たなビジネスモデルの構築、事業計画策定、財務分析、情報提供、販路開拓、ICT

の活用による生産性向上、小規模事業者経営改善資金等による資金の安定的供給など、計画から

出口まできめ細かなまさに伴走型支援を、他の支援機関と連携を強化し、行っていくことが必要

である。 

 廃業者が増加するなか、地域経済の新陳代謝促進のためにも、創業・起業支援にも力を入れて

いく必要がある。 

 また、個社支援に加えて、小規模事業者が成長する環境を創出するための地域全体の経済効果

が図れる面的支援（イベント）も行っていく。 

  

〔経営発達支援計画目標及び達成のための方針〕 

小規模事業者の持続的発展に寄与するために、関係機関のなかで中核的な役割を果たすべく、静

岡県、藤枝市、地域金融機関、静岡県事業引継ぎ支援センター等、各支援機関との連携を一層強

化し、前述した第 1期計画を反映し、次の重点的事業を行う。 

第 1期の評価として、評価委員である藤枝市産業振興部長からは「マーケットインの商品開発、

その一連の伴走的取り組みは、藤枝市が掲げているエコノミックガーデニングの考え方とも繋が

り評価できる」という意見をいただいた。また巡回訪問をして得られた結果や支援ニーズについ

て、行政や支援機関へも情報提供して欲しい」という意見もあったので、今後いかに行政等と情

報共有するか課題となった。全員の委員から一定の評価をいただくなかで、商品開発した商品・

既存の商品をいかに販路開拓支援に繋げるかが第 2期への課題となった。 

 

＜第１期の取組み＞ 

１．小規模事業者の持続的発展に寄与するために、関係機関のなかで中核的な役割を果たす 

２．マーケットイン型の新商品・新製品を後押し 

３．起業・開業しやすい環境整備の促進 

４．小規模事業者が取り組みやすいＩＴ化の促進と販路拡大支援 

５．サッカーを核とした経済効果の高いシニアサッカー大会の実施 

 

１．小規模事業者の商品・サービスの販路開拓支援（拡充継続） 

→第 1期の「２.マーケットイン型の新商品・新製品を後押し」に対応 

第１期で行った新商品・新製品開発支援に引き続き、販路開拓支援を実施する。第 1 期で

は、新商品開発についての進め方等をアドバイス、伴走的に支援した。この結果、プロダ

クトアウト型の開発でなく、いかにマーケットインが必要かを学んだ。本事業に参加した

小規模事業者とのディスカッションでは、「これまでは自分自身の経験や勘を頼りに行っ

てきたが、消費者ニーズを客観的に捉えること、トライ＆エラーを繰り返していく必要性

を学んだ。」などの声が強かった。また、実際にこれまで BtoC のビジネスモデルだったこ

とに加え、BtoB へ販路を拡大することができた事業者もあった。これらを踏まえ第 2 期で

は、新商品開発した商品をどう売るか、また既存の商品の販路を広げるための販路支援を

強化していく。 

 

２．小規模事業者の ICT導入支援（拡充継続） 

→第 1期の「４．小規模事業者が取り組みやすい IT化の促進と販路拡大支援」に対応 
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上述した ICT導入状況を踏まえ、小規模事業者の現状把握をもとに課題を整理し、小規模事

業者に合った ICT 導入提案を行っていく、提案に当たっては、本年度本格的に立ち上げた

「藤枝市 ICTコンソーシアム」（藤枝市、静岡産業大学等と連携した事業）とも連携し、人

材育成支援、ICT導入時の計画策定支援などを行っていく。第 1期では、小規模事業者の現

状把握や課題整理を主に行ったが、第 2期では、小規模事業者の店や工場など現地に赴き、

その事業者にとって効果的な実現性の高い ICT導入を提案・促進させていく。 

 

３．創業・起業者・第 2創業者の育成支援（継続） 

→第 1期の「３．起業・開業しやすい環境整備の促進」に対応 

創業・起業・第 2 創業を希望する者に対して、創業計画書策定、税務・販路開拓等の相談

に応じる。藤枝駅南にある藤枝市産学官連携推進センターにおいて、月 1 回専門家による

出張相談（エキチカ相談）を実施する。藤枝市が主催する「私サイズの起業セミナー」と

連携し、商工会議所事業を PRし、創業後、５．のフォローもあわせて行っていく。 

第１期では、起業・創業相談の相談件数が 548件、実際に創業した件数が 88件であった。

創業者しやすい環境整備や行政との連携により相談件数は増加した。第 2 期では、相談・

開業に加え、創業者が成長するための育成・フォロー体制を強化していく。 

 

４．サッカーを核とした経済効果の高いイベント（シニアサッカー大会）の実施（継続） 

→第 1期の「５．サッカーを核とした経済効果の高いシニアサッカー大会の実施」に対応 

サッカーを核としたイベントを実施する。本大会では、シニアの方々を全国から招き、宿

泊・弁当・お土産などの手配も行い、経済効果（地元へお金が落ちる）の高いイベントと

する。第 1 期では概ね初期の目標は達成、全国からチームを呼び、大会を運営するノウハ

ウを蓄積した。第 2 期では、観光エクスカーションにより連泊させる仕組みを構築し、さ

らに経済効果を高める工夫をする。なお、その他の目標１．～３．５．６．で掲げる重要

なファクターとなる。 

 

５．小規模事業者のビジネスモデル、事業計画策定支援（拡充継続） 

  →第 1期の項目には掲げていないが拡充継続 
社会環境が変化するなか、小規模事業者の強みを活かしたビジネスモデル・事業計画策定

の支援を行う。小規模事業者の多くが、これまでの延長戦上で商売を行っている。少子高

齢化に代表されるように、社会環境の変化にどう向き合い、対応していくかが持続化、成

長するための鍵である。社会変化に対応した新たなビジネスモデルの構築やこれに基づい

た事業計画策定につき支援していく。第 1 期での事業計画策定支援は、補助金申請と合わ

せたものが多かったため、第 2 期では事業計画策定事業者の必要性を巡回指導、セミナー

などを通し啓発しながら支援体制を強化し増加させる。 

 

６．事業承継を促進するための後継者育成支援（新規） 

  →新規 

静岡県事業引き継ぎ支援センター等と連携し、事業承継をこれから行う者へのヒアリング

や承継計画支援を行うと共に、後継者等のための経営塾を開催する。 

第 1 期では、事業承継診断調査を実施した。これにより、後継者が未だ決めかねている小

規模事業者も多く存在することがわかった。その理由は様々であるものの、小規模事業者

では後継者育成を行う余裕がなく、新たなビジネスモデルや経営戦略を描けないところが

多い。将来に対する不安感から、後継を躊躇するケースもあることから、第 2 期では新た

に後継者育成支援を強化する。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（平成３０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 

