
経営発達支援計画の概要 

実施者名 
静岡市清水商工会(法人番号 1080005007081) 

静岡市役所(地方公共団体コード 221007) 

実施期間 令和 2年 4月 1日～令和 7年 3月 31日 

目標 

(1)個店の魅力向上 

 事業者が、自らのお店の魅力に気づき、その魅力を高め、その魅力を消費者に発

信することにより、自社のファンを増やし、売上向上を図る。 

(2)新製品開発・販路開拓支援の強化 

 消費者のニーズを活かした製品開発を行うため、需要動向調査をする機会を増や

し事業者に提供する。また販路開拓として、支援事業者の現状とニーズを分析し、

その事業者に合った展示会や商談会を提供する。 

(3)事業承継・創業支援件数の増加 

 巡回や個別相談会を通じ、事業承継の必要性を伝え、事業承継計画策定に取組む。

創業支援については、当会として支援体制の構築を強化し、適切な支援を実施する。 

(4)伴走型支援の強化 

 より一層の伴走型支援を提供するため、組織的取組みを強化する。事業者の支援

を担当者 1人で実施するのではなく、支援が難しい事業者は、会全体で支援を行っ

ていく体制を構築する。 

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 

(1)中小企業景況調査による景気動向調査 

(2)国が提供するビックデータ「RESAS(地域経済分析システム)」を活用した経済動

向分析 

2．経営状況の分析に関すること 

(1)経営分析対象事業者の掘起し (2)分析ツールを活用した定量・定性分析 

3．事業計画策定支援に関すること 

【事業計画】(1)専門家による事業計画策定セミナーの開催 (2)事業計画策定支援 

【事業承継】(1)事業承継個別相談会の開催 (2)事業承継事業計画支援 

【創業支援】(1)創業計画策定支援 

4．事業計画策定後の実施支援に関すること 

(1)定期的な巡回窓口対応によるフォローアップ支援 

(2)専門家と協力したフォローアップ支援 

5．需要動向調査に関すること 

(1)個店塾の開催 (2)地域イベントによる需要動向調査 (3)商品評価会の開催 

6．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

(1)展示会・物産展・商談会(BtoC BtoB)による販路開拓支援 

Ⅱ 地域経済の活性化に資する取組 

 各種団体と連携し、事業者の販路開拓に繋がるイベントを開催する 

連絡先 

静岡市清水商工会  

〒424-0204 静岡県静岡市清水区興津中町 1904 

TEL:054-369-0431 FAX:054-369-6224 E-mail:info@ss-sci.or.jp 

静岡市 経済局 商工部 産業政策課  

〒424-8701 静岡県静岡市清水区旭町 6-8  

TEL:054-354-2346 FAX:054-354-2132   

E-mail：sangyouseisaku@city.shizuoka.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 

①立地 

 静岡市清水商工会が管轄する地域（以下 本会管轄地域 とする）は、図表１に示すとおり静岡市

清水区のうち東部から中北部に至る蒲原、由比、興津、小島、両河内及び庵原の各地区をその範囲と

している。面積では清水区の約８割1近くを占めるが、人口では約 2割の地域である。静岡市清水区

は会議所と併存した地区であり、本会と商工会議所との管轄の区分は、図表１の朱線で囲まれた地域

が本会管轄地域で、他の地域が静岡商工会議所清水事務所の管轄する地域である。 

 当該地域は古来より交通の要衝に位置し、江戸時代には蒲原、由比、興津の 3宿が置かれ東海道の

宿場町として栄え、清水港や富士川を活用した海運・水運が盛んであった。現在でも太平洋ベルト地

帯の大動脈であり関東圏と近畿圏を東西に結ぶ国道 1号線、東名高速道路、新東名高速道路、JR東

海道線、日本のほぼ中央部を南北に結ぶ中部横断自動車道、国道 52号線等が通っている。また特定

重要港湾清水港コンテナと一般貨物取扱地区は興津地区が中心であり、物流拠点となっている。 

 

図表１ 静岡市清水商工会 管轄地域 地図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 （本会管轄地域面積 216ｋ㎡／清水区面積 273ｋ㎡ 「政府統計の総合窓口 （e-Stat）」の「地図で

見る統計（統計 GIS）から国勢調査（小地域）データをダウンロードした際に提供される境界データか

ら本会にて計算 国土地理院等による公式な面積とは一致しない） 

静岡市清水商工会　管内地図

庵原地区

蒲原地区
由比地区

小島地区

興津地区

両河内地区

中部横断自動車道

商工会議所地域
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②人口 

 2018年 9月現在、本会管轄地域の人口は、49,585 人であり、清水区全体(238,111 人)の約 2割に

あたる。人口の推移をみると、年々減少しており、1990年と比較すると 30年間で約 14,000人減少

している。（図表２） 

  

図表２ 静岡市清水商工会管轄地域内 人口推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (出典：静岡市)  

※静岡市統計情報より静岡市清水商工会管轄地域(興津地区・庵原地区・小島両河内地区・蒲原地 

区・由比地区)の人口のデータを抜粋してグラフを作成 

  

 また本会管轄地域内年齢別人口割合の推移をみると、生産年齢人口(15歳～64歳)の割合は減少傾

向にあり、管轄地域の働き手不足が一層進んでいることが分かる。（図表３） 

 

図表３ 静岡市清水商工会管轄地域内 年齢人口割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出典：静岡市) 

※静岡市統計情報より静岡市清水商工会管轄区地域(興津地区・庵原地区・小島両河内地区・蒲原

地区・由比地区)の人口のデータを抜粋してグラフを作成 



- 3 - 

 

③各地区の特徴 

【蒲原地区】 

 蒲原地区は、食品製造業を中心とした製造業が盛んな地域である。食品製造業の中でも水産加工業

は古くから盛んであり、中でも特産品のいわし削り節や桜えび製品は当地域の伝統的な加工品で、高

品質であることが特徴である。 

【由比地区】 

 由比地区は、漁業が古くから盛んであり、特に国内ではここ駿河湾でしか獲れない「桜えび」の発

祥の地として「由比さくらえび」が地域ブランドにも認定されるなど、産地としての確固たる地位を

築いている。由比港で水揚げされる桜えびやしらす等の水産加工業者が約 40 件あるが、その殆どが

家族経営による小規模事業者である。 

【興津地区】 

 興津地区の地場産業として、紙布・紙紐製造業、ネジ製造業がある。当地区では古くより製紙が盛

んであり、より付加価値の高い紙布・紙紐製造業が残っている。ネジ製造業の起源は戦前であり、軍

需工場として成長した。戦後は、ステンレスやチタンなど新たな素材の採用や高精度化によって付加

価値の高い製品づくりに取組んでいる。 

 また興津地区は、あんこ製造機発明者の出身地であることから、地元住民の活動により「あんこの

ふるさと興津」という名称が地区内外で定着しつつある。 

【庵原地区】 

 庵原地区は、東名、新東名、中部横断道の 3本の高規格道路で結ばれている好立地に位置している。

古くから自動車部品・産業用機械の関連企業をはじめ、プラスチック成型や精密機械部品加工など、

ものづくり企業が多く立地する製造業が盛んな地域である。また、明治時代初期から温州ミカンとお

茶の栽培が盛んに行われ「清水のみかん」「清水のお茶」といった地域ブランド名で出荷されている。

近年は、県営畑地帯総合整備事業により生産性の向上を図っている。みかんや茶を使った菓子や和紅

茶等の加工品の生産にも取り組んでおり、付加価値を高めた加工品の生産・販売により地域経済の振

興が図られている。 

【小島両河内地区】 

 小島両河内地区は、清水区と甲府市を結ぶ国道 52 号線（甲州街道）に沿って集落が点在する小島

地区と、興津川沿いに農村が点在する両河内地区から成り立っている。共にかつてみかんや茶の栽培

が盛んな地域であったが、生産過剰、消費者嗜好の変化、後継者不足などによって農業は衰退してい

る。小島地区には新東名新清水インターチェンジがあり、直結する清水工業団地には、製造業者を中

心とする 21社が集積している。 

 

④当地区の強み 

 上記で述べた各地区の特徴により、本会管轄地区では下記のとおり 4つの強みがあげられる。 

【オンリーワンの素材がある】 

 桜えび、質の高いいわし削り節、高品質茶など、他地域には無い優位性を持つ資源がある。 

【地域資源が豊富】 

 歴史文化等地域資源が豊富で、これらを活用してブランド力を高めることができる。東海道五十三

次の蒲原宿・由比宿・興津宿、駿州東の守り小島藩、奈良時代の創建と伝わる清見寺、5世紀に築造

されたとされる三池平古墳等歴史文化資源が豊富である。 

【交通ネットワークの充実】 

 当会地区内は、東名高速道路清水インターチェンジ、新東名高速新清水インターチェンジと清水い

はらインターチェンジ、清水港興津埠頭と新興津埠頭があり、交通網が充実している。 

【食品製造ノウハウの充実】 

蒲原地区・由比地区には削り節と桜えびの加工業者が集積しており、水揚げから調理、加工、包装

にいたるまで地区内で完結することができ、原料流通、水産物加工、商品発送ノウハウが蓄積してい

る。 

また清水区は茶・ミカンの大産地であることから、興津・庵原・小島地区内には農産物加工を起源
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とする食品製造業者が多い。素材の加工、調理、充填・包装、保存、発送等一連の食品製造ノウハウ

が蓄積している。 

 

⑤産業の推移(業種構成・業種別の商工業者数の推移等) 

 2019年 9月現在、管轄地域の商工業者数は、2,115 事業所であり、1990年の 3,341事業所から約

36.5％減少している。どの業種も減少傾向にあり、小規模事業者数の推移も同様の傾向となっている。 

（図表４） 

   

図表４ 静岡市清水商工会 管轄地域内 商工業者数・小規模事業者数の推移 

（単位：事業所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (出典：静岡市清水商工会 基幹システム) 

※基幹システムとは、管轄地域の商工業者(商工会会員非会員を問わず全ての事業者)の情報を蓄積し

ている当会独自のデータベースのことである。事業者数等は、当会が独自で調査をした数字であり、 

毎年の巡回活動等で、事業所の廃業や代表者の変更等、事業者情報に変更があった場合、日々データ 

を更新している。上記グラフも基幹システムよりデータを抽出し、当会管轄地域の 5地区の事業者数

を合計した数字となっている。 

  

 

 本会管轄地域においても全国的な傾向と同様に、商工業者に対する小規模事業者の割合が高く、業

種による差があるものの、全体においては 90％を超えている。（図表５） 

 

図表５ 商工業者に対する小規模事業者の割合(2019年 9月現在) 

 

 

 

 

(出典：静岡市清水商工会 基幹システム) 

 

 

 

 

 

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 合計

商工業者数 585 394 79 365 137 394 161 2,115

小規模事業者 564 332 69 339 132 363 123 1,922

割合 96.4% 84.3% 87.3% 92.9% 96.4% 92.1% 76.4% 90.9%
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 業種別の割合をみると、建設業(28％)、製造業(19％)、サービス業(19％)、小売業(17％)が高い割

