
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 
氏家商工会【法人番号 ４０６０００５００１６３７】 

さ く ら 市【地方公共団体コード   ０９２１４２】 

実施期間 令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日  ～  令 和 ７ 年 ３ 月 ３ １ 日 （５年間） 

目  標 

 当地域における「１０年後の小規模事業者のあるべき姿」を 

■小規模事業者ならではの“魅力度”を高め、 

地域に欠かすことのできない事業者として持続的発展を遂げている 

と設定し、今後５年間は以下の目標を掲げ、小規模事業者の持続的発展に繋げる。 

 ［1］大型店にはない小規模事業者らしい“魅力”ある事業所の育成 

［2］“魅力”ある事業所を残していくための地域の課題に沿った事業承継支援 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

１．地域の経済動向調査に関すること 

  国のビッグデータ等を活用し、小規模事業者に対して地域経済動向を中心

とした情報提供を行う。 

２．経営状況の分析に関すること 

      セミナーや巡回により経営分析の重要性を伝えるとともに、支援グループを

編成し、“魅力度”向上に繋がる事業計画策定のための経営状況の分析を行う。 

３．事業計画策定支援に関すること 

   事業所の“魅力度”の向上を見据えた事業計画を支援グループにより策定

し、事業者の売上増加に寄与する他、事業承継計画の策定支援を行い、事業

者数の維持に繋げる。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

策定した事業計画の進捗確認を行うとともに、経営指標の把握、効果測定等を

行い、事業者の状況に合わせた支援を継続することで計画の実効性を高める。 

５．需要動向調査に関すること 

新規顧客の獲得に繋げるためのアンケートを実施し、新商品の開発や既存

商品の改善、新サービスの提供に繋げ、事業所の魅力度向上に寄与する。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

      チラシ等の作成や即売会への出店、ITの活用等を支援し、需要開拓に寄与

する他、魅力ある事業所を増やしていくことで事業者数の維持に繋げる。 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

関係機関と連携し、今後のさくら市のあるべき姿・方向性を共有化し、当

地域が抱える課題である「中心市街地の衰退」や「購買力の大型店への流

出」「事業承継への不安」の解決を図り、地域経済の活性化を目指すと共に小

規模事業者が事業を持続的発展させるための良好な環境を整備する。 

連 絡 先 

氏 家 商 工 会  

〒329-1311 栃木県さくら市氏家４５０４番地１ 

TEL：０２８-６８２-２０１９  FAX：０２８-６８２-９１６５ 

E-mail：ujiie_net@shokokai-tochigi.or.jp 
 

さ く ら 市  産 業 経 済 部 商 工 観 光 課  

〒329-1492 栃木県さくら市喜連川４４２０番地１ 

TEL：０２８-６８６-６６２７  FAX：０２８-６８６-２０５５ 

E-mail：syoukoukankou@city.tochigi-sakura.lg.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  

 

1.目   標  

 

(1)地域の現状と課題  

 

①さくら市と氏家商工会地域の概要  

当市は、平成17年に2町（氏家

町、喜連川町）の行政合併により誕

生した。その内、当商工会の管内は

旧氏家町の区域である。  

当市は、関東平野の北端部に位置

し、平坦な水田地帯が広がる。栃木

県の中央部やや北東にあり、1級河川

の鬼怒川が市の東側を流れる。台風

や洪水などの自然災害はとても少な

く、冬の積雪量も都心とさほど変わ

らない。 

県都宇都宮市から約 20㎞の距離に

あり、東は那須烏山市、西は宇都宮

市、南は高根沢町、北は矢板市に隣接

している。当市の総面積は 125.63㎢

で、そのうち当地域は 49.99㎢であ

る。  

交通網は、国道4号線が南北を、国

道293号線が東西を貫いており、2本の

国道が当地域内中央部で交差している。高速自動車道路は東北道が市の西部を縦貫し

ており、宇都宮ICから約30分、矢板ICから約20分でアクセスできる。鉄道は南北にJR

宇都宮線が縦貫し、当地域内には氏家駅、蒲須坂駅の2駅があり、宇都宮駅までは約

15分で接続する。東京都心からのアクセスは、車では東北自動車道を利用し約2時間、

鉄道はJR東北新幹線・JR宇都宮線の利用で約１時間30分である。 

当市は、古くから北と東を結ぶ交通の要衝だったこともあり、城下町・宿場町と

して栄え交通の面では恵まれた立地にある。特に当地域は、2つの駅へのアクセスも

良いため、市内はもちろん近隣への通勤・通学がしやすい地域であり、その利便性

の良さから、公共による宅地開発に加え、民間事業者による小規模な開発が盛んで、

近年も子育て世代を中心に人口が増加している。以前は肥沃で平坦な土地と鬼怒川

をはじめとした豊富な水を利用した農業が盛んな地域であったが、現在は宇都宮都

市圏におけるベッドタウンとして変貌しつつある。  

当市は、㈱東洋経済新報社「都市データパック」が発表している「住みやすさラ

（図1）  

（図2）  
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ンキング」において、2016年に総合評価で栃木県内1位、関東エリアで 14位、全国で

85位にランキングされた。 2014年8月に市民2,000人を対象に行った意識調査でも、

さくら市の「住み良さ・住み心地」を良いと答えた肯定意見が 75％にのぼり、「さく

ら市に住み続けたい」との定住意識のある市民も 84％となっている。  

当地域は、一級河川鬼怒川の東側に位置し、肥沃な土壌に恵まれていることから

県内有数の穀倉地帯として発展してきた。現在は、米をはじめ、小麦、ニラ、いち

ご、鮎、キノコなど多くの特産品が生産されている。特に、小麦は近隣地域と比較

し生産が多く、良質な地場産小麦「イワイノダイチ」を使用した「氏家うどん」は、

小麦本来の味と香りをダイレクトに感じられ、小麦を皮ごと挽いた全粒粉を利用し

たほんのりと茶色かかった色、適度な粘りとコシを持つ素朴な味わいで、和洋折衷

のさまざまなアレンジメニューとしても楽しめる。氏家うどんは、特許庁地域団体

商標(商標権者：当商工会、登録第5817109号)に登録され、市内外の飲食店でのメニ

ューにも取り入れられており人気の地元グルメとなっている。 

 

②人口の推移  

当地域の人口は、市人口・国勢調査に関する統計データ（図3）によれば、平成

30年10月1日時点の人口は 33,965人であり、合併した平成 17年当時と比較し 3,461人

増加している（平成17年までは国勢調査、 17年以降は住民基本台帳）。世帯数につ

いて（図4）は、平成 30年10月1日時点で13,216世帯、平成17年と比較し3,035世帯

増加しており、核家族化・少子化等が進み、1世帯あたり人数は、昭和 55年の4.10

人から平成30年には2.57人に落ち込んでいる。  

（図3：当地域の人口の推移）  

 

 

 

 
                      出典：国勢調査、住民基本台帳  

（図4：当地域の人口・世帯数の推移）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        出典：住民基本台帳  

 

当市の年齢3区分の人口構成比の推移（図 5）については、65歳以上の高齢化率が、

平成22年以降、20％を超えるとともに、0～14歳の年少人口比率が平成22年以降14％

台に減少している。年少人口比率については平成 30年10月時点においても 14.0％と

なっており減少は続いてはいるものの、県内においては最も高い比率となっている。

 平成17年10月 平成24年10月 平成30年10月 
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年齢階層別の特徴では、下記の人口ピラミッド（図6）にあるように 35～39歳と60～

64歳の比率が大きくなっている。  

                      （図6：当市の人口ピラミッド）  

（図5：当市の年齢3区分人口構成の推移）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③地域全体の現状及び課題  

【人口構成の変化と課題】  

当市の総人口の中で大きな割合を占める生産年齢人口は、少子高齢化の影響によ

り、平成22（2010）年にピーク（64.9％）を迎え、その後は緩やかに減少しており、

令和22（2040）年には54.7%まで低下すると推計されている。老年人口は、総人口に

占める割合も上昇傾向にあり、平成 22（2010）年に20.5％であった割合は、令和22

（2040）年には33.5%まで上昇することが推計されている。平成 22（2010）年時点で

は、65歳以上の高齢者 1人を生産年齢人口約 3.16人で支えていたが、令和22（2040）

年には、約1.63人で支えなければならない状況にあり、着実な高齢化の進行が見込

まれる。  

生産年齢人口の減少は、生産力の低下、所得の減少、消費額の減少による地域経

済の低迷に結びつくと考えられる。  

今後、少ない人口で生産力を維持させるために、雇用者を奪い合う状況が深刻に

なることが考えられるため、安定した雇用や雇用の質を重視した取り組みにより、

「しごと」が「ひと」を呼び、「ひと」が「消費」を生み、「まち」に活力をあたえ

る「まち・ひと・しごと」の好循環を確立していくことが重要で、一定数の人口減

少は避けらない事実を踏まえ、新たな人口規模を見据えた事業展開、消費意欲を活

発にさせるための事業活動等に取り組んでいく必要がある。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図7）  
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【中心市街地の現状と課題】  

当地域の氏家駅を中心とした中心市街地は、事業主の高齢化や後継者不在、また

郊外への大型店進出の影響による売上減少等の影響により、事業者数が減少を続け

ており、結果として空き店舗の増加を招き、中心市街地の賑わいが低下している。        

また、当地域の宅地造成・分譲販売が郊外を中心に行われてきたことにより、郊

外に住む市民が増え、加えて交通の利便性の良さから、大型商業施設の郊外への出

店が増加している現状がある。今後は高齢化社会のさらなる進展が予測されること

から、中心市街地内に住む移動手段を持たない高齢者が、日用品や食料品を中心市

街地内の商店で購入することができる環境の確保とシティプロモーションの一環と

して、中心市街地の活性化が必要である。  

なお、当市では、空き店舗対策を含めた中心市街地内の課題解決を図るため、下

記のような施策を実施している。  

 

・「空き店舗活用促進事業費補助金」  

＝市内の地域活性化を図ることを目的とし、空き店舗を活用して事業を開

始する方に対する補助金。店舗家賃・改修費用を補助。上限額 65万円 

・「さくら市経営活性化支援事業補助金」  

＝さくら市版持続化補助金。地域経済の活性化を図ることを目的とし、販

路の開拓、経営品質の向上、新商品の開発等の新たな事業活動に取り組

む中小企業者および小規模企業者に対する補助金。上限額50万円  

・「店前景観整備推進事業」  

＝ホスピタリティ向上による消費者の立ち寄り率向上のため、専門家によ

る店前景観モデルデザイン作成を実施。中心市街地内事業者のみ対象  

・「まちなかおもてなし空間整備計画策定事業」  

＝市街地の賑わい創出のための周遊ルートの構築、地域交流の場として活

用できる滞留空間の整備を目的  

・「氏家駅前交流拠点の整備」  

＝市の玄関口である JR氏家駅東口において、市の魅力ある情報を市内外に

発信することにより、移住・定住人口、観光誘客数の増加を図り、市の

産業振興および地域活性化に資するための拠点施設として整備 

 

これらの施策は、中心市街地内事業者を対象とした事業の実施や補助金交付によ

り、地域経済及び中心市街地の活性化を図るためのものであり、当市としても中心

市街地の活性化を重要課題と捉え積極的に施策を講じている。 

 

【購買動向の現状と課題】  

当地域の地元購買率（図 8）は、平成21年が64.6％、平成26年が62.9％と微減と

なっているが、平成26年調査では総購買人口（図9）は48,819人（地元購買人口

21,048人、吸引人口27,771人）となっており、前回調査より 6,866人増加してい

る。吸引人口を含めた総購買率は145.8％（前回131.2％）となり、当地域の集客力

は大きいと考えられる。しかし、地域外から吸引した購買人口は、郊外に出店して

いる大型店のみで買い物が完結してしまい、中心市街地・商店街に上手く呼び込み

ができておらず、小規模事業者へ経済効果を波及させることが課題である。  

 

（図8：当地域の地元購買率の推移）          （単位：％）  

 

 

 

出典：栃木県「平成 26年度  地域購買動向調査」  

  

平成 3年  平成 6年  平成 11年  平成 16年  
平成 21年  

(1) 

平成 26年  

(2) 

増減  

(2)－ (1) 

66.0 65.6 65.7 57.6 64.6 62.9 ▲1.7 
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（図9:当地域の地元購買人口・吸引人口・総購買人口）（単位：人・％）  

 
平成21年 

(1) 

平成26年 

(2) 

差引  

(2)－(1) 

①地元購買人口  20,671 21,048 377 

②吸引人口  21,282 27,771 6,489 

 

 

 

 

 

 

商 

 

圏 

第 1次商圏 8,099 8,698 599 

第 2次商圏 7,914 9,442 1,528 

第 3次商圏 1,170 2,309 1,139 

影 響 圏  3,527 6,247 2,720 

その他の地域  572 1,075 503 

③総購買人口（①＋②）  41,953 48,819 6,866 

④当地域の人口  31,978 33,473 1,495 

総購買率（③÷④）  131.2％  145.8％  14.6％ 

出典：栃木県「平成 26年度  地域購買動向調査」（一部改変）  

 

【観光の現状と課題】  

当市の観光客入込数（図10）は年々増加傾向にあり、平成 30年は1,895千人とな

っている。旧氏家町・旧喜連川町に、「桜」の名所が多くあることが市名の由来と

もなっており、桜の開花時期には両地域ともに多くの観光客が訪れるが、地域別で

は、当地域が200千人であるのに対し、旧喜連川町地域が 1,694千人となっており、

日本三大美肌の湯と称される喜連川温泉や平成29年4月にリニューアルされた「道

の駅きつれがわ」を有している旧喜連川町地域により多くの観光客が訪れている。  

今後は、サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の 2020年ワー

ルドカップ開催地が当市のゴルフ場に決まり、世界 30カ国以上から約 500人の選手

が当市に訪れ、以後も日本のフットゴルフの聖地として多くの来訪者が見込まれ

る。  

当市に訪れる観光客の玄関口である氏家駅を中心とした市街地内活性化を図るこ

とで、観光客を“素通り”させることなく、魅力ある店舗に立ち寄ってもらい、地

域外消費者からの購買の獲得に繋げるとともに、まちなかの賑わい創出、郊外に移

行しつつある消費者購買動向の回帰を実現させることで、市内の中心的な商業環境

づくりに寄与すると考えられる。  

 

（図10：さくら市観光客入込数）               （単位：人・％） 

出典：平成 30（ 2018）年「栃木県観光客入込数・宿泊数推定調査」  

 

④地域産業の現状及び課題  

【商工業者数の推移】  

平成23年、平成28年の「経済センサス活動調査」によれば、当地域の商工業者

 平成 26 

(2014)年  

平成 27 

(2015)年  

平成 28 

(2016)年  

平成 29 

(2017)年  

平成 30 

(2018)年  
前年比  

平成 22 

(2010)年比  

さくら市  700,428 714,311 711,756 1,257,772 1,895,294 150.7 214.2 

 当地域  141,892 116,516 149,637 166,847 200,895 120.4 134.8 

 旧喜連川町  558,536 597,795 562,119 1,090,925 1,694,399 155.3 230.3 
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数は、この5年間（平成23年と平成28年との比較）で、 30社減少（▲2.9％）して

いる。当地域では飲食・宿泊業者数は減少しているものの、地区内の人口増加に

伴い、直接消費者との接触機会がある小売業、サービス業などの第 3次産業の事

業者数はほぼ横這いとなっている。一方で、建設業 15.0%減少、製造業 10.5％減

少と第2次産業の事業者数減少は顕著である。  

（図11：地区内商工業者の業種別内訳）  

出典：総務省「経済センサス  活動調査」  

 

【業種別の現状及び課題】  

〇卸売業・小売業の現状  

当地域の卸売業・小売業

の事業所数の推移をみてみ

ると、卸売業の事業所数は

各年において増減を繰り返

しており、2014年は36事業

所となっている。  

小売業は継続的に事業所

数が減少しているが、 2000

年6月に大店法が廃止され、

イ オ ン ビ ッ ク さ く ら 店

（ 2006年 4月開店）、ベイシ

アＳＣさくら氏家店（ 2006

年 12月開店）などの大型ス

ーパーが次々に進出してき

た影響により競争が激化し、また消費者の消費行動が中心市街地から郊外の大型

店へ移行したことにより、 2007年から2014年にかけて小売業者数は 71事業所減少

（▲25.5％）した。  

 

