
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

日光商工会議所（法人番号 ２０６０００５００２５７９） 

日光市（地方公共団体コード ０９２０６１） 

実施期間 令和２年４月１日～令和７年３月３１日 

目標 

目標１：自立経営を行う小規模事業者(トップランナー)３社、 

     日光ブランドを活用した、魅力ある商品３種類、 

     同商品の収益目標は、付加価値額で年率３％以上増加 

目標２：体系化された経営支援スキームの完成 

目標３：経営指導員全員の法定経営指導員取得 

事業内容 

経営指導員と経営支援員が行う小規模事業者への巡回窓口相

談指導や記帳相談を通じた経営支援は、従来通り実施する。 

新たに、日光市と連携して日光市の経済を活性化するために、

「魅力ある日光ブランド商品とサービス」の実現に取り組む小規模

事業者を、事業計画に基づく自立経営を通じて支援する。 

 

１．地域の経済動向調査 

  会議所ＨＰに分析情報を掲載し、広く管内の事業者に公開 

２．経営状況の分析 

  財務やＳＷＯＴ分析に加え、簡便な分析ツールを整備 

３．事業計画の策定 

  支援スキームとして策定方法を体系化し、普及の推進 

４．事業計画策定後の支援 

  事業者の課題に応じた頻度と内容で、きめ細かな支援 

５．需要動向の調査 

  統計的手法を活用して、事業計画策定に反映 

６．新たな需要開拓 

  新商業施設と WEB サイトの連携で、情報を活かす販路開拓 

 

連絡先 

日光商工会議所 経営支援課 

〒321-1262 栃木県日光市平ケ崎 200 番地 1 

TEL:0288-30-1171 FAX:0288-30-1172 E-mail:info@nikkocci.or..jp 
 

日光市 観光経済部 商工課 

〒321-1292 栃木県日光市今市本町 1 番地 

TEL:0288-21-5136 FAX:0288-21-5121 E-mail:shoko@city.nikko.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）地域の現状及び課題 

   日光市は、栃木県の北西部に位置し、人口約８．２万人、総

面積は約１，４５０㎢で県全体の約４分の１を占め、全国の市

町村の中で３番目に広い市である。人口は、平成７年をピーク

に減少に転じ、令和２２年には約６万人に減少すると推計して

いる。 

地域資源には、世界遺産「日光の社寺」、ラムサール条約登録

湿地「奥日光の湿原」の他、豊かな自然、歴史・文化・風習・

食などの日光の価値や魅力を高める「もの」や「こと」が数多

くあり、日光市では、これらを「日光ブランド」として認定し、

その魅力を全国に発信している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・観光業の現状と課題 

知名の高い観光資源が豊かであることや、東京から２時間

圏内の立地に支えられていること、東京からの特急の直通運

転の増便や、羽田空港からの直通バスの新設など、利便性が

大幅に改善されたことで、入込数は増加し、国内外より年間

１，２００万を超える人が訪れている。一方、宿泊者数では、

鬼怒川温泉の施設リニューアルや外国人宿泊者の積極的な

受け入れなど、増加傾向はあるものの全体としては横ばいで

ある。令和２年には奥日光にリゾートホテルの開業が予定さ

れ、知名度の高い観光資源と組み合わせて、この地に滞在し

て回遊したくなるような新しい観光サービスが求められている。 

近年、四季を通じた豊かな自然や工芸など、様々な体験型観光サービスを企画する小規模事

業者も増えている。しかし、事業者単位でのサービス提供が多いので、今後は点から線（連携）、

面（地域全体）へと広げ、多様な魅力をワンストップで提供できるよう、体制を整えてゆくこと

が課題である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０ｋｍ 

「日光ブランド」（１５５件） 

自然：３２件（奥日光の湿原 他） 技術： ６件（日光彫、 他） 

歴史：２０件（日光の社寺 他）  生活： １件（大沢ひまわり隊） 

文化： ５件（龍王祭  他）   環境： １件（足尾源流の森再生 

風習： ２件（川俣の元服式、他）        プロジェクト） 

産業： ２件（日光の木 他）   食 ：８６件（日光の名水、他） 
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  ・商工業の現状と課題 

 ＪＲ今市駅、東武下今市駅周辺は、日光・鬼怒川などの観

光エリアに繋がる交通の要所である。この地域は、郊外の大

型店舗を除けば、日光市最大の小売商業者の集積地で、市の

中心市街地として位置付けている。市全体の卸・小売業の年

間商品販売高は、近年の増減は少ないものの、長期的に見れ

ば減少しており、店舗数も減少が続いている。 

平成２７年４月には、交通の要所でもある中心市街地に「道

の駅日光 日光街道ニコニコ本陣」を整備し、日光の観光名所を訪れる拠点基地として商業の活

性化に取り組んでいる。ここには、「日光ブランド」を活用した日光の特産物の販売、日本のこ

ころのうたミュージアム「船村徹記念館」、多目的ホールを備え、世界遺産の「日光の社寺」や

全国有数の温泉地である「鬼怒川・川治温泉」等を含む新たな観光ルートの魅力を伝えている。

同年に、日光商品の総合通販Ｗｅｂサイト「日光まるかじり本舗」を立ち上げた。多くの小規模

事業者が参画でき、日光の魅力を発信できる共通の事業基盤として事業の活性化に取り組んで

いる。 

市内には、増加する外国人観光客などの変化に対応して、新商品開発に取り組む既存の事業者

や、こだわりのレシピをもって洋菓子店やレストランなどの起業を希望する市外の方も多い。今

後は、「日光ブランド」を活用して、何度でも購入したいと思える魅力ある商品を揃えてゆくこ

とが課題である。 

「日光ブランド」として指定されている「日光の名水」は、水質が良く水量が多いことから、

食品や医薬品製造事業などの製造業にも大きなメリットをもたらしている。市内にある轟工業

団地を始めとして、市内には食品製造業、医薬品製造業、非鉄金属製造業の企業が立地してい

る。近年の年間製造品出荷額は、増減は少ないものの長期的に見れば減少しており、事業所数も

減少が続いている。今後、強みである「日光ブランド」を活用し、新たな企業誘致や既存企業へ

の振興施策が課題である。 

 