合を占めており、4つの業種が管轄区域内の中心となっていることが分かる。（図表６） 

 

図表６ 静岡市清水商工会 管轄地域内 商工業者業種別割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出典：静岡市清水商工会 基幹システム) 

※基幹システムよりデータを抽出し、当会管轄地域の商工業者を業種別に割合を円グラフで示した。 

 

⑥これまでの取り組みと課題 

 当会では、管轄地域の小規模事業者に対し、伴走型支援を実施してきた。中でも、3つの取り組み

に重点を置いている。1つ目は商業・サービス業の支援である。上記円グラフのとおり当会管轄地域

では、商業 27％(小売業 17％、飲食宿泊 6％、卸業 4％)、サービス業 19％と高い割合を示しており、

多くの商業・サービス業者が、地域住民のニーズや利便性提供に応える形で管轄地域内に点在してい

る。2つ目は、製造業に対する支援である。当地区では、食品加工を中心とする製造業が盛んである

ため、当地区の大きな強みである製造業の支援に力を入れている。3つ目は、事業承継・創業支援で

ある。管轄地域の事業者が減少する中、事業者の減少は、地域の活力の低下につながると考え、事業

者数の減少を防ぐため、事業承継支援と創業支援に重点を置いている。以上 3 点の取り組みについて

の現状と課題については下記のとおりとなる。 

 

ア．商業・サービス業の支援(個店塾の開催) 

[現状] 

商業・サービス業をはじめとする管内の事業者は、人口の減少や消費者ニーズの多様化により、売

上の減少等経営が悪化している。店舗や商品の魅力を伝え、お客様を増やし、売上増加等により経営

の改善を図りたいところであるが、経営資源が乏しい小規模事業者は、自社の魅力を向上させ需要を

開拓する活動が不十分である。また管轄地域には商店街がなく、事業者が域内に点在しており、事業

者同士が連携し、消費者に対しお店の魅力を PRし需要を開拓することができない状態である。 

そこで当会では、事業者単独では需要の開拓ができない現状を踏まえ、平成 30年より需要開拓支

援事業として、「静岡市清水商工会個店塾」を実施している。 

個店塾とは、近年取り組む商店街が増加している「街ゼミ」の内容を、静岡市清水商工会にて構成

し直し実施しているものである。他の実施例と同様に、商店主が講師となって、専門知識やプロなら

ではのコツを無料で消費者に提供する少人数制のゼミである。お店の特徴・店主のこだわりや人柄を

知ってもらい、お客様と信頼関係を築くことを目的としており、当会ではゼミ開催場所で参加者に売

り付けないことを前面に出して実施している。平成 30年度に第一回を開催し、今後も継続実施を計
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画している。 

平成 30年度は、平成 31年 3月 9日（土）10：00～15：00 清水ナショナルトレーニングセンター

において、参加店舗と受講者を一カ所に集めて開催する集合型個展塾を実施した。令和元年度は、令

和元年 10月 20日（日）10：00～15：00 ＪＡ清水由比支店において実施した。前年実施した集合型

に加えて、事前に募った受講者を自店舗に招いて無料講座を開催する店舗開催型個展塾を開催し、２

つの異なる実施方法を提供することによって、消費者や店舗がより参加し易くした。参加店数等の実

績と実施の様子は図表７・図表８のとおりである。平成 30年度参加消費者数において内訳は、女性

39人、男性 10人であった。 

図表７ 静岡市清水商工会個店塾 実施実績 

 
集合型 

実施事業者 
参加消費者人数 

店舗開催型 

実施事業者数 
参加消費者人数 

平成 30年度 10 49 - - 

令和元年度 9 46 11 58 

（静岡市清水商工会調べ） 

図表８ 静岡市清水商工会個店塾 開催の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

[課題] 

商業・サービス業者は、長年事業を実施している中で、自社の強みや魅力を考える機会が少なく、

現状を把握し分析する活動が不十分である。そのため自社の強みや魅力を活かした商品やサービスの

提供が出来ておらず、過当競争に陥り価格競争に巻き込まれ、売上減少や収益低下を招いている。 

当会の商業・サービス業の支援についても、個々のお店の強みや魅力の掘起しが不十分であるため、

事業者と一緒になり、経営者が気づいていない潜在的な強みや魅力を掘起し、事業活動に繋げる取組

みが求められている。 

また当会が平成 30年より実施している、商業・サービス業者に対する需要開拓支援事業である個

店塾についても参加事業者を増やす取組みや個店塾をどのようにしてお店の売上に結びつけていく

か等の課題が出てきている。個店塾を実施し 2年目を迎え、参加店が 1年目 10店、2年目 20店と増

加しているが、本会の会員数約 1,400事業者と比較すると参加店が少ない。また個店塾に参加した消

費者に対する、関係性の構築が不十分であることや、消費者に個店塾の周知が足りず消費者の参加が

少ないこと等により、個店塾がお店の売上や固定客の増加に繋がっていない。 

 

イ．製造業の支援 

[現状] 

本会管轄地域は、食品加工を中心とした製造業が盛んな地域である。由比漁港では日本で唯一漁獲

対象となっている駿河湾の桜エビが水揚げされる。蒲原・由比地区には流通、加工業者が多く立地し、

古着小売業代表者によるブーツメンテナンス講座 化粧品小売業代表者によるメイクアップ講座 
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特産地を形成している。当会では、管内区域の製造業者の経営課題を、商品開発、営業・販路開拓と

考え、製品開発、販路開拓支援に取り組んできた。商品開発の必要性としては、特産品の桜えびを例

に挙げると、商品としての桜えびは、生での流通や素干・釜揚げ等の単純加工が主流で独自性が低い

ものが多い。独自性が低いと、過当競争に陥り価格競争に巻き込まれてしまうため、その事業者が持

つ独自性を活かす商品開発が必要となる。また製品開発をしたとしても、営業部門を持たない小規模

事業者が多く、故に PR活動が不十分であり、周知度は低く、需要喚起には至っていない場合が多い

ため、当会では販路開拓支援にも取組んできた。 

近年駿河湾桜エビの漁獲量が激減し、取り扱う原料・商品が不足していることから、関係する事業

者の経営悪化が懸念されている。 

[課題] 

製造業を中心に製品開発や販路開拓支援に取り組んできた中で、課題が大きく分けて 2つあると考

えられる。1つ目は、製品開発や販路開拓に積極的に取組む事業者を増やすことである。事業者によ

って製品開発と販路開拓に対する意識の差が大きく、意欲的な事業者は、積極的に製品開発に取組み、

当会が提供する展示会や商談会に参加しているが、意欲が低い事業者は、製品開発や販路開拓への取

組みが見られない。そのため事業計画策定を含め、製品開発や販路開拓に意欲的に取組む事業者を増

やす取組みが必要と考えられる。 

2つ目は、事業者に対し消費者の需要動向を把握する機会を増やす事である。消費者のニーズが多

様化する現代社会において、ニーズを適切に把握し、製品開発に活かす、マーケットインの考え方で

製品開発を行うことが重要である。当会では、事業者に対し、需要動向を把握する場を提供してきた

が、調査する機会を設ける回数が少なく、また調査内容も効果的に需要を把握するものとなっていな

い。そのため需要動向を把握する機会を増やし、調査内容も改善する必要がある。 

 桜エビ関連業界においては、桜エビに代わる商品・役務の開発、少ない原料でもエビを楽しめる新

商品開発、開発後の販路開拓が課題となっている。 

 

ウ．事業承継・創業支援 

[現状] 

 本会管轄地域では他地域と同様、小規模事業者が減少している。減少している原因の 1つとして、

後継者不在による廃業と、新規で創業をする事業者が少ないことが考えられる。後継者不在による廃

業については、小規模事業者は、事業承継の準備を計画的に実施しておらず、廃業になるケースが多

い。 

 当会では、平成 30年度に静岡県事業引継ぎ支援センターの相談員による個別の事業承継相談会を

実施し、17事業者の個別相談を行った。また創業支援では、セミナーや個別の相談会は実施してい

ないが、随時創業支援を行っており、平成 30年度は 4件の創業支援を行った。 

[課題] 

 事業承継支援の課題としては、事業者に対し、事業承継の必要性を周知し、事業承継に取組む事業

者を増やすことである。平成 30年度に個別事業承継相談会を実施し、17件の支援を行ったが、管内

事業者の経営者の高齢化は進んでおり、事業承継支援が必要な事業者は多く、支援が不十分であると

考えられる。事業者の減少は、地域資源が減り、地域の活力低下の原因となる。事業承継支援を強化

して、後継者不在による廃業をなくし、その事業者が培ってきた技術やノウハウの逸失を防ぎ、事業

価値を次の世代へ引き継いでいく。 

 創業支援の取組みの課題としては、創業者に対する支援体制の構築と創業予定者に対する周知の 2

つである。支援体制の構築については、現在、創業者の支援が相談を受けた経営指導員等の支援能力

に依存しているところがあり、外部の専門家を含めた、組織としての支援体制の構築が必要である。

また創業支援の周知については、支援体制の構築が出来ていないため、創業予定者に対する情報発信

が不十分となっている。そのため随時窓口で相談を受け支援を行っているが、創業予定者に当会で創

業支援を行っていることが伝わっていない。支援体制を構築する中で、支援体制等をホームページに

掲載し周知を図る等の取組みが必要となる。 
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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て 

 本会管轄地域は、「1.④当地区の強み」で述べたように、オンリーワンの素材(桜えび、いわし削り

節、高品質茶)や食品製造ノウハウを有することで、今後も漁業・農業とそれを加工する製造業を中

心に維持・発展していくことが期待される。 

 当地区の今後の経営環境の動向については、人口の減少、少子高齢化の進展、自然災害リスクの増

大などの社会的な課題に加え、消費者ニーズの多様化や、国内市場の成熟化による国内需要の低下、

人手不足による人材の確保難など、小規模事業者は、これまでにない経営環境に直面しており、この

環境は今後も続くと思われる。 

一方、小規模事業者にとって事業拡大の機会も見込まれる。2020年内に中部横断自動車道の静岡

―山梨間が全線開通する予定であり、交通ネットワークがさらに充実することが予想される。静岡県

と山梨県を結ぶ全線が開通すると、所要時間が約 1時間短縮される。中部横断自動車道の整備により、

東西のネットワークに南北のネットワークが加わることで、人々の交流が期待される。静岡市側の起

点である「新清水ジャンクション(JCT)」がある当地区も多くの人々が訪れることが予想され、地元

の事業者にとって、ビジネスチャンスとなりうる。 

 このように当地域の小規模事業者にとって厳しい経営環境が今後も続く事と、ネットワークのさら

なる充実によりビジネスチャンスが生まれる事が予想される中、当会では、小規模事業者が厳しい環

境に立ち向かうため、そして販売チャンスを確実に掴むために、より一層の伴走型支援の強化が求め

られる。具体的には、当会が重点的に取り組んでいる 3つの取組み、①商業・サービス業の支援（個

店の支援）②製造業の支援（製品開発・販路開拓支援）、③事業承継・創業支援をブラッシュアップ

しながら実行し、事業者の支援を行っていく。 

 当会が重点的に取り組んでいる 3つの取組みについては、小規模事業者の今後の事業活動において

非常に重要なものであると考える。人口の減少や国内市場の成熟化による国内需要の低下や、ネット

販売の台頭(物やサービスをどこにいても受けることができる)による、リアル店舗(実店舗)の影響力

の低下が起きている現代社会において、小規模事業者は、消費者に「このお店から商品を買いたい」

と思ってもらうための事業活動を行っていく必要がある。すなわち、個々の事業者が自店の経営資源

(魅力、強み等)を活かしたお店づくりや消費者のニーズを取り込んだ商品開発等を行い、消費者に対

しその存在を情報発信して、消費者に選ばれる事業者になることである。そのため当会として、今後

も 3つの取組みを支援の柱として小規模事業者の支援活動を実施していく。 

 