〇卸売業・小売業の年間商品販売額推移  

当地域の卸売業年間商品

販売額は 2007年の 17,933百

万円をピークとして、在庫調

整等の影響により下降トレ

ンドとなっている。2014年は

10,693百万円となっており、

▲ 40.3%と大きく落ち込んで

いる。  

小売業は、2004年に28,064

百万円まで販売額が落ち込

んで以降、拡大基調となって

おり、2014年は39,570百万円

で 2004年と比較し 41.0％増

加している。  

当地域の小売業事業者数は、 2004年284事業者、2014年が207事業者と減少して

いるにもかかわらず商品販売額は増加していることから、集客力の高い大型商業

項目  
商  工  

業者数  
建設業  製造業  卸売業  小売業  

飲食・  

宿泊業  
サービス

業  
その他  

平成 23年  1,017 120 114 34 253 121 369 6 

平成 28年  987 102 102 35 254 110 374 10 

増減数  ▲30 ▲18 ▲12 1 1 ▲11 5 4 

増減（％）  ▲2.9 ▲15.0 ▲10.5 2.9 0.4 ▲9.1 1.4 66.7 

43 48 58 50 34 46 39 40 38 36 

397 382 365 354
328 322 307

284 278 

207 

0

100

200

300

400

500

1985 1988 1991 1994 1997 1999 2002 2004 2007 2014

（事業所）

「商業統計調査」より引用

当地域の卸売業・小売業事業所数の推移

卸売業 小売業

（図12） 

5,788
6,187

16,230

7,965
7,800

11,266

10,955
16,603

17,933 

10,693 

19,560

24,017

26,969

29,958

32,289

31,696

28,452

28,064

32,296 

39,570 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

1985 1988 1991 1994 1997 1999 2002 2004 2007 2014

（百万円）

「商業統計調査」より引用

当地域の卸売業・小売業の

年間商品販売額の推移

卸売業 小売業

（図13） 
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施設に消費者の購買が集中し、販売総額における大型店舗の割合が年々拡大して

いると考えられ、小規模事業者の衰退が懸念されるところである。  

〇飲食業の現状  

平成23年の121事業者から平成 28年は110者となり、11事業者減少（▲ 9.1％）

している。外食産業そのものの市場規模が大きく減少しており、消費者ニーズも

外食より家で食べる「内食」や、惣菜や弁当等を購入する「中食」に移行してい

る。栃木県地域購買動向調査によると、外食の地元購買率は、平成 21年は

48.8％、平成26年は60.1％となっており 11.3％増加している。しかしながら、当

商工会が平成29年12月に実施した「中心市街地経済動向調査」によると、地域内

の飲食店利用者のうち 52.8%が飲食チェーン店を利用している結果となってお

り、消費者の多くは国道沿いのロードサイド店、チェーン店、ファミリーレスト

ランなどを利用している。当地域の飲食業事業者数が減少していることからも、

地元飲食店での購買率は年々減少している傾向にあると考えられる。  

〇建設業の現状  

事業者数は平成23年の120事業者から平成 28年は102事業者となり、18事業者

（▲15.0％）減少となっており、地区内の業種においてもっとも減少率の高い業

種である。国の経済政策により官公需要・民間需要が増加し、景況に持ち直しが

見られたものの、現在は完成工事高、採算ともに減少・悪化している。  

また、需要の停滞による競争の激化、原材料価格の高騰に苦慮しているのが現

状である。地域内事業者の大半は下請中心に業務を行っている事業者であり、後

継者がいなく経営者の高齢化に伴う廃業によるものが事業者数減少の要因である

と考えられる。  

〇製造業の現状  

事業者数は平成23年の114事業者から平成 28年は102事業者となり、 12事業者

（▲10.5％）減少している。  

地域の雇用力は「輸送用機器製造業」が約 8％と最も高くなっており、稼ぐ力

としての産業集積では、「パルプ・紙・紙加工品製造業」「輸送用機器製造業」

「ゴム製品製造業」が集積傾向にあり、製造業が地域の雇用と経済を支えてい

る。  

 

【事業承継と後継者】  

さくら市が平成27年10月に策定した「まち・ひと・しごと創生総合戦略」によ

ると、後継者がいないことによる事業継続に課題を抱える市内企業は 2割強とな

っており、廃業予定のうち 8割が第3次産業（小売業・サービス業等）となってい

る（図14）。10年後の商工業者の振興を考えると事業承継対策は重要な課題とな

ってくる。  

出典：さくら市「まち・ひと・しごと創生総合戦略」  

 

⑤小規模事業者の現状及び課題  

平成23年、平成28年の「経済センサス活動調査」によれば、当地域の小規模事

業者数は、この5年間（平成23年と平成28年との比較）で、 39社（▲4.9％）減少

している。業種別では、サービス業とその他の業種が若干の事業者数の増加であ

ったが、建設業、製造業、卸売・小売業、飲食・宿泊業は事業者数が減少してお

り、特に建設業においては 22社（▲18.8％）と大きく減少となっている。  

（図14） 
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（図 15：当地域の小規模事業者の業種別内訳）  

出典：総務省「経済センサス  活動調査」  

 

業種別の現状と課題は、次のとおり。  

 

業  種  現  状  課  題  

小  売  業  

・地域内大型店への購買力の集中  

・ワンストップで必要な買い物ができる

商店街がないことや、魅力ある店舗、

商品が少ない  

・需要低下による経営者の意欲低下  

・後継者不足や業績悪化による廃業の増加 

・人材確保が困難  

・生活維持の拠点となる小売店の存

続のため、個店の特徴を前面に打ち

出した新たなビジネスモデルの再構  

・後継者の育成及び円滑な事業承継  

・商店街の活性化や空き店舗対策  

・地元住民や地域外からの来訪者の取り込み 

・ITを活用した業務の効率化および情報発信 

飲  食  業  

・国道 4号線、293号線沿いのチェーン

店での消費の増加  

・若手の経営者が比較的多い  

・利用頻度、利用単価の減少による売上の減少 

・店舗の老朽化及び魅力あるメニュー

が少ない  

・後継者不足  

・人材確保が困難  

・地元住民や地域外からの来訪者の取り込み 

・リピート利用や来店頻度の向上  

・地域資源を活用した新メニューや魅

力あるメニューの開発  

・魅力ある店舗づくり  

・後継者の育成及び円滑な事業承継  

・空き店舗を活用した創業  

・ITを活用した業務の効率化および情報発信 

建  設  業  

・入札による公共工事の受注難  

・大手ハウスメーカーへ新築・リフォー

ム需要の流出  

・従業員の高齢化や若手採用難  

・慢性的な人手不足  

・後継者不足  

・若手労働力の確保  

・後継者の育成及び円滑な事業承継  

・経営革新や第二創業  

・下請からの脱却  

・地域内の新築・リフォーム需要の獲得  

・技術の伝承  

製  造  業  

･原材料価格の高騰  

･電気料金の値上げ等製造原価の上昇 

･従業員の高齢化や若手採用難  

･人手不足  

･後継者不足  

・需要を見据えた設備投資 

・製造ラインの効率化  

・製造コストの削減  

・後継者の育成及び円滑な事業承継  

サービス業  

・利用頻度、利用単価の減少による売

上の減少  

・後継者不足  

・人材確保が困難  

・地元住民や地域外からの来訪者の取り込み 

・リピート利用や来店頻度の向上  

・魅力ある店舗づくり  

・後継者の育成及び円滑な事業承継  

・空き店舗を活用した創業  

・ITを活用した業務の効率化および情報発信 

 

 

項目  
小  規  模  

事業者数  
建設業  製造業  卸売業  小売業  

飲食・  

宿泊業  
サービス

業  
その他  

平成 23年  789 117 91 26 176 70 304 5 

平成 28年  750 95 82 25 168 64 309 7 

増減数  ▲39 ▲22 ▲9 ▲1 ▲8 ▲6 5 2 

増減（％）  ▲4.9 ▲18.8 ▲9.9 ▲3.8 ▲4.5 ▲8.6 1.6 40.0 
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⑥さくら市  中小企業及び小規模企業振興基本条例  

  当市は中小企業の振興に関する施策について、その基本理念、基本方針その他

の基本となる事項を定めるとともに、市・市民・関係機関の責務等を明らかにす

ることにより、中小企業の振興に関する施策を総合的に推進し、もって中小企業

の持続的な発展、地域経済の健全な発展及び地域住民の生活の向上を図ることを

目的として、平成30年6月22日に「さくら市中小企業及び小規模企業振興基本条

例」を制定し、平成 30年7月1日に施行した。  

この条例は、中小企業者が経営の革新、経営資源の活用等を図ることにより、

自主的に事業の持続的な発展が促進されること、市・市民・関係機関等のそれぞ

れの役割分担を規定して、地域全体で中小・小規模企業の振興を支援するもので

あり、商工団体の努力等について下記のとおり明記されている。  

・商工団体は、中小企業者の事業の持続的な発展を推進するために必要な環境の

整備に取り組むよう努めるものとする。  

・商工団体は、市が実施する中小企業の振興に関する施策に協力するよう努める

ものとする。  

 

⑦さくら市の振興ビジョン 

当市は、「第2次さくら市総合計画」（基本計画期間：平成28年度～令和2年度）

において、下記のとおり施策を示している。  

 

まちづくりの基本理念         ※   部分が商工会に関連するもの  

人口減少による影響を抑制し、人口

減少社会へ対応していくためには、効

果的効率的な行政経営により財政基

盤を安定させつつ、産業の活性化や仕

事の創出に力を注ぎ、定住・交流人口

の増加につながる魅力あるまちづく

りの推進が必要です。そして、だれも

が安心して地域で暮らせるような仕

組みづくりに取組むことで、将来にわ

たる持続性のあるまちづくりを進め

ていくことが重要と考えます。そのた

め、さくら市は、まちづくりの基本理

念を「持続性のある自立した行財政基

盤を確立し、安心して暮らせるまちづ

くり」として、あらゆる施策に反映さ

せていきます。  

 

将来都市像  

少子高齢化や情報化、地球温暖化、グローバル化など暮らしの環境が大きく変

わるなか、時代や環境にあわせた施策の拡充や見直しを常におこない、安心して

暮らせるまちになるよう取り組みます。  

市外との人や経済の交流活発化により新たな魅力を創造し、地域資源・都市機能

の総合力を向上させるべく、地域・ひと・ものの結びつきを強めるまちづくりを

めざします。さくら市は、これらのまちづくりの在り方を「安心して暮らせ、地

域・ひと・ものを結ぶ、魅力いっぱいのまち」という将来都市像として定めます。 

 

まちづくりの方向性  

まちづくりの基本理念や将来都市像を実現するため、次の項目をまちづくりの

（図16） 
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基本的な方向として設定します。  

①自立した行財政の確立  

②まちづくりの基本は人づくり  

③いきいきと生活を楽しむまちづくり  

④活力と魅力にあふれるまちづくり  

さくら市を明るく豊かなまちとして発展させていくためには、産業の活性化  

と氏家駅周辺など中心市街地の活性化、観光、文化等での交流人口の増加が  

不可欠です。そのため、市民による連携を深めながら、効果的な魅力づくり  

を行います。また、地域の中小企業などが新たな分野や技術に元気を出して  

挑戦できるような環境づくりを進めていきます。  

⑤環境にやさしいまちづくり  

⑥人口減少社会への対応・取り組み推進  

 

政策施策体系  

将来都市像である『安心して暮らせ、地域・ひと・ものを結ぶ、魅力いっぱい

のまち』の実現をめざし、政策施策の体系を次のように定めます。  

 

Ⅰ 市民とともに築く自立した行財政（行政経営・自治分野 4 施策）  

Ⅱ 福祉の充実と安心の社会保障（福祉・健康・子育て分野 6 施策）  

Ⅲ 文化薫る心豊かな人材の育成（学習・文化・教育・人権分野 5 施策）  

Ⅳ くらしを支える強固な経済基盤（雇用・産業・観光分野 3 施策）  

(1)時代とニーズに合致した農林水産業の確立  

(2)安定と発展の商工業基盤の充実と強化  

(3)地域資源を活かした観光の振興  

Ⅴ 機能的で住みやすい安全な都市機能（都市基盤・安心安全分野 6 施策）  

Ⅵ 次代に引き継ぐ豊かな自然と環境（自然・環境分野 3 施策） 

 

施策別計画  

「Ⅳ．くらしを支える強固な経済基盤」の計画は下記のとおり。（抜粋）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本事業  

①商業の活性化  

市民が日用品や食料品を地元で購入することで、市の商業力が向上しています。 
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②工業の振興  

市内の事業所の生産性や規模拡大、新規企業の立地がなされています。  

③中小企業の経営基盤の強化支援  

中小企業が安定した経営を行っています。  

④まちなかのにぎわい創出  

創出人が集まり賑わいがある「まちなか」となっています。  

⑤雇用環境の充実  

雇用機会が確保されています。  

 

(２)小規模事業者の長期的な振興のあり方  

「まちづくりの基本理念」に基づき、当市が目指すまちづくりの方向性を示す

「将来都市像」にあるように、さくら市を明るく豊かなまちとして発展させてい

くためには、産業の活性化と氏家駅周辺などの中心市街地の活性化が不可欠であ

る。そこで、当商工会における小規模事業者の長期的な振興のあり方として、管

内小規模事業者の「 10年後の小規模事業者のあるべき姿」を次の通りに設定し支

援をしていく。  

 

①10 年後の小規模事業者のあるべき姿  

 

 

 

      

当商工会が考える“魅力ある事業者”とは、「個性がある」「画一的ではな

い」「独創性のある」商品、または「小回りの利く」「融通の利く」「一通りで

はない」サービスの提供者である。  

このような“魅力的”な価値を提供することで大型店と共存し、就業の場や

地域コミュニティの場の創出など、地域に欠かすことのできない事業者として

事業を継続していること。  

 

②商工会の役割  

当商工会では、「10年後の小規模事業者のあるべき姿」を達成するため、以下

の内容について市とともに重点的に取組み、小規模事業者の持続的発展に繋げて

いく。その際には、栃木県や他の支援機関との更なる連携を強化し、小規模事業

者へ伴走型の支援を行っていく。  

 

 ●新商品・新サービスの開発などによる新たな需要開拓支援  

地域内小規模事業者が、新たな需要を獲得し販路拡大に繋げるための需要開拓

支援を実施する。需要動向調査等により顧客ニーズを把握し、戦略的に顧客ニー

ズを満たす大型店には提供できない商品開発や品揃え、サービスを行い個店の魅

力度を向上させるほか、地域ブランドへの登録支援等を行うことで事業者を広く

消費者へ周知し、集客の増加を図ることで地域内の購買を活性化させるための支

援を行う。  

 

 ●高付加価値な商品・サービスづくり（収益性向上）支援  

地域資源を活用した利益率の高い魅力ある商品・メニューの開発や高付加価値

なサービスの提供による適正利益の確保、来店頻度の向上、購買単価の向上など

による売上の拡大を支援し「収益力」のある事業者を育成する。  

 

小規模事業者ならではの“魅力度”を高め、 
この地域に欠かすことのできない事業者として持続的発展を遂げている  
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 ●事業承継支援  

資本力のある企業の地域内への進出により、地域内小規模事業者が減少してい

るなか、自社の魅力度向上により事業の存続が可能となる経営力・収益力を身に

付けることで安定した事業を継続し、技術やノウハウの逸失を防ぎ、事業価値を

次世代へ引き継いでいくため、事業計画の策定支援と平行して円滑な事業承継の

支援を行うことで事業者の持続的発展を支援し小規模事業者数の維持を図る。  

 

③さくら市の振興ビジョンとの関わり 

  当市の「第2次総合計画」では、将来都市像「安心して暮らせ、地域・ひと・

ものを結ぶ、魅力いっぱいのまちづくり」の実現に向け、各種目標を掲げてい

る。そのなかで、商工会に関連する「基本計画 政策Ⅳくらしを支える強固な経

済基盤」について、さくら市とともに関連施策を実行する。  

特に、重点施策と位置づけるものに「安定と発展の商工業基盤の充実と強

化」があり、当商工会として、「商業の活性化」「中小企業の経営基盤の強化支

援」「まちなかのにぎわい創出」「雇用環境の充実」に向けた支援を行い、高齢

化社会の進展に伴い、日用品の買い物がしやすい環境の確保 (＝魅力あるサービ

ス事業所の維持への貢献)やまちの玄関としての氏家駅周辺 (中心市街地)のにぎ

わいの再生(＝魅力いっぱいのまちづくりへの貢献)、円滑な事業承継による小

規模事業者の持続的発展 (＝魅力ある事業所を残していくための貢献)を共に目

指すものとする。  

 

(３) 経営発達支援事業の目標及び実施方針  

今回の計画では、上述した地域の「現状と課題」と「さくら市第2次総合計

画」を踏まえ、当地域における「長期的な振興のあり方」をベースに、“今後 5年

間”は次のとおり2つの目標を立てるとともに、それぞれに実施方針を定める。  

 