 

・第２次日光市総合計画 

日光市では、１０年後(令和７年)の都市像を「feel so good!  暮

らして満足 訪ねて納得 自然と笑顔になれるまち」と定めている。

この実現に向けて基本計画「第２次日光市総合計画 前期基本計画(平

成２８年度～令和２年度）」を定め、人口減少と地域経済の縮小の克服

に取り組んでいる。この基本計画は、観光を日光市の基幹産業と位置

づけると共に、施策の方向を定め、観光、商工業の各振興計画に実行

計画として反映されている。 

観光では、多様化するニーズに対応するための商品開発やホスピタ

リティの向上、効果的な誘客や施設の整備改修を課題と考え、①満足

度の高い観光品質の実現、②強い連携力による観光総合力の発揮、③

着実で到達力の深い情報発信の展開、これら３つの観光戦略に基づい

て個別の施策が実施されている。 

商工業では、地域の特性に合わせた商業の振興と他産業との連携に

よるブランド力の強化、企業誘致や工場の新増設に伴う助成制度の活

用による工業の振興、創業支援制度の充実を課題と考え、①新たな視

点で生み出す産業間の連携・強化による地域経済の活性化、②賑わい

が再生されニコニコが広がる商業の振興、③先端的な取り組みの継

承・活用による工業の振興、④「日光ブランド」を最大限に活かす産

業の振興、これら４つの基本戦略に基づいて個別の施策が実施されて

いる。 
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・日光商工会議所の現状 

１０年後の日光市の都市像実現のためには、市内の中小企 

業者の役割は大きく、それぞれの企業が持ち味を生かして連 

携して取り組むことや、基本となる小規模事業者の経営力の 

強化が期待されている。 

日光商工会議所は、足尾町を除く日光市全域、事業所数で 

全体の９５％以上を担当し、地域の商工業の中核支援機関と 

して、その発展に貢献することが期待されている。そのため、 

栃木県の１／４の面積を担当する広域商工会議所として、企 

業の相談に素早い対応ができるよう、今市、日光、鬼怒川の 

３カ所に事務所を設けて、きめ細かな支援ができる体制を整 

えている。巡回窓口相談指導では、会員事業所を訪問するこ

とで必ず毎年１回以上相談に応じており、経営者との信頼関

係を積み重ねてきた。 

日光の魅力発信に関わる事業として、商業施設「道の駅日

光 日光街道ニコニコ本陣」の管理運営支援、総合通販サイト

「日光まるかじり本舗」の運営、「日光焼きそばまつり」や「今

市宿六斎市」への協力を行っている。ユニークな事業では、

日光検定事業（日光を再認識し、観光ホスピタリティの向上

を目的とした認定制度）など、数多くの事業に取り組んでい

る。この他にも、シェアサイクル事業、プレミアム付き日光市共通商品券発行事業、各種の調査

事業・共済事業等を行い、地域経済の活性化に取り組んでいる 

平成２７年には、栃木県内の商工会議所として初めて経営発達支援事業の認定を受け、事業

計画の策定を通じて小規模事業者の経営の改善発達を支援している。巡回相談、助成金の申請

相談、セミナーなどの機会を活用して、経営分析、需要分析、事業計画の作成と販路開拓、新し

い「日光ブランド」商品の開発を支援し、事業者の課題解決に結び付けてきた。支援数では一定

の実績を得たものの、収益等の支援効果の把握や支援終了後の継続した事業計画作成について

は、実績が十分に把握されていない。 

小規模事業者が着実に成果を積上げてゆくためには、今までの取組みに加えて更に踏み込ん

だ支援が必要で、そのためには改善すべき点が２つあると考えている。 

 

  ・日光商工会議所の小規模事業者支援の課題 

①経営計画作成支援スキーム 

事業計画作成の効果を実感できる様、分析ツールや活用手順で構成される計画作成支援スキ

ームとして、小規模事業者に合った体系化と改善が必要。 

事業計画は、融資や補助金申請等、必要に迫られて作成するケースが多い。経営には必要で

あると言われるが、これがないと事業ができないわけではなく、積極的に活用したいとは思わ

れていない。支援の仕方には、どのように収益をあげて、どのように事業の成長に結び付けて

行くのかを体系的に整備し、取り組みやすいスキームにまとめる必要がある。目指す姿は、現

業比率が高くて忙しいと言われている小規模事業経営者が、「時間を割いて取り組みたいと動

機づけられ、継続できる」と思う支援スキームである。 

 

②経営指導員のコンサルティングスキル 

経営指導員が経営者の課題を俯瞰し、解決を支援するための知識と経験の蓄積。 

小規模事業者の難しい課題の支援には、外部の専門家に依頼することも多い。しかし、地域の

環境や事業の経緯を踏まえて継続支援するには、日頃から経営相談を通じて親しみのある経営

指導員の支援が最も効果的である。必要なのは、事業の先を見通す高いコンサルティングスキ

ルであり、目指す姿は、中小企業診断士レベルの知識と経験の蓄積である。 

図の出展：ＲＥＳＡＳ、日光市統計資料、日光商工会議所データを加工 
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（２）小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

①１０年程度の期間を見据えた小規模事業者のあり方 

経営資源が潤沢でない小規模事業者は、連携することで多様な商品やサービスの創出が効果

的に行える可能性を持っている。日光の新しい魅力を多くの人に提供するためには、日光市の

掲げる１０年後の都市像を共有して連携することが求められている。一方で、小規模事業者の

経営力を強靱なものにするには、経営計画に基づく自立経営が必要である。ここで自立経営と

は、自社の経営資源の分析や需要分析を行い、計画的に競争力のある商品やサービスを開発販

売し、必要に応じて実施方法を見直すことで収益に結び付けている。得られた収益は、計画的に

次の成長のために再投資されている状態を言う。１０年を見据えた小規模事業者のあり方とし

ては、以下の通りとした。 

「事業計画に基づく自立経営をすると共に、連携することで日光の資源「日光ブランド」を活用

した新しい商品やサービスを生み出し、事業の成長を通じて日光市の経済の活性化に貢献して

いる。」 

 