②静岡市総合計画との連動性・整合性 

 図表９に示すとおり静岡市が策定した「第 3次静岡市総合計画」（平成 27年度～令和 4年度）では、

重点プロジェクト「中枢都市」の中で、「戦略産業への支援・育成」を掲げている。またこれに紐づ

く「第 2次静岡市産業振興プラン」（計画期間平成 27 年度～令和 4年度）では、地域経済の活性化と

雇用の拡大に向け、産業振興を図る上での 3つの方向性を示すとともに、強みを活かした戦略産業を

集中的に支援・育成し、個々の企業ニーズに合わせた、きめ細かい支援と人材育成を行うこととして

いる。また「静岡市中小企業・小規模企業振興条例」（平成 31年 4月 1日施行）では、中小企業及び

小規模事業者の課題を踏まえた重点実施項目として、①人材の確保、②生産性の向上、③創業、新規

事業の創出、の 3 点を掲げている。 

 さらには、「第 3次静岡市総合計画」の分野別計画「商工・物流」の政策に基づき、次の図に示す

4つの施策を位置づけ、中小企業の振興を図ることとしている。政策 02の施策 1では、新市場･販路

開拓に対する支援、施策 2 では新製品・技術開発等に対する支援が掲げられており、それらは本計画

の目標である②製品開発・販路開拓支援の強化と連動している。また施策 3では、中小企業の経営基

盤・競争力の強化が掲げられており、本計画の目標③事業承継・創業支援件数の増加及び④伴走型支

援の強化と整合している。さらに施策 4の個店、商店街、まちの維持・成長支援が本計画の目標①個

店の魅力向上と連動している。 

 なお、「第 3次静岡市総合計画」及び「第 2次静岡市産業振興プラン」の計画期間終了に伴い、時

勢を踏まえた次期計画を検討していく中で、前述の方向性を継続していく予定であり、中長期的な振
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興のあり方との連動・整合が図られるものである。 

図表９ 第３次静岡市総合計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：静岡市 第３次基本計画） 

 

③静岡市清水商工会の役割 

 静岡市清水商工会は、平成 18年と平成 30年の 2度の合併を経て 5商工会が集合して設立した団体

であり、地元の小規模事業者の持続的な発展のため、経営支援を実施してきた。静岡市清水区には本

会の他、静岡商工会議所清水事務所が併存している。商工会議所管轄地域と比べて本会管轄地域では

小規模事業者数比率が高く、また昭和 30年代の合併前商工会設立以来地域に根ざした経営支援を提

供してきたという歴史を踏まえて、地域密着・伴走型支援を本会設立以来から提供している。 

 昨今、人口の減少・高齢化や消費者ニーズの多様化により、小規模事業者においては、売上等は減

少傾向にある。売上の減少、経営者の高齢化や後継者不在により、地元の小規模事業者は廃業等を余

儀なくされ、地域の活力は失われつつある。 

 そのような経営環境の中で、当会は、「小規模事業者支援法」をもとに、地元の金融機関をはじめ

他の認定支援機関との連携を強化し、小規模事業者への支援体制を一層強化して地域経済の活性化を

推進するなど、「地域の支援機関におけるリーダー」としての役割を果たさなければならないと考え

ている。 

 「地域の支援機関におけるリーダー」のイメージは、図表 10のとおりとなる。小規模事業者から

の相談を、まず商工会が受けて相談内容を的確に把握する。相談の分野・内容、小規模事業者のライ

フステージ等を勘案し商工会が対応する他、必要に応じて各種支援機関・専門家と連携し、適時・適

切な支援を行う。支援にあたっては、国・県・市などが提供する施策を活用することにより、より円

滑で効果的な相談成果が得られるように取り組む。 

  

図表 10 「地域の支援機関におけるリーダー」のイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

静岡市清水商工会小規模事業者

相談

施策等の情報提供

中小企業庁

事業計画策定・経営改善・創業・事業承継・

税務等専門的課題を協力して解決

支援

地域金融機関

静岡市

静岡県

静岡県商工会連合会 静岡県産業振興財団

協力

静岡県保証協会

日本政策金融公庫 静岡市産学交流センター 静岡市中小企業支援センター

静岡県よろず支援拠点 静岡県事業引継支援センター

静岡県経営改善支援センター 東海税理士会清水支部

制度融資の活用・融資の担保

・施策活用・機動的な融資

ミラサポ
中小企業診断士、社会保険労務士、司法書士等

静岡県中小企業団体中央会

観光・交流 政策01 次代を担う産業の創出

農林水産 政策02 中小企業の振興

商工・物流 施策01 　新市場・販路開拓に対する支援

文化・スポーツ 施策02 　新製品・技術開発等に対する支援

子ども・教育 施策03 　中小企業の経営基盤・競争力の強化

都市・交通 施策04 　個店、商店街、まちの維持・成長支援

社会基盤 政策03 ロジスティクス産業の拡大・推進

健康・福祉 政策04 人材の育成と多様な人材の活躍

防災・消防

生活・環境

第２次静岡市産業振興プラン（産業振興３つの方向）

歴史都市 政策① 首都圏からの移住・定住の促進

文化都市 政策② 交流人口の拡大

中枢都市 政策③ 戦略産業への支援・育成

健康都市

防災都市

共生都市

「つながる力」による

「暮らしの充実」

「戦略産業プラットフォーム」による集中的な支援

人材の「育成・確保」

基本計画－分野別計画

５大構想

強みを活かした「戦略産業の振興」

重点プロジェクト

「創造する力」による

「都市の発展」
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(3)経営発達支援事業の目標 

①個店の魅力向上 

 経営環境が大きく変化する中、小規模事業者が今後持続的発展をするためには、各店舗が自身のお

店の魅力を向上させる必要があると考えられる。すなわち、自らのお店の魅力に気づき、その魅力を

高め、その魅力を消費者に発信することである。消費者に自店の魅力を伝え、お店のファンになって

もらうことで、知名度向上と売上増加を図る。 

  

②製品開発・販路開拓支援の強化 

 製品開発・販路開拓支援をより一層強化し、製品開発や販路開拓に積極的に取り組んでもらう事業

者を増やす。具体的には、当会が提供している需要動向調査は、調査回数や調査内容が不十分である。

そのため事業者が消費者のニーズを活かした製品開発に取り組んでもらうため、需要動向調査の機会

を増やし、調査内容も改善して事業者に提供する。 

また販路開拓支援の強化として、展示会等の情報について事業者のニーズや現状に合った適切な提

案ができる仕組みを構築する。すなわち、展示会等に関する情報の収集→整理→共有→提案の一連の

仕組みを構築し、巡回活動等を通じ、事業者のニーズや現状に合った展示会や商談会を周知し、参加

を促す。 

 

③事業承継・創業支援件数の増加 

 管内事業者数の減少を少しでも食い止め、地域経済の維持、拡大を図るため、当会では、事業承継

と創業支援件数の増加を目指す。事業承継支援件数を増やすことで、事業価値を次世代に伝え、地域

の経営資源の低下を防ぐ。事業承継支援件数を増やすためには、小規模事業者に対し、事業承継の必

要性を理解してもらい、事業承継事業計画書を作成し、計画に沿った事前の準備が必要となる。経営

指導員等の巡回活動の中で、事業者に対し、事業承継の必要性を伝える機会や頻度を増やすことや、

当会が実施している個別相談会へ参加してもらうことで、事業者が事業承継に前向きな考えを持って

もらうようにする。次のステップとして、事業承継に前向きになった事業者に対し、経営指導員等が

事業承継事業計画を事業者と共同で作成し、事業承継の準備を計画的に行う。 

 創業支援件数の増加については、今までと同様、セミナーや個別相談会を開催する予定はないが、

創業支援体制を構築し、随時相談を受付、創業支援を行う。創業前の支援として、ビジネスプランを

経営指導員等や必要に応じ外部専門家を交え計画書のブラッシュアップを行う。創業後の支援として

は、事業者が成長軌道に乗れるよう、随時連絡を取り、計画の進捗状況を確認する。また事業を実施

する上で必要になる税務署に提出する書類関係や労働保険や社会保険の手続きについても併せて支

援を行う等、創業者に対し全面的にバックアップを行う。 

 また創業支援を構築した中で、創業予定者に対し、当会で創業支援を実施していることの周知を行

う。幅広く情報を提供できる手段が HPとなっているため、HPの創業支援の項目を更新する。 

 

④伴走型支援の強化 

 小規模事業者に対し、より一層の伴走型支援を提供するため、組織的取組みを強化する。当会の今

までの伴走型支援は、担当者と事業者の一対一の関係で支援を行ってきた。そのため、支援内容が担

当者 1人の支援能力に依存しており、職員の能力によっては支援が不十分の場合もあった。また他の

職員から見て、担当者が事業者に対し、どんな支援を行っているのかが不明瞭で、支援ノウハウが担

当者に暗黙知化しており、支援ノウハウが商工会に蓄積されていない。そのため、優れた支援ノウハ

ウを、他の職員の資質向上に活用することができず、職員の支援能力の向上を図ることができていな

い。 

 そこで、事業者の支援を担当者 1人に任せるのではなく、会全体で支援を行う仕組みを構築し、支

援体制の強化を図る。また暗黙知化している経営指導員の支援ノウハウを職員の資質向上に活用する

ため、職員間の情報共有の機会を増やし、また支援ノウハウをデータで蓄積する仕組みを構築する。 
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(4)目標の達成に向けた方針 

①個店の魅力向上 

 個店の魅力を向上させるため、当会では、「個店の魅力向上」を 3つの段階に分けてそれぞれに合

った支援を行う。（図表 11） 

 

図表 11 個店魅力向上の３段階 

 

自店の魅力に

気づく
→

魅力を向上さ

せる
→

魅力を消費者

に発信する
 

 