指針① 小規模事業者の販売する商品又は提供する役務の内容、保有する技術又はノウハウ、

従業員等の経営資源の内容、財務の内容その他の経営状況の分析 

指針② 経営状況の分析結果の基づき、需要を見据えた事業計画を策定するための指導・助言、

当該事業計画に従って行われる事業の実施に関し、必要な伴走型の指導・助言 

指針③ 小規模事業者の販売する商品又は提供する役務の需要動向、各種調査を活用した地域

の経済動向に関する情報の収集、整理、分析及び提供 

指針④ マスメディア、各種広報誌等による広報、商談会、展示会、即売会等の開催又は参加、

ホームページ、ソーシャルメディア等のＩＴの活用等、需要の開拓に寄与する事業 

 

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】 

〔第 1 期における取組と成果〕 

第 1期では、当所独自の景況調査（四半期 1回 250 社）を実施し、その状況を分析。その情

報は、会報や HP へ掲載し、広く周知（会員・非会員問わず）すると同時に、当所情報企画委員

会にて情報共有を図った。本情報企画委員会には、市内複数の金融機関支店長がおり、中小企業・

小規模事業者の資金調達状況について参考とした。本調査を基に、行政に対する施策要望等へ繋

げた。 

また、中心市街地における歩行者通行量、従業者数、居住人口、個店の売上動向を経年で調査

した。この結果を、中心市街地活性化協議会で報告、ＨＰ等で広く周知した。尚、個店の売上を

アップさせるための勉強会を、商店街と連携し開催した。 

 課題として、小規模事業者個社支援、事業計画策定時に一層の活用が求められる。 

  

〔第 2 期における取組の方向性〕 

第 2期は、当所独自の景況調査、中心市街地における調査を継続し、経営指導員が主となり、

その調査結果、データをもとに個社支援（事業計画策）に繋げていく。 

  

〔事業内容〕 

（１）藤枝市管内景況調査（継続） 

四半期に 1回 5業種 250社 回収率毎回 70％以上 調査：藤枝商工会議所 

景況感（業種ごとの課題抽出） 

管内経済動向を定期的に把握することで、管内商工業者へのフィードバック、行政への施策要

望の根拠資料とすることができる。また、直面している経営上の問題点を把握し、各小規模事業

者の改善経営指導の資料とする。第 2期でも継続して行うことで、過去との比較や推移を知るこ

とができる。フィードバックの方法は、当所会報（3,000部発行）、当所 HPへの掲載、経営指導

員による個別指導を通して公表・活用を図る。 

目  的 小規模事業者へ管内景況動向を提供する 

実施主体 藤枝商工会議所 

調査頻度 四半期に 1度 

調査内容 景況 DI値（売上・客単価・客数・資金繰り・従業員数・経営課題） 
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（２）藤枝市中心市街地等の調査（毎年）（継続） 

調査：藤枝市中心市街地活性化推進課 

藤枝市と連携し、中心市街地の経済動向を把握するため、居住人口（社会増）、空き店舗数、

昼間の歩行者通行量、イベント来場者数を把握する。 

中心市街地における生活満足度の低下（市民アンケートによる）、駅北地区の魅力低下（事業

者へのヒアリングによる）、昼間の賑わいの不足、回遊の不足などの課題を解決するための事業

を展開し、その効果を図る参考にもする。結果は藤枝市中心市街地活性化協議会で報告する。 

（１）と同様、継続して行うことで過去との比較や推移を知ることができる。 

目  的 小規模事業者やこれから創業する者へ中心市街地における動向を提供する 

実施主体 藤枝市 

調査頻度 年 1回 

調査内容 ・市民アンケート（藤枝市内 1,000名（住民基本台帳より抽出）を対象） 

・居住人口（中心市街地の居住者数※住民基本台帳より把握） 

・空き店舗数（61社（店舗）を対象※JR藤枝駅周辺店舗） 

・従業者数（62社を対象※医療、公共施設、社会福祉法人、金融機関など） 

・歩行者通行量（2月の休日 12時間（8：00～20：00）JR藤枝駅南北主要 

4地点における計測） 

 
（３）藤枝エコノミックガーデニング推進戦略協議会（新規） 

 エコノミックガーデニングとは、企業誘致だけに頼るのではなく、地域の中小企業・小規模事業者

が成長することによる地域経済活性化を目指すものであり、そのために行政や商工会議所、銀行など

が連携しながら地元の中小企業・小規模事業者が活動しやすく成長できるようなビジネス環境をつく

るための施策を展開していくというものである。藤枝市では平成 23 年から同エコノミックガーデニ

ングの考えを取り入れ、中小企業・小規模事業者の求める支援策についてのヒアリングや各種経済動

向の情報交換等を行ってきた。 

平成 28年 3 月より当所専務理事が会長となり、行政・金融機関・支援機関と創業の動向、支援策

の共有、地域経済動向について情報交換を実施、その情報を管内小規模事業者の支援に活用するもの

である。 

目  的 市内金融機関・行政・支援機関との意見交換会 

実施主体 藤枝市 

開催頻度 年 2回 

内  容 地域経済動向や創業・起業動向・支援課題などを情報共有する。資料は内部資

料として、経営指導員が小規模事業者・創業者の事業計画や販路開拓支援時に

活用する。 

 

〔目標〕 
支援内容 現状 30 年度 31 年度 32 年度 

景況調査結果開示件数 4件 4件 4件 4件 

中心市街地開示件数 2件 2件 2件 2件 

エコノミックガーデニング推進 

戦略協議会資料開示数 

年 2回 

随時 

年 2回 

随時 

年 2回 

随時 

年 2回 

随時 
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２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

〔第 1 期における取組と成果〕 

第 1期では、小規模事業者の持続的発展に向け、経営指導員・補助員の巡回・窓口相談、財務

分析セミナーの開催、経営指導員による小規模事業者の財務分析、経営分析、マケプラを活用し

た商圏分析と経営指導を行った。その結果、財務上の安全性や成長性などを小規模事業者自身が

理解し、事業計画策定、融資相談へと繋げた。 

 課題としては、積極的に分析を求めてくる小規模事業者が少なかった。 

 