②日光市総合計画との連動性・整合性 

日光市の経済の中核を成しているのは中小企業であり、中でも小規模事業者の役割は大きい。

日光市総合計画及び観光振興計画と商工業振興計画は、１０年後の都市像の実現に向けて、調

査、イベント、施策を通じて地域産業界に働きかけ、地域経済の活性化に結び付ける事が目的で

ある。 

経営発達支援計画は、小規模事業者に直接的に働きかけ、事業計画に基づいた経営をすること

でその強化を図り、地域経済の活性化に結びつける事が目的である。この２つは車の両輪とし

て、連動性や整合性良く計画される必要がある。 

現状の両計画を見ると、例えば、他の地域と差別化する地域共通資源として「日光ブランド」

を位置づけている事や、連携により効果を最大限に活かそうとしていることなど、その連動性や

整合性は高い。 

 

 

③商工会議所の役割 

商工会議所は、商工業者の総合的な支援機関として、その地区内の経営者に近い位置にある。

様々な経営課題の解決を企業に合った方法でサポートし、関係支援機関と連携して解決に取り

組まなければならない。一方では、小規模事業者の経営体制を強靱にするために、事業計画に基

づく自立経営の普及活動を行う。課題が高度化する中で、これらの課題を推進するために、高い

コンサルティング力を保有する法定経営指導員の育成と、自立経営のスムーズな導入には事業

計画作成支援スキームを整備することと、広報活動による成功事例の水平展開が必要とされる。 

当会議所としては、今市、日光、鬼怒川の３事務所に、知識と指導経験が豊かで高度なコンサ

ルティング力を有する法定経営指導員を配備し、３事務所所管の事業者の特性に合った支援ス

キームを整備して、どの地域の事業者も等しく支援を受けられるように体制を整える。 

 

一方で、創業後の事業成長を見据えた創業支援、災害発生時の事業継続に対する備えに対する

支援も、地域経済の活性化を継続させるために取り組む。 
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（３）経営発達支援事業の目標と方針  

・取組み日程と目標  

令和２年度～令和６年度までの５年間は、こうすれば企業が成長できるという成功モデルを

作り、次に水平展開して経済効果に結び付けるための助走期と考える。そのため支援スキーム

を整備し、法定経営指導員の資格取得推進と支援ノウハウを蓄積し、日光商工会議所の小規模

事業者発展のための支援体制を構築する。そして、当事業のトップランナー（率先して連携を

通じた新しい「日光ブランド」の魅力を開発して事業発展に結び付ける小規模事業者）の実現

に取り組む。 

  

 

１年目：支援スキームの体系化と効果確認。 

法定経営指導員が、専門家の協力を得て分析ツールを整備する。実際に小規模事業者の

事業計画策定を支援し、支援スキームの体系を固める。支援実施する小規模事業者は 

１社。 

次年度からの３人の法定経営指導員が行う３社の支援に先立って、支援スキームと指導

スキルを評価する。 

従来の作成支援方法を含む、全ての事業計画作成数：１１ 

２年目：支援事業者（トップランナー候補）の支援を開始 

課題解決に取り組む事業者３社を支援して課題を解決し、年間事業計画を策定支援する

従来の作成支援方法を含む、全ての事業計画作成数：１３ 

３年目：支援事業者の事業計画に基づく経営開始期間 

３事業所が単独で、小規模事業者の年間事業計画の実行し、次年度の計画を策定する 

従来の作成支援方法を含む、全ての事業計画作成数：２１   

４年目：支援事業者の事業計画に基づく経営の支援と支援スキームの見直し期間 

３事業所が単独で、地域の事業特性に合った支援スキーム３種の効果を確認 

従来の作成支援方法を含む、全ての事業計画作成数：２６ 

５年目：トップランナー企業を広報活動に活用し、後半５年間の普及計画を策定する期間。 

従来の作成支援方法を含む、全ての事業計画作成数：３１ 

 

 

１０年後の振興のあり方に沿って、５年後の目標を次のように設定する。 

 

・計画期間全体の目標と方針 

①目標１：事業計画による自立経営を行う小規模事業者(トップランナー)３社（各事務所毎）、 

       「日光ブランド」を活用した、魅力ある商品３種類（各事業者毎）、 

       同商品の出荷開始後の収益目標は、付加価値額で年率３％以上増加 

   方針 ：３人の法定指導員が単独で支援を行い、観光事業者、商工業事業者を基本として、支

援スキームを活用する。 

       「日光ブランド」を活用した新たなサービスと新たな商品を基本として支援する 

最小限の目標として付加価値額年率３％以上増加とし、各事業所の収益目標がある場

合は、その目標利益率を採用する。 

 

②目標２：支援スキームの完成＜小規模事業者（トップランナー）の業種毎＞ 

   方針 ：トップランナー３社の他に、同一業種で１社以上評価を完了させる。 

     スキームの構成は、分析ツール、進捗確認ツール、効果測定ツールを基本とし、令和

２年度にその構成を作成する。 

③目標３：経営指導員全員の法定経営指導員取得 

   方針 ：５年目までに、実地指導の経験を終了しておく。 
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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 

（ 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 

 ２．地域の経済動向調査に関すること 

 (1)現状と課題 

  ［現状］  

「中心市街地の歩行者通行量調査」や「鬼怒川・川治温泉宿泊人員調査」等の、地域に密着し

たデータの他に、ＬＯＢＯ調査のように日本商工会議所からの要請に基づき収集したデータを、

全国の集計情報として希望者に提供している。しかし、「ＲＥＳＡＳ（地域経済分析システム）」

など、ビッグデータの活用実績は少ない。 

 