ア．自店の魅力に気づく 

 事業者は長年、事業を実施している中で、「なぜお客様が自分のお店に来てくれるのか」を考えた

事が少なく、経営者が自店の魅力に気づいていないことが多い。そこで、経営指導員等が経営者にヒ

アリングを行い、経営者の思いや考え、商品・サービスに対するこだわり等を掘起し、経営者に自店

の魅力に気づいてもらう。必要があれば、従業員にヒアリングを行ったり、お客様アンケートも実施

する。ヒアリングを行い自店の現状を把握することは、P15に記載がある経営分析の「定性分析」に

該当する。自分のお店の魅力を考える等、自店の現状を把握することは、個店の魅力を向上させるた

めの最初のステップとなる。 

イ．魅力を向上させる 

 経営者が自店の魅力を把握したら、次のステップとしてその魅力を向上させる。「魅力を向上させ

る」とは、自店の魅力＝強みを活かした事業計画を策定し、計画に沿って事業を実施することである。 

自店の魅力を活かす事業計画を策定するためには、外部環境分析(需要動向・競合他社・景気動向

等)を実施することが重要となる。分析を行うことで、自店を取り巻く環境を把握することができ、

自店の魅力をどのようにして活かしていくかが明確になり、実現可能性が高い事業計画を策定するこ

とができる。当会としては事業者に対し、需要動向調査の機会の提供、競合他社分析の指導や景気動

向の情報提供等の支援を通じ、事業計画策定の支援を行っていく。また計画に沿った事業の実施に対

するフォローアップも継続的に行う。 

ウ．魅力を消費者に発信する 

 自店の商品やサービスがどんなに良い物でも、消費者に知ってもらわなければ意味がなく、自店の

商品やサービスの魅力を消費者に PRし知名度を高めることが非常に大事である。小規模事業者の情

報発信力を高めるため、当会が独自で実施している「静岡市清水商工会個店塾」を、個店の魅力発信

の大きな柱となるように充実を図る。なお個店塾の課題と解決策の方向性については下記のとおりと

なる。 

 

【課題 1】 個店塾参加店舗数の増加 

 個店塾の参加店舗数を増やすため、チラシの新聞折込による周知を図るほか、経営指導員等が参加

店舗対象事業所を選定し、巡回を通じ個店塾の趣旨や参加することのメリットを伝えることで、参加

店舗を増やす。 

【課題 2】 売上や固定客の増加 

 売上や固定客の増加を図るため、参加事業者に対し講座内容や消費者との関係作りについて具体的

なアドバイスをする等、個々の事業者に対する支援を強化する。講座内容については、自店の魅力を

最大限活かせる内容にして、消費者に PRする。 
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②製品開発・販路開拓支援の強化 

 製品開発と販路開拓支援について当会では、下記の方針で支援を強化する。 

 

ア．需要動向調査の機会の増加 

 開発した製品がヒットするためには、消費者のニーズを把握し、ニーズを活かした製品開発が必要

とある。ニーズを反映したマーケットイン型の製品開発を行うため、消費者ニーズを把握できる需要

動向調査の機会を増やし、事業者に参加を促す。当会の事業としては、個店塾やイベント(興津宿寒

ざくらまつり※まつりの概要は P26参照)等で消費者の需要動向調査を実施するとともに、新規事業

として商品評価会を開催し、商品開発分野で実績のある専門家を招いて意見を聞く等、本格的な需要

動向調査も実施し、事業者の商品開発の支援を行っていく。 

イ．ニーズや現状に合った情報提供ができる仕組みづくり 

当会の販路開拓支援として、支援に携わっている職員と携わったことがない職員の間で支援ノウハ

ウや情報に差があり、適切な支援や情報提供ができておらず、事業者の販路開拓が進んでいない場合

があると考えられる。そのため展示会等に関する情報(概要、過去の出展実績、効果、適した事業者)

を整理し、職員間で情報や支援ノウハウの共有を行う。情報の整理、共有をすることで、職員間の差

をなくし小規模事業者に対し、事業者のニーズ、規模、商品開発の段階等を踏まえた適切な提案をす

ることができる。 

提供する情報については、当会単独では、展示会や商談会を開催することが困難であるため、静岡

県や静岡県商工会連合会等が主催で開催している展示会や商談会等の情報を事業者に提供する。当会

が提供する展示会や商談会等は大きく BtoB(Business to Business)と BtoC(Business to Consumer)

の分野に分けて、事業者の希望や対象商品を踏まえ、事業者に合った情報の提供を行う。 

 

③事業承継・創業支援件数の増加 

 事業承継と創業支援の件数を増加させるため、当会では下記の方針で支援を実施していく。 

 

【事業承継支援】 

ア．巡回活動の促進 

 事業承継のまず第一歩は、経営者に事業承継の必要性を伝え、事業承継に前向きな気持ちになって

もらうことである。そこで、当会では、基幹システムより事業データを抽出し、事業承継の準備が必

要な事業者を選定し、計画的な巡回を行い、事業承継の必要性を伝える。 

イ．個別相談会の実施 

 平成 30年度に初めて開催した、事業承継の個別相談会であるが、今後も毎年度、相談会を開催し

ていく。巡回活動をする際に事業者に対し、個別相談会への参加を促し、外部の専門家を交え、具体

的な事業承継の相談を行う。 

ウ．事業承継計画の策定 

 巡回活動と個別相談会を通じ、事業承継支援が必要な事業者を対象に、経営指導員等と事業者が共

同で事業承継に向けた計画書を作成する。計画策定にあたり、事業承継に活用できる補助金等がある

場合は提案する。また事業承継にあたり、業態転換や新事業・新分野に進出する第二創業も、経営革

新を視野に入れ、事業者の経営資源の掘り起しも同時に行う。 

 

【創業支援】 

ア．創業支援体制の強化 

 創業予定者に対し、創業前と創業後できめ細やかな支援を通じ、事業が成長軌道に乗れるよう全面

的にバックアップをする。創業前では、相談者が作成したビジネスプランを経営指導員等と外部の専

門家として、創業や新事業にチャレンジする人や企業を支援している静岡市産学交流センター(B・

nest)から専門家を招き、ビジネスプランのブラッシュアップを行う。また事業承継と同様、創業時

活用できる補助金等の提案を行う。 

 創業後の支援としては、事業が計画通りに進んでいるのか、進捗状況を随時確認する。計画の進捗
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状況にズレがある場合は、その原因と解決策を考え、事業活動を軌道に乗せる。また当会では、記帳

指導や労働保険の事務代行を行っているため、創業者に対し創業時に必要な税務署に提出する書類関

係や労働保険や社会保険の手続きについても支援を行う。記帳指導については、日々の仕訳等の帳面

の書き方や、決算時の確定申告指導も行う。創業者が事業活動に注力できる体制を整えるため、創業

支援と併せて創業時に必要な手続き等についても支援を行う。 

イ．情報発信の強化 

 当会の HPの創業支援の項目を新しく更新し、創業支援の周知を行う。HPの創業支援の項目は、単

に支援内容を載せるだけではなく、当会で過去に実施した創業事例や、創業時に活用できる補助金や

創業時の注意点等、創業予定者に必要な情報を提供する。 

 

④伴走型支援の強化 

 

ア．組織的支援体制の構築 

 事業者の支援を担当者 1 人に任せるのではなく、会全体で支援を行う仕組みを構築し、支援体制の

強化を図る。経営指導員等が扱っている支援先の中で、今後の支援の方向性に困っている事業者があ

る場合、月に 1回開催している経営指導員等会議の中で議題に上げ、出席者全員で支援内容を考える。

複数人で考えることにより、様々な角度から物事をみることができ、事業者に対しより良い提案をす

ることができる。経験年数や得意とする専門分野が違う職員が集まり、1つの事業者の支援内容を考

える機会を設けることで、組織的な支援体制の強化を図る。また経験年数が少ない若手職員には、先

輩職員の考えを聞くことができる貴重な機会となり、職員の資質向上にも繋がる。 

イ．支援ノウハウの蓄積及び活用 

 支援ノウハウが担当者に暗黙知化しているため、職員間で情報共有ができる仕組みを構築する。全

職員を対象に月に 1回経営支援勉強会を開催し、経営指導員より支援ノウハウを事例に基づいて紹介

し、全職員の経営支援能力の資質向上を図る。支援事例については、当会で使用しているサーバーに

情報を蓄積し、蓄積したデータは全職員閲覧可能とし情報の共有を図る。  
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

（1）経営発達支援事業の実施期間（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] 

   地域の景況感等の動向を把握するために、静岡市が提供する「静岡市景況調査」説明会への参

加の他、経営指導員の巡回・窓口相談、業種別会議、関係機関から経済動向情報を得ている。ま

た、中小企業基盤整備機構及び全国商工会連合会から「中小企業景況調査」を受託し、四半期ご

とに中小企業を訪問調査し、景況の把握に努めている。ビックデータについては、活用していな

い。また、本会管轄地域への情報提供については、静岡市景況調査を当会ホームページにて提供

しているだけである。 

 

  [課題] 

   受託事業により景況調査を実施しているが、調査項目が一般的なもので、当会管内の景気動向 

  の詳細な実態を把握することが十分できていない。そこで、管内の景気動向の実態を詳細に把握 

  するため、当会独自の調査項目を追加し、実態把握に努める。 

   また調査・分析した結果について、管内の事業者に情報が伝わっていないため、情報の提供方 

  法の改善を行う。 

 

(2)事業内容 

  ①中小企業景況調査 

   管内の景気動向等についてより詳細な実態を把握するため、中小企業基盤整備機構及び全国商 

  工会連合会が行う「中小企業景況調査」に独自の調査項目を追加し、管内小規模事業者の景気動 

  向等について、年 4回調査・分析を行う。当会独自の調査項目は、ITに関する項目とする。当 

  会では、管轄地域の小規模事業者の ITに関する取組みについての調査を今まで実施していない。 

  今後、小規模事業者といえども、持続的発展のために、ITの利活用は必須となる。そこで、当 

  地域の IT に関する取組みについて、現在の状況とニーズを把握し、今後の当会の事業の参考と

する。 

 

  [調査対象] 管内小規模事業者 15 社(製造業 4、建設業 3、卸・小売業 3、サービス業 5 の中か

ら選定) 

  [調査項目] 売上高、仕入価格、経常利益、資金繰り、雇用、設備投資、経営課題等、IT関連(追 

        加事項) 

  [調査手法] 経営指導員等による聞き取り調査 

  [分析方法] 全国連・中小企業基盤整備機構による分析。本会で追加する独自項目については本 

        会にて分析 
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  ②国が提供するビックデータの活用 

   当地域において真に稼げる産業や事業者に対し、限られたマンパワーや政策資源を集中投下 

  し、効率的な経済活性化を目指すため、経営指導員等が「RESAS(地域経済分析システム)」を活 

  用した地域の経済動向分析を行い、年 1回ホームページで公表する。下記の分析を総合的に分析 

  し、事業計画策定支援等に反映させる。 

  【分析手法】 

   ・「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 

 

 (3)成果の活用  

  ・情報収集、調査、分析した結果は、ホームページに掲載するほか、当会会報「スクラム」へ掲 

   載し、広く管内事業者等に周知する。 

  ・経営指導員等の商品開発や販路開拓等の相談指導時や巡回指導等を行う際の参考資料とする。 

  ・後述の経営分析、事業計画策定の参考資料とする。 

 

 (4)目標 

 現行 R2年度 R3年度 R4年度 R5 年度 R6年度 

①公表回数 - 4 4 4 4 4 

②公表回数 - 1 1 1 1 1 

 

 