〔第 2 期における取組の方向性〕 

第 2期では、1期で行った分析手法（マケプラ）に加えて、ローカルベンチマークを活用した

分析を行い、アドバイスを行う。小規模事業者の経営状態の把握、いわゆる「健康診断」を行う

ツール（道具）として、小規模事業者の状態を把握し、事業性評価の「入口」としての活用も行

う。 

具体的には、「ローカルベンチマーク（以下、ロカベン）」を活用して、「財務情報」（6つの指

標※1）と「非財務情報」（4 つの視点※2）に関する各データを入力することにより、小規模事

業者の経営状態を把握することで経営状態の変化に早めに気付き、早期の対話や支援に繋げる。 

第 1期の課題にも挙げたように、小規模事業者の多くが経営状況の分析を積極的には行ってい

ない。したがって、既存事業改善や新商品・新サービスの開発を行う小規模事業者に対して、巡

回、窓口相談時、また専門家等と連携して経営指導員が経営分析等を行っていく。 

※1：6つの指標 

①売上高増加率（売上持続性）、②営業利益率（収益性）、③労働生産性（生産性）、④EBITDA有

利子負債倍率（健全性）、⑤営業運転資本回転期間（効率性）、⑥自己資本比率（安全性） 

※2：4 つの視点 

①経営者への着目、②関係者への着目、③事業への着目、④内部管理体制への着目 

 

〔手段・手法〕 

①現状分析（SWOT分析）を通し、事業計画、経営改善計画を策定する。（継続） 

第 1 期においても SWOT 分析を行い、これを基に事業計画や経営改善計画を行ってきた。第 2

期では、これらに取り組む事業者の掘り起しを行っていく。 

②ローカルベンチマークの活用による経営分析（新規） 

分析を行う財務情報項目として具体的には、売上高増加率・営業利益率・労働生産性・EBITDA

有利子負債倍率・営業運転資本回転期間・自己資本比率である。 

新規に取り入れる理由として、小規模事業者に必要な分析をすることが可能であり、ロカベン

のツールは、比較的短時間でデータを提供することができることが可能である。 

③業種別審査事典の活用（拡充継続） 

当辞典の業種情報（業種ごとの動向、業務内容、特性）と支援先小規模事業者の現況を比較分

析し、事業計画策定支援に反映させる。 

支援する小規模事業者の業界動向や特性の全体を把握することができ、事業計画策定や金融機

関への融資申し込みや補助金申請時に業界としての機会や脅威を知ることにも活用するため

継続する。 

④マケプラの活用（拡充継続） 

新規出店を行う小規模事業者、起業・創業者に対して想定する出店立地商圏内の人口・世帯・

消費支出をデータとして提供し、事業計画に反映させる。起業者の出店時、既存小規模事業者

の販路開拓（チラシ折込など）に活用しており、今後は、マケプラ活用事例セミナーを開催し

て活用方法を周知し、一層、販路開拓支援に活用を図るため、拡充継続する。 
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※マケプラ（Market Platform）を使った競合店抽出の様子 
 

〔目標〕 

支援内容 現状 30年度 31 年度 32年度 

経営状況分析事業所数 20社 30社 40社 50社 

内 ローカルベンチマーク 

活用小規模事業者数 
20社 30社 40社 50社 

内 業種別審査辞典 

活用小規模事業者数 
20社 30社 40社 50社 

内 マケプラ 

活用小規模事業者数 
7社 10社 15社 20社 

 

３．事業計画の策定支援に関すること【指針②】 

〔第 1 期における取組と成果〕 

第 1期では、小規模事業者の融資、補助金申請時においてのみ事業計画を策定するに留まった。

特に小規模事業者持続化補助金申請において、上記経営分析や SWOT分析を行い、事業者の 3か

年における事業計画についてアドバイスを行った。補助金以外での事業計画策定が必要。 

 

〔第 2 期における取組の方向性〕 

第 2期では、融資、補助金申請時はもちろん、巡回、窓口相談時に掘り起しを行い、事業計画

の策定の必要性を説明し、中期的な計画策定を行うよう指導する。その際には、需要動向調査の

指標から外部環境を整理し、前項の１．地域の経済動向調査も踏まえ、経営分析による課題を整

理した上で策定支援する。 

また、創業・起業者からの相談や事業承継相談に応じて、創業経営計画や事業承継計画に経営

指導員、専門家、静岡県事業引継ぎ支援センター等により策定支援する。 

 

〔手段・手法〕 

①巡回訪問相談時において、小規模事業者からの相談等をもとに、事業計画策定を目指す小規模

事業者の掘り起しを行う。（拡充継続） 

小規模事業者の多くが日中相談に来ることができない現状を踏まえ、巡回活動を引き続き強化

する。第 1期では、計画的な巡回（会員・非会員問わず）を行い、3か年で 4,000件の巡回を

実施した。第 2期においても巡回活動を計画的に行い、事業者の困りごとを聞いていく。 

②藤枝 ICT コンソーシアムと連携し、昨年度実施した ICT導入調査をもとに、巡回し、ICTの課

題を整理し、ICT導入計画を策定する。（新規） 

第 1期の巡回では、御用聞き（困りごと）を目的に行ったが、第 2期では上記（１）の用聞き
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に加え、ICTに特化した巡回を行う。 

③小規模事業者経営計画策定セミナーを開催し、経営（事業）計画策定の必要性と手順など説明。

（継続） 

第 1期において経営計画策定のためのセミナーを行ったが、セミナーが平均約 2 時間と短く、

参加者からは途中で終わってしまったなどの声があった。第 1期では、セミナー時間や回数を

多くするなど工夫をする。 

④経営革新、BCP、健康経営、6 次産業化・農商工連携、小規模事業者持続化補助金等と合わせ

たセミナーの開催（その際に事業計画策定の必要性も伝える）により事業計画を目指す小規模

事業者の発掘を行う。（拡充継続） 

第 1 期においては、金融機関と連携した経営革新支援、行政や JA と連携した農商工連携、小

規模事業者持続化補助金のセミナーを開催した。第 2期では、第 1 期を踏襲しながら、健康経

営の推進を図るための健康経営セミナーも行う。人口減少、とりわけ生産年齢人口が大幅に減

少するなかで、働き手の不足が顕著になってきている。いま在職する社員の健康を事業者が管

理、維持、向上させていくことは生産性の向上にも繋がり、ひいては人手不足を補う手段とも

繋がる。 

⑤創業・起業者の相談時に経営指導員・補助員・専門家（中小企業診断士）事業計画策定支援を

行う。（拡充継続） 

第 2 期では、創業・起業者のアフターフォローを強化する。そのためには、経営指導員と専門

家が連携を強化することが必要である。とくにアクションプランでは、より実現性、効果の高

い施策を打つことが重要である。 

⑥事業承継相談、事業承継塾を通して事業承継を含む経営計画を策定支援する。（拡充継続） 

現在、事業承継相談に来る多くは、業績が良好で株価等将来事業承継に不安を抱えている者が

多いが、今後は業績が良い悪いに関わらず、相談に来ない先を積極的に掘り起こしていくこと

が必要である。ツールとして、「事業承継診断」を活用しながら、声掛け、セミナーや個別相

談への参加、相談、専門家への橋渡しを行っていく。 

 