  ［課題］ 

   当会議所のホームページには、歩行者通行量や宿泊者人員の調査結果、ビッグデータの分析結

果など、地域の経済データは掲載されていない。小規模事業者が経営判断時に活用し易い様、ホ

ームページに経済情報のバナーを設けて開示し、常に新しい情報を提供することが課題である。

また、巡回指導や事業計画作成支援を通じて、事業者が必要とする情報を把握し、分析加工して

開示する事も課題である。 

 

 (2)事業内容 

  ①中心市街地の歩行者通行量調査 

   観光客や住民の通行量で地域の活性度を把握するため、休日と平日に年１回（７月）の調査。 

    【調査対象】日光市今市地区１６カ所 

    【調査項目】歩行者数 

    【調査手法】日光市による直接人数測定 

    【分析手法】測定場所毎の通行量と前年比増減等の比較分析 

 

  ②鬼怒川温泉・川治温泉宿泊人員調査 

   温泉地の活性度把握のため、年１２回の調査。 

    【調査対象】日光市の決められた旅館・ホテル・観光施設 

    【調査項目】宿泊者数の合計 

    【調査手法】鬼怒川・川治温泉旅館協同組合の調査票を用いた集計 

    【分析手法】推計宿泊者数の年間推移分析 

 

  ③ＬＯＢＯ調査 

   経営者が肌で感じる足元の景気感把握のため、年１２回実施 

    【調査対象】調査企業数８ 

    【調査項目】月ごとに質問内容を決める 

    【調査手法】経営指導員による調査票の配布回収 

    【分析手法】日本商工会議所で全国データを集計分析 
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  ④ビッグデータの分析 

   小規模事業者の事業の中期計画などの策定時に、小規模事業者の課題に沿って２次データを

分析し、分析事例として公開する。 

    【調査対象】小規模事業者の事業の方向性に関連した分野の生データ 

    【調査項目】課題内容に沿って設定 

    【調査手法】ＲＥＳＡＳ、ｅＳｔａｔを活用して２次データを加工 

    【分析手法】経営指導員が分析を行う 

 

 (3)成果の活用 

  ○ＨＰに紹介コーナを新設し、広く管内事業者に公開する。 

  ○事業計画作成時及び助成金申請時の資料としても活用 

 

 (4)目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３．経営状況の分析に関すること 

 (1)現状と課題 

  ［現状］  

経営指導員が巡回指導で受けた課題に対しては、財務やＳＷＯＴ等の分析手法を用いて解決

できるよう支援してきた。高度な課題に対しては、専門家に依頼して分析し、事業者に提供し

てきた。支援を受けた事業者は、その後も継続して課題を分析し、経営に役立てている様子は

余り見受けられない。 

  ［課題］ 

    経営資源や需要の分析や事業計画作成は、経営には必要であると言われるが、これがないと

事業ができないわけではなく、積極的に活用したいとは思われていない。経営分析の方法は、

その結果が事業計画策定と関連付けられ、事業収益に結びつくように改善されて、経営者が分

析したくなるような簡便なツールとして改善・体系化することが課題である。 

 

 (2)事業内容 

ツールの改善は、「日光ブランド」の活用に取り組む事業者の経営分析を、専門家のアドバイ

スを受けながら、法定経営指導員が中心となって実施する。その過程で体系化の方法を試行し、

最善なものとして仕上げる。 

Ｒ２年度：１社の経営データ（財務、販売、生産等）を、３人の法定経営指導員が集中的に支

援して分析し、その分析ツールは事業計画策定と関連付けられて整備する。 

Ｒ３年度：整備された分析ツールを活用して、３社の経営データの分析を支援する。１人の法

定経営指導員が１社ずつ業種を変えて担当し、分析ツールの向上を図る。 

Ｒ４年度：新たに３社の分析を支援し、分析ツールの向上とその効果を評価する。 

Ｒ５年度：法定経営指導員が担当業種を変えて３社の分析を支援し、使い易さを評価する。 

Ｒ６年度：法定経営指導員を育成してツールを共有することで、活用事例の増加に取り組む。 

 

なお、経営指導員による経営分析支援と高度な課題を専門家に依頼して行う現状の支援方法

は、今後も並行して実施する。 

現行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 R６年度

①公表回数 口頭 １回 １回 １回 １回 １回

②③公表回数 口頭 １２回 １２回 １２回 １２回 １２回

④公表回数 － １回 １回 １回 １回 １回
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  ①分析を行う事業者の発掘 

巡回相談、窓口相談、セミナーの開催を通じて、事業計画を立てて課題解決に取り組む意思の

ある事業者を発掘する。 

  セミナーの開催 

   【募集方法】会議所ＨＰ、会報、巡回相談、窓口相談、インターネット広告 

   【開催回数】下記「(4)目標」に併記 

   【参加者数】１０名程度 

 

  ②経営分析の内容 

   【対象者】計画的な課題解決を志向する事業者、新たな価値のある商品づくりに取り組む事業

者と連携して課題解決に取り組む事業者、事業承継に取り組む後継者など。 

【分析項目】財務分析、ＳＷＯＴ分析などの定性分析、経営資源を深く掘り下げて分析するた

めの販売や生産情報の簡易的な定量分析等 

【分析方法】現在使用中の分析シートと、（当該計画期間中に）改善した分析ツール、「ローカ

ルベンチマーク」（経済産業省）の活用など。 

 (3)成果の活用 

  ○分析結果は、事業者にフィードバックされ、小規模事業者の経営課題の解決と事業計画策定に 

活用する 

○改善された分析手法は、支援スキームとして体系化されて会議所内部で共有し、小規模事業者

の経営力強化のために活用する。 

 

 (4)目標 

 

 

 

 

 

 

     