 3．経営状況の分析に関すること 

 (1)現状と課題 

  [現状] 

  小規模事業者が持続的に発展していくためには、大企業にはない小回りのきく経営や価格以外 

 の強みで乗り越えていく必要があるが、自社の経営分析を行ったり、その強み・弱みを明確に理 

 解している事業者は極めて少ない。当会では、マルケイ資金等の金融斡旋、ものづくり補助金等 

 の補助金申請時、記帳指導の際、経営分析を実施している。 

  [課題] 

   本会では、永年に渡り、会計ソフトを利用しながら小規模事業者の記帳指導に取組み、決算状 

  況を把握し財務経営分析を実施(平成 30年度実績 409件)してきた。しかし、記帳指導に伴う経 

  営分析は、定量分析にあたる財務分析のみの事業所が多く、今後は、SWOT 分析等を活用し、定 

  量・定性双方で事業者の分析を実施する必要があると考えられる。併せて、経営指標の重要性周 

  知にも取り組む必要がある。 

   補助金申請時の経営分析については、補助金を活用する事業所がある程度特定されており、事 

  業活動に意欲的な事業者の掘起しも、今後の当会の課題と考えられる。 

  

 (2)事業内容 

  ①経営分析対象事業者の掘起し 

   当会基幹システム(事業所データベース)の顧客カルテを活用し過去の支援内容を基に、巡回計 

  画を作成する。作成した計画に沿って、経営指導員等は、巡回活動を通じ、経営分析の必要性を 

  説明し、経営分析を行う小規模事業者の掘起しを図る。対象事業者の掘起し件数は、1指導員当 

  たり 20件を目標に巡回活動を行う。 

   また上記[課題]で述べている記帳指導を行っている事業者に対し、定量分析だけでなく定性分

析も行うため、記帳担当職員(事業者の記帳指導をメインにしている職員)と連携を強化し、経営

分析対象事業者の掘起しを行う。具体的には、事業者と関わりが深い記帳代行事業者(日々の仕
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訳入力業務を本会職員が実施 平成 30年度実績 130件)の中から経営分析対象事業者を選定し、

経営指導員と記帳担当職員が連携し定性分析を行う。 

   

  ②経営分析の内容 

   経営分析ツールを活用し、6つの視点(①売上持続性②収益性③生産性④健全性⑤効率性⑥安 

  全性)で定量分析(財務分析)を行うとともに、外部環境、自社の商品・サービスや販売等の定性 

  分析も同時に行う。 

   [対象者] 

    巡回活動等を通じ、経営分析対象事業者の掘起しをした事業者 145社を選定 

   [分析項目] 

  <定量分析>(ローカルベンチマーク) 

  1持続性 売上増加率 

  2収益性 営業利益率 

  3生産性 労働生産性 

  4健全性 EBITDA 有利子負債倍率 

  5効率性 営業運転資本回転期間 

   6安全性 自己資本比率 

  <定性分析>(全国商工会連合会提供の経営計画作成ツール) 

  1外部環境(競合、パートナー、市場、環境) 

  2商品・サービス(商品・サービス、調達・生産・原価、課金モデル) 

  3販売(ターゲット、販売窓口・販売ルート、販売促進・営業活動) 

  4実施体制(有形資産、経営者・従業員・管理、無形資産) 

    上記 4つの視点で「経営状況まとめシート(見本は下記図表 12参照)」を完成させた後 SWOT

分析により、強み、弱み、機会、脅威等について分析する。 

   [分析手法] 

    定量分析は、経済産業省の「ローカルベンチマーク」、定性分析は全国商工会連合会が開発・ 

   提供している経営計画作成支援ツールの「経営状況まとめシート」（図表 12）を活用する。 

    定性分析は、職員の経験や支援能力の差が出やすいため、経営計画作成ツールの「職員のた 

   めの質問集(図表 13 参照)」を活用することで、どのような視点でヒアリングをすれば良いか 

   が分かり、一定レベルの定性分析をすることができる。 

 

図表 12 経営計画作成支援ツール「経営状況まとめシート」 
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図表 13 経営計画作成支援ツール「職員のための質問集」一部抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（作成 全国商工会連合会） 

 

 (3)成果の活用 

   分析結果は、当該事業者にフィードバックし、今後の事業計画策定支援につなげる。分析結果 

  により課題が抽出された場合は、担当経営指導員等が課題解決の支援を行う。必要があれば外部

の専門家を招き、指導員等と協力して支援を行う。 

  また分析結果及び課題解決支援内容は、当会で使用しているサーバー(全職員閲覧可能)に蓄積

して、経営指導員等で情報を共有し、他の事業者に対する支援の参考事例とする。 

   

 (4)目標 

年度 現状 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

経営分析件数 86 145 145 145 85 85 

 

 ・積算内容 経営分析件数 

１指導員あたり 20件×７人＝140件  

  Ｒ５年から定年退職により経営指導員数が４人に減少するため目標値が 80となっている。 

  事業承継計画策定 1 支所あたり 1件×5支所=5 件  

  140件＋5件＝145件 

 

 4．事業計画策定支援に関すること 

 (1)現状と課題 

  [現状] 

   平成 30年度の事業計画策定支援実績は、経営革新や持続化補助金等各種補助金申請をきっか 

  けに 86件の事業計画策定支援を行った。 

 

  [課題] 

   事業計画策定支援を平成 30年度の実績で 86 件行ったが、補助金申請のために事業計画を策定 

  したものがほとんどであった。そのため、補助金ありきの計画策定支援となってしまい、また事

業者も固定されてしまった。そこで、上記で述べた経営分析対象事業者の掘起しを重点的に実施

質問例 回答結果
発想の
ヒント

事例

1 売上高 売上高の推移を把握していますか？
看板商品を派生させる（ラインナップの拡充）
⇒定番土産を首都圏の販売向けに伝統を破ってアレンジした南部煎餅屋。

2 看板商品 看板商品、看板メニューは明確になっていますか？
賞味期限を長くする
⇒看板商品のソフトクリームを外販でも長持ちするよう、カップのジェラートに改良した喫茶店。

3
顧客目線・
ニーズ

自社の商品・サービスの良さをお客様の声に反映させたり、世の中の変化に対応させ
たりしていますか？

軽くする・薄くする
⇒災害時用に段ボール製の折り畳み簡易トイレを開発した製紙業。

4 開発・改良 新商品や新サービスの開発、改良を継続的に行っていますか？
小ロットにする
⇒地元の銘菓を核家族化の進んだ東京で売るため、ボリューム感を落とし、小分けすることで希少感を出した老舗菓子店。

5 品質 品質面で商品価値の向上や顧客満足度向上に取り組んでいますか？
併設する
⇒酵素風呂を併設し、美容・健康に関するサービスを充実化した美容室。

6 機能 機能面で商品価値の向上や顧客満足度向上に取り組んでいますか？
新たなサービスを追加する
⇒幼児教育コースを追加することで、その後の小学生コース、中学生コースまで継続利用を図った学習塾。

7 デザイン デザイン面で商品価値の向上や顧客満足度向上に取り組んでいますか？
ラインナップを減らす
⇒敢えて海鮮丼１種類にすることで大好評となった定食屋。

8 安定感 自社の商品・サービスの品質はいつも一定に保たれていますか？
手間を無くす
⇒１台でカットからシャンプーまで出来るカットチェアの導入で、お客様の店内での移動の手間を無くした美容室。

9 他社比較 他社の商品と比較し、自社の商品分析を行っていますか？
高級版を作る
⇒フレームを地域の伝統工芸である漆塗りにしたメガネ屋。

10 品揃え 品揃えは要望・トレンドに応じて、意図的に決めていますか？
無形から有形にする
⇒宿泊客のマリンスポーツの際に行っていた海中での撮影サービスから、海中での安定した撮影や自撮りが可能な製品を開発した宿泊業。

11 貢献度
儲かっていない商品がある場合、意図的に置いていますか？（他の商品の売上につな
がるなど効果がありますか？）

パッケージ自体を商品にする
⇒外装であるパッケージ自体を飛び出すＰＯＰにして商品化した製紙業。

12 おもてなし おもてなしの心や気配りのある接客・サービスができていますか？
敢えて商品化が困難なものにする
⇒水分が少ないため大手食品メーカーですら敬遠するイチゴジュースを開発した食品製造業。

13 おもてなし
提供する料理は、味だけでなく盛り付け、色合い、温かさ、器などあらゆる面でお客様
に喜んでもらえるよう意識していますか？

1 粗利益 粗利益の推移を把握していますか？
垂直統合する
⇒オリジナルスイーツを開発し、生産から製造、小売まで自社で一本化した養鶏業者。

2 発注 適切な発注単位・形態・方法をとっていますか？
安定生産する
⇒高い開発力ながら生産量が受注に追いついていなかったため、特注の製造設備を導入したアスリート用のシューズメーカー。

3 調達先 仕入先、調達ルートを定期的に見直していますか？
規模を縮小する
⇒バブル期の過度な設備投資による生産体制から、現在の体制に合わせてコンパクト化することで利益を増加した菓子製造業。

4 外注化 外注量、外注先は品質、コスト、納期などからみて適切ですか？
材料を細かくする
⇒従来は捨てていた、間伐材や製材後の端材を粉砕し、猫用のトイレチップを開発した製材所。

5 外部調達 代理店や加入するＦＣチェーンの調達力を活用して有利な調達を図っていますか？
材料の特徴を出す
⇒農商連携によるオーガニック野菜料理を提供し、他店と徹底的な差別化を図った飲食店。

6 物流
仕入先、調達ルートはコスト面や物流面（距離、回数など）で効率的なものとなっていま
すか？

調達先を増やす
⇒一社のみの調達から、他社との調達を実施することで、材料毎に仕入れ値の低減をはかる。

7 支払期間 買掛金・支払手形の金額や出金（振込等）までの期間を把握していますか？
香りやにおいを消す
⇒緑茶でボイルすることで、材料となる豚ホルモン特有の臭みを無くし、女性・子供向けの商品を開発した食品メーカー。

8 支払条件
資金繰りを踏まえ、適切な支払条件（納品日、締日、支払期日）を提示できています
か？

選択と集中
⇒大手メーカーと異なり、工期やコストがかかるが、国産無垢材で伝統工法の木造住宅に特化した工務店。

9 生産方法 生産方法に特徴（強み・弱み）はありますか？
シリーズ・ブランド化する
⇒天然記念物の山桜から酵母を抽出。素材となる酵母を使い日本酒、奈良漬、ジェラートなどをブランド統一して製造した。

10 材料特性 商品の原材料に特徴（強み・弱み）はありますか？
色々使う
⇒食品メーカー向けの液卵の製造業者が、地元産の鶏肉や醤油、ネギなどを活かし、だし巻き玉子や茶わん蒸しを開発・製造。