〔目標〕 

支援内容 現状 30年度 31 年度 32年度 

事業計画策定セミナー 

説明会等開催回数 
2回 5回 6回 6回 

事業計画策定事業者数 

（既存事業者） 
20社 30社 40社 50社 

創業計画策定事業者数 

（創業者） 
27社 30社 35社 40社 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

〔第 1 期における取組と成果〕 

 事業計画を策定したすべての小規模事業者に対して、フォローアップすることが出来なかっ

た。多くが補助金事業の進捗を確認するに留まった。しかし、フォローアップした小規模事業者

（新商品開発支援 5 社）においては、計画策定（コンセプト・ターゲット・販売計画など）から

商品開発、デザイン・パッケージアドバイス、販路支援（商談会同席、試験的販売とアンケート

調査実施）、そのアフターフォローと伴走的に支援した結果、販売実績（売上・引き合い）を伸

ばすこととなった。 

 課題としては、伴走支援する結果、1社に費やす時間等が増え、今後支援件数を伸ばすために

は、当所自身の生産性向上や一層の専門家等との連携を深める必要がある。 
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〔第 2 期における取組の方向性〕 

 事業計画策定した小規模事業者を当所データベース（TOAS）で管理し、定期的、少なくとも年

に 4回ヒアリングを行うこととする。 

 

〔指導内容と手段〕 

 上記【指針②】で策定された事業計画について、当所データベースで管理（いつ・どんな計画）

し共有、進捗も含め管理する。（継続） 

第 2期においては、経営指導員・補助員以外の一般職員も共有する。 

 計画策定後は、1年に 4回、フォローアップを行う。そのなかで専門性の高い相談には、当所

独自の専門家派遣制度やミラサポを活用し対応する。（拡充継続） 

 第 1期では計画策定は 1～2回程度が多かったが、第 2期では、年 4回フォローを行う。 

 

〔目標〕 

 策定した事業計画において、スケジュール通りに進んでいるかを巡回・窓口相談を通じている

かにつき定期的（年に 4度）に確認を行う。 

支援内容 現状 30年度 31 年度 32年度 

事業所フォロー件数 80件 120 件 160 件 200 件 

専門家を活用した 

フォロー件数 
15件 20件 20件 30件 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

〔第 1 期における取組と成果〕 

 第 1 期では、「お客様に選ばれる商品開発事業」を販売促進研究所と連携して実施。プロダク

トアウトの商品ではなく、消費者ニーズを把握した商品開発を実施した。 

 本支援では、特にニーズ調査（アンケート、ヒアリング）を基に、コンセプトやターゲットを

設定した。完成した商品は、完成報告会で関係者に披瀝し、日本百貨店しょくひんかんにてテス

ト販売を行い、事業者と経営指導員が直接、消費者のニーズを調査した。 

 

【消費者ニーズ調査例】 

 
 

 

 

 

 

 

←消費者モニター調査の様子 
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〔第 2 期における取組の方向性〕 

 第 1期における消費者ニーズを踏まえた新商品開発支援のノウハウを生かし、新たに商品開発

を行う者に対する支援を継続、また小規模事業者が現在販売している商品を再度消費者ニーズや

社会の状況（高齢化や 1世帯あたりの人数減少に対応する）にフィットした商品へのブラッシュ

アップ支援事業を行う。 

 

〔事業内容〕 

① 商圏調査（拡充継続） 

本商圏調査は、創業者が出店する際、事業者がチラシを配布する際に必要なデータを引き出

すことができるため、第 2期においても引き続き活用する。 

目  的 事業者の新たな販路開拓支援 

調査頻度 小規模事業者のチラシ配布（ＰＲ）、創業者の出店時に提案 

調査主体 事業者・経営指導員 

調査結果の

活用方法 
対象個社に対し、フィードバックする 

内  容 マケプラ(Market Platform)・webレポートを使用した商圏調査 

（人口・世帯統計・競合状況・居住者のライフスタイル等） 

＜マケプラ仕様＞ 

統計ビックデータのクラウド型ビジネスインテリジェンスツール 

・インストール・セットアップが不要 

・Webブラウザで利用（PC、タブレット、スマートフォン） 

・IDは同時アクセス制御 

・データは自動更新／新機能も随時追加 

◆基本機能／データ 

 商圏範囲    ：500m・1km・2km 

 商圏内データ：ライフスタイルデータ 国勢調査・住基 

        人口・年齢別・性別・世帯数 

        世帯人員別世帯数・年収階級別推計世帯数 

        昼間人口 法人電話帳 業種店舗数 

◆比較商圏データ: 沿線平均・都道府県平均・チェーン平均 

◆商圏ランキング: 全国・都道府県 

◆類似商圏検索:   全国・都道府県 

◆簡易レポート出力（PDF） 

◆地図表示 

◆駅ランキング 

 

② 消費者ニーズを探るモニター調査（拡充継続） 

第 1期においては、新商品開発における消費者モニターを実施しマーケットイン型の支援を

実施した。第 2期においては、既存商品のブラッシュアップのためにモニター制度を活用し、

消費者（全国の 20～60 代男女 500 名）へのアンケート調査や、直接、消費者モニターグル

ープインタビューを実施する。小規模事業者は何十年も商品が変わっていないことも珍しく

なく、現在の消費者の声を改めて聴くことが必要である。商品コンセプト・ターゲットの再

設定や、マーケティング戦略策定に関する専門家の個別相談を行い、大きさ、味、パッケー

ジなどをブラッシュアップするのに活用する。 

 



18 
 

目  的 藤枝おみや等の商品のブラッシュアップ 

調査頻度 小規模事業者の商品ブラッシュアップ時に提案 

調査主体 事業者・経営指導員 

想定商品 和菓子、洋菓子、茶、お酒、雑貨、民芸品 

消 費 者 

モニター 

静岡市内在住の 20～50代女性。 

計 15名 

場  所 静岡市内会議室（リラックスした雰囲気で自由に意見を述べてもらう） 

意見内容 ＜お土産としての商品について＞ 

普段お土産は誰に買うか？ どんなものを買うか？ 

お土産は何を基準に選ぶか？ 

＜サンプル品を試食して＞ 

商品コンセプトは惹かれるか？ 味はどうか？ 大きさ・形状はどうか？ 

形態はどうか？ 

＜売り方について＞ 

数量について 価格について これなら誰に買っていきたいか 

どんな POP、キャッチコピーに惹かれるか？ 賞味期限について 

調査結果の

活用方法 
支援対象小規模事業者 3社に対し、フィードバックする 

内  容 想定されるターゲットのニーズに合致しているかを消費者モニターと意見交

換を行う。 

 