 ４．事業計画の策定支援に関すること 

 (1)現状と課題 

  ［現状］  

小規模事業者が事業計画の作成支援を要請した動機は、経営革新計画の申請、小規模事業者

持続化補助金などの補助金の申請、融資の申請など、書類としてまとめる必要が生じたケース

が殆どである。自身の事業構想実現のため、計画を作成して実行したいという相談は少ない。 

  ［課題］ 

    これらの計画は、資金の見通しが立てば実現性が高く、詳細な実行計画の支援はしなくても

目標が達成できるケースが多い。しかし、本計画で支援する「日光ブランド」を活用した魅力

ある商品の新製品を開発する事業者の計画は、課題も多く変化する要因が大きいため、変動要

因に対応した支援方法の改善が必要となる。 

 

 (2)支援に対する考え方 

改善するポイントは、実戦的な事業計画になるように支援することである。例えば、詳細な実

行計画への落とし込みや、進捗に影響する重要な確認のタイミングを設定するなど、事後のフォ

ローに繋がることや、分析や需要調査との関連性も踏まえて計画策定するよう支援する。 

そのため、「事業計画策定セミナー」は、分析から計画策定と実行段階まで一貫したスキーム

に沿って行う。また、具体的な事例を交えて解りやすいカリキュラムにするために、業種別に開

催するなどの工夫をする。 

現行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 R６年度

①セミナー開催件数 0 3 3 3 3 3

②経営分析件数 10 11 13 21 26 31
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 (3)事業内容 

  ①経営分析をする事業者を対象とする「事業計画策定セミナー」の開催 

【募集方法】会議所ＨＰ、会報、巡回相談、窓口相談、インターネット広告 

   【開催回数】年間３回 

   【カリキュラム】・商品の開発計画と事業化計画及び担当別行動計画の策定方法 

・全社の事業計画策定と進捗管理方法 

   【参加者数】１０人程度 

  ②事業計画の策定 

   【支援対象】経営分析を行った事業者。 

   【手段・方法】・事業計画策定セミナー受講者、及び同等レベルの知識を有する事業者は、経

営指導員と外部専門家の活用で支援する。 

          ・「日光ブランド」を活用した魅力ある商品に取り組む事業者は、法定経営指導

員が支援する。 

 

支援スキームの改善は、Ｒ２年度に「日光ブランド」を活用した魅力ある商品作りに取り組

む事業者の事業計画策定支援を通じて、専門家のアドバイスを受けながら法定経営指導員が中

心となって実施する。Ｒ２年度は支援スキーム構築期間と位置づけて１社を集中的に実施する。

以降は、法定指導員の育成や、改善したツールを会議所内で共有することで、「日光ブランド」

を活用した魅力ある商品に取り組む事業者支援数を増加させる。(この目標値は設定していな

い) 

 

  (4)目標 

 

 

 

    
 

「日光ブランド」を活用した魅力ある商品に取り組む事業者数はＲ２年度で１社、それ以降の

新規に取り組む事業者数は、法定指導員数と同数を目標設定した。計画策定した事業者が、次年

度以降も継続して事業計画を策定する割合を約７割とした。 

このほかに、セミナー受講者や申請書作成の機会を通じて事業計画書作成する企業があると想

定し、１０社加算して事業計画策定件数を設定とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）事業計画策定数の内数 現行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 R６年度
日光ブランドを活用した

魅力ある商品に取り組む

事業者の事業計画策定数
0 1 3 11 16 21

現行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 R６年度

事業計画策定件数 10 11 13 21 26 31
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 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 

［現状］ 

計画策定後の実行段階では、巡回指導の際に進捗状況を聞き、支援が必要な場合は専門家の

活用も含めて実施している。巡回指導の頻度やタイミングは、全ての事業所に対応することを

基本として経営指導員に任せている。特別な小規模事業者の年間巡回指導計画を立ててはいな

い。 

  ［課題］ 

「日光ブランド」を活用した魅力ある商品作りのような、変化する要因が多い計画の場合

は、目標達成するためには途中の変化に対応して、実施項目ややり方の修正が必要になること

も多い。計画策定段階で、進捗に影響する重要な確認のタイミングを設定し、それに従ってフ

ォローアップし支援することが課題である。 

 

 (2)事業内容 

    事業計画を策定した全ての事業者を支援の対象とする。フォローの頻度は対象によって重

みを付けて計画策定時に盛り込んでおく。実行段階では、計画の日程や進捗状況、事業者の要

請に基づき柔軟に対応する。特に問題が生じていると判断した場合は、指導員同士の協力や外

部の専門家の活用も踏まえて、具体的な改善に繋がるようなきめ細かな支援を行う。 

 

       
 

 

 (3)目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   売上増加事業者が、地域経済の活性化に貢献する度合いを評価する指標としては、「付加価値

額」を使用する。理由は、減価償却費と人件費は、企業からの支出という形で経済の活性化に結

びついている。付加価値額にはこれが含まれている。これを含まない「利益額」より、貢献度合

いを的確に評価できると判断した。 

 

 

 

 

 

 

 

初回取組み

２回目以降

他の計画策定事業者

日光ブランドを活用した
魅力ある商品に取り組む事業者

年間フォロー回数

12

4

2

現行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 R６年度

フォローアップ対象
時業者数

0 11 13 21 26 31

頻度（延回数） - 32 56 128 148 168

売上増加事業者数 - 取組中 3 5 10 15

付加価値額3％/年
以上増加の事業者数 - 取組中 3 5 10 15
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 ６．需要動向調査に関すること 

 (1)現状と課題 

［現状］ 

商品の需要動向は、類似した商品の業界動向と販売行為で感じたトレンドなど主観的な情報

を用いて推定していた。個々の商品についての客観的な需要分析は殆どできていない。 

  ［課題］ 

イベント会場でアンケートを実施したこともあるが、回答内容の比率を集計する方法では、

準備と集計の手間はかかる割には回答者の真意を把握しにくく、需要動向調査には活用しにく

い。小規模事業者が単独で需要を調査でき、客観的な結果が得られる方法に改善することが課

題である。 

 