11
バリュー
チェーン

生産方法やサービス提供までの一連の業務の流れややり方（プロセス）について、改
善する努力を行っていますか？

他社製品を利用する
⇒他社が製造したドリルの再研磨加工サービスを開始した機械器具製造業。

12
ＯＥＭ
請負

必要に応じて下請けとして仕事を受けたり、他社製品を自社設備で生産する（OEM)な
ど、設備を遊ばせるのでなく有効に活用しようとしていますか？

場所を変える
⇒調理場を食事処に移動し、従業員動線の効率化と、温かい料理の提供、顧客との直接会話を可能にした老舗旅館。

地域別の価格にする
⇒輸送コスト捻出のため、島内での販売価格と、本土での販売価格に格差を設けた離島の食品製造業。

全て自社でやる
⇒建具、家具、木工事の一括受注体制を構築した建具製造業（兼建設業）。

サイズや個数を小さくする
⇒大きすぎてサイズ的にも値段的にも買いにくかったカステラを、お一人様サイズで個別包装にすることで、買い求めやすくした菓子店。

販売単位を小さくする
⇒最小販売単位を1/2にしたことでこれまでの卸売業から、個人向けの小売業への事業転換に成功した窯業・土石製品製造業。

支払い手段を追加する
⇒インバウンド需要に対応するために海外のクレジットカードも利用可能にした小売店。

料金体系を増やす
⇒単一のコースから、松竹梅の３コースに増やし、客単価の向上を図った飲食店。

割賦販売を無くす
⇒現金のみの取り扱いとすることで、クレジットカード利用の手数料分を値下げする。

サービスを無くす
⇒お茶、おしぼりのセルフサービスやタッチパネルのセルフ注文で値下げした居酒屋。

顧客がカスタマイズできるようにする
⇒顧客の使用する木製家具を年齢やライフスタイルに応じてリフォームした製材所。

一挙両得を狙う
⇒醸造用ブドウ栽培地に羊を放牧し、草を食べさせ、数年後にはブランド羊として出荷する循環型農業を確立させたワイン製造業。

必要な時に必要なだけ買えるようにする
⇒買い物弱者対策で顧客の自宅に「お店箱」という商品の置き箱を設置。次の訪問日に使った分だけ精算・補充するシステムにしたスーパー。

本体以外で利益を出す
⇒自社開発で商標を取得した桜の苗木を販売することで、今後の継続的なアフターサービスに結び付けた造園業。

□　はい
□　いいえ

商品別のおおよそ
の売上高がいくら
か把握しています
か？

自社の商品・サー
ビスの特徴やウリ
を一言で言えます
か？

5 販売単位
販売単位（重さ、時間、大きさ、個数、回数、期間、1回に食べられる量など）は、充分に
検討されていますか？

需要動向や市況の変化、競合先の動向などに応じて価格を見直すなど、価格政策は
環境変化に柔軟に対応していますか？（数量や時間帯、季節に応じた割引など）

価格改定2

1 収益性 利益を生み出す仕組みになっていますか？

利益を生み出すた
めに、価格を主体
的に決められてい
ますか？（お客様
や取引先の言い値
になっていません
か？）

料金表（メニュー
表・料金基準など）
はありますか？

クレジットカード、電
子マネーなど複数
の手段で決済でき
るようにしています
か？

売掛金・受取手形
の金額や入金まで
の期間を把握して
いますか？

□　はい
□　いいえ

□　はい
□　いいえ

□　はい
□　いいえ

□　はい
□　いいえ

4 回収条件
資金繰りを踏まえ、適切な回収条件（販売・納品日、締日、支払期日）を提示できていま
すか？

長期間にわたっ
て、安定した仕入・
調達・生産ができ
ていますか？

展開

逆転

❸
課
金
モ
デ
ル

商
　
品
　
・
　
サ
　
ー

　
ビ
　
ス

追加

3 料金体系 料金体系や料金表示は、お客様にとってわかりやすいものになっていますか？ 削除

縮小

追加

削除

展開

逆転

展開

逆転

職員が確認する項目（ポイント） 提案例

ポイント

職員のための質問・提案ポイント集

❷
調
達
・
生
産
・
原
価

拡大

縮小

拡大

縮小

追加

削除

❶
商
品
・
サ
ー

ビ
ス

□　はい
□　いいえ

□　はい
□　いいえ

儲かっている商品・
サービスと儲かっ
ていない商品・
サービスを把握し
ていますか？

自社の商品・サー
ビスはお客様の要
望や流行に対応し
ていますか？

□　はい
□　いいえ

□　はい
□　いいえ

分類
セルフチェックの

質問
回答結果

拡大
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し、事業者に事業計画策定の重要性を周知し、経営分析した結果をもとに事業計画策定支援を実

施していく。 

 

 (2)支援に対する考え方 

   多くの小規模事業者は、経営者自身の経験や勘で事業を実施していることが多く、事業計画を 

  策定し、計画に沿って事業を実施している事業者は少ない。計画を策定していないため、目標等 

  がなく、実施している事業を評価し、改善策を考え次の事業に活かすという PDCAサイクルの仕 

  組みが見られない。 

   そこで、小規模事業者に対し、計画策定の取組みで成功している事例を示し、計画策定の意義 

  や目的を説明し、経営者の計画策定に対する意識を変える。そして、経営状況や需要動向等の分 

  析を踏まえて、売上増加や収益確保等、持続的な事業活動ができる、実現性が高い事業計画の策 

  定支援を行う。事業計画策定対象事業者については、「3．経営状況の分析に関すること」で述べ

た経営分析をしたすべての事業者の計画策定を目指すものとする。 

 

 (3)事業内容 

  【事業計画】 

  ①事業計画策定セミナーの開催 

   [対象者]経営分析を行った事業者且つ小規模持続化補助金・経営力向上補助金申請予定者等 

   [募集方法] 巡回・窓口での案内、当会会報誌「スクラム」やホームページに掲載、会員向定   

         期発送にて案内チラシの送付等を通じ管内事業所に周知 

   [回数]5回 

   [参加者数] 20人/回 

   [カリキュラム]  

   ・現状把握(現状分析、環境分析、顧客の棚卸し、自社の棚卸し) 

   ・経営戦略策定(経営理念、経営ビジョン、戦略策定) 

   ・行動計画策定(戦術策定：アクションプラン、組織体制、マーケティング) 

   ・数値計画(利益計画、販売計画、資金計画、資金調達方法) 

 

  ②事業計画策定支援 

   経営状況の分析を行った事業者を対象に、経営状況や需要動向等の分析を踏まえて、売上増加   

  や収益確保等、持続的な事業活動ができる、実現性が高い事業計画の策定支援を行う。 

   また、持続化補助金や経営力向上補助金等の補助金申請時に必要な事業計画策定を積極的に支 

  援するとともに、計画策定時において、経営指導員等だけでは対応できない専門的な課題がある 

  場合は、外部の専門家を交え、課題の解決を図る。 

  [支援対象]経営分析を行った事業者且つ小規模持続化補助金・経営力向上補助金申請予定者等 

  [手段・方法]経営分析を行った事業者に経営指導員等が担当制で張り付き、事業計画策定の支援

を行う。また必要に応じ、外部専門家を派遣し、事業計画の策定を行う。 

 

  【事業承継】 

  ①事業承継支援事業者の掘起し 

   当会基幹システム(事業所データベース)より事業所データ(経営者の年齢・家族構成・後継者

の有無等)を抽出し、事業承継支援対象者リストを作成する。リストをもとに事業承継の準備が

必要な事業者を選定し、経営指導員等が巡回を通じ、事業承継の必要性を伝える。また後述の事

業承継個別相談会の周知を図り、相談会への参加を促す。 

  ②事業承継個別相談会の開催 

   静岡県プッシュ型事業承継支援高度化事業への参画を通じた、担当コーディネーター(静岡県 

  事業引継ぎ支援センター相談員)との連携により、事業承継に関する個別相談会を実施する。 

  [対象]経営指導員等の支援活動を通じ、今後事業承継支援が必要と判断された事業者 
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  [募集方法] 巡回・窓口での案内、当会会報誌「スクラム」やホームページに掲載、会員向定期  

        発送にて案内チラシの送付等を通じ管内事業所に周知 

  [回数]   5回/年 

  [相談内容] 親族内承継 従業員承継 M＆A 

  ③事業承継事業計画策定支援 

   静岡県事業引き継ぎセンターと連携を密にし、親族内承継、従業員従業員承継など、事業者の 

  状況にあわせた事業承継計画の策定支援を行っていく。 

  [支援対象]経営指導員等の支援活動や個別相談会を通じ、今後事業承継支援が必要と判断された 

  事業者 

  [手段・手法]経営指導等が事業承継支援を必要と判断した事業者に担当制で張り付き、事業引き 

       継ぎセンターの専門家を交え、計画の策定支援を行っていく 

 

  【創業】 

  ①ＨＰの構築 

   当会の創業支援を創業予定者に広く周知するため、当会の HPの構築を依頼している業者に 

  創業支援のページの更新を依頼する。現在の HP は、支援メニューの羅列に留まっているため、 

  当会の支援体制を具体的に示した上で、過去に実施した創業事例や創業時に活用できる補助金や 

  創業時の注意点等を記載することで、創業支援の周知を図る。 

  ②創業計画策定支援 

   随時、創業相談窓口を設置し、創業に関する手続きから、計画策定までの支援を行う。相談者 

  が作成したビジネスプランを経営指導員等が外部の専門家(静岡市産学交流センターの専門家) 

  を交え、計画のブラッシュアップを行う。 

  [支援対象]創業予定者 

  [手段・手法]経営指導員等が創業予定者に担当制で張り付き、静岡市産学交流センターの専門家 

        を交え、創業計画の策定支援実施する 

 (4)目標 

 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 
84 140 140 140 80 80 

事業承継計画

策定件数 
2 5 5 5 5 5 

創業計画策定

件数 
4 5 5 5 5 5 

 

  ・積算内容  

   [事業計画策定件数] 

    １指導員あたり 20 件×７人＝140件   

    Ｒ５年から定年退職により経営指導員数が４人に減少するため目標値が 80となっている。 

   [事業承継計画策定件数] 

    1支所あたり 1件×5支所=5件 

  [創業計画策定件数] 

   1支所あたり 1件×5支所=5件 

 

 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] 

   当会では、補助金申請した事業者や経営革新承認後のフォローにおいて計画策定後の支援を行 

  ってきたが、補助金事業の進捗の確認に留まる支援が多く、事業計画で立てた経営改善や目標 
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  達成のための支援が不十分である。 

  [課題] 

  計画策定後の支援として今後は、事業計画で立てた経営改善や目標達成のための支援に重点を 

 置くべきである。計画実行後の、事業内容の評価を適切に行い、目標に届いていない場合は、そ 

 の原因と対策を事業者と考え、次年度の計画に反映させるという、PDCA サイクルを意識した支

援を行っていく。実績と目標に大幅な乖離がある場合は、事業者と共により実効性の高い計画の

修正に取り組み、次の修正計画を継続的に支援する。 

 

 (2)事業内容   

事業計画策定支援を行った全ての事業所を対象として、担当の経営指導員等が張り付き、巡回・

窓口対応を通じ、事業計画の進捗状況の確認、支援を行う。担当職員だけでは支援の方向性に困る

場合は、経営指導員等会議の議題に上げ、他の職員を交え支援内容を考える組織的な支援を行う。

専門的な課題に対しては、外部の専門家を派遣し、協力して、課題の解決を実施する。 

 