③ふじえだ産業祭におけるヒアリング調査（新規） 

 開催趣旨：ふじえだ産業祭実行委員会（藤枝市、藤枝商工会議所、JA、岡部町商工会）が主催

し、藤枝市のさまざまな産業の展示や即売を通じて事業者と市民のつながりを深め

る 2年に 1度のイベント（BtoC）。 

 出店者数：40社 来場者数：約 3万人／2日間延べ（平成 28年度） 

ふじえだ産業祭は隔年開催である。市民の多くが来場する藤枝市最大のイベントであり、ここ

に出店することで、地元市民に知らしめ、地元市民の声を直接聞くことができる。第 2期にお

いても引き続き実施する。 

目  的 商品のブラッシュアップ・新商品開発の支援 

調査頻度 年 1回 

調査主体 事業者・経営指導員 

想定商品 和菓子、洋菓子、茶、お酒、雑貨、民芸品 

消 費 者 

モニター 

静岡市内在住の 20～50代女性。 

計 15名 

場  所 静岡市内会議室（リラックスした雰囲気で自由に意見を述べてもらう） 

意見内容 ＜商品について＞ 

味はどうか？（5段階評価で満足できたか） 

大きさはどうか？（ちょうど良い、大きすぎる、小さすぎる） 

パッケージやデザインはどうか？（5 段階評価で良いか改善が必要か） 

価格はどうか？（ちょうど良い、高すぎる、安すぎる） 

商品を購入したか？購入した→購入の決め手は何だったか？ 

購入しなかった→もっとこうだったらよかったという意見を聴く 

調査結果の

活用方法 
対象個社に対し、フィードバックする 
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内  容 藤枝産業祭（当所会頭が実行委員長）において、来場者に対して商品の試験的

販売を行い、合わせてヒアリング（価格・味・大きさ・持ちやすさなど）を行

う。 

〔目標〕 

支援内容 現状 30年度 31年度 32 年度 

商圏調査 10社 15社 15社 18社 

消費者ニーズ調査 5回 5回 8回 10回 

ふじえだ産業祭における消費者 

ニーズアンケート回答事業所数 
5社 10社 10社 10社 

 

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】 

〔第 1 期における取組と成果〕 

 新たな製品や商品について、商工会議所合同の商談会など積極的に参加。経営指導員も同席し、

バイヤーの求めている商品や考えを学んだ。第 1期では、バイヤーの声を十分に活かし、リニュ

ーアル（ブラッシュアップ）するまでには至らなかった。 

 

〔第 2 期における取組の方向性〕 

 第 2期では、静岡商工会議所主催の合同個別商談会、中部地域信用金庫主催のビジネスマッチ

ング商談会、藤枝市と連携した産業祭等に参加し、商談会での課題を生かしたブラッシュアップ

（商品リニューアル）に対して支援を強化する。 

支援対象個社を選定する際の考え方については、消費者ニーズに基づき商品開発についてテス

ト販売や実際の消費者の声を活かしてブラッシュアップすることを目標とする事業者を中心に

行う。また、各店の HPや SNS、ECサイトの登録支援を含め、販路拡大を後押しする。 

 

〔事業内容〕 

①静岡商工会議所主催合同個別商談会（継続） 

本合同個別商談会は、近隣の商工会議所が連携することで商談者も増加し、バイヤーも注目す

る商談会となっている。第 1期では、商談会における FCPシートの活用などを行い、商談をスム

ーズに行う支援をした。第 2期では、商談した事業者の課題（準備不足、プレゼンが長すぎたな

ど）を整理し、一層商談がスムーズになるよう事前・事後の支援を強化する。 

開催趣旨：販路拡大を求める小規模事業者に対し、県内外の魅力的なバイヤーを招聘。商談の

効率・効果を高めるため、事前に相互の商談希望のマッチングを行い、マッチング

が確認された小規模事業者とバイヤーとの個別商談を実施（BtoB）。 

 商談者数：94社 バイヤー数：29（平成 29年度） 

目  的 開発した商品・製品の販路支援 

調査頻度 年 1回 

調査主体 事業者・経営指導員 

内  容 ブラッシュアップした商品や新商品開発した商品を百貨店等バイヤーと商談

し、契約の成立を目指す。 

 

②ふじえだ産業祭・フードスマイルフェスティバルの出店等支援（拡充継続） 

＜フードスマイルフェスティバル＞ 

開催趣旨：藤枝市が主催し、生産者や小規模事業者、民などが連携した「食」のまちづくりを

推進するため「食」をテーマとした食関連団体等による出展及び食育を PR する 2

年に 1度のイベント(BtoC)。 
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 出展者数：49社・団体 来場者数：約 6,000人（平成 29年度） 

 ふじえだ産業祭とフードスマイルフェスティバルは隔年開催。物販・食品は産業祭、食品はフ

ードスマイルを活用して、市民の声を聴く。 

目  的 開発した商品・製品の販路支援 

調査頻度 年 1回 

調査主体 事業者・経営指導員 

内  容 ブラッシュアップした商品・新商品を産業祭やフードスマイルフェスティバル

にて試作販売し、ミニアンケート（来場者に対し 150 名を想定）やヒアリング

を行う。本アンケート等をもとにブラッシュアップする。 

具体的には、専門家を活用し、商品ブラッシュアップのためのデザイン、パッ

ケージの撮影、産業祭・フードスマイルフェスティバルへのイベント周知用チ

ラシ作成、新聞折込、ブース装飾支援を行う。 

 

③中部地域信用金庫主催ビジネスマッチング商談会へ参加（拡充継続） 

開催趣旨：しんきんビジネスマッチング静岡実行委員会（しずおか・静清・島田・焼津信用金

庫）が主催。静岡県内外の信用金庫、小規模事業者が出展し、商談会と物販販売が

行われる複合型地方創生イベント(BtoC)。 

 出展者数：33信金 2,228社・団体 来場者数：約 15,000人（平成 29年度） 

目  的 開発した商品・製品の販路支援 

調査頻度 年 1回 

調査主体 事業者・経営指導員 

内  容 新商品開発した商品をビジネスマッチング商談会にて試作販売、商談する。 

商談後出された意見をもとにブラッシュアップする。 

 