［1］大型店にはない小規模事業者らしい“魅力”ある事業所の育成  

【一部改善・継続】  

［2］“魅力”ある事業所を残していくための地域の課題に沿った事業承継支援  

 【新規】  

 

【目標１】大型店にはない小規模事業者らしい“魅力”ある事業所の育成  

【一部改善・継続】 

これまでの 

取組み 

当商工会では、２つの重点支援対象事業者 (①氏家うどん関

連事業者、②中心市街地内事業者 )を中心とした地域内小規

模事業者に、地域経済動向や需要動向に係る情報の提供から

経営状況の分析、事業計画書の作成、実行支援までを一連のス

キームとして伴走型支援を行ってきた。特に、小規模事業者が苦

手とする販路開拓においては、支援事業者の新規顧客の獲得や

既存顧客の来店頻度の向上、売上拡大等に繋がる支援を実施

した。 

 

【重点支援対象事業者】 

事業計画策定から新たな需要の開拓支援まで一連のスキーム

として実施した。経営状況分析から事業計画策定 (専門家を派
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遣含む)して飲食業に特化した支援をした上で、「グルメガイドブッ

ク」を作成し、地域内9,000世帯への新聞折込を実施した。掲載

事業者の認知度向上や新規顧客の獲得を図り、事業者の販路

開拓および売上増加の支援を行った。 

重点支援対象事業者のうち26事業者（見直しを行った事業

者を除く）が事業計画を策定し、そのうち22事業者が新規顧客を

獲得し、売上が向上した。 

 

【その他の小規模事業者】 

顧客との関係性の構築と動機づけを２本柱とする「ワクワク系の

店づくり事業」による手法を実践するため、セミナー等を開催して事

業計画の策定を支援した。合わせて、さくら市のお店や企業を紹介

する地域情報ポータルサイト「うじいえNavi(うじなび)」に事業所情

報を掲載登録して需要開拓の支援を行った。 

33事業者（見直しを行った事業者を除く）が事業計画を策定

し、そのうち27事業者が新規顧客を獲得し、売上が向上した。  

 

【課題】 

事業計画策定時に小規模事業者の経営能力や経営資源と

乖離した内容やスケジュールであったほか、職員の支援ノウハウの共

有が不十分であったことで、支援スキルの平準化が図れていなく、事

業計画の内容及び計画の実行支援も十分なものでなかった。  

また、「グルメガイドブック」の新聞折込を実施した直後は効果がみ

られたが、その効果が一時的なものであった。 

実施方針  

 今回の計画においても、次のとおり重点支援先を定め、地域経済

動向や需要動向に係る情報の提供から経営状況の分析、事業

計画書の作成、実行支援までを一連のスキームとして伴走型支援

を行い、目にとまりやすい成果を上げることで、他の業種の小規模事

業者への波及効果を図る。 

重点支援先には、①小阪裕司氏が提唱する「ワクワク系の店づく

り事業」（P16参照）の手法を活用し「顧客との強固な人間関

係」と「お金を使いたくなる仕組みづくり」を構築して、地域住民を呼

び込むこと、または、②地域資源等を活用し、大型店にはない小規

模事業者らしい“魅力”の向上を図ることにより、売上及び集客力を

向上させる内容を事業計画に盛り込むとともに、根拠がありかつ実

現可能性の高い事業計画策定を行う。更に、前回の課題であった

事業計画の実施支援を重点的に実施して、支援事業者が計画

的な経営による経営の発達を体現できるよう支援する。  

また職員は、事業者ごとに支援計画を作成し、支援内容につい
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て月１回の全体会議を開催して、支援内容や進捗状況、課題等

について協議を行いながら、情報の共有及び支援ノウハウの平準化

を図る。 

市とともに取組み、地域の活力と賑わいの再生を図ることを方針

とする。 

重点支援先  

 ・生活関連サービス事業者                10事業者  

 ・地域資源を活用した商品を提供している事業者  15事業者  

選定理由  

 当商工会では、地域内の人口増加に伴い大型の進出が相次い

だことで、総購買人口は増加しているにもかかわらず管内の個人店

では売上が減少している。そこで、中心市街地の“生活関連サービ

ス事業者”と“地域資源を活用した商品を提供している事業者”を

重点的に支援し、市が実施する「商店街の景観・ホスピタリティ向

上事業」と絡めて、大型店にはない小規模事業者らしい“魅力”あ

る事業所を育成する。 

数値目標  

重点支援対象事業者25者(１年間で５者、５年間で
25者の支援を行う)に対して事業計画を策定し、全者が前
年比0.5%以上売上増加を目指す。 

なお、これまでは５年間で59件（内、重点支援先は26件）を

支援してきたが、事業計画の策定件数を上げることに注力したた

め、計画の内容はもとより策定後のフォローアップが十分ではなかっ

た。 したがって、より専門的かつ効果が期待できる支援を濃密に行

うため、支援対象を絞って支援する。 

実施体制  

・経営指導員 (1名 )と経営支援員 (2名 )がグループとなり支援にあ

たり、それらの情報や支援ノウハウを全体で共有する。 

・販路開拓支援において、専門的かつ高度な支援が必要な場合

は、栃木県よろず支援拠点と連携するほか、ITコーディネーターな

どの専門家を活用する。 

  

【目標2】“魅力”ある事業所を残していくための 
地域の課題に沿った事業承継支援  【新規】 

これまでの 

取組み 

現状の事業承継支援は、相談があった際に支援する状況であっ

た。今後は経営発達支援計画の目標の一つとして、計画的に存

続して欲しい事業者を中心とし計画的に支援する。  

実施方針  

経営者の高齢化は、地域内の全ての小規模事業者の経営課

題である。後継者がいないことによる事業継続に課題を抱える市内

企業は2割強となっており、廃業予定のうち8割が第3次産業（小

売業・サービス業等）となっている。 

そのため、当地域の課題を解決するために円滑な事業承継を次
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のとおり重点支援先を定めて重点的に支援する。  

重点支援先  

・小売業・サービス業 (当地域で廃業予定者が多い業種 ) 

・建設業 (当地域で最も減少している業種 ) 

 

具体的には、窓口相談や巡回時に、栃木県事業承継ネットワ

ーク事務局が作成した「事業承継に関するヒアリングシート」を活用

し、事業承継者の有無・事業承継に対する考え方・事業承継の

課題等について確認し、各事業者の実態を把握する。  

事業承継予定者のいる事業者に対しては、事業計画の策定

支援と合わせて、事業承継税制や補助金制度を活用して事業

承継計画の策定を支援し計画的な事業承継を推進する。  

また、承継者が不在で第３者への事業承継を希望する事業者

に対しては、栃木県事業引継ぎ支援センターとの連携や関係支援

機関の協力を得ながら、事業承継に係る各種施策を活用して支

援し、可能な限り地域内の廃業を抑制する。合わせて、後継者の

育成支援も推進する。 

数値目標  
事業承継計画を5年間で15件策定し、円滑な事業承継に
繋げる  

実施体制  

・市や地域内金融機関との情報交換や連携を行うほか、とちぎ地

域企業応援ネットワーク（事業承継支援PT）を活用する。 

また、栃木県事業引継支援センターや栃木県よろず支援拠点・

その他支援機関と緊密に連携して支援する。 

・経営指導員 (1名 )と経営支援員 (２名 )がグループとなり支援に

あたり、それらの情報や支援ノウハウは全体で共有する。  

 

なお、経営発達支援事業の目標達成に向け、栃木県や足利銀行等の地域金融機

関、認定支援機関、その他の支援機関と連携して事業を進めるほか、人員不足の

補完やスケールメリットの創出を目的に、従来から実施してきた栃木県独自の 4

つの事業である「企業力ランクアップ事業」、「ワクワク系の店づくり事業」、「ス

ローライフ推進事業」、「地域密着リフォーム事業」を引き続き活用する。  

 

『企業力ランクアップ事業』 
 

経営革新の継続的な実行により、経営

品質の高い優良な企業を創出することを

目的とした事業。企業が目指す構想（事業

計画）を実現させるために取り組む活動

を 6つの視点で分析し、他企業とのレベル

を比較。どのような成功要因（強み）のも

と、成果に結びついているかを明らかに

するもの。  

一定基準をクリアした企業が認証される。

認証期間は2年。現在の認証企業は75社。  【企業力ランクアップ事業 6つの要素と関連性】  
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『ワクワク系の店づくり事業』 
 

  “人を惹きつける”元気な地域のパイロット企業を育成し、その波及効果で地域全体
の活性化を図ることを目的とした事業。価格競争に陥らない「売れる仕組み」をつくり
上げるための商業者向けの内容で、平成 14年度に開始された。  

  オラクルひと・しくみ研究所代表の小阪裕司氏が提唱する手法で、売上（＝顧客数×
客単価）は顧客が行動した結果だとし、「顧客との強固な人間関係」と、「お金を使いた
くなる仕組みづくり」を構築することで新規顧客の獲得、客単価増、来店頻度の向上に
繋げるもの。年1回開催されるセミナーに参加するとともに、学んだ手法を実践する。 

 

『スローライフ推進事業』  
 

地域固有の食材と新たな調理法で、“そこにしかない味やサー
ビスを提供する”ことにより、地域の活性化を図ることを目的
とした事業。イタリア発祥の「スローフード運動」を参考にし
た、飲食・宿泊業の他、食品製造小売業向けの内容で、平成 15年
度に開始された。  

食育や地場産品 PRを行っている等の、基準を満たした企業と
して認定されると、商工連が作成するガイドブック（県下全体
を網羅し、毎年 3万部発行）に掲載・紹介される。  

平成 30年度は 90企業が認定されている。           【スローライフ推進事業ロゴ】 

 

『地域密着リフォーム事業』 
 

今後、益々増え続けると予想される住宅リフォーム需要。悪
質な訪問業者が問題となる中、商工会の看板を前面に打ち出し
たリフォームグループを組織することで、県内の需要を地元業
者へ確実につなげることを目的とした事業。建設・建築業向け
の内容で、平成 17年度に開始された。本事業に登録することで、
“地元の信頼ある業者”であること、“確かな技術と提案力”を
持っていることのお墨付きを得て、名刺やカタログへのロゴ表
示、地元紙・下野新聞への共同広告等の販促活動が行える。登
録期間は 3年。  

平成 30年 10月時点で、本会会員 31企業を含む県内 261企業が   【地域密着リフォーム事業ロゴ】 
登録。  
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

（１）経営発達支援事業実施期間（令和２年４月１日～令和７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  

 

 【経営発達支援事業の推進イメージ（事業の連動）図】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．地域の経済動向調査に関すること 

 

(１)現状と課題  

 これまで実施した事業の内容・課題等は以下のとおりである。  

 

①外部機関が実施する調査を活用した地域経済動向調査  

実施内容  

上部団体が集計する調査のほか、栃木県、あしぎん総合研究

所等が実施する調査を活用して、地域の経済動向に関する情報

を収集。それらを当商工会ホームページにて公表した。また、事業

計画策定支援時に小規模事業者に提供した。  

結果・課題  

【結果】 

項   目  H27 年度  H28 年度  H29 年度  H30 年度  

地域経済動向調査  

の実施回数  
0 回  0 回  1 回  0 回  

公表回数  2 回  3 回  18 回  21 回  

地域経済動向調査報告書の作成はH29年度しか実施してい

ない。但し、情報提供の迅速化を図るため、外部機関の実施した

調査（栃木県及びあしぎん総合研究所）や栃木県中小企業景

況調査（上部団体が集計）は、その都度、当商工会のホームペ

ージにて公表した。そのため、公表回数は目標値を大幅に上回っ

た。また、迅速な情報の公表を行うため、当商工会ホームページを

H28年度にリニューアルした。（伴走型小規模事業者支援推進

事業補助金を活用） 

 

【課題】 

実施した調査は提供する情報が限定的であり有効な個者支援

に繋がらなかったことから、商圏分析システムやRESASを活用し、個

者支援に即した情報の提供が必要である。 
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今後の展開  

上述の課題を踏まえて、一部改善し継続する。 

具体的には、当商工会独自の調査報告書作成は廃止とし、外

部機関の実施した調査結果については RESAS・商圏分析システ

ム MieNa 等と併せ、付加情報として提供を行う。 

また、外部機関が実施した調査については、その結果を当商工

会ホームページにて迅速に提供する。 

 

(２)事業内容  

 現状と課題を踏まえ、今回の事業内容は以下のとおりとする。  

 

①RESAS・商圏分析システムMieNaを活用した管内経済動向の分析（新規） 

目    的  

・管内小規模事業者へ管内の産業動向・人口動態等を提供する  

・統計データから当管内の特性・変化を掴む  

・当管内に合った事業計画策定のための基礎とする  

対    象  氏家商工会管内  

分析手段・手法  

株式会社日本統計センター（本社：福岡県北九州市）が提

供する商圏分析システム「MieNa：ミーナ）」やRESASを活用し、

マーケット分析や地域の経済循環等を職員が分析する。  

分析項目  

《RESAS》 

地域経済循環マップ・生産分析  → 何で稼いでいるか等を分析 

まちづくりマップ・From-to分析  → 人の動き等を分析  

産業構造マップ → 産業の現状等を分析  

《MieNa》 

人口構成・産業構造・商品別消費支出額等を分析  

 

RESAS・MieNaから得た情報を分析し、事業者に分かりやすい

形に加工し、公表する。 

分析回数  年１回   

公表時期  ６月  

活用方法  

・ホームページに掲載し、広く管内事業者へ周知する。  

・小規模事業者への経営相談、計画づくり、計画実現に取り組む

際の支援情報として役立てる。 

・職員が巡回指導を行う際の参考資料とする。 

・職員間の情報共有ツールとして活用する。 

 

②決算・申告データを活用した景気動向調査（新規）  

目    的  
管内小規模事業者の業種別景況感や問題点等を把握するこ

とで、今後の支援・事業運営に役立てる。  

対    象  

決算申告相談に来所した小規模事業者（71者） 

業種内訳：製造業5者、建設業20者、卸小売業12者、 

サービス業34者  

調査手段・手法  

現在71者から決算申告の個別相談（記帳代行）を受けてい

る。これまでは申告業務のみの相談で完了していたが、この機会を

活用し、ヒアリングシートを作成して景気動向等について職員が聞

き取りを行う。 
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調査項目  
売上高、売上原価、経費、営業利益、資金繰りの状況、  

雇用状況、設備投資、経営上の課題・問題、景況感  等  

分析手法  
 １年ごとの売上高等の変化、業種や規模ごとの景気感などを職

員が比較・分析を行う。 

調査回数  年１回   

公表時期  ６月  

活用方法  

・ホームページに掲載し、広く管内事業者へ周知する。  

・職員が巡回指導を行う際の参考資料とする。  

・小規模事業者への経営相談、計画づくり、計画実現に取り組む

際の支援情報として役立てる。 

・職員が巡回指導を行う際の参考資料とする。  

・職員間の情報共有ツールとして活用する。 

 

(３)目  標  

 

項    目  現行  R2年度  R3年度  R4年度  R5年度  R6年度  

①管内経済動向 

調査公表回数 
未実施  年1回 年1回 年1回 年1回 年1回 

②景気動向調査 

公表回数 
未実施  年1回 年1回 年1回 年1回 年1回 

 （特記事項）現行は、 H30 年度の実績  

 

 

３．経営状況の分析に関すること 

 

(１)現状と課題  

これまでは、経営状況分析実施までの流れとして、巡回や窓口での経営支援時

に経済動向や需要動向の情報を提供し、経営分析の必要性を理解 (掘り起こし)さ

せ、セミナーの開催や専門家派遣・巡回指導により、経営分析の重要性の認識及

び知識の習得を図ってきた。  

 

①経営分析が必要な小規模事業者の掘り起こし 

実施内容  

全職員が巡回により、経営分析対象者の掘り起こしを行い、合

わせて、金融、税務等の窓口相談時やセミナー勧誘による声かけ

を実施した。 

結果・課題  

【結果】 

項   目  H27年度  H28年度  H29年度  H30年度  

掘り起こしのための延べ

巡回訪問回数 
未集計  120回  105回  122回  

掘り起こしのための巡回訪問数は、目標を未達であった。また、

経営分析の必要性を認識できる資料を持参すべきであった。  

【課題】 

掘り起こしのために巡回訪問等にて経営分析の呼びかけを行っ

たが、その必要性を理解してもらえず、経営状況分析者数が少な

かった。より効果的な方法による掘り起こしが課題である。  
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今後の展開  

経営分析対象者の掘り起こしは、重要であるため継続する。但

し、課題や結果でも述べたとおり、その重要性を認識してもらうことが

重要なため、商圏分析システム(MieNa)を活用し、データ提供す

ることにより、事業者の意識改革を図り、経営分析に繋げる。 

  