 (2)事業内容 

「日光ブランド」を活用した魅力ある商品には、容易に試食できる商品もあるが、自然の散

策ツアーのような商品（サービス）もある。ＢtoＣ商品が多いがＢtoＢの商品もある。個々の

商品の需要を把握する方法として、ＢtoＣ商品には、次の２つの方法とその効果の検証をＲ２

年度の期間中にまとめ上げて活用する。ＢtoＢ商品にはバイヤーの意見を聞く機会を提供す

る。 

 

  ①商品の試食・試用と簡易な質問による新商品の魅力度判断 

   【サンプル数】１０個程度以下 

   【調査手段・手法】試食・試用による官能評価方法（比較測定を主に、Ｒ２年度中に準備する） 

   【分析手段・手法】統計的手法を用い、簡単に使える様ワークシートとして準備する。 

   【調査項目】商品を特徴付け、競争商品と差別化する特徴３種程度 

   【分析結果の活用】簡易な方法なので、事業者が直接結果を把握できる。更なる改善などの分

析結果の活用方法は、法定経営指導員が支援し、必要に応じて販路開拓・

商品の専門家の支援を加える。 

 

  ②アフィリエイト広告などを活用した、検索キーワードによる商品の魅力度判断 

   【調査手段・手法】インターネットに当該商品の広告文を出し、表示とクリックの履歴と検索

キーワードから当該商品のニーズを把握する方法。Ｒ２年度に準備する。 

   【分析手段・手法】日々のクリック情報の分析方法は、よろず支援拠点のマーケティングの専

門家の支援を活用して法定指導員を中心に整備して準備する。 

   【調査項目】商品を特徴付け、対象地域の検索者ニーズと一致する特徴３種程度 

【分析結果の活用】分析データはリアルタイムに事業者が把握可能。分析結果は事業者にフィ

ードバックされ、更なる商品の改善は、法定経営指導員が支援し、必要に

応じて販路開拓・商品開発の専門家の支援を加える。 

 

 

③商談会で、バイヤーなどのプロの目による判断  

 【調査手段・手法】「道の駅日光 日光街道ニコニコ本陣」のバイヤーに試作品を持ち込み、Ｂ

toＢ（ＢtoＣも可能）商品のアドバイスとして、任意の時期に対応できる

個別の商談会。 

   【分析手段・手法】ヒアリングで、高い専門性に基づいた改善点を含むアドバイスを受ける。 

   【調査項目】特徴、製品仕様、価格、生産対応力などの総合的な商品の分析に基づく需要把握 

【分析結果の活用】事業者が直接把握して改善に活用する 
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④展示会で、バイヤーなどのプロの目による判断 

 【調査手段・手法】「グルメ＆ダイニングスタイルショー」に出展 

   【分析手段・手法】ヒアリングで、多様なバイヤーから改善のヒントを掴む。 

ヒアリング方法は法定経営指導員の支援も可能 

   【調査項目】特徴、製品仕様、価格、生産対応力などの総合的な商品の分析に基づく需要把握 

【分析結果の活用】事業者が把握し改善に活用する 

 

 (3)目標  

   対象とする事業者は、商品の出荷開始前だけでなくタイミングを見て、出荷開始後も評価結果

をフィードバックして、改善する事業者とする。また、継続して需要調査手法の改善に協力可能

な事業者として、Ｒ６年までは、「日光ブランド」を活用した魅力ある商品作りの事業者を重点

対象とする。この事業者は、少なくとも事業内容に記載する３つのいずれかを用いて調査する。 

   対象事業者以外にもこの手法を活用してゆくが、上記理由で目標値には加えていない。 

 

 

 

 

 

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 

［現状］ 

今日まで、「日光ブランド」を活用した商品を中心に、「栃木県が主催する物産展」や東京ス

カイツリー内にある栃木県のアンテナショップ「とちまるショップ」などに出展し、認知度・

知名度向上のために販売促進活動をしてきた。他にＢtoＢの展示会として、グルメ＆ダイニン

グスタイルショーにも４年ほど継続して出展している。 

  ［課題］ 

ＢtoＣの店舗や展示会では一定量の売上はあるが、今年のグルメ＆ダイニングスタイルショ

ーでは成約には結びつかなかった。これまで、首都圏をはじめ市外に販路拡大の機会を求め

てきたが、事業の拡大には結びつきにくかった。日光市らしい商品の魅力の再構築や需要拡

大のターゲット市場など、マーケティング面の検討が必要である。 

 

 (2)事業内容 

   グルメ＆ダイニングスタイルショーへの出展は、ＢtoＢの販売を指向する事業者もあり、継続

して出展支援する予定であるが、位置づけを明確にすると共に、新たに２つの事業を支援する。 

「道の駅日光 日光街道ニコニコ本陣」の集客力を活用し、新しく開発した「日光ブランド」

を活用した魅力ある商品の需要を開拓し、再購買を通じて一定のブランドに育て上げる事業。再

購買率は「総合通販サイト日光まるかじり本舗」で把握し易く、一定のレベルの商品をＢtoＢ商

品として再開発する様関連付けができる。この様な取組みを３つの販路の活用策として検討し

ながら、経営指導員が専門家の協力を得て、魅力ある「日光ブランド」商品の創出を支援する。 

 

①道の駅日光 日光街道ニコニコ本陣の商談推進事業（ＢtoＣ） 

日光市は、観光を基幹産業とし、企業が連携して日光の魅力を向上させるよう取り組んでい

る。日光を訪れる観光客が見て食べて体験する日光市内の市場が、魅力ある商品で満たされるこ

とは、観光客にとって利便性が高く、提供する事業者にとっても効果的である。 

多くの観光客が来訪する「道の駅日光 日光街道ニコニコ本陣」の活用は、観光客ルートへの

新たな販路に結びつくため、成約に繋がるよう商談会を通じて支援する。決まった相談日の定め

はないが、開発段階での相談、成約検討の際のプレゼンテーション資料の準備などきめ細かに商

談会での成約を支援する。 

現行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 R６年度

調査対象者数 0 1 3 11 16 21
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支援対象とするのは、「日光ブランド」を活用した魅力ある商品作りの事業者で、事業計画段