④HP・ソーシャルメディア等の ICT活用支援（拡充継続） 

資金や人員の限られる小規模事業者にとって、業務効率化や販路開拓支援等で ICT活用するこ

とは極めて効果的である。当所では、これまで YouTube セミナー、LINE@セミナーなどを開催し

てきた。今後は新規客獲得、リピート客獲得それぞれの目的に沿ったセミナーの開催や個別相談

を行っていき、IT セミナー参加者 30 社を目標とする。セミナー参加者が新たに EC サイトの登

録を行うよう支援する。第 2期ではセミナー参加での掘り起しから実際に ECサイトを活用する

事業者を増やす。具体的には、個別相談や HPの構築、ECサイトのコンテンツとして動画を作成

し、アクセス数および売上増加に繋がるよう支援していく。 

 

〔目標〕 

支援内容 現状 30 年度 31 年度 32 年度 

個別商談会出展数 5社 10社 10社 15社 

（成約数） （1 社） （5社） （5社） （7社） 

産業祭出店者数 

（売上増加者） 

40社 

5社 

40社 

10社 

― 

― 

50社 

15社 

※隔年開催 ※平成 28年度    

ﾌｰﾄﾞｽﾏｲﾙﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 

出店者数 
20社 ― 30社 ― 

（売上増加者） 

※隔年開催 

3社 

※平成 29年度 
― 5社 ― 
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ビジネスマッチング 

商談会参加数 
10社 15社 15社 15社 

（成約数） 2社 5社 5社 7社 

EC サイト 

登録事業者数 
10社 15社 15社 20社 

売上増加率（前年比） 100％ 103％ 105％ 110％ 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 商工会議所が中心となり、藤枝市（スポーツ振興課）や、藤枝市サッカー協会、観光協会、タ

クシー協会、旅館組合および商工業者による藤枝シニア草サッカー大会実行委員会を組織し、サ

ッカー大会（イベント）をはじめ、弁当の開発や藤枝おみや等の販売促進、宿泊、移動など、地

域活性化に資する事業を展開する。 

 

〔第 1 期における取組と成果〕 

 単にイベントを開催するのではなく、イベントを通して経済効果がどれだけ図られるかに重き

をおいて実施した。藤枝市は健康、スポーツの振興、とりわけサッカーに力を入れている。当所

がサッカー大会を開催することで、スポーツ振興と合わせた経済波及効果を図った。大会では経

済波及効果を測定した。 

  

〔大会開催による経済波及効果〕 

大会参加者の消費による経済波及効果は 256万円、藤枝商工会議所の支出による経済波及効果

は 379 万円となり、大会開催による経済波及効果は総額 635万円と推計された。 

大会開催による経済波及効果 ＝ 大会参加者の消費による経済波及効果（A）＋ 藤枝商工会議所

の支出による経済波及効果（B）＝ 2,558,725円 ＋ 3,793,637円 ＝ 6,352,362円 

平成 29 年度までに 5回開催しており、経済波及効果の調査結果からも、参画した宿泊業者の

7割が自社の業績と関係があると回答している。 

 

〔第 2 期における取組の方向性〕 

 第 2 期においても、シニアサッカー大会を継続実施する。一層経済効果を図るために現在 1

泊 2日のところを、もう 1泊させるため、観光エクスカーションを行う。宿泊、飲食、藤枝おみ

や等の発信のためのパンフレット作成とあわせ、お土産などの経済効果を高める。 

 

〔事業内容〕 

（１）藤枝シニア草サッカー大会の開催（拡充継続） 

藤枝市、サッカー協会、観光協会と連携し、「藤枝シニア草サッカー大会実行員会を組織し、

全国から 60 歳以上のシニアを集め、2日間の大会を行う。宿泊、弁当、お土産、レセプション、

2次会などを当所が手配し、経済効果を高める。 

サッカー大会の開催が、平日における宿泊業者の稼働率向上に貢献していることから、第 2

期では KPI を登録チーム数・参加者数ではなく、宿泊者数・土産品販売による売上増加率と定め、

地域への小規模事業者（飲食業（居酒屋・弁当業者）、宿泊業、物販）に対し、周知のためのポ

スター、飲食マップの作成を行い、面的支援を行っていく。 
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〔目標〕 

支援内容 現状 30 年度 31 年度 32年度 

宿泊者数 244人 245 人 275 人 300 人 

土産品販売による売上増加率 

（前年比） 
100％ 103％ 105％ 110％ 

 

〔参加チーム数、参加者数〕 

＊平成 27年度 オーバー60 11チーム オーバー70 6 チーム 計 17 

＊平成 28年度 オーバー60 10チーム オーバー70 8 チーム 計 18 

＊平成 29年度 オーバー60 10チーム オーバー70 8 チーム オーバー75 2チーム 計 20 

 

（２）JAと連携したおさんぽマルシェの開催（拡充継続） 

蓮華寺池公園に隣接する東屋（イベント広場）を活用し、JA と連携して農産物・新商品等を

販売し、消費者のニーズを図る。具体的には、ポスター、チラシを作成・折込をし周知を行う。

イベント当日には、出展した事業者が商品につき消費者からアンケートを取り、この結果を踏ま

え商品のブラッシュアップに繋げる。小規模事業者 10社の参加を目標とする。 

 

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 

 

〔第 1 期における取組と成果〕 

 当所経営発達支援事業を実施するために、県、市、金融機関（静岡・スルガ・清水銀行、しず

おか・静清・島田・焼津信用金庫）、静岡県事業引き継ぎ支援センター、よろず支援拠点等と年

に 1度「支援機関等連絡会議」を開催。発達支援事業の進捗報告と情報交換、連携策について協

議をした。それぞれの機関より活発な意見やメニューが出され、所期の目的を達成した。 

また、藤枝エコノミックガーデニング推進戦略協議会（当所専務が会長）を定期的に開催、行政、

金融機関等と経済動向、各種支援策の情報共有を図った。 

 

〔第 2 期における取組の方向性〕 

 第 1 期における「支援機関連絡会議」「藤枝エコノミックガーデニング推進戦略協議会」等を

引き続き実施する。施策の共有と支援の一元化と見える化を行う。 

 

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 

①志太３市商工会議所・商工会広域連携相談所事業 

〔狙 い〕藤枝市・焼津市・島田市の商工会議所・商工会が連携し、各地区が抱える小規模事業

者の課題共有、課題を克服するための打ち合わせ、セミナー等の開催を行う。 

〔頻 度〕打ち合わせ会 年 4回 セミナー2～5回 

〔参加者〕藤枝・焼津・島田の経営指導員・補助員 

 