②経営分析セミナーの開催  

実施内容  
経営分析セミナーを年1回開催し、受講者が分析手法を習得

した。 

結果・課題  

【結果】 

項   目  H27年度  H28年度  H29年度  H30年度  

経営分析セミナー 

受講者数 
12者  16者  22者  14者  

セミナー受講者へは、受講後の職員によるフォローアップで経営

分析を実施した。また、セミナー受講者は、分析手法の習得をして

いるうえ、その重要性を認識しているため、その後の支援がスムーズ

行える利点があった。 

 

【課題】 

開催日時が限定され、参加できる受講者が限られてしまう。  

また、分析手法を網羅的に習得するため研修時間も長く、事業者

によっては必要ない内容も含まれ、個々の事業者が本当に必要と

する分析内容を詳しく習得できない等の問題があった。効率よく支

援できる開催方法の検討が課題である。 

今後の展開  

上述の課題を踏まえて、一部改善し継続する。具体的には、集

団セミナーではなく、個別指導として実施する。個別に指導すること

により、支援事業者の必要とする分析内容を短時間で効率よく支

援する。また、この指導で経営分析を完了とせず、職員が詳細に

分析する。 

 

③職員による経営分析の実施  

実施内容  
セミナー受講後のフォローアップや、持続化補助金申請時、マル

経推薦時等に、経営状況分析を実施した。 

結果・課題  

【結果】 

項   目  H27年度  H28年度  H29年度  H30年度  

経営分析事業者数の 

うち、職員によるもの 
129者  50者  102者  119者  

セミナー受講者で、完了していない事業者や、持続化補助金申

請者等に対して、経営分析を行った。しかし、実績事業者数の大

部分は財務的な分析に偏重している事業者であった。 

 

【課題】 

財務的な分析に偏重している事業者が多かったため、財務と非

財務を併せた分析の実施が必要である。また支援担当者のスキル

がまちまちであり、支援ノウハウの共有も不十分であったため、分析

の内容にも隔たりがあった。支援ノウハウの共有や支援スキルの平

準化が課題である。 

今後の展開  

上述の課題を踏まえて、一部改善し継続する。具体的には、財

務分析に終始していることが多かった現状を改善し、今後は非財

務分析も併せて実施していく。また、職員がグループとなり支援を行
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うことで、職員個々のスキル向上と平準化を図り、個別の支援に活

かす。 

 

(２)事業内容  

現状と課題を踏まえ経営状況分析の手順として、①「 MieNa」により抽出した

商圏強度等を事業者に提示し、経営分析の必要性を理解 (掘り起こし)させ、②

セミナーの開催により経営分析の重要性の認識及び知識の習得を図る。その後

③職員や専門家による経営分析を実施し、事業計画の策定へと繋げていく。  

 

①経営分析が必要な小規模事業者の掘り起こし（継続・拡充） 

対  象  者  
小売・サービス業・建設業等店舗を構えて事業を展開する事業者  

（事業承継予定者を含む）70者  

実施内容  

これまで実施してきた巡回訪問、窓口相談、セミナー開催時の

声かけに加え、商圏分析システム(MieNa)を活用し、事業所周

辺５km以内の自社商圏において、どのような商品（サービス）に

需要があるのか、購買力がどの程度あるのか等をデータ提供すること

により、事業者のやる気の向上、ターゲットの絞り込み、新たな発想

といった意識改革に繋げ、経営分析に繋げる。 

手    段  商圏分析システム「MieNa」 

提供項目  

対象となる事業者の事業所（町丁目）を中心とした半径

500m、１km、３km、５km圏内の在住・在勤者の人口構成・

規模、地域特性（所得、持ち家状況等）、購買力、競合等を

網羅したレポートやマップを各職員が抽出する。 

活用方法  

紙媒体により情報を事業者に提供しつつ、職員が事業者ととも

に商圏の地理的範囲、商圏強度、商圏内シェア等を算出し、「商

圏分析」を苦手とする事業者に対し、経営分析の一助となる支援

を実施する。また、当該事業者の地域における位置づけを明確化

し、売上向上・利益確保に向けた方針（重点的に販売促進を行

う地域やターゲット顧客の選別等）を打ち出し、戦略的な事業展

開を目指す事業計画策定支援に活用する。 

 

②セミナーの開催による経営分析手法の教授（継続・改善） 

参加予定者  
①で掘り起こしを行った事業所 (事業承継予定者を含む)等のう

ち、生活関連事業者と地域資源を活用した商品を提供している

事業者等10者  

セミナー内容  

このセミナーは、受講後に職員による経営分析の実施に繋げるた

めのものであり、事業者に経営分析の重要性の認識や変革意識

を持ってもうらことを目的に開催する。 

中小企業診断士を講師に招き、経営分析の種類と手法、これ

により明らかとなる事項等について実例を交えて教授する。  

開催回数  4回  

支援事業者数  10事業者（個別指導会として実施。1事業者2時間程度） 

募集方法  

・当商工会ホームページに掲載し、広く周知  

・当商工会員に開催案内の郵送  

・巡回訪問や窓口相談時に勧誘  

・市場情報評価ナビ「MieNa」のデータ提供時に勧誘  
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習得項目  

《財務分析》 

  売上増加率、営業利益率、損益分岐点、労働生産性  

  営業運転資本回転率、自己資本比率  等  

《非財務分析》 

  経営ビジョン、SWOT分析  等  

活用方法  

・事業者が経営分析の必要性を認識し、分析方法を習得するこ

とで、その後の職員による③経営分析へスムーズに繋げる。 

・事務局内に蓄積し、内部共有化することで経営指導員等のス

キルアップや平準化繋げる。 

 

③経営分析の実施（継続・改善） 

対  象  者  

・①掘り起こしを行った事業者  

・②個別セミナー参加者  等    40者  

(持続化補助金申請事業所・マル経融資利用事業所・記帳機

械化利用事業所、事業承継予定者のうち、生活関連事業者と

地域資源を活用した商品を提供している事業者等 ) 

分析手法  

・経産省提供「ローカルベンチマーク」 

・中小機構提供「経営計画つくるくん」 

・全国商工会連合会提供「経営状況まとめシート」  

分析項目  

《財務分析》 

  売上増加率、営業利益率、損益分岐点、労働生産性  

  営業運転資本回転率、自己資本比率  等  

《非財務分析》 

  経営ビジョン、SWOT分析  等  

活用方法  

・分析結果は、当該事業者にフィードバックし、事業計画の策定等

に活用する。 

・事務局内に蓄積し、内部共有化することで経営指導員等のスキ

ルアップに繋げる。 

・分析により問題が発見され、窓口相談では問題の解決が難しい

と判断した場合は、栃木県商工会連合会のエキスパートバンク事

業やよろず支援拠点、ミラサポの制度を活用して、外部専門家に

より問題の解決を図る。 

 

(３)目  標  

 
 

 

 

 

 

 

（特記事項）  

※現行は、 H30年度の実績  

※経営分析数の現行は、経営状況分析者数（ 119事業者）から、財務のみの分析  

を行った事業者（ 81事業者）を除いた件数  

 

 

 

 

 支援内容  現  行  R2年度  R3年度  R4年度  R5年度  R6年度  

経営分析セミナー開催数 1 回  4 回  4 回  4 回  4 回  4 回  

経営分析件数  38 件  40 件  40 件  40 件  40 件  40 件  
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４．事業計画の策定支援に関すること 

 

(１)現状と課題  

  これまで実施した事業の内容・課題等は以下のとおりである。  

 

①事業計画策定セミナーの開催  

実施内容  
計画策定手法を習得する事業計画策定セミナーを、年1回開

催した。 

結果・課題  

【結果】 

項   目  H27年度  H28年度  H29年度  H30年度  

事業計画策定セミナー 

受講者数 
18者  21者  12者  14者  

セミナー受講者は、受講後の職員によるフォローアップで事業計

画を策定した。セミナー受講者は、計画策定の手法を習得してい

るうえ、その重要性を認識しているため、その後の支援がスムーズ行

える利点があった。 

 

【課題】 

開催日時が限定され、参加できる受講者が限られてしまう。ま

た、計画策定手法を網羅的に習得するため研修時間も長く、事

業者によっては必要ない内容も含まれ、個々の事業者が本当に必

要とする内容を詳しく説明できない等の問題があった。効率よく支

援できる開催方法の検討が課題である。 

今後の展開  

上述の課題を踏まえて、一部改善し継続する。具体的には、集

団セミナーではなく、個別指導会として実施する。個別に指導する

ことにより、支援事業者の必要とする計画策定の内容を短時間で

効率よく支援するほか、参加できる事業者の増加も図る。また、こ

のセミナーで計画策定を完了とせず、職員が経営分析結果や需

要動向等に基づき事業計画策定を支援する。  

 

②職員による事業計画策定支援  

実施内容  
セミナー受講者や、持続化補助金申請時、マル経推薦時等に

事業計画策定を支援した。 

結果・課題  

【結果】 

項   目  H27年度  H28年度  H29年度  H30年度  

事業計画策定事業者数の 

うち、職員によるもの 

（見直しを行った事業者を含む） 

18者  25者  49者  33者  

セミナー受講者や、持続化補助金申請者等に対して、事業計

画策定の支援を行った。 

 

【課題】 

支援担当者のスキルがまちまちであり、支援ノウハウの共有も不

十分であったため、分析の内容にも隔たりがあった。支援ノウハウの

共有や支援スキルの平準化が課題である。 
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今後の展開  

上述の課題を踏まえて、一部改善し継続する。具体的には、職

員がグループとなり支援を行うことで、職員個々のスキル向上と平準

化を図り、個別の支援に活かす。 

 

(２) 支援に対する考え方  

小規模事業者が、激変する経営環境および経済社会情勢に適応し、今後も持続

的に発展するためには、事業者自身の強み、弱みを把握した上で、新たなビジネ

スモデルを構築し、その計画に基づいた事業運営を行うことが重要である。  

「地域経済の動向」および「経営状況の分析」を踏まえた事業計画策定の重要

性を認識してもらうとともに、個々の事業者が経営課題を解決し、需要を見据え

た事業計画を策定できるよう小規模事業者に寄り添い、より実効性のある事業計

画策定に繋がるよう支援する。  

セミナー開催や外部専門家を活用しながら、経済産業省が提供する「ローカル

ベンチマーク」や全国連が作成した「経営状況まとめシート」、また、栃木県下

商工会の独自事業である「企業力ランクアップ事業」を用いて、売上（ 0.5％以

上）の増加を念頭に置いた事業計画の策定を支援する。  

また、経営分析や事業承継に関するヒアリングシートの結果、事業承継計画が

必要と判断した事業者には、栃木県事業引き継ぎ支援センターと連携し、経営理

念や事業の中長期目標の設定、どうやって・いつまでに事業承継するか等を盛り

込んだ計画を策定し、円滑な事業承継に繋げる。  

 

(３) 事業内容  

事業計画策定の支援の手順として、経営分析を行った事業者に対して個別相談

会の開催により事業計画策定の重要性の認識及び手法を教授し、その後、職員に

よるグループ（3名体制）で事業計画の策定支援を行う。必要に応じて専門家派遣

による支援も実施する。  

また事業承継については、親族内承継・第三者承継・M&Aなどの事業承継の方向

性を把握したうえで事業承継計画の策定を支援する。  

以上を踏まえ、今回の事業内容は以下のとおりとする。  

 

①セミナーの開催による事業計画策定手法の教授（継続・改善） 

参加予定者  
・経営分析支援 (個別セミナー)へ参加した事業者  

・経営分析を行った事業者  

セミナー内容  

このセミナーは、事業計画の策定手法の習得を個別に支援する

ことを目的に開催する。それにより、支援事業者に即した事業計画

の策定を効率よく実施することが可能になる。 

講    師  中小企業診断士  

開催回数  4回  

支援事業者数  10事業者（個別指導会として実施。1回2時間程度） 

募集方法  

・経営分析支援 (個別相談会 )へ参加した事業者を勧誘  

・当商工会ホームページに掲載し、広く周知  

・当商工会員に開催案内の郵送  

・巡回訪問や窓口相談時に勧誘  
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②事業計画策定支援（継続） 

対  象  者  
・①の個別相談会参加者  

・経営分析を行った事業者  

実施目標  年36件  

実施内容  

経営分析を行った事業者に対し、個々の事業者が経営課題を
解決し、需要を見据えた事業計画を策定することを目的として、各
支援制度や支援ツールの活用により事業計画策定支援を行う。  
計画策定の際は以下のものを活用する 

＜計画策定ツール＞ 

中小企業整備基盤機構：経営計画つくるくん  

入門版・事業計画   

日本政策金融公庫：各種事業計画書  

全国商工会連合会：経営状況まとめシート  

＜補助金制度＞ 

持続化補助金、ものづくり補助金、IT補助金など 

＜国・県計画策定制度＞ 

経営力向上計画、経営革新計画など 
  
※専門的かつ高度な事業を含む計画策定の場合は栃木県商工
会連合会エキスパートバンクや栃木県よろず支援拠点、ミラサポ
など外部専門家の活用により支援を行う。  

 
計画策定にあたり職員ごとに月次目標を定めて着実な支援に

繋げる。また、専門家による事業計画策定支援の際は職員も同
席し、支援スキルの向上に繋げる。 

 

③事業承継計画策定支援（新規） 

対  象  者  

経営分析を実施した結果、事業承継計画策定が必要と思わ

れる下記の業種を中心に支援する。 

・建設業 (当地域で最も減少している業種 )  

・小売業、サービス業 (当地域で廃業予定者が多い業種 )  

実施内容  

金融、税務、事業計画策定などの窓口相談時や巡回訪問の

際に、栃木県事業承継ネットワーク事務局が作成した「事業承継

に関するヒアリングシート」を活用して、支援が必要な事業者を掘り

起こし、毎年4事業者を支援する。 

親族内承継・第三者承継・M&Aなどの事業承継の方向性を

把握したうえで、経営指導員（1名）と経営支援員（2名）がグ

ループとなり、事業承継計画の策定を支援する。  

また、事業資産の贈与や譲渡等について中長期的な計画が必

要とされる場合は、専門家（税理士・中小企業診断士）を活用

する。 
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(４) 目  標  

 

 

 

 

 

 

 
（特記事項）  

※事業計画策定件数の現行は、 H30 年度の実績で見直しを行った件数を含む。  

   ※①②は、年度において経営状況分析を行った事業者（ 40 者）のうち、36 事業者の

事業計画、 4 事業者の事業承継計画の策定支援を実施する。  

①は（経営指導員 1 名・経営支援員 2 名）×2 グループ×18 件  

②は（経営指導員 1 名・経営支援員 2 名）×2 グループ×2 件  

   ※① 36 件のうち 5 件は重点支援対象事業者  

 

 

５．事業計画策定後の実施支援に関すること 

 

(１)現状と課題  

これまで実施した事業計画策定事業者に対するフォローアップの課題等は以

下のとおりである。  

 

事業計画策定事業者へのフォローアップ 

実施内容  

事業計画策定支援を行った事業者に対し、四半期に１度の支

援頻度で巡回訪問によるフォローアップを行った。計画の進捗確認を

主とし、小規模事業者支援策の周知や提案、経済・需要動向情

報の提供等も併せて行った。専門的な支援を要する場合には、中

小企業診断士等の外部専門家を派遣し問題解決を図った。 

結果・課題  

【結果】 

項   目  H27年度  H28年度  H29年度  H30年度  

実施支援の延べ巡回数 27回  78回  108回  124回  

事業計画の実施支援のための巡回訪問延べ回数は、目標を

達成しているが、実行支援のフォローアップとしては不十分であった。  

 

【課題】 

各種経営情報の提供や単なる聞き取り程度にとどまっており、進

捗状況の確認や計画と実績の比較等も十分ではなかった。また、

計画実行ができない事業者に対し、中小企業診断士等の専門

家を派遣した際には、計画と現状の乖離が多数見受けられたた

め、計画の見直し等を支援した。今後は、事業計画策定において

も実行性の高い計画策定を支援するとともに、事業者ごとにフォロ

ーアップ頻度を設定し、専門家等も活用して、着実な計画実行を

支援する体制づくりが課題である。 

 支援内容  現  行  R2年度  R3年度  R4年度  R5年度  R6年度  

①事業計画策定件数 33 件  36 件  36 件  36 件  36 件  36 件  

②事業承継計画策定件数 －   4 件   4 件   4 件   4 件   4 件  
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今後の展開  

上述の課題を踏まえて、一部改善し継続する。具体的には、着実

な計画実行を支援するため、経営指導員をリーダーとした計画的

な支援をグループで実施し、また専門家を効果的に活用することで

臨機応変な対応を行う。 

 

(２)事業内容  

 