  ①事業計画策定後のフォローアップ 

   担当の経営指導員等が、最低限四半期に一度の巡回・窓口での面談を行い、事業計画の進捗状 

  況を確認するとともに、必要な指導・助言を行う。事業計画の進捗状況にズレが生じている場合 

  は、経営指導員等と事業者が原因とその解決策を考える。課題が専門的で経営指導員等だけでは 

  対処できない場合は、外部の専門家を派遣し、専門家と経営指導員等が協力して、課題の解決に 

  あたる。 

  ②事業承継事業計画策定後のフォローアップ 

   担当の経営指導員等が、最低限四半期に一度の巡回・窓口での相談を行い、事業計画の進捗状 

  況を確認するとともに、必要な指導・助言を行う。事業計画の進捗状況にズレが生じている場合 

  は、経営指導員等と事業者が原因とその解決策を考える。課題が専門的で経営指導員等だけでは 

  対処できない場合は、外部の専門家(静岡県事業引継ぎセンターの専門家)を派遣し、専門家と経 

  営指導員等が協力して、課題の解決にあたる。 

  ③創業計画策定後のフォローアップ 

   担当の経営指導員等が、最低限四半期に一度の巡回・窓口での面談を行い、事業計画の進捗状 

  況を確認するとともに、必要な助言を行う。事業計画の進捗状況にズレが生じている場合は、経 

  営指導員等と事業者が原因とその解決策を考える。課題が専門的で経営指導員等だけでは対処で 

  きない場合は、外部の専門家(静岡市産学交流センターの専門家)を派遣し、専門家と経営指導員 

  等が協力して、課題の解決にあたる。 

 

 (3)目標 

 現行 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5年度 Ｒ6年度 
フォローアップ

対象事業者数 
44 150 150 150 90 90 

頻度(延回数) 132 600 600 600 360 360 
売上増加事業者

数 
― 15 15 15 9 9 

営業利益率 1％増

加の事業者数 
― 15 15 15 9 9 

  ・積算内容 

   フォローアップ対象事業者数 

    事業計画策定 140 件+事業承継計画策定 5件+創業計画策定 5件=150件 

    １事業者あたり 4 回／年×150事業者＝600 回 

   売上増加・営業利益率 1％増加の事業者数 

    フォローアップ対象事業者数の 10％ 150 事業者×10％＝15件 

    Ｒ５年から定年退職により経営指導員数が４人に減少するため、R5年度より目標値減少 
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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] 

  小規模事業者は、情報収集不足等により、消費者の需要動向を十分に把握し、需要情報を活か 

  した新商品、新サービスづくりが行われておらず、プロダクトアウト的な考えで商品開発を行っ 

  ている傾向にある。当会では小規模事業者に対し、積極的に需要動向を調査する機会を提供する 

  べきところであるが、現状は、需要動向を把握する機会の提供が不十分である。 

[課題] 

  小規模事業者が消費者の需要動向を把握し、消費者のニーズを満たす商品を開発するマーケッ 

  トインの考え方を浸透させるため、需要動向を把握する機会を小規模事業者に提供する必要があ 

  る。また調査によって得られたデータや意見をもとに、専門家を派遣し、商品開発等の支援を実

施していく。 

(2)事業内容 

  ①個店塾の開催 

  小規模事業者が講師となり、専門知識やプロならではのコツをお客様に提供し、お店の特徴や 

  店主のこだわりや商品・サービス内容等を広く PRする「静岡市清水商工会個店塾」を実施する。 

  個店塾を実施することで、小規模事業者は、自店の知名度が向上し、売上増加、新規顧客の獲得 

  等につながる。また個店塾は少人数制で講座を行うため、お客様と深くコミュニケーションを取 

  り、お客様の生の声を聞くことができることから、お客様のニーズを把握することや、自らの商

品・サービス内容を見直す機会にもなる。 

 調査対象事業者については、経営分析を行い、事業計画を策定する中で、需要動向調査を必要

とする事業者を対象として、個店塾参加事業者から小売業・サービス業を中心に 5社選定し、来

場者に対し、商品やサービスのアンケートを実施、消費者の需要動向を調査する。 

  [対象] 経営分析・事業計画を策定した小売業・サービス業者 

[サンプル数] 事前申込による来場者 10人(※個店塾に参加する消費者は事前予約のため) 

  [調査手段・手法] 個店塾の参加する来場者に対し、自社が提供する商品の試食やサービスの提 

供を行い、アンケートに評価等を記入してもらう 

  [分析手段・手法] 経営指導員が分析を行う 

  [調査項目]  (食品小売の場合) 

①味、②甘さ、③硬さ、④色、⑤大きさ、⑥価格、⑦見た目、⑧パッケージ

等

(サービス業の場合)

①サービスに対する満足度、②改善点、③価格の適正、④顧客の要望等

  [分析結果の活用] 分析結果は、経営指導員等が当該事業所に直接説明する形でフィードバック 

し、更なる改良等を行う。改良等については、指導員等だけでは対応が難し

いため、外部の専門家を招き(費用は当会が負担)、専門家の指導を受け商品

やサービスの改良を行う。 

  ②イベントにおける調査(興津宿寒ざくらまつり) 

  毎年度、各地域で商工会が運営に携わっているイベントを実施している。各イベントは毎年多 

  くの来場者があり、需要動向調査の機会として最適な場となる。そこで、毎年 2月上旬に実施し

ている興津宿寒ざくらまつりの会場内に特設ブースを設け、商品やサービスのアンケート調査等

を実施、消費者の需要動向を調査する。調査対象事業者については、経営分析を行い、事業計画

を策定する中で、需要動向調査を必要とする事業者を対象として、上記で述べた個店塾に参加し

た事業者の中から、3 社選定する。 

  [対象] 経営分析・事業計画を策定し個店塾に参加した小売業・サービス業者 

[サンプル数]   来場者 30人 
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  [調査手段・手法] 個店塾に参加した事業者の中から抽出し、興津宿寒ざくらまつりにおいてア

ンケート調査を行う。

  [分析手段・手法] 経営指導員が分析を行う 

  [調査項目]    (食品小売の場合) 

①味、②甘さ、③硬さ、④色、⑤大きさ、⑥価格、⑦見た目、⑧パッケージ

等

(サービス業)

①サービスに対する満足度、②改善点、③価格の適正、④顧客の要望等

  [分析結果の活用] 分析結果は、経営指導員等が当該事業所に直接説明する形でフィードバック 

し、更なる改良等を行う。改良等については、指導員等だけでは対応が難し

いため、外部の専門家を招き(費用は当会が負担)、専門家の指導を受け商品

やサービスの改良を行う。 

  ③商品評価会の開催 

  各事業者が保有する既存の商品または新たに開発した商品（食品を中心とする）について、専 

  門家の評価を得る機会を設け、商品のブラッシュアップを行う。調査対象事業者については、経

営分析を行い、事業計画を策定する中で、需要動向調査を必要とする事業者を対象として、食品

製造・食品小売業者の中から事業者を選定する。 

  [対象]   食品製造 食品小売り業者 

  [実施方法] 商品開発分野で実績のある専門家２人程度にて商品評価委員会（仮称）を構成する。 

本会が参加者を募り、持参する商品を参加者の前で商品評価委員会が評価検討す 

る。評価結果を報告書にまとめて参加者にフィードバックする。１商品１時間程度 

で、１日あたり６商品程度を想定する。 

  [調査項目] ①味、②甘さ、③硬さ、④色、⑤大きさ、⑥価格、⑦見た目、⑧パッケージ 

等 

  [評価結果の活用] 評価結果は、報告書と経営指導員等が当該事業所に説明する形でフィードバ 

ックし、商品の改良等を行う。改良等については、指導員等だけでは対応が

難しいため、外部の専門家を招き(費用は当会が負担)、専門家の指導を受け

商品やサービスの改良を行う。 

(3)目標 

現行 R2年度 R3年度 R4年度 R5 年度 R6年度 
①調査対象事

業者 - 5 5 5 5 5 

②調査対象事

業者
2 3 3 3 3 3 

③参加事業者
- 2 5 5 5 5 

・積算内容

③商品評価会については、新規事業のため初年度の R2 年度は目標値を通常より低く設定する。

R3年度より目標を通常通り設定し、事業を本格的に実施していく

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] 

 管内の小規模事業者は、販路開拓に対する意識の差が大きく、新たな需要開拓のため展示会等

に積極的に参加している一部の会員を除き、他の事業者の展示会等への出展は見られない。需要

開拓に寄与する当会独自の事業は実施していない。 

また小規模事業者は展示会開催に関する情報に接する機会が少ないため、関連する業種・商品 
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  を扱う展示会への申し込みの機会を失っている。 

  [課題] 

   一部の会員を除き積極的な参加が見られないため、事業者が意欲的に出店するようにするた 

  め、その事業者の現状やニーズを適切に把握し、事業者に合った展示会等を適時提案することが 

  求められる。当会が単独で展示会や商談会を開催することは困難であることから、静岡県や静岡 

  県商工会連合会等が主催で開催する展示会や商談会への出展をするため、主催者と密に連携をと 

  り、情報共有を行い出展事業者の支援を行っていく。 

   

 (2)支援に対する考え方 

   小規模事業者に展示会出店、マッチング商談会出席促進、共同販売イベントへの周知を行い、 

  展示会等への積極的な参加を促すことで、小規模事業者の販路開拓支援を行う。出展にあたって 

  は、経営指導員等が円滑な商談スキルの取得に向けた事前指導を行うなど、事前・事後の出展支 

  援を行う。 

   当会の販路開拓支援については、事業者に継続的で積極的な展示会等への参加を促すため、展

示会等への参加の経験がない、もしくは少ない事業者には、当会が実施している個店塾(個店塾

は P21「6．需要動向調査に関すること(2)事業内容」に記載し需要動向調査を目的としているが、

事業者の販路開拓の効果もある)や連合会主催のアンテナショップ等への参加を促し、経験を積

んだ後、県内の大きな展示会等や県外の展示会等に参加するよう支援を行っていく。 

 

 (3)事業内容  

   各事業者が保有する既存の商品または新たに開発した商品（食品を中心とする）について、販 

  路開拓のため、展示会などへの出展を支援する。 

  [対象]   経営分析実施事業者、事業計画策定事業者のうち食品製造業者 食品小売り業者  

        等 

  [実施方法] ・展示会等に関する情報(概要、過去の出店実績、出展による効果、適した事業者)

や支援ノウハウを整理し、職員間でノウハウや情報の共有を行う。 

・経営分析実施事業者、事業計画策定事業者を主な対象として本会が出展希望者を

募り、事業者の希望や対象商品を踏まえ、大きくＢtoＣとＢtoＢの分野に分けて、

商品販売店舗や展示会への出展を支援する。 

        ・出展者の経験や出展商品の内容を勘案して適切な展示会への出展を選択する。基 

         本的には、後述する 商工会チャレンジショップ アレモキッチン/コレモスト 

         アへの商品出品を入口として、売れ行き、店舗責任者の意見、消費者の反応          

         を踏まえて、次のステップを検討・提案する。 

        ・蒲原地区においてはこれまでに、海外バイヤーが参加する展示会出展支援を通じ、 

         削り節関連商品の海外への販路開拓実績があることから、商品力や事業者の希望 

         を踏まえて海外への販路開拓を支援する。 

 