②日本政策金融公庫との情報交換会 

〔狙 い〕日本政策金融公庫主催による公庫幹部職員と中部地区商工会議所経営指導員による情

報交換会（管内需要動向、景況の情報交換、小規模事業者経営改善資金貸付の推移等）

を行い、小規模事業者の安定的資金提供に資することを目的とする。 

〔頻 度〕年 2回～3回 
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③静岡県信用保証協会との情報交換会 

〔狙 い〕静岡県信用保証協会幹部・職員と中部地区商工会議所経営指導員との情報交換会（管

内景況、小規模事業者の動向、保証債務の推移）を行い、小規模事業者の支援体制を

構築する。 

〔頻 度〕年 1回 

 

④藤枝エコノミックガーデニング推進戦略協議会の開催 

〔狙 い〕行政・金融機関（静岡・スルガ・清水銀行、しずおか・静清・島田・焼津信用金庫）・

支援機関（岡部町商工会、日本政策金融公庫、静岡県事業引継ぎ支援センター、静岡

県よろず支援拠点、静岡県経営改善支援センター、静岡県中小企業再生支援協議会、

静岡県中小企業団体中央会、(公財)静岡県産業振興財団、静岡県信用保証協会、静岡

産業大学、(独)日本貿易振興機構(JETRO)、(公財)静岡県国際経済振興会、静岡県(経

営支援課、農林事務所)）がそれぞれの支援内容や課題を情報共有し、当所との支援

連携の基礎とする。 

〔頻 度〕年 2回 

 

２．経営指導員等の資質向上に関すること 

〔研修事業内容〕 

①静岡県商工会議所連合会が実施する研修へ参加 

経営指導員は一般コース・特別コースの 2 種類。テーマは事業承継・創業支援・販路開拓など。 

②中小企業大学校が開催する専門研修へ参加 

職員の経験年数・レベルにより基礎コース・専門研修（事業承継・経営革新・再生支援等）を

受講。 

③日本商工会議所が開催する一般職員・経営指導員向け研修会への参加。 

④年末調整・決算・確定申告の勉強会（税務署等主催）への参加。 

⑤小規模事業者経営改善資金貸付勉強会への参加。 

⑥職員一人ずつ、年度当初目標を定め、公的な資格取得を目指す。 

 

〔職員資質向上に関する考え方〕 

 全職員に共通することは、年度当初、各自が目標を定め、自主的に資格取得を目指すことであ

る。経営指導員であるかないかではなく、小規模事業者支援をするための能力を高めることが必

要である。この目標は、正副会頭にも共有され、年度終了時点では、目標の進捗を公表すること

となっている。また、専門家派遣の際には経営指導員・補助員が帯同し、専門家がどのように課

題解決を行うか支援ノウハウを学び、中小企業相談所内の会議にて情報共有を行う。日本商工会

議所、中小企業基盤整備機構の研修には、経験年数に応じ積極的に受講させ、研修内容は、事後

にグループウェアにアップし、全職員に共有を義務付けている。（成果の共有） 

 管内小規模事業者への巡回も全職員で行い、特に若手職員には適宜ベテラン職員が同行し、ヒ

アリング能力向上や課題解決提案力を高める。巡回にて指導した内容は、グループウェアにて全

職員が共有する。 

 

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 

〔第 1 期における取組と成果〕 

 第 1期の計画においては、経営発達支援計画評価検討委員会を 3回開催。メンバーには藤枝市

産業振興部長、静岡産業大学教授、中小企業診断士、当所副会頭、専務理事。 

 藤枝市部長からは、藤枝市施策とより連携して行うよう要請があった。 



24 
 

 

〔第 2 期における取組の方向性〕 

 第 2 期の計画では、前期で行った事業の検証結果を踏まえて行うこと、定量的、定性的にわけ

て報告、議論するようにする。 

 

〔事業内容〕 

 毎年１回（３月）、本計画に記載の事業の実施状況及び成果、課題について、以下の方法によ

り評価・検証を行う。 

①藤枝商工会議所経営発達支援計画評価検討委員会において、事業の実施状況、成果の評価、見

直し案の提示を行う。なお、当評価検討委員会には、外部有識者として、地元大学（静岡産業

大学）教授、中小企業診断士、行政（藤枝市産業部長）をメンバーとし、手段・効果について

の評価、意見をもらう。 

②当所事務局内係長以上で構成する幹部会において、評価、見直しの方針を決定する。 

③事業の成果、評価、見直しの結果については、正副会頭会議、総務委員会へ報告し、承認を受

ける。同結果は評価検討委員会へもフィードバックする。 

④事業の成果、評価、見直しの結果を藤枝商工会議所のホームページで計画期間中公表する。 

（当所ホームページ https://www.fujieda.or.jp/） 
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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２９年１０月現在） 

（１）組織体制 

専務理事

事務局長

総務管理課 会員サービス課 経営支援課

３名
（うち臨時職員１名）

６名 ５名

藤枝中小企業相談所
経営指導員６名
補助員２名

 
 

構成人数：１６名（内、中小企業診断士１名） 

 

＊外部専門家登録数１００名（Ｈ２９・１０・８現在） 

 

（２）連絡先 

藤枝商工会議所 総務管理課・会員サービス課・経営支援課 

住所：静岡県藤枝市藤枝４丁目７番１６号 

電話番号：054-641-2000 ＦＡＸ：054-643-2000 

ＵＲＬ：http://www.fujieda.or.jp/ 

メールアドレス：fcci@fujieda.or.jp 

中小企業診断士等外部専門家 
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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 30年度 
(30年 4月以降) 

平成 31年度 平成 32年度 

必要な資金の額 9,206 14,498 17,134 

 

１．地域の経済動向に関すること 

〇景況調査費 

 

２．経営状況の分析に関すること 

〇資料購入費（業種別審査辞典） 

〇外注費（ﾏｹﾌﾟﾗ・Web ﾚﾎﾟｰﾄ導入設定） 

〇セミナー開催費（マケプラ活用セミナー） 

 

３．事業計画策定支援に関すること 

〇事業計画策定セミナー 

〇セミナー開催費（経営革新等セミナー） 

〇セミナー開催費（健康経営セミナー） 

〇セミナー開催費（事業承継塾） 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

〇外部委託費（専門家謝金） 

専門性の高い事業計画の個別相談 

 