①支援に対する考え方  

  事業計画を策定した全ての事業者に対し、計画が絵に描いた餅にならないよ

う、小規模事業者に寄り添い、継続支援することで計画の実効性を高めてい

く。計画の進捗確認を行うとともに、経営指標の把握、効果測定等を行い、財

務的な問題や、進捗状況にズレが生じた場合には、中小企業診断士等の外部専

門家等と連携し、課題解決に当たる。  

事業計画の進捗状況により、フォローアップ回数を増やして集中的に支援す

べき事業者と、ある程度順調と判断し訪問回数を減らしても差し支えない事業

者とを見極めた上で、フォローアップ頻度を設定する。  

  また、下図のように前年度事業計画を策定した事業者についても年度をまた

いだ進捗確認・フォローアップが必要となってくることから、切れ目ない支援

が行えるよう定期的なフォローアップを行うとともに、計画に問題が生じた場

合には、事業計画の再策定支援を行っていく。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②事業内容  

 

事業計画策定事業者へのフォローアップ（継続・改善） 

支援対象  
事業計画策定事業者全員に対し、個社の進捗状況に応じて

巡回または窓口によるフォローアップを行う 

支援頻度  
事業計画策定事業者     36者×4回＝144回  

事業承継計画策定事業者   4者×4回＝ 16回  
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実施方法  

【事業計画策定事業者への実施支援】  

事業計画策定を支援した事業者については、支援先ごとに担

当者を割り当て、四半期毎の定期巡回により支援を実施する。  

巡回の際には「事業の進捗状況」「売上高の増減」「資金繰り」等

を確認しながら実施し、担当者は責任を持って着実な計画実行を

支援する。必要に応じて各種制度融資・補助金等を活用した支

援を行う。 

また、フォローアップ時に把握した課題については、職員間にて情

報共有を図り、具体的な課題解決支援を行う。  

さらに、職員での課題解決が困難な場合は、中小企業診断士

等の専門家を活用して、計画実行上の課題解決のための助言や

指導を受け、課題の解決にあたる。 

 

 

 

 

 

 

 

【事業承継計画策定事業者への実施支援】 

事業承継計画の策定を支援した経営指導員（1 名）と経営

支援員（2 名）がグループとなり支援にあたる。事業承継の計画は

比較的長期な計画である場合が多く、そのため不確定要素も多

分にあり、計画の大幅な変更もありえる。そのため計画の実施状況

を四半期毎に定期巡回を行い、進捗状況について確認を行うとと

もに、事業承継に関する税制措置などの情報提供を行い、栃木

県事業引継ぎ支援センターや栃木県よろず支援拠点などと連携

し、円滑な事業承継に向けた支援を行う。 

 

 (３)目  標  

 

支援内容  現 行 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

事業計画策定事業者数  31者 36者  36者  36者  36者  36者  

 
フォローアップ延回数 124回 144回 144回 144回 144回 144回 

売上増加事業者数  － 36者  36者  36者  36者  36者  

事業承継計画策定事業者数 － 4者 4者 4者 4者 4者 

 
フォローアップ延回数 － 16回 16回 16回 16回 16回 

売上維持事業者数 － 4者 4者 4者 4者 4者 

（特記事項）  

※現行は平成 30 年度の実績値  

※事業計画策定を実施した全者の売上向上を目標とする。事業承継計画策定事業者

については売上維持を目標とし、内部体制の整備に主眼を置く。  

 

 

 

 

 



- 29 - 

６．需要動向調査に関すること 

 

(１)現状と課題  

これまで実施した需要動向調査の内容と課題は以下のとおりである。  

 

氏家うどん需要動向調査の実施  

対象事業者  氏家うどん取扱事業者  

実施内容  

【調査対象】 

（事業者向け） 

・氏家うどん提供事業者…氏家地区内12店舗  

（消費者向け） 

・地区内イベント来場者…208名  

 

【調査内容】 

（事業者向け） 

・提供しているメニュー、氏家うどんの提供金額、利用顧客の年

齢層、過年度との比較等  

（消費者向け） 

  ・氏家うどんの認知度、うどんを食する頻度、食べ方、トッピング等  

 

【調査方法】 

アンケート用紙によるヒアリング調査  

結果・課題  

【結果】 

項   目  H27年度  H28年度  H29年度  H30年度  R1年度  

氏家うどん需要動向調査

の実施回数 
0回  2回  0回  0回  

未実施

の予定  

調査に費やす業務量と高い専門知識をカバーするために外部専

門家を活用した。費用を要するため、H28年度のみの実施で、その

後は実施していない。 

 

【課題】 

調査を実施したことで、事業者から見た氏家うどんの消費者ニー

ズ、今後の展望等を把握できた。また、うどんに対する消費者の意

識、好む食べ方など消費動向の把握ができた。しかし、調査結果

を踏まえ、事業者がメニュー開発、率先したPR活動には結びついて

おらず、活用性の高いデータの提供には至らなかった。 

今後の展開  

上述の結果を踏まえて、今後は廃止とする。 

【理由】 

支援対象事業者の対象顧客の生の声を聞けるような調査を、

今後は新規に実施するため 

 

(２)事業内容  

 

現状と課題を踏まえ、今回の事業内容は以下のとおりとする。  
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新商品・新サービスに対するアンケート調査（新規）  

対象事業者  

事業計画策定事業者である「地域資源を活用した商品提供

事業者」、「生活関連サービス事業者」  

（重点支援対象事業者のうち15事業者） 

調査内容  

【調査目的】 

①地域資源である「氏家うどん」を提供する飲食店の販路拡大

を図るためのアンケート調査と、②生活関連サービス事業者のなか

でも事業者数が多い美容室を対象に、消費者の求める商品・サー

ビス等のニーズを把握するとともに購買力向上に繋げるための方策

を見出すためのアンケート調査を実施する。また調査分析結果を当

該事業者にフィードバックすることで、今後の商品開発や既存商品

の改善、新サービスの提供に役立てるとともに、需要を見据えた事

業計画の策定に活用することを目的とする。 

【調査手段・手法】 

過年度実施した調査同様に、氏家小学校に協力を依頼し、２

年生、４年生、６年生の３学年児童の保護者を対象にそれぞれ

年1事業者ずつ調査（年間３者）を行う。 

調査票：外部専門家の意見を交えながら調査票を作成する。  

調査および収集方法：当調査は調査項目が多く、一般的な聞

き取りでの調査では回答の精度が落ちて

しまうことため、氏家小学校に協力を依

頼し、２年生、４年生、６年生の３学

年児童の保護者を対象に、回答者のご

自宅で回答をしてもらう方式をとる。 

【サンプル収集目標数】 各調査100サンプル(１学年の児童数 ) 

【実施時期】 10月頃  

【分析手法】 

調査結果の集計は外部機関に委託し、詳細な分析は専門家

が作成する報告書により実施する。 

なお想定している分析内容として調査項目ごとに単集計を行

い、傾向を見る。加えて回答者の属性や重点調査項目に対し

ては各調査項目とクロス集計を行いその傾向を見る。さらに必要

に応じて、重回帰分析や因子分析といった高度な分析手法を

用いて需要予測を行う。 

調査項目  

【共通項目】 

・回答者の属性（年齢・性別・家族構成等）  

・普段利用する市内の店舗名と利用する理由  

・市外の店舗で利用する店舗名と利用する理由  

・対象とする店舗の認知度および利用の有無  

・店舗情報の収集手段  など 

 

【「地域資源を活用した商品提供事業者  

（「氏家うどん」を提供する飲食店）】 

・飲食店を選択する際に重視する点  

・味覚嗜好性に関すること（味の濃さ、触感、のどごし等） 

・外食された時の一人当たりの予算額  

・外食をする際の滞在時間  

・今後提供してもらいたいメニューやサービスなど  
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【生活関連サービス事業者（美容室）】 

・美容室を選択する際に重視する点  

・美容室の利用頻度  

・美容室で良く利用するサービスに関すること（カット、カラー、パー

マ、トリートメント等） 

・美容室で購入したことのある商品について 

・今後提供してもらいたいメニューやサービスなど  

 

 ※外部専門家を交えて、調査対象事業者が欲しい、または必

要な情報を調査票に盛り込む 

活用方法  

アンケート調査の実施支援における成果の活用については、当

該事業者にフィードバックし、今後の商品開発や既存商品の改

善、新サービスの提供に役立てるとともに、需要を見据えた事業計

画の策定に活用する。 

 

(３)目  標  

 

支援内容  現 行 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

① 調査支援事業者数 － 3 者 3 者 3 者 3 者 3 者 

  （特記事項）  

※調査支援事業者数については、重点支援先である「生活関連サービス事業者 10事

業者」、「地域資源を活用した商品を提供している事業者 15事業者」の計 25者であ

るが、重点支援事業者の中には同じような形態で営業を行っている事業者も少な

くないことから、 25者の内 15者を選定し、年 3回の調査を 5年間実施する。  

 

 

７．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 

(１)現状と課題  

これまで実施した新たな需要の開拓に寄与する事業の内容と課題は以下のと

おりである。  
 

①地域密着リフォーム事業  【BtoC】 

対象事業者  「氏家商工会リフォーム事業推進委員会」登録事業者  

実施内容  

「リフォーム事業推進委員会」に登録を行っている事業者を地域

住民にＰＲし、リフォーム需要の獲得を支援した。チラシを作成し、

さくら市氏家地区内に新聞折込したほか、イベントでの配布、市内

主要箇所に設置して需要獲得を支援した。 

結果・課題  

【結果】 

項   目  H27年度  H28年度  H29年度  H30年度  R1年度  

地域密着リフォーム事業 

チラシ新聞折込回数 
1回  1回  1回  2回  

2回  

(予定 ) 

H28年度、H29年度はそれぞれチラシを10,000枚作成し、新

聞折込を各年1回（@9,000枚）、手配りによる配布を各年1

回（@1,000枚）実施した。H30年度は、2回の新聞折込を実

施（計18,000枚）し、1,000枚の手配りによる配布を実施し
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た。R1年度は、2回の新聞折込及び1回の配布を実施する予定。

チラシの効果により、H28年度からH30年度までで合計39件の受

注、受注総額は18,891千円を獲得した。 

 

【課題】 

受注をいただいた方の口コミによる問い合わせも増えてきている。

しかし、地域に浸透しているとは言いがたい。そのため継続的にPR

し、依頼された仕事を確かな技術で満足いく仕上がりを提供するこ

とで、信頼を得ることが課題である。 

今後の展開  

成果も出ていることから、課題を踏まえて一部改善し継続する。

今後は、作成するチラシに施工事例やお客様の声を記載するな

ど、信頼度の向上によるリフォーム需要の獲得を目指す。  

 

②氏家うどんポスター及びパンフレットの作成  【BtoC】 

対象事業者  
氏家地区内氏家うどん取扱事業者  

（飲食業：13事業者、小売業 :14事業者） 

実施内容  

氏家うどんをＰＲする統一的なポスターを各取扱店が掲示し、

氏家うどんの効果的な普及促進に繋げるための広報活動支援とし

て、ポスターの作成を実施した。 

また氏家うどんを地域内外へＰＲするとともに、効果的な普及・販

売促進に繋げるための広報活動支援として、パンフレットの作成を

実施した。 

成果物については取扱店、官公庁、教育機関、集客施設等への

掲示を実施し、パンフレットについてはイベント時に来場者への配布

を実施した。 

結果・課題等  

【結果】 

項   目  H27年度  H28年度  H29年度  H30年度  R1年度  

氏家うどんポスター 

作成回数 
0 1 0 0 0回  

氏家うどんパンフレット 

作成回数 
0 1 0 0 

1回  

（予定）  

H28年度にポスター200枚（２種類×１００枚）、パンフレッ

ト（5,000枚）の作成を実施した。R1年度は、パンフレット

3,000枚の作成を実施する予定。 

ポスター・パンフレットの作成により、製麺業者2者の氏家うどん販売

量が増加したほか、飲食店13事業者においても注文数の増加が

し売上が増加するなどの効果が出ている。 

 

【課題】 

広報支援の実施により、広報物作成直後は売上の増加がみら

れるなど一定の効果はあったが、その後の販路開拓に繋がっていな

い。そのため、事業者をよりPRさせることで、事業者と氏家うどんの

認知度を向上させ、継続的な顧客獲得に寄与させていくことが必

要である。 

今後の展開  

成果も出ていることから、課題を踏まえて一部改善し継続する。  

パンフレット掲載事業者の掲載内容を見直し、より訴求効果が高

いものとする。 
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③「地域情報ポータルサイト」の構築  【BtoC】 
 （サイト名：うじいえNavi（うじなび）） 

対象事業者  管内全事業者  

実施内容  

ITを活用して掲載事業者数のスケールメリットを活かし管内事

業者のPRと販路開拓を支援し、当商工会ホームページとは切り離

して事業者情報のみならず地域の様々な情報を発信するサイトとし

て、H29年度に作成した。H30年に作成した「リフォームチラシ」や

「グルメガイドブック」には、サイトのQRコードを付して当サイトとの連

携を図り、相乗効果のよる販路開拓を実施した。  

結果・課題  

【結果】 

項   目  H27年度  H28年度  H29年度  H30年度  R1年度  

地域情報ポータルサイト 

掲載事業者数数 
未構築  未構築  104者  132者  

140者  

(予定 ) 

掲載事業者数は年々増加し、R1年度は140者の予定。また、

H30年度では、掲載した132事業者のうち事業者93者が新規顧

客の獲得ができた。 

 

【課題】 

当サイトは1日のユーザー数が平均65人で推移しており、認知

度はまだまだ低いと考えられる。そのため、当サイトのPRと各事業者

のページの拡充、魅力あるコンテンツの充実を図ることで、消費者の

閲覧を増加させ、事業者の顧客獲得と売上に直結するようなサイ

トにしていくことが必要である。 

今後の展開  

成果も出ていることから、課題を踏まえて一部改善し継続する。

掲載事業者数を増やす取組みと合わせて、有効な販路開拓のツ

ールとなるようなコンテンツの改善を行う。 

 

④即売会の開催  【BtoC】 

対象事業者  
氏家うどん取扱事業者  

中心市街地内事業者  

実施内容  
多くの来場者が見込める当該地域で行われている「氏家商工ま

つり」の場に地区内事業者が販路開拓を目的に出店。 

結果・課題等  

【結果】 

項   目  H27年度  H28年度  H29年度  H30年度  R1年度  

即売会出店者数 未実施  未実施  8者  7者  8者  

売上金額（円） 未実施  未実施  1,110,400 992,320 812,600 

商工まつりとの同時開催により集客を高めることができ、3年度の

合計で2,915,320円の売上を獲得した。また、出店者の認知度

向上に大きな効果があった。 

 ※R1年度は天候不良により売上が伸びず。 

 

【課題】 

出店時に獲得した顧客が、事業者の固定客に定着していない

ため、売上増加の効果が一時的なものであった。 

今後の展開  
売上の獲得が、即売会当日だけの一時的なものとならないよう

に、実店舗への誘客が図れるような工夫が必要となる。  
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⑤中元・歳末大売り出し事業  【BtoC】 

対象事業者  中心市街地内事業者  

実施内容  

中心市街地内事業者に対し、商店街での消費喚起を促すた

めの取り組みとして「福引大売り出しのキャンペーン事業」を、各年

度7月と12月に2回実施。その広報活動についての支援を行った。  

結果・課題等  

【結果】 

項   目  H27年度  H28年度  H29年度  H30年度  R1年度  

中元大売出し加盟店数 未実施  未実施  83者  81者  78者  

歳末大売出し加盟店数 
未実施  未実施  84者  83者  

80者  

（予定）  

平成30年度の中元時は、6月27日～7月16日までの20日間

で、加盟店全体で53,340,000円の売上を獲得した。売上額は

前年度と比較し2.7%増加した。 

また歳末時は、11月22日～12月16日までの25日間で、加盟

店全体で58,080,000円の売上を獲得した。売上額は前年度と

比較し1.8%増加した。 

 

【課題】 

大売出し事業においては加盟事業者数、加盟店全体の売上

額ともに減少傾向にある。事業者からは事業内容のマンネリ化、消

費者からは加盟店舗取扱商品の魅力低下を指摘されている。  

加盟店数の増加、売上額の増加を図るためにも実施方法の検討

や新規加盟店の勧奨等について再度検討する必要がある。  

今後の展開  

大売り出し事業については、重点支援対象事業者を中心に加

盟店を増加させ、売上増加に寄与させるため、事業自体の魅力

向上策を検討する。 

 