階から一貫して支援する。 

 

②総合通販サイト日光まるかじり本舗への出展（ＢtoＣ） 

通販サイトを持たない小規模事業者でも容易にネット販売ができるように、日光商工会議所が

日光の魅力発信のＷＥＢサイトとして運営をおこなっている。今後開発する「日光ブランド」を

活用した魅力ある商品を加えることでユニークな通販サイトに育て上げ、新しい日光の魅力を

ワンストップで利用できる新たな販路として支援する。 

ＷＥＢサイトとして再購買率の把握を通じたブランドレベルの評価、次のステップＢtoＢ商品

としてＷＥＢ広告の活用など、店舗販売と情報を共有した販売拡大を支援する。 

 

③グルメ＆ダイニングスタイルショー展示会出展事業（ＢtoＢ） 

   この事業の支援対象は、中期経営計画を作成し、計画に基づく販売活動を進める事業者で、Ｂ

toＣ商品として販売実績を持ち、新たにＢtoＢ市場商品として販売促進に繋がるよう参加して

いる。今年の参加で商談成約には結びつかなかったが、出展を希望する小規模事業者もあること

と、バイヤーのニーズを知る機会としても活用できるので、継続して支援する。 

一方、新しく「日光ブランド」を活用した魅力ある商品作りに取り組む事業者にとっては、す

ぐに参加できる展示会ではないが、販売実績が積み上がるＲ５年度以降には出展の効果が期待

でき、「日光ブランド」商品の知名度アップに繋がるよう支援する。 

    

 (3)目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 R６年度

道の駅日光、日光街道ニコ

ニコ本陣商談会出展社数 0 0 1 3 8 13

新規成約件数／社 0 0 1 1 1 1

総合通販サイト 日光

まるかじり本舗出展社数 0 0 1 3 8 13

売上額／社 0 0 100 100 150 150

ｸﾞﾙﾒ&ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞｽﾀｲﾙｼｮｰ

出店社数 4 4 4 4 5 7

新規成約件数／社 0 1 1 1 1 1
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Ⅱ．地域経済の活性化に関すること 

 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 

［現状］二宮尊徳を活用したニューツーリズム開発と地域経済活性化事業や、日光検定事業等に

取り組んでいる。この他にも、日光水物語認定委員会のように都度おこなっている委員

会など、関係機関と連携して地域経済の活性化に取り組んでいる。 

  ［課題］更に協力関係を強め、地域経済の活性化に結び付けてゆくことが課題である。 

 

 (2)事業内容 

  ①二宮尊徳を活用したニューツーリズム開発と地域経済活性化事業 

    二宮尊徳を活用したニューツーリズム開発と地域経済の活性化のため、二宮尊徳プロジェ

クト実行委員会を設置し、モニターツアーの実施、開発した商品テストの販売、報徳二宮神社

参道の活性化の各事業がある。 

実行委員会の構成は、報徳二宮神社、今市菓子組合、日光市観光経済部、日光市教育委員会、

（一社）日光市観光協会、日光商工会議所で、２回開催した。同事業委員会の構成は、報徳二

宮神社、日光商工会議所で、年３回の開催である。 

 

  ②日光検定事業 

    日光市の自然や歴史・文化遺産、更には温泉、郷土料理など「日光」を再確認して、観光客

を温かくもてなし、観光ホスピタリティの向上を目的として日光検定がある。 

日光検定実行委員会の構成は、日光市、（一社）日光市観光協会、日光市文化協会、日光東

照宮、日光山輪王寺、日光二荒山神社、日光商工会議所で構成され、年１回の開催である。日

光検定運営委員会の構成は、㈱日光自然博物館、日光市教育委員会、日光市観光経済部、足尾

町商工会、日光市体育協会、日光商工会議所で構成され、年２回の開催である。 

 

  ③日光市伝統工芸品振興事業 

    日光伝統工芸品の日光彫、日光下駄、日光茶道具の外国人向け英語版ガイドブックを作成し

た他、日光伝統工芸品である日光彫の担い手の育成や後継者不足を解消するために、後継者育

成講座を平成３０年５月から開始している。 

日光伝統工芸品振興協会の構成は、栃木県、日光市、日光彫協同組合、日光伝統工芸組合協

議会、日光商工会議所で、年間６回の開催である。 

  

 

 

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み 

 ９．他の支援機関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 

［現状］栃木県内外の支援機関や業績機関との連携、支援ネットワークを通じた交流を定期的に

進め、支援ノウハウの向上に努めている。また青年部や女性会を通じた連携も活発に行

われ幅広く支援ノウハウの向上に取り組んでいる。 

  ［課題］取り巻く環境の変化は速い。今後更に活発に連携を進め、変化に対応できるより高度な

支援ノウハウの構築に結び付けてゆくことが課題である。 

 (2)事業内容 

  ①とちぎ地域企業応援ネットワーク 

    栃木県の中小企業、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、オールとちぎで応援してゆくために、県、市町、商工団体、金融機関及び専門家等、関

係者一堂に参加している。年に４回の開催である。 
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  ②とちぎ未来創造カンパニー 

    中小企業、小規模事業者を地域で支えるネットワークで、専門家派遣の窓口機能支援施策情

報の発信などに取り組むために、宇都宮商工会議所、大田原商工会議所、日光商工会議所、金

融機関が参加している。年１回の開催である。 

 

③茨城・栃木・群馬三県商工会議所交流促進事業 

    三県会議所が、地域振興や観光振興に関する提言助言要望事項をとりまとめると共に、三県

２７商工会議所が持ち回りで、概要、管内の産業、地域資源、イベントなどの情報を紹介して

いる。年１回の開催である。 

 

  ④災害時支援協定締結３商工会議所情報交換会 

    地震発生時の相互支援のために、日光商工会議所、小田原箱根商工会議所、掛川商工会議所

が、災害に対する準備状況や課題、他にも地域事業者の課題などについて、会議を持って意見

交換している。年１回の開催である。 

 