５．需要動向調査に関すること 

〇外部委託費（専門家謝金） 

消費者モニターへのニーズ調査 

  試作品グループインタビュー調査 

  コンセプト＆ターゲット設定個別相談 

  マーケティング戦略策定個別相談 

 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に 

関すること 

〇外部委託費（商品ﾌﾞﾗｯｼｭｱｯﾌﾟﾃﾞｻﾞｲﾝ） 

〇外部委託費（商品ﾌﾞﾗｯｼｭｱｯﾌﾊﾟｯｹｰｼﾞ撮影） 

〇外部委託費（展示会ブース装飾） 

〇印刷製本費（市民向け周知チラシ作成） 

〇通信運搬費（市民向け周知チラシ折込代） 

〇セミナー開催費（HP・SNS・ICT 等） 

〇外部委託費（専門家謝金） 

専門性の高い ICT・ECサイト等の個別相談 

〇外部委託費（HP用動画コンテンツ作成） 

 

 

160 

 

 

― 

540 

70 

 

 

1,000 

200 

200 

692 

 

 

 

460 

 

 

 

1,620 

324 

324 

324 

 

 

 

486 

98 

324 

324 

123 

200 

 

345 

900 

 

 

160 

 

 

― 

540 

70 

 

 

1,000 

200 

200 

692 

 

 

 

460 

 

 

 

4,320 

864 

864 

864 

 

 

 

1,296 

260 

324 

324 

123 

200 

 

345 

900 

 

 

160 

 

 

220 

540 

70 

 

 

1,000 

200 

200 

692 

 

 

 

460 

 

 

 

5,400 

1,080 

1,080 

1,080 

 

 

 

1,620 

324 

324 

324 

123 

200 

 

345 

1,200 
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７．地域経済の活性化に資する取組 

シニア草サッカー大会の実施に係る 

〇印刷製本費 

周知用ポスター、飲食マップ作成 

藤枝おみや等パンフレット作成 

おさんぽマルシェの実施に係る 

〇印刷製本費（周知用ポスター作成） 

〇印刷製本費（周知用チラシ作成） 

〇通信運搬費（周知用チラシ折込代） 

 

 

 

50 

220 

 

22 

100 

100 

 

 

 

50 

220 

 

22 

100 

100 

 

 

 

50 

220 

 

22 

100 

100 

（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 

会費収入、事業収入、国補助金、県補助金、市補助金 

（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（別表３） 
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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 
藤枝市や市内金融機関、専門家等と連携した起業チャレンジャー応援事業の実施 

（シダビズ、ビジネスプラングランプリ、創業計画の策定支援） 

個店魅力アップのための「まちゼミ」の実施 

支援機関等連絡会議、小規模事業者のための補助金・支援制度説明会の開催 

産業競争力に基づく特定事業の実施（インキュベーション経営指導事業） 

金融斡旋 

再生計画（改善計画）の立案 

静岡県事業引継ぎセンターとの相談体制の連携（連携創業支援機関として登録） 

藤枝 ICTコンソーシアムと連携した小規模事業者への巡回・窓口相談を通じた ICT導入支援の実施 

 

 

連携者及びその役割 

（連携者） 

藤枝市（代表者：北村正平市長 住所：藤枝市岡出山 1-11-1 ℡：054-643-3111） 

静岡県よろず支援拠点（代表者：塚本晃弘チーフコーディネーター 住所：静岡市葵区黒金町 20-8 

℡：054-253-5117） 

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） 

(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） 

静岡県中小企業団体中央会（代表者：諏訪部敏之会長 住所：静岡市葵区追手町 44-1 ℡：

054-254-1511） 

静岡県経営改善支援センター（代表者：真野年幸センター長 住所：静岡市葵区黒金町 20-8 ℡：

054-275-1880） 

静岡県中小企業再生支援協議会(代表者：佐藤嘉洋統括責任者 住所：静岡市葵区黒金町 20-8 ℡：

054-253-5111） 

(独)日本貿易振興機構(代表者：石毛博行理事長 住所：東京都港区赤坂 1-12-32 ｱｰｸ森ﾋﾞﾙ ℡

03-3582-5511) 

(公財)静岡県国際経済振興会（代表者：吉林章仁会長 住所：静岡市葵区追手町 44-1 ℡：

054-254-5161） 

㈱日本政策金融公庫静岡支店（代表者：山邉伸夫国民生活事業統轄 住所：静岡市葵区黒金町 59-6） 

静岡県信用保証協会（代表者：岩瀬洋一郎会長 住所：静岡市葵区追手町 5-4） 

静岡産業大学（代表者：鷲崎早雄学長 住所：藤枝市駿河台 4-1-1 ℡：054-645-0191） 

大井川農業（協）（代表者：池谷 薫代表理事組合長 住所：藤枝市緑の丘 1-1 ℡：054- 646-5111） 
藤枝 ICTコンソーシアム（代表者：鷲崎早雄会長 住所：藤枝市駿河台 4-1-1 ℡：054-646-5435） 

藤枝市産学官連携推進協議会（代表者：堀川知廣会長 住所：藤枝市駿河台 4-1-1 ℡：054-639-7164） 

なお、役割については、連携体制図に記載する。 
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連携体制図等 

 

（創業支援）
<産業競争力強化法>
・藤枝市産業政策課
創業支援室・エフドア

商業観光課
産業集積推進課

起業チャレンジャー応援事業
（シダビズ、志太ビジネスプラン
グランプリ）
個店魅力アップのためのまちゼミ

・専門家派遣制度
（事業計画策定・アドバイス）

・静岡県専門家派遣制度
・消費税転嫁対策相談
・エキチカワンストップ相談会
（創業・第２創業）
・経営安定特別相談室

創業者

◇◆◇ 小規模事業者支援体制 ◇◆◇

連携先 連携先

（支援とりまとめ・連絡調整）

藤枝商工会議所

静岡県よろず支援拠点（静岡CCI）
中小企業・小規模事業者
ワンストップ総合支援事業（ミラサポ）
静岡県事業引継ぎ支援センター（静岡CCI）
（静岡県後継者バンク）

経営革新等認定支援機関
（商工会議所、商工会、金融機関、
税理士、中小企業診断士等）

(公財)静岡県産業振興財団
（創業促進補助金、経営革新支援）
静岡県中小企業団体中央会
（新ものづくり補助金、商店街）
日本政策金融公庫静岡支店
各金融機関
静岡県信用保証協会
静岡産業大学
大井川農業協同組合

小規模事業者経営相談

相
談

支
援

相
談

支
援

静岡県後継者人材バンク

静岡県経営改善支援センター（静岡CCI）
静岡県中小企業再生支援協議会（静岡CCI）
（各金融機関、税理士、中小企業診断士）

(独)日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）
(公財)静岡県国際経済振興会(ＳＩＢＡ)

創業・経営・金融支援

再生支援
海外販路支援

藤枝ＩＣＴコンソーシアム

藤枝市ＩＣＴ推進室
藤枝市産学官連携推進協議会

ＩＣＴ支援

創業支援
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