⑥「グルメガイドマップ」の作成・配布  【BtoC】 
  （冊子名：うじいえグルメガイドブック） 

対象事業者  重点支援対象事業者を含む市内飲食業42事業者  

実施内容  

重点支援対象事業者である中心市街地内事業者を中心とし

た「グルメガイドブック」は、地域内外からの集客を目的に、地区内

への新聞折込や市内主要箇所等への設置を行い、掲載事業者

の集客を支援した。また、この冊子にQRコードを掲載して、「地域

情報ポータルサイト」との連携を図り、相乗効果のよる販路開拓を

実施した。 

結果・課題  

【結果】 

項   目  H27年度  H28年度  H29年度  H30年度  R1年度  

グルメガイドマップ 
掲載事業者数数 

未発行  未発行  未発行  42者  未発行  

H30年度に飲食事業者への需要開拓支援として実施し、

10,000部の作成を行った。折込後、消費者及び関係機関より多

くの反響があり、2,000部の増刷を実施した。 

消費者をガイドブック閲覧からポータルサイトへ誘導させるためＱＲ

コードを掲載したことで、紙媒体とＩＴの相乗効果による需要開拓

支援となり、掲載事業者の新規顧客の獲得支援ができた。  

掲載した42事業者の約9割が新規顧客の獲得ができ一定の成

果を出せた。 

 

【課題】 
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消費者や掲載事業者からの冊子の満足度は高い。しかし、掲

載内容が単なる事業者紹介的なものになっており、消費者に飽き

られてしまう恐れがある。そのため、消費者の興味をそそる魅力ある

内容にしていくことが課題である。 

今後の展開  

成果も出ていることから、課題を踏まえて一部改善し継続する。

冊子全体や掲載事業者の掲載内容を見直し、より訴求効果が

高い内容とする。 

 

⑦ＩＴ活用セミナー及び個別相談会の開催  【BtoC】 

対象事業者  氏家地区内小規模事業者  

実施内容  

事業者がSNSを戦略的かつ効果的に活用することにより新規

顧客客獲得と売上増加を図るため、SNS活用を支援するためのセ

ミナーを開催した。 

加えて、事業者がSNSを戦略的かつ効果的に活用することによ

り新規顧客獲得と売上増加を図るため、SNS活用を個別具体的

に支援するための専門家派遣も実施した。 

結果・課題等  

【結果】 

項   目  H27年度  H28年度  H29年度  H30年度  R1年度  

セミナー参加者数 未実施  未実施  未実施  17者  未実施  

個別相談会参加者数 未実施  未実施  未実施  6者  未実施  

SNSを利用していなかった2事業者が受講を機にSNSを開始し、

2週間で4名の新規顧客の来店があった。 

また、事業者に寄り添った支援を実施したことで事業者の新規顧

客の獲得、売上増に貢献。小売業のある事業者は情報発信の

実施により売上額が3%増加した。 

 

【課題】 

SNSは継続的に発信を続けることでより効果が増すが、事業者

の更新頻度の低下や発信する情報のマンネリ化により、SNS発信

の効果が薄れている傾向にあるため、定期的な助言が必要である。  

今後の展開  

SNS活用による販促活動を事業者が継続させていくために、定

期的なフォローアップを実施する必要がある。また、年配者が苦手と

するITセミナーであるため、受講者の確保に工夫が必要となる。 

 

(２)事業内容  

 

①支援に対する考え方  

  小規模事業者にとって、「販路の開拓」は苦手な分野と言われ、事業者にと

って最大の経営課題となっている。良いモノや良いサービスを作っても、売り

方が分からないという悩みは支援業務の中でも多くの事業者から耳にする。  

これまで実施してきたリフォーム事業や中元・歳末大売り出し事業は新たな

需要開拓支援に効果が認められたことから、今後も継続して実施する。なお、

栃木県商工会の独自事業である「ワクワク系の店づくり事業」、「スローライ

フ推進事業」「地域密着リフォーム事業」については、新たな需要の開拓に有

効な主軸となる手段であるため、引き続き今後も積極的に推進していく。  

イベント開催に当たっては、参加することや開催すること自体が目的となら

ないよう、実施後のフォローアップも含め、事業者に寄り添って販路開拓を支
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援していく。  

また、小規模事業者においては人手不足により営業に手が回らないといった

課題を多く耳にすることから、今後の方策としてＳＮＳ等のＩＴツール活用に

よる販路開拓支援を新規に実施する。  

 

②事業内容  

  以上を踏まえ、今回の事業内容は以下のとおりとする。  

 

①地域密着リフォーム事業による需要開拓（継続・改善） 【BtoC】 

対象事業者  
「氏家商工会リフォーム推進委員会」登録事業者  32事業者  

（事業計画策定事業者を中心とした建設業者）  

事業内容  

当商工会の建設業者の有志で組織する「氏家商工会リフォーム

推進委員会」のPR活動及び会に登録する事業者の販路開拓支

援を行うものである。地元で信頼できる登録事業者の確かな技術に

よるリフォームを地域住民に周知するためのチラシを作成し、新聞折

込を行う。チラシには、ご相談から受注でのフローを分かりやすく記載

するほか、問い合わせフォームやこれまでの施工事例やお客様の声を

記載するなどを掲載し、認知度の向上とリフォーム需要の獲得を図

る。合わせて、栃木県独自の事業である「地域密着リフォーム事業」

への登録支援も行い、相乗効果による販路開拓を支援する。 

【作成部数】 毎年20,000枚  

【新聞折込】 年2回 (10月・1月頃 ) 

さくら市氏家地区  9,000部×2回  

【設置場所】 残数2,000部を地域住民向けに手配り(12月下

旬 )や市の関連施設、金融機関などの市内主要箇

所に設置してリフォーム需要の獲得を図る。  

効    果  

・当地域で最も事業所数が減少している建設業の販路開拓支援

を行い、経営の安定を図るとともに、その後の事業承継に繋げる。  

・地域のリフォーム需要獲得による売上増加  

・地域住民に信頼感と確かな技術を提供することで、リピート率の

向上、更には新築需要の獲得  

実施後のフォロー 

・売上や新規顧客獲得数等の把握を行う。結果を検証し、効果

が見えない場合には、掲載内容の見直しの提案を行っていく。  

・相談から商談へのプロセス、留意点、心構えをレクチャーする講習

会を開催して需要の獲得を支援する。 

 

②「ワクワク系の店づくり事業」を取り入れた 
魅力あるチラシ等の作成による販路開拓（継続・改善） 【BtoC】  

対象事業者  事業計画策定事業者を中心とした管内事業者  

事業内容  

事業計画策定事業者や新たな販路を求める事業者に対し、ワ

クワク系マーケティングの提唱者・小阪裕司氏の手法を提案し、

POP・チラシ・DM等の作成支援を引き続き行う。 

具体的には、大売り出し、氏家うどん、グルメガイドブック等のチラシ

やパンフレットを作成し、事業者をPRし、スケールメリットを活かして、

顧客増による売上拡大を図る。 

作成するチラシ・パンフレット等については、これまでの反省を踏ま

えて掲載内容の見直しを行い個店の売上に直結するような魅力あ

る内容にするほか、大売り出し事業については事業そのものの魅力
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向上を図ることで、より訴求効果を高める。  

効   果  

・新規顧客の獲得  

・既存顧客のリピート率向上  

・客単価の向上  

実施後のフォロー 

チラシ、パンフレット等による効果の確認を行うとともに、売上や新

規顧客獲得数等の把握を行う。結果を検証し、広報物の構成や

配布時期の変更を行っていく。 

 

③「地域情報ポータルサイト」の運営による需要開拓  
     （サイト名：うじいえNavi（うじなび））  （継続・改善） 【BtoC】 

対象事業者  事業計画策定事業者を中心とした管内事業者  

事業内容  

H29年度に、ITを活用して掲載事業者数のスケールメリットを活

かし管内事業者のPRと販路開拓を支援する。 

ただ単に事業者の紹介のみであると、閲覧者の興味を引くことが

できないため、地域の情報や特集ページを作成するなど、コンテンツ

の充実を図ってきた。 

今後は当サイトで販路開拓ができるようにサイト自体の魅力度

向上を目指してコンテンツを拡充したうえで、事業者の売上に直結

するような事業者ページの改善を行う。また、事業者ページは事業

者自身が更新可能となるようにシステム改良を行い、新鮮な情報

を自らが発信できるように、定期的な更新を事業者に促していく。  

効    果  
・認知度向上による新規顧客の獲得  

・既存顧客のリピート率向上  

実施後のフォロー 

売上や新規顧客獲得数等の把握を行う。結果を検証し、効

果が見えない場合には、掲載内容の見直しの提案を行っていく。合

わせてサイト自体のコンテンツの見直しとシステムの改良を行う。  

 

④即売会の開催による販路開拓（継続・改善） 【BtoC】 

対象事業者  

事業計画策定事業者を中心とした 

・氏家うどん取扱事業者  

・中心市街地内事業者  

事業内容  

多くの来場者が見込める当該地域で行われている「氏家商工ま

つり」の会場に地区内事業者の出店支援を行い、需要開拓に寄

与する。「氏家商工まつり」には、各種ステージイベントも開催され、

氏家地区の市民を対象としたイベントでは最大規模を誇り、市内

外から約40,000人の来場者がある。 

出店する事業者に対して、会場のみの売上で終わらず、イベント

後に自店へ誘導できるようなチラシやパンフレットの作成、合わせて

当日の売上獲得のために提供する商品やメニュー等、職員の支援

グループにて一連のスキームとして支援する。 

【開催時期】 7月下旬の土・日曜日（2日間） 

【開催場所】 さくら市営石町駐車場  

（中心市街地氏家大通り内） 

【出店者数】 7店舗  

効    果  
・イベント当日の売上獲得及び認知度向上  

・自店への誘導による新規顧客の獲得及び地元購買率の向上  

実施後のフォロー 
・イベント当日の売上、終了後の来店数を把握する。  

・新規顧客のリピート率向上のための支援を行う。 
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⑤ＩＴ活用セミナー及び個別相談会の開催（継続・改善） 【BtoC】 

対象事業者  
・事業計画策定支援を行った事業者  

・販路開拓を目指す事業者  

事業内容  

外部専門家を招聘し、販路開拓のためのパソコン教室を開催

する。SNSを活用して自社製品の販路開拓を図るための

FaceBookページやホームページ作成に役立つWordPress等につ

いてセミナーを開催する。 

また、個別支援により、事業所にあった効果的な情報を発信で

きるよう、個別相談会を実施する。 

セミナーについては初年度のみ実施し、個別相談会については毎年

度実施する。 

効    果  
・小規模事業者のITへの苦手意識の払拭  

・新規顧客の獲得  

実施後のフォロー 

職員もセミナーを受講し、資質の向上に努めるとともに、小規模

事業者からの問い合せに対応できる体制を構築する。  

また、受講者には、進捗管理を行い、成果が出ていない場合に

はアドバイスを行う。 

 

(３)目  標  

 

支援内容  現 行 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

①地域密着リフォームチラシ 

       掲載事業者数 
31者 32者 32者 32者 32者 32者 

 目標売上額／者 230千円 250千円 260千円 270千円 280千円 300千円 

②魅力あるチラシ作成  

       掲載事業者数 
122者 150者 150者 150者 150者 150者 

 目標売上額（対前年）／者 － 10千円 10千円 10千円 10千円 10千円 

③うじいえNavi 

       掲載事業者数 
132者 140者 145者 155者 160者 165者 

 目標売上額（対前年）／者 － 10千円 10千円 10千円 10千円 10千円 

④即売会出店事業者数 － 7者 7者 7者 7者 7者 

 目標売上額/者 － 128千円 128千円 128千円 128千円 128千円 

⑤ＩＴ活用セミナー・相談会

受講者数数 
－ 13者 3者 3者 3者 3者 

 目標売上額/者 － 30千円 30千円 30千円 30千円 30千円 

  （特記事項）  

   ※①総売上目標額／者は、各年 0.5％の増を見込む。  

②目標売上額／者は、毎年 1万円増  

③目標売上額／者は、毎年 1万円増  

⑤ R2年度のみセミナーを開催。個別相談会は各年実施。  

セミナー参加者 10事業者、個別相談会は 3事業者を想定。  
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組  

 

８．地域経済の活性化に資する取組に関すること 

 

(１)現状と課題  

これまで実施した地域経済の活性化に資する取組の内容と課題は以下のとお

りである。  

 

①さくらブランドの認定支援事業  

事業内容  

さくらブランドの認定支援数を増やすことで、地域のイメージアップ

を図り地域のブランド化を図ることを目的として、認定申請にあたっ

ての基準を満たす取組みや申請書作成の支援を行った。  

結果・課題等  

【結果】 

H30年度末現在で、認定数は2６件である。その内訳は、飲食

物2３件、工芸品３件である。これまで、当商工会としての支援

は、飲食物10件であった。 

 

【課題】 

さくらブランドの認定数を増やすことは、さくら市の知名度とイメージ

を高め、地域全体のブランド化に繋がるため、市の産品を使用した商

品を積極的にさくらブランドに認定登録させることが課題である。 

今後の展開  
さくらブランドの周知を図り、今回の重点支援先の商品について、さく

らブランドへの認定登録を支援することで、さくらブランドの拡充を図る。 

 

②空き店舗活用促進事業費補助金の活用支援  

事業内容  

さくら市が空き店舗を活用して事業を開始する方に対して支援

を行っている空き店舗活用促進事業について、空き店舗活用促

進事業計画書や収支予算書等の申請書作成支援を行った。  

結果・課題等  

【結果】 

第1期の期間中、H30年度までに空き店舗を活用した事業者は10件

で、そのうち新規創業9件、第２創業1件で創業支援に役立った。 

【課題】 

現在の市の助成制度を積極的に活用、または市と新たな助成

制度の創設を検討していくことが課題である。 

今後の展開  

上述の課題を踏まえ、一部改善し継続する。具体的には、まず

現在あるさくら市の助成制度を周知徹底して、空き店舗の利用を

促進する。 

 

(２)事業内容  

当商工会が“地域総合経済団体”として行う、地域経済の活性化に資する取組

（地域振興事業）は、経営改善普及事業と一応の区別はできるものの、相互に有

機的な関連をもっている。  

また、地域経済の活性化は、当地域のブランド化やにぎわいの創出といった地
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域に密着して事業を行う小規模事業者の振興に直結するものであるので、「面的

支援」として取り組んでいく。  

 これまでは、当商工会独自の方針で地域経済の活性化を推進してきたが、今後は、

「さくら市地域経済活性化協議会」を設置して、今後のさくら市のあるべき姿・方向

性を共有化し、当地域が抱える課題である「中心市街地の賑わい再生」や「地元購買

力の向上」「地域資源の有効活用」の解決を図り、地域経済の活性化を目指すと共に

小規模事業者が事業を持続的発展させるための良好な環境を整備する。  

 以上を踏まえ、今回の事業内容は以下のとおりとする。  

 

①さくら市氏家地域経済活性化協議会の開催（新規） 

実施目的  

さくら市氏家地区の今後の地域経済活性化の方向性等を検

討し、小規模事業者が事業を持続的発展させるための良好な環

境づくりについて協議し、意識の共有を図る。 

実施内容  

商工会が中心となって協議会を開催する。さくら市内の他団体

等と情報共有を図り、今後のさくら市のあるべき姿・方向性を共有

化することで、経済の活性化を目指す。  

実施時期  毎年1月頃  年1回を予定  

参加団体  

氏家商工会、さくら市商工観光課、さくら市氏家観光協会、 

ＪＡしおのや、足利銀行 (氏家支店 )、 

栃木銀行（氏家支店）、烏山信用金庫（氏家支店） 

 

②さくらブランドの認定支援事業の実施（継続・改善）  

実施目的  

さくらブランド（※）の認定数を増やすことで、地域のイメージアッ

プを図る。また、認定されたさくらブランド品をさくら市のPR媒体を活

用し広く周知を行い、魅力ある商品に位置づけることで、地域のブ

ランド化や地域経済の活性化に繋げる。 
   

※さくらブランド（実施主体：さくら市） 

 

市の知名度向上や地域活性化を図る目的で、市内で生産、製造ま

たは加工された農林水産物や特産品などを認証したものがさくらブラン

ドです。 

 また、市の生産物を主たる材料として製造または加工されたものもさく

らブランドとして認証されます。 

 令和元年9月30日現在で26商品が認証されている。 
 

 

実施内容  

今回、事業計画策定支援する重点支援先である生活関連サ

ービス事業者、地域資源を活用した商品を提供している事業者

等が提供する料理や加工品をさくらブランドへの認定に向けて、認

定基準を満たすための取組みや独自性を出すためのアイデアを上

述した需要動向調査の調査結果を鑑みながら、認定申請書の作

成支援を実施する。 

実施時期  随時  

実施団体  さくら市  
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③空き店舗活用支援の実施（継続・改善） 