 

 

１０．経営指導員の資質向上等に関すること 

 (1)現状と課題 

［現状］経営指導や記帳指導を行う職員に対しては、中小企業大学校の専門研修や、栃木県商工

会議所経営指導員等研修会の受講を計画的に受講させ、高度化する企業の課題に対応で

きる様、能力強化に取り組んでいる。 

  ［課題］今回の発達支援計画で経営指導員に求められる支援力は、掘り下げた経営課題に対応で

きる技術面、経営者をやる気にできるメンタル面の両面で高度な能力が求められてい

る。実績を積上げながら、着実に取得してゆくことが課題となる。 

 

 (2)事業内容 

  ①ＯＦＦ－ＪＴ（１） 

現在受講している、中小企業大学校や栃木県商工会議所主催の研修は継続する。 

 

加えて、経営発達支援事業推進のために必要となる経営指導員の支援力の向上は、５年間の事業

の進捗に沿って推進し習得する。 

 

  ②ＯＦＦ－ＪＴ（２） 

   【実施内容】支援スキームに含まれる分析ツールの習得と改善 

         専門家の実践ノウハウの習得と改善 

【実施時期】令和２年度のスキーム体系の整備期間 

【対 象 者】法定指導員 

 

  ③ＯＪＴ 

   【実施内容】商品開発から出荷開始後の販売促進課程で発生した、課題解決支援方法の習得 

         専門家の実践ノウハウの習得 

   【実施時期】令和２年度のスキーム体系の整備～令和３年度の年間事業計画の策定支援期間 

【対 象 者】法定指導員 

 

  ④法定経営指導員の育成 

    令和３年度中に法定指導員５人の育成に取り組む 

    資格取得後のスキル研修は、資格取得済みの３人の法定指導員が行う 
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  ⑤記帳専任職員、記帳指導職員の支援スキルアップ 

   【実施内容】財務診断力のスキルアップと、記帳相談を通じた財務アドバイスの推進 

   【実施時期】毎年確定申告終了後 

 

  ⑥支援データの管理 

   支援中、支援後のデータはファイル化し、管理場所を決めセキュリティー管理基準に基づき一

括管理する。 

 

 

 

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 

  ［現状］  

大学教授、日光市、中小企業診断士等、3人の有識者により、実施状況、成果について評価

されていた。近年、結果は確認されているが、評価検証ができていない。 

  ［課題］ 

    評価の仕組みを見直して、問題を先送りしないよう再整備することが課題。 

 (2)事業内容 

   評価・修正と結果の見届けが確実に出来るよう、評価サイクルを短縮すること、外部の有識者

を採用して委員会方式とする。 

 

  【評価メンバー】 

   ○日光市 

○よろず支援拠点（外部の専門家） 

○鹿沼相互信用金庫 

○中小企業診断士 

○日光商工会議所 

 

  【評価時期】 

   年４回：4月、10月 評価委員会 

      ：7月、 1月 内部監査（法定経営指導員の自主確認と事務局長による監査） 
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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 １１月現在） 

 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の経営発達支援事業実施に係る体制／関係市町村の経営発達

支援事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制／経営指導員の関与体制 

等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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法定経営指導員の氏名、連絡先 

    ■氏 名：柴田 照彦（ＰＬ） 

    ■連絡先：日光商工会議所 鬼怒川事務所  TEL.0288—70-1171 

 

    ■氏 名：星野 智彦 

    ■連絡先：日光商工会議所 今市事務所   TEL.0288—30-1171 

 

    ■氏 名：鹿野 貢 

    ■連絡先：日光商工会議所 日光事務所   TEL.0288—50-1171 

  

②法定経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度 等） 

  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・

見直しをする際の必要な情報の提供を行う。 

 ＰＬは、他事務所の法定経営指導員と月 1 回開催される指導員の定例連絡会に於いて、及び必要

に応じて、課題等の情報を共有し、連携して事業を推進する。 

 

 

経営発達支援事業ＰＬ
（法定経営指導員）

経営発達支援事業実施体制

日光商工会議所 組織図
事務局長

日光市
観光経済部

商工課

記帳専任職員：4名

記帳指導職員：1名

鬼怒川事務所

中小企業相談所

経営支援課業務課

総務部

(兼)法定経営指導員：1名

経営指導員：1名

記帳専任職員：2名

職員 1名 （兼）職員 ２名

総務課

日光事務所
法定経営指導員：1名

経営指導員：1名

記帳専任職員：2名

記帳指導職員：2名

今市事務所

経営指導員：2名

記帳指導職員：4名

法定経営指導員：1名
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（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

①商工会／商工会議所 

 〒３２１－１２６２ 

 栃木県日光市平ヶ崎２００－１   

 日光商工会議所 中小企業相談所 経営支援課 

 TEL.0288-30-1171 ／ FAX.0288-30-1172 

 E-mail：info@nikkocci.or.jp  

②関係市町村 

 〒３２１－１２９２ 

 栃木県日光市今市本町１番地 

 日光市 観光経済部 商工課 

 TEL.0288-21-5136 ／ FAX.0288-21-5121 

 E-mail：shoko@city.nikko.lg.jp  

 

 

 

（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                      （単位 千円） 

 
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

必要な資金の額 2,940 3,440 3,440 3,440 3,440 

 

専門家派遣費 

セミナー開催費 

チラシ製作費 

展示会出展費 

広告掲載料 

商談会開催費 

360 

600 

100 

1,800 

80 

 

360 

600 

100 

1,800 

80 

500 

360 

600 

100 

1,800 

80 

500 

360 

600 

100 

1,800 

80 

500 

360 

600 

100 

1,800 

80 

500 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

会費収入、日光市補助金、栃木県補助金等 

 

 

（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 

 

連携して実施する事業の内容 

① 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携して事業を実施する者の役割 

① 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携体制図等 

① 

 

 

 

 

 

② 

 

 

 

 

 

③ 

 

 

 

 

 

 