実施目的  
さくら市と空き店舗情報を共有し、創業支援者等に空き店舗活

用を奨励することで、中心市街地の活性化と賑わい再生を図る。  

実施内容  

当商工会とさくら市が連携して、地域内不動産業者からの情報や

現地確認を行い、空き店舗の状況を調査し、その情報を共有する。 

そのうえで当商工会が実施する創業支援時に、さくら市の助成

制度を周知し、空き店舗の利用を促す。また、移転希望者について

も同様に空き店舗の活用を促す。 

 

【空き店舗利用促進に係る助成制度】 

■空き店舗の家賃：営業開始から12か月分の家賃の2分の1の

額または25万円のうちいずれか少ない額（限度額有）  

※敷金、礼金その他これらに類するものを除く。  

■店舗改装費：改装費の2分の1の額または40万円のうちいずれ

か少ない額（限度額有） 

※厨房設備等の特殊設備、冷暖房設備およびその他建造物

自体の構造を強化するものを除く。 

 

中心市街地の空き店舗物件は住居併用であるため、貸し手が

嫌がるケースが想定されることから、有効な空き店舗対策をさくら市と

協議していく。その方策として、さくら市の助成制度の拡充について、

意見提案を積極的に行う。 

実施時期  随時  

実施団体  さくら市  

 

④商店街の景観・ホスピタリティ向上事業の実施支援（新規）  

実施目的  

さくら市「商店街の景観形成による通行者数の増加」及び「商店

の店前・店内のおもてなし表現の向上による立ち寄り率・客単価の

増加」を目的に推進する、「商店街の景観・ホスピタリティ向上事業」

の取組を支援して、中心市街地の活性化と賑わい再生を図る。 

実施内容  

・店前景観整備推進事業、売上アップ店内改修モデル事業  

ホスピタリティ(“迎客”おもてなし)表現により立ち寄り率向上を図

るため、店前景観の改修にかかるデザイン「店前景観モデルデザ

イン」の作成を専門家が実施することから、そのモデル事業者の

掘り起こしと実施後のフォローアップ支援を行う。  

店前景観モデル店舗・・・5店舗  

店内改修モデル店舗・・・1店舗  

 ※旧氏家中心市街地内の小売業、宿泊・飲食サービス業、  

生活関連サービス業  

実施時期  3年間 (5店舗×3年＝15店舗 ) 

実施団体  さくら市  
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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  

 

９．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)現状と課題  

これまで実施した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

に関する内容と課題は、以下のとおりである。  

 

①県内の他の商工会職員との情報交換  

内   容  

・当商工会が所属する第2ブロック内７商工会（矢板市商工会・

塩谷町商工会・高根沢町商工会・喜連川商工会・那須烏山

商工会・那珂川町商工会）での研修会  

・栃木県商工会連合会が開催する職員向けセミナー  

上記の開催時に、県内他商工会と職員支援事例・支援ノウハ

ウや県内の経済動向や需要動向等の情報交換を行い、効果

的な小規模事業者支援の推進に反映させる。 

結果・課題等  

【結果】 

県内他商工会が実施する小規模事業者に対する効果的な支

援事例について共有ができるとともに、当商工会が小規模事業者

を支援する際に活用できた。 

 

【課題】 

参加者から、職員向けの説明はあるものの、職員間の共有とま

では至らず、組織として情報を蓄積する体制づくりが課題である。  

今後の展開  

一定の効果が見込めるため継続して出席するとともに、会議で

得た情報を全職員で情報を共有する仕組みを構築し、継続実施

する。合わせて県外の商工会とも情報交換を行う。  

 

②金融機関との情報交換  

内   容  

・日本政策金融公庫宇都宮支店が開催する「マル経協議会」  

・当商工会が開催する地元金融機関との「金融懇談会」  

上記の開催時に、金融支援のノウハウや地域の経済動向等に

ついて情報交換を行い、円滑な金融支援を図る。  

結果・課題等  

【結果】 

日本政策金融公庫が提供する金融支援策や地元金融機関が

行った金融支援のノウハウ及び地域の現状等を共有できるとともに、

当商工会が実施する金融支援に活用できた。 

 

【課題】 

参加者から、職員向けの説明はあるものの、職員間の共有とま

では至らず、組織として情報を蓄積する体制づくりが課題である。  

今後の展開  

一定の効果が見込めるため継続して出席するとともに、会議で

得た情報を全職員で情報を共有する仕組みを構築し、継続実施

する。 
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③経営発達支援計画事業推進連絡会議への出席  

内   容  

栃木県商工会連合会が開催する県内35商工会の経営発達

支援計画担当者が対象の会議で、年２回開催。経営発達支

援計画の実効性を高めるため、支援ノウハウや支援における課題

の共有、情報交換を行うとともに外部専門家からの指導・助言を

仰ぎながら課題解決に努める。 

結果・課題等  

県内他商工会の動向や取組み等の状況を把握し、効果的な

支援事例について共有が出来るとともに、専門家からのアドバイス

により課題解決が図れた。 

今後の方針  

一定の効果が見込めるため継続して出席するとともに、会議で

得た情報を全職員で情報を共有する仕組みを構築し、継続実施

する。 

 

(２)事業内容  

経営発達支援事業の目標達成に向け、各項目の事業が「効果的かつ円滑に実施

されること」を目的に取り組む。  

小規模事業者を取り巻く経営環境は、めまぐるしく変化しており、多様化・高

度化している支援ニーズに対して迅速な対応を求められており、支援機関同士の

連携強化や情報共有は必要不可欠となっている。そのため、事業を推進する職員

が、他商工会の職員や支援機関と、支援事例や支援ノウハウ、事業者の現状、課

題等について積極的な情報交換を行う。  

また、課題となっている職員内の情報共有については、収集した情報は情報交

換を行ってから１週間以内に内部打合せ会議を行い、情報の共有を行うととも

に、今後の計画の推進方針についてコンセンサスを図っていくものとする。  

 以上を踏まえ、今回の事業内容は以下のとおりとする。  

 

①とちぎ地域企業応援ネットワークを活用した情報交換（新規）  

目的・方法  

本ネットワークは、栃木県が平成27年12月に施行された「栃木

県中小企業・小規模企業の振興に関する条例」の趣旨等を踏ま

え、中小企業・小規模企業への支援策を検討・実施する体制を

整え、創業から事業承継まで、オール栃木で応援していくことを目

的に構築した。（※図17） 

本ネットワークに当商工会、さくら市商工観光課職員が積極的

に参加し、企業の各段階における課題に即応した支援ノウハウを

習得するとともに、各支援機関と連携し、経営支援情報を共有す

ることで支援力の向上に繋げる。 

また、個々で得た支援ノウハウ・情報は組織内で共有し、資質

の底上げを図る。 

情報交換先  

県内45商工団体   

県内32金融機関（足利銀行・栃木銀行等） 

各種専門家9団体（(一社 )栃木県中小企業診断士会等） 

その他9支援機関（(公財 )栃木県産業振興センター等） 

関東財務局、 関東経済産業局、24市町担当者、 県  

頻   度  年４回程度  
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（図17） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②他の商工会職員との情報交換（継続・改善）  

目的・方法  

①当商工会が所属する第2ブロック内7商工会(矢板市商工会・塩

谷町商工会・高根沢町商工会・喜連川商工会・那須烏山商

工会・那珂川町商工会)での研修会  

 

②栃木県商工会連合会が開催する職員向けセミナー  

研修会やセミナーに引き続き参加し、県内他の商工会職員

と支援事例やその効果・留意事項、支援内容の傾向、各種支

援策の活用といった支援ノウハウ、需要動向等について情報交

換を行い、効果的な小規模事業者支援を推進する。  

課題となっている職員内の情報共有については、開催後１週

間以内に内部打合せ会議を行い、情報の共有を行うとともに、

今後の小規模事業者支援の推進方針についてコンセンサスを図

る。 

また、第2ブロックの研修会は、年１回で勤務時間外に開催

されるため、可能な限り全職員を参加させる。県連主催のセミナ

ーは、年４回程度、支援レベル毎にテーマを定めて開催するた

め、職員の支援レベルに応じたセミナーへ参加させる。  

構  成  員 

国、県、市町、県域商工団体、商工会、 

商工会議所、金融機関、専門家、  

産業振興センター等支援機関等 

目   的 
各構成員の連携強化による一層  

効果的な中小・小規模企業への  

支援実施  

①全体会：機運の醸成と  

支援策等の情報共有等  

② PT：テーマごとの支援策  

検討と実施等  

創業支援 PT 

■商店街空き店舗を活用した創業支援  

・空き店舗と出店希望者との  

マッチング支援  

 

■創業者成長支援の充実  

・支援メニューのパッケージ化等  

金融支援 PT 

■金融と経営支援の一体的推進  

・県・市町制度融資の課題共有  

・事業性評価への取組支援  

 

■多様化する資金調達手段の活用促進  

・ふるさと投資活用連絡会議の開催等  

共通テーマ 
■ポータルサイトの効果的な運用  

■市町振興条例の策定支援  

全体会 

事業承継支援 PT 経営力向上支援 PT 

■引継ぎ案件の掘り起こし  

・金融機関連絡会議等の開催  

 

■円滑な親族内承継の促進  

・事業承継計画の策定支援  

 

■事業承継の機運醸成  

■BCP 策定支援人材の養成  

・地区別ワークショップの開催  

 

■経営革新計画の策定支援  

・支援ノウハウの共有化  

 

■IoT 等の活用促進等  

とちぎ地域企業応援ネットワークの概念図 
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③中小企業大学校への職員派遣  

中小企業大学校での研修に参加する際には、他県の商工

会や商工会議所の職員と経営発達支援計画の実行方法や

小規模事業者に対する支援ノウハウ等の情報交換を行い、効

果的な経営発達支援計画の推進と小規模事業者支援に繋

げる。特に、専門研修に参加する者については、経営発達支援

計画の推進方法を、基礎研修に参加する者については、小規

模事業者の支援ノウハウについての情報交換を重点的に行うも

のとする。 

研修終了後１週間以内に内部打合せ会議を行い、情

報の共有を行うとともに、今後の計画や小規模事業者

支援の推進方針について情報共有を図る。  

情報交換先  

頻度  

①第2ブロック内商工会7商工会の職員（頻度  年1回） 

②県内34商工会の職員          （頻度  年4回程度） 

③県外の商工会・商工会議所の職員  （頻度  年1回程度）   

 

③経営発達支援計画事業推進連絡会議への出席（継続・一部改善）  

目的・方法  

栃木県商工会連合会が開催する県内35商工会の経営発

達支援計画担当者が対象の会議に引き続き出席し、経営

発達支援計画の実効性を高めていく。  

課題となっている職員内の情報共有については、開催

後１週間以内に内部打合せ会議を行い、情報の共有を行

うとともに、今後の計画の推進方針についてコンセンサ

スを図る。  

情報交換先  

県内３4商工会経営発達支援計画担当者  

中小企業診断士  

栃木県商工会連合会  

頻   度  年２回  

 

 

１０．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

(１)現状と課題  

経営発達支援事業の目標達成に向け、上記Ⅰ．経営発達支援事業の内容で掲げ

る6つの事業（＝経営発達支援事業）が「効果的かつ円滑に実施されること」を

目的に取り組んだ。  

栃木県商工会連合会が開催する研修会や全国商工会連合会が実施する「全国統

一演習研修事業（経営指導員Ｗｅｂ研修）、大学校研修等を受講し、個社支援に

必要なノウハウや情報収集、資質向上に努めた。併せて個社支援に伴い専門家と

同行することで、ＯＪＴよる支援力の向上に繋がった。  

また、事業を推進する職員の研修派遣、ＯＪＴ、内部勉強会の開催により資質

向上を図るほか、当商工会組織としての支援ノウハウの共有及び蓄積を図った。  

今後も、関係機関が実施するセミナーや勉強会に積極的に参加し、職員のスキ

ルアップを図り、日本政策金融公庫や栃木県県信用保証協会等の外部の関係機関
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にも協力を仰ぎながら、内部勉強会の内容も充実させていくことでさらなる資質

向上に努める。  

 

(２)事業内容  

   

①取組の方向性  

今回においても、法定経営指導員を含めた職員の資質向上のため、国の経営

指導員研修事業のほか、各種団体主催の研修会に参加して経営発達支援計画の

遂行に必要な支援能力の向上を図る。また、AIやFinTech等の新たな技術情報に

ついても積極的に収集し、小規模事業者に教授できるよう努める。  

また、個々に得た支援ノウハウ・情報については定期的に職員会議を開催し

共有・蓄積が図れるよう対応する。  

 

②事業内容  

   以上を踏まえ、今回の事業内容は以下のとおりとする。  

 

①外部研修会参加による知識の習得及び支援スキルの向上（off-JT） 
【継続・改善】 

目  的  

経営発達支援計画に基づいて小規模事業者の伴走型支援を

実施することを目的に、経営指導員は、関連する専門的知識を

計画的に習得する。そのため支援スキルを高める専門的知識を身

につける研修を積極的に受講し、経営支援員を牽引する。  

また、経営支援員は、記帳指導等の日々の業務に関することに

加えて、経営発達支援計画の実施に係る支援スキルを身につける

ための研修に積極的に受講することで、経営指導員のサポートを行

うことができる体制を構築する。 

実施内容  

対象職員  

①栃木県商工会連合会主催の職員向けセミナーへの参加  

経営指導員及び経営支援員の更なる支援スキル向上のた

め、当セミナーへ職員を参加させる。 

このセミナーは、小規模事業者に対する様々な支援方法を習

得できるもので、概ね4コースが用意され職員の支援レベルに応じ

た内容となっているため、当該職員の支援レベルに合わせたコース

に参加させる。合わせて全国商工会連合会が実施する「全国

統一演習研修事業（経営指導員Ｗｅｂ研修）を積極的に

受講し、知識の習得に努める。 

 

②とちぎ地域企業応援ネットワーク主催のセミナーへの参加 

経営指導員及び経営支援員の更なる支援スキル向上のた

め、当セミナーへ職員を参加させる。 

   とちぎ地域企業応援ネットワークでは、創業支援・事業承継

支援・金融支援・経営力向上支援の4つのプロジェクトチームに

分かれており、プロジェクトチームごとに情報交換を目的とした座

談会及び支援能力の向上を目的としたセミナーを開催している

ため、当該職員に不足しがち、あるいは習得して欲しいセミナーへ

計画的に参加させる。 

 

③中小企業大学校への職員派遣  

経営指導員の専門的な支援スキル向上のため、中小企業

大学校へ派遣させる。 
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専門研修へ派遣させ、特に支援スキルが不足していると思わ

れるITの活用、創業支援、事業承継支援に対するコースへの

派遣を積極的に行う。 

 

④栃木県よろず支援拠点主催の支援事例発表会  

経営指導員及び経営支援員の更なる支援スキル向上のた

め、支援事例発表会へ職員を参加させる。 

こちらは、経営セミナーと支援事例発表の2部構成となってお

り、経営セミナーは旬な経営支援の内容や成功経営者の講話

で、支援事例は創業支援や販路開拓支援が多いため、それら

の支援スキル向上を図る。   

 

②内部勉強会による資質向上【継続・改善】 

目   的  

経営発達支援計画を実行する過程で、外部専門家やベテラン

経営指導員と一緒に事業を取り組むことによる職員個々のスキル

向上を目指すとともに、経営指導員と経営支援員間の段階的な

レベルアップ及びレベルの平準化を図る。  

実施内容  

①支援グループによる支援の際のOJT 

今回の経営発達支援計画では、経営指導員・経営支援員

で構成する支援チームを2班編制し、経営状況分析、事業計

画の策定支援から実施支援、販路開拓支援まで、支援チーム

で支援にあたることになっている。 

この支援過程のなかで、指導員や中小企業診断士と一緒に

小規模事業者支援にあたることで、支援員が支援手法を習得

し支援スキルを向上させる。 

 

②内部研修会（職員資質向上セミナー）の開催  

経営指導員及び経営支援員の更なる支援スキル向上のた

め、当商工会独自での職員研修会を実施する。  

この研修会は、小規模事業者に対する様々な支援方法を

中小企業診断士等の外部専門家から学ぶことで、実践的スキ

ルの習得や支援手法の統一化を図るために、各年毎にでテーマ

を設定し研修を行う。 

 

③OJT による知識の習得及び支援スキルの向上【継続・改善】  

目   的  

経営発達支援計画を実行する過程で、外部専門家や経営指

導員と一緒に事業を取り組むことによる職員個々のスキル向上を

目指すとともに、経営指導員と経営支援員間の段階的なレベルア

ップ及びレベルの平準化を図る。 

実施内容  

・OJTによる支援スキルの向上  

今回の経営発達支援計画では、経営指導員・経営支援

員・中小企業診断士で構成する支援チームを2班編制し、経

営状況分析、事業計画の策定支援から実施支援、販路開拓

支援まで、支援チームで支援にあたることになっている。  

この支援過程のなかで、中小企業診断士やベテラン指導員と

一緒に小規模事業者支援にあたることで、若手職員が支援手

法を習得し支援スキルを向上させる。 
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④支援ノウハウの共有・蓄積（継続・改善）  

目   的  
上述の①や②で、個々に得た支援ノウハウ・情報について、組織と

して共有し蓄積することで、支援体制の強化を図る。  

実施内容  

①内部勉強会の開催  

中小企業診断士を講師とした内部勉強会を年 1 回開催

し、職員の支援スキル向上を図る。 

 

②支援ノウハウのデータベース化  

支援ノウハウや支援情報を組織内に蓄積するために以下の内

容を実施する。 

・基幹システム上に、支援事業者の支援データを適時入力し、支

援状況の共有を図る。 

・当商工会のサーバーに、支援事業者ごとのフォルダを作成し、

支援内容を保管する。また、経営発達支援計画に関する各

種情報についても、サーバーへ区分ごとに整理して保管する。そ

のことにより全職員が情報を共有でき、担当以外の職員でも一

定レベルの支援を可能とする。 

 

 

１１．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 

 

(１)現状と課題  

これまで、さくら市役所商工観光課職員、中小企業診断士、㈱日本政策金融公

庫宇都宮支店職員、栃木県商工会連合会職員の有識者で組織した「経営発達支援

計画検討委員会」を年１回開催し、本計画の年度目標（Ｐ）に対する実績（Ｄ）

を報告し、目標達成事業の効果や未達成事業の理由や原因について評価・検証

（Ｃ）し、推進方法等の見直し（Ａ）について審議を行うとともに、事業への課

題や今後の方向性をご提案頂いた。  

検討委員会では項目ごとに、事業の「必要性」「妥当性」「有効性」「効率性」に

ついて定量的な指標をもって評価を頂くとともに、「ＰＤＣＡ」評価として実績

を基にＡ～Ｄの判定基準を設け判定（図 18）し、次年度の計画・実行に活用して

きた。  

また、検討委員会の評価は、県内35商工会の統一目標「年度別のアクション

プラン」（図19）にも組み込まれており、「商工会組織をあげての取組み」結

果を加えて、当商工会の総会資料に実績を掲載し、理事会、総会等で説明する

と共に、ホームページで公表し、会員以外の小規模事業者へも情報を公開して

きた。  

このことを踏まえ、今回においても継続して行い、小規模事業者の着実な経営

の発達に寄与することとする。  
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  【図18：検討委員会における評価基準】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２)事業内容  

現状と課題を踏まえ、今回においてもＰＤＣＡサイクルを実践しながら、事業

の実効性と質の向上を図っていくため、以下の事業を実施する。  

 

①経営発達支援計画検討委員会の開催（継続・改善）  

目   的  

経営発達支援事業の進捗状況及び実績を報告し、年度の

事業項目と目標値と比較検討し、その成果について評価を行い、

見直し案等の提示を行う。 

想定委員  

中小企業診断士   柴田  幸紀・杉本  佳寿子  

さくら市役所商工観光課職員  

㈱日本政策金融公庫宇都宮支店職員  

法定経営指導員   阿久津  康広  

開催回数  年１回  ２月に開催  

情報の展開  

・理事会・総会に報告  

・「アクションプラン」の結果（図19）と共に、ホームページへ掲載  

・商工会事務所に常時備え付け閲覧可能な状態にする  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲

(4) 今年度実績に対する検討委員会の評価

（委員からのコメント／評価理由・改善提案・助言・感想・今後の方向性に対する意見等）

▲

(5) ＰＤＣＡ評価 Ａ ：目標を達成することができた。（100%以上）

Ｂ ：目標を概ね達成することができた。（80%～99％）

Ｃ ：目標を半分程度しか達成することができなかった。（30%～79％）

Ｄ ：目標を達成することができなかった。（30%未満）

有効性  成果（良い実績）とともに、事業者への効果が出ている。

効率性

評価
項目

評価のポイント
全く

当てはま

らない

一部に

当て

はまる

概ね

当て

はまる

全てに

当て

はまる

妥当性  事業の実施方法は適切であり、内容は妥当である。

判　定

 事業の進め方にムリ・ムダ・ムラが無く、効率的である。

必要性  実施した(1)の事業は目的に適っており、必要性が高い。

実績・評価等結果を踏

まえつつ、目標の達成

度合いの割合に応じて

ＡからＤを判定する。
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【図 19：2018 アクションプラン実績集計表】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 ポイントの基礎 評　　点

１．経営発達支援事業

２．地域経済の活性化に資する取組み                         

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

42/50

区分 目標の算出基礎 目　標　値 実　　績 評　　点

１．経営支援事業に関すること

15/44

２．商工会組織の強化に関すること

12/44

３．儲かる地域づくり、地方創生への取組み

5/12

74/150

0件

6件

目標達成度

目標達成度

目標達成度

目標達成度

目標達成度

目標達成度

目標達成度

目標達成度

目標達成度

目標達成度

9企業

全会員を2回
訪問

23企業

49.7％

13,952円

6,923,614円

-143,000千円

2件

1件

6件

14,280円

7,599,819円

B

A

A

A

A

項　　　　　　目 評点内訳実　　績

Ⅱ

商

工

会

組

織

を

あ

げ

て

の

取

組

み

　① 地域のブランド化（支援件数） 0

　② 賑わいの創出事業（実施件数） 5

　⑦ 記帳データの活用(記帳機械化処理) ★ 6

　③ 展示販売・商談会への参加支援

7企業

全会員を2回以
上訪問

0企業

0企業

0

　④ ITを活用した販売促進支援
　　（ﾆｯﾎﾟﾝｾﾚｸﾄ.com・100万会員ﾈｯﾄﾜｰｸの登録支援） ★

0

3企業

3企業

0

Ⅰ

経

営

発

達

支

援

計

画

に

係

る

取

組

み

　① 地域の経済動向調査 4

　② 経営状況の分析 5

　③ 事業計画策定支援 5

　④ 事業計画策定後の実施支援 5

　⑤ 需要動向調査 5

　① 地域経済の活性化に資する取組み 4

　⑥ 新たな需要の開拓に寄与する事業 1

　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

5

　② 経営指導員等の資質向上等 3

　③ 事業の評価及び見直しをするための仕組み 5

D

B

A

C

A

項　　　　　　目 評点内訳

　② 巡回訪問の強化（全会員への巡回） ★ 7

　① 持続化補助金の活用支援（申請） ★ 1

　⑤ 認証システムの申請支援 0

　① 会員増強

新規加入 7

組織率 ★ 1

0企業

9件

67件

3企業

15件

60件

12企業

49.8％

　③ 総(代)会本人出席率の向上 1

　⑥ 金融データの活用(マル経制度斡旋) ★ 1

1

１会員あたりの会費 1

　② 自主財源確保　★

手数料等収入 1

福祉共済（純増口数） ★

火災共済
（契約金額維持・新規契約数）

30％

＋21口

40％

保有契約金額

新規獲得数

-4口
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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  

（令和元年 10 月現在） 

（１）実施体制  

氏家商工会（全体）の実施体制  

      当商工会の事務局は職員数 7名となっている。事業ごとに主担当は決め

るものの、人員に限りがあるため全職員で本事業に取組み、最大限の効果

が生み出せるよう遂行していく。  

   また事業の進捗状況の管理については、事務局長が毎月、管理を行い、

事業を着実に実施していく。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏  家  商  工  会  
会員数 643 名  

               理事会  20 名  

   

               事業の執行・  

                体制整備   

【事業の総括】  

会   長  １名  

   

 

副  会  長  ２名  

   

 

理   事 20 名  

   

               各  部  会  

   

                   事業の  

                実施協力  

商業活性化対策委員会  

工業活性化対策委員会  

  リフォーム委員会   

総務委員会    

青年部  女性部  

               事務局   7 名  

   

                   事業の  

                実行推進  

【事業推進責任者】  

事務局長  １名  

  

【
事
業
の
指
導
・
助
言
】 

法
定
経
営
指
導
員 

１
名 

【事  業  推  進  者】  

経営指導員  1 名  

  

 

経営支援員  ４名  

  

 

【事業の連携・  

推進】  
 

さくら市役所  
商工観光課   
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（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第７条第

５項に規定する経営指導員による情報の提供及び助言に係る実施体制  

①当該経営指導員の氏名、連絡先  

 

№ 項   目  内   容  

１ 

氏   名  阿久津  康広  

所   属   氏家商工会  

連  絡  先   028-682-2019 

 

②当該経営指導員による情報の提供及び助言  

     

法定経営指導員の関わり 

内  容  

・経営発達支援事業の実施・実施に係る指導及び助言  

・目標達成に向けた進捗管理  

・事業の評価・見直しをする際に必要な情報の提供  

手  段  全職員を集めた内部ミーティングを実施  

頻  度  月１回（１日頃） 

その他  
ミーティングの内容はさくら市商工観光課へ情報提供するとともに、  

共有を図り円滑な計画実行に繋げていく。 

 

（３）商工会、関係市町村連絡先  

 

①氏家商工会  

所  在  地  
〒329-1311 

   栃木県さくら市氏家4504番地1 

電話番号   028-682-2019 

Ｆ Ａ Ｘ   028-682-9165 

E-Mail  ujiie_net@shokokai-tochigi.or.jp 

 

 

②さくら市商工観光課  

所  在  地  
〒329-1492 

   栃木県さくら市喜連川4420番地1 
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電話番号   028-686-6627 

Ｆ Ａ Ｘ   028-686-2055 

E-Mail 
 syoukoukankou@city.tochigi-

sakura.lg.jp 
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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）  

 R２年度  R３年度  R4 年度  R５年度  R６年度  

必要な資金の額  6,060 6,060 6,060 6,060 6,060 

 2.地域の経済動向調査に  

関する事業  
300 300 300 300 300 

3.経営状況の分析に  

関する事業  
330 330 330 330 330 

4.事業計画の策定支援に  

関する事業  
330 330 330 330 330 

5.事業計画策定後の  

実施支援に関する事業  
330 330 330 330 330 

6.需要動向調査に  

関する事業  
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

7.新たな需要開拓に  

関する事業  
3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 

 8.地域経済活性化に  

  資する事業  
300 300 300 300 300 

 9.支援ノウハウ等の  

  情報交換に関する事業  
100 100 100 100 100 

10.経営指導員等の  

  資質向上に関する事業  
50 50 50 50 50 

11.事業の評価及び見直し

の仕組みに関する事業  
150 150 150 150 150 

  （備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。  

 

 

調  達  方  法  

会費、国補助金、県補助金、全国連補助金、商工連補助金、市補助金、  

特別賦課金、手数料、使用料、加入金、寄付金、雑収入  

  （備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。  
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（別表４）  

 経営発達支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を

連携して経営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項  
 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所  

並びに法人にあっては、その代表者の氏名  

 

№ 名   称  役職・代表者名  住所  連絡先  

1 栃木県商工会連合会 会 長 福田 徳一 宇都宮市中央 3-1-4 028-637-3731 

 

連携して実施する事業の内容  

 

２．地域の経済動向調査に関する事業  

 

①RESAS・商圏分析システム MieNa を活用した管内経済動向の分析  

・商圏分析システム MieNa の導入・運用・利用  

・管内経済動向を分析するための RESAS・商圏分析システム MieNa の活用  

３．経営状況の分析に関する事業  

 

①経営分析が必要な小規模事業者の掘り起こし 

・商圏分析システム MieNa の導入・運用・利用  

・掘り起こしの際に使用する資料を作成するための  商圏分析システム MieNa 

の活用  

②セミナーの開催による経営分析手法の教授  

・セミナー講師の選定  

③経営分析の実施  

・経営分析を実施するための職員の資質向上  

・外部専門家の活用  

４．事業計画策定支援に関する事業  

 

①セミナーの開催による事業計画策定手法の教授  

・セミナー講師の選定  

②事業計画策定支援  

・事業計画策定を支援するための職員の資質向上  

・外部専門家の活用  

③事業承継計画策定支援  

・事業承継計画策定を支援するための職員の資質向上  

・外部専門家の活用  

５．事業計画策定後の実施支援に関する事業  

 

事業計画策定事業者へのフォローアップ 

・各種支援制度・施策の活用提案  

・外部専門家の活用  
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連携して事業を実施する者の役割  

 

２．地域の経済動向調査に関する事業  

 ①RESAS・商圏分析システム MieNa を活用した管内経済動向の分析  

 

連携者  栃木県商工会連合会  

役  割  

・商圏分析システム MieNa の導入、運用管理、操作指導  

・RESAS 及び商圏分析システム MieNa の効果的かつ効率的な活

用方法に係る指導、他商工会の活用事例 (分析結果 )の提供  

効  果  

・商圏分析システム MieNa 導入に係る費用負担の軽減、運用管

理に係る事務負担の軽減、円滑なシステムの利用  

・事業者に有効な管内経済動向 (分析結果 )の提供  

３．経営状況の分析に関する事業  

 

①経営分析が必要な小規模事業者の掘り起こし 

連携者  栃木県商工会連合会  

役  割  

・商圏分析システム MieNa の導入、運用管理、操作指導  

・掘り起こしの際に使用する資料を作成するための商圏分析システム

MieNa の効果的かつ効率的な活用方法に係る指導、他商工会

の活用事例 (分析結果 )の提供  

効  果  

・商圏分析システム MieNa 導入に係る費用負担の軽減、運用管

理に係る事務負担の軽減、円滑なシステムの利用  

・事業者の経営意識の醸成 (経営発達に取り組む必要性の認識 )  

②セミナーの開催による経営分析手法の教授  

連携者  栃木県商工会連合会  

役  割  
・セミナー講師選定時の相談受付、紹介  

・関係機関との協力体制整備  

効  果  ・セミナー講師の最適選定  

③経営分析の実施  

連携者  栃木県商工会連合会  

役  割  

・効果的かつ効率的な経営分析手法に係る情報提供・指導、他

商工会の活用事例 (分析結果 )の提供  

・職員の経営分析能力の向上を目的としたセミナーの開催  

・外部専門家選定時の相談受付、紹介  

・関係機関との協力体制整備  

効  果  
・事業計画策定支援にスムーズに移行できる、有効な経営分析  

・外部専門家の最適選定  
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4．事業計画の策定支援に関する事業  

 

①セミナーの開催による事業計画策定手法の教授  

連携者  栃木県商工会連合会  

役  割  
・セミナー講師選定時の相談受付、紹介  

・関係機関との協力体制整備  

効  果  ・セミナー講師の最適選定  

②事業計画策定支援  

連携者  栃木県商工会連合会  

役  割  

・効果的かつ効率的な事業計画策定支援に係る情報提供・指

導、他商工会の支援事例の提供  

・職員の事業計画策定に係る支援能力の向上を目的としたセミナー

の開催  

・外部専門家選定時の相談受付、紹介  

・関係機関との協力体制整備  

効  果  
・実効性の高い事業計画の策定支援  

・外部専門家の最適選定  

③事業承継計画策定支援  

連携者  栃木県商工会連合会  

役  割  

・職員の事業承継計画策定支援に係る能力向上を目的としたセミ

ナーの開催  

・効果的かつ効率的な事業承継計画策定支援に係る情報提供・

指導、他商工会の支援事例の提供  

・外部専門家選定時の相談受付、紹介  

・関係機関との協力体制整備  

効  果  
・実効性の高い事業承継計画の策定支援  

・外部専門家の最適選定  

５．事業計画策定後の実施支援に関する事業  

 

事業計画策定事業者へのフォローアップ 

連携者  栃木県商工会連合会  

役  割  

・各種支援制度・施策の情報提供  

・外部専門家選定時の相談受付、紹介  

・関係機関との協力体制整備  

効  果  
・着実な事業計画の実施及び計画実行上の課題解決  

・外部専門家の最適選定  
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連  携  体  制  図  等  
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経営  
 相談  

伴走型
支援  

連  携  

栃木県商工会連合会  

２．地域の経済動向調査  

①RESAS・商圏分析システム

MieNa を活用した管内経済動

向の分析  

３．経営状況の分析  

①経営分析が必要な小規模事業

者の掘り起こし 

②セミナーの開催による経営分析手

法の教授  

③経営分析の実施  

４．事業計画の策定支援  

①セミナーの開催による事業計画策

定手法の教授  

②事業計画策定支援  

③事業承継計画策定支援  

５．事業計画策定後の実施支援  

・事業計画策定事業者へのフォロー

アップ 

栃木県商工会連合会  