  ①ＢtoＣ  

  ア．商工会チャレンジショップ アレモキッチン/コレモストアへの出品 

   このチャレンジショップは、静岡県商工会連合会が実施する特産品等販路開拓支援事業であ 

  り、中小・小規模事業者が開発した、優れた地域産品等をアンテナショップに集め、地域特産品 

  の PR及び販売を行うことにより、商品展開力・販売力等の向上を目的としている。立地は、静 

  岡市中心市街地にある百貨店「静岡伊勢丹」（静岡市葵区呉服町１丁目７）地下 1階食品売場、 

  常設で販売面積１７㎡、年間売上額 2,700千円、営業時間は他のテナントに同様に 10：00～19： 

  00、従業員２人を配置している。 

  静岡県の県庁所在地中心市街地にある百貨店の食料品売場という環境にあり、多くの消費者の 

 集客が見込まれ、事業者の販路開拓として非常に高い効果が期待できる。 

   平成 30年度の当会の実績としては、18社が参加している。出店者にとっては、既存商品の売 
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  れ行きの調査、新規開発商品のテストマーケティングの他、販売を行う際の法的な規制、ルール、 

  商習慣、消費者の生の声を聴くことができる貴重な場となっている。当会では、出店希望者・出 

  店商品の募集、ストアとの連絡調整等を行ってきた。また表示方法、商品エントリーシートの作 

  成方法、などについても支援を提供してきた。（図表 14参照） 

図表 14 アレモキッチン/コレモストアの様子 

イ．庵原マルシェ

当会の会員である株式会社清水中央青果が主催で実施している、地元で開催しているマルシェ

  である。毎月第 1日曜日に清水中央青果を会場に実施しており、朝早くから行列ができる等、野 

  菜・果物を販売しており、お茶・惣菜・パン等様々なお店が出店をしている。会場も広く、無料 

  駐車場も用意されており、地元の住民をはじめ地域外からも多くのお客様が来場される。 

  平成 30年度の当会の実績としては、8社が参加している。 

  ウ．静岡ごちそうマルシェ 

静岡県商工会連合会主催の、国の地方公共団体連携型広域展示販売・商談会事業の採択を受け、 

  東京池袋の西武池袋本店にて開催した広域物産展である。首都圏において静岡単独で物産展を開 

  催するのは初めての試みであり、県下商工会地域の中小・小規模事業者の販路拡大に大きな結果 

  を出している物産展である。平成 30年 12月に開催した「第 2回静岡ごちそうマルシェ」では、 

  44社が出展(当会より 3社出展)、7日間で売上金額は 36,560,432円(1事業者あたり 830,918円)、

入場者数は 230千人であった。（図表 15参照） 

図表 15 静岡ごちそうマルシェの様子 

  ②ＢtoＢ  

  ア．ふじのくに総合食品開発展 

  静岡県の多彩な農林水産物を生産・活用する生産者、加工業者、食品機械製造業者などの販路  
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  開拓を支援するため、事業者間(BtoB)の取引成立を促す県内最大規模の展示商談会である。展示 

  商談会や出展者との事前マッチングによる個別相談会を実施、またマーケティングや海外販路開 

  拓、知的財産権、6次産業化に関する経営企画等に対する個別の相談会コーナーを設置している。 

  県内最大規模の展示商談会であり、様々なバイヤーが参加しているため、小規模事業者にとって、

新しい販路開拓が期待できる展示会となっている。また今後、県内から県外へ取引先の開拓を目

指す事業者にとって、実際にバイヤーとの商談を経験することで、商談スキル等を取得する場と

して活用することができ、今後の全国展開の足掛かりとすることができる。 

 2019年 2月に開催した「ふじのくに総合食品開発展 2019」では、159社が出展(当会より 4社

出展)、991人(うちバイヤー411人)の来場者があった。 

  イ．しんきんビジネスマッチングへの出展 

  しんきんビジネスマッチングとは、しずおか焼津信用金庫が主催の、信用金庫お取引先等を対 

  象に事業者間のマッチングを目的に通年実施しているものである。金属・機械製造業や食品製造 

  業をはじめ各種製造業を中心に、サービス業や建設業等、約 280社が出展、総来場者数約 15,000 

  人の商談会であり、県内最大級のしんきんビジネスマッチングである。 

 当会では、しんきんビジネスマッチングへの参画を目指し、令和元年度、ビジネスマッチング

会と同時に開催している物産販売会に静岡市清水商工会として販売ブースを設け、販売会に 2

社参加をしてもらった。次年度以降は、販売会参加事業者とともに、商談会へ参加する事業者を

増やしていく。 

  ウ．その他 

上記以外にはＢtoＣ・ＢtoＢを含めて、国際 雑貨 EXPO（時期：春夏開催 場所：東京ビック 

  サイト）、 東京インターナショナル・ギフト・ショー（時期：春夏開催 場所：東京ビックサ 

イト）、地方銀行フードセレクション（時期：秋開催 場所：東京ビックサイト）、スーパーマー 

  ケットトレードショー（時期：2月 場所：幕張メッセ）、ジャパンインターナショナルシーフ 

  ードショー（時期：秋開催 場所：東京ビックサイト）等があり、適切な催事を選択して情報を 

  提供する。 

(4)目標 

現行 R2年度 R3 年度 R4年度 R5 年度 R6年度 
①ＢtoＣ

年間参加事業者数
29 35 35 35 35 35 

売上：万円 

（1 事業者・1 回） 
－ 5 5 5 5 5 

②ＢtoＢ

年間参加事業者数
4 7 7 7 7 7 

成約：件 

（１年間あたり） 
0 2 2 2 2 2 

・積算内容

①BtoC 参加事業者数 現行  29件(ア 18件、イ 8件、ウ 3件) 

R2年度以降 35件(ア 20件、イ 10件、ウ 5件) 

  売上 R2年度以降  5万円 

3つの物産展(①BtoCアイウ)は規模が違い1回当たりの売上が大きく違

うが平均すると 1事業所 1回 5万円となる 

②BtoB 参加事業者数 現行 4件(ア 4件、イ 0件) 

R2年度以降 7件(ア 5件、イ 2件) 

成約件数 現行 0件 

R2年度以降  2件(ア 1件、イ 1件) 
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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 

[現状] 

 地域自治会・地域経済団体と連携し地域活性化と地域特産品の PR を目的とするイベントを開催し

ている。 

[課題] 

 お祭り等が単なるイベントにならないように工夫しているが、事業者の販路開拓につながる取組み

がまだ不十分である。 

 

(2)事業内容 

 静岡市には、東海道五十三次のうち、蒲原・由比・興津・江尻・府中・丸子の 6つの宿場町と薩埵

峠、宇津ノ谷峠の 2つの峠があり、東海道歴史街道二峠六宿と呼ばれ、毎年各地でイベントが開催さ

れている。当会では、二峠六宿の内、蒲原・由比・興津と薩埵峠が管内にあたり、毎年それぞれの地

区にちなんだイベントを開催している。 

 当会では、単なるイベントで終わらず、地域特産品の PR や地元の事業者の販路開拓につながる取

組みを、静岡市をはじめ地元の自治会や関係団体と連携を取りながら実施している。 

①蒲原宿 

・蒲原宿場まつり＆産業フェア 

 商工会、蒲原地区連合自治会、蒲原古代塗工房、蒲原宿まちなみの会や旧五十嵐邸を考える会等で

「蒲原宿場まつり＆産業フェア実行員会」を組織し、かつて東海道の宿場として栄えた蒲原の街道が

会場となり、街道の面影や東海道を通じて育まれた歴史や文化の紹介と蒲原で生産、販売されている

工業製品、農水産物、商品の展示販売等の催事などを通じ、多くの来訪者と交流することで、蒲原の

魅力を多方面に発信、地域の活性化を図り、地域振興に資する事業として毎年１１月の第３日曜日及

び前日の土曜日に実施している。 

【連携機関】静岡市 蒲原地区連合自治会 蒲原古代塗工房 蒲原宿まちなみの会  

旧五十嵐邸を考える会 

②由比宿 

・由比街道まつり 

 商工会・由比港漁港協同組合・由比桜海老商工業協同組合・JA 清水由比支店・ふれあい由比（NPO

法人）で「由比街道まつり実行委員会」を組織し、由比の文化・産業を県内外にＰＲし広く知らしめ

ると共に、観光振興を図ることで地域産業の活性化に寄与することを目的に開催している。毎年 10

月下旬の日曜日に由比地区の観光ポイントである由比本陣公園をメインにその周辺道路を会場に清

水次郎長一家の仮装や地踊りのねり歩き、素人大道芸によるパフォーマンスなどの他、会場内には

30 店の露店が並び賑わいを見せている。 

【連携機関】静岡市 静岡新聞社 由比地区連合自治会 ＪＲ東日本  

③興津宿 

・興津宿寒ざくらまつり 

 商工会、興津地区連合自治会、静岡市興津生涯学習交流館、薄寒ざくらを育てる会や各種 NPO団体

で「興津宿寒ざくらまつり実行委員会」を組織し、薄寒ざくらと歴史ある興津宿をコンセプトに、伝

統の継承と地域の活性化の一策として興津宿寒ざくらまつりを毎年 2月に開催している。毎年、開催

日までに会議を月に 1 回のペースで行い、情報交換を行いながらまつりの準備を行っている。お祭り

終了後も反省会を実施し、改善点を次年度のお祭りに反映させている。 

 会場では地元の特産品の販売のほか、ステージイベントで、出店者紹介を行う時間を設け、お店の

特徴や商品・サービス内容等を広く PR して出店者の知名度向上を図っている。またイベント会場内

に特設ブースを設け、個店塾の PRや個店塾参加店の PRを行い、商品の試食アンケート等を実施した。 

【連携機関】静岡市 興津地区連合自治会 静岡市興津生涯学習交流館 薄寒ざくらを育てる会  

      NPO法人オキツ NPO法人 AYUドリーム 
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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 

[現状] 

 他の支援機関との連携を図るため、各種情報交換会に経営指導員等が積極的に出席している。 

 

[課題] 

 情報交換会で得られた情報を復命書等で提供しているが、職員間での情報共有をする仕組みが不十

分であり、出席していない職員も情報を得ることができる仕組みづくりが必要である。 

 

(2)事業内容 

①静岡市産学交流センター運営委員会への出席(年 2回) 

 静岡市産学交流センターとは、専門家が起業を志す人や、経営革新・新事業進出などに意欲的な中

小企業をサポートする、中小・小規模事業者を支援する機関である。当会では、創業支援(ビジネス

プランのブラッシュアップ等)について、静岡市産学交流センターと連携して、支援を行っている。

そのため、当機関の委員会に参加し、事業内容を把握する等、日頃より情報交換を行い、連携をとる

ことで、当会の創業支援がスムーズに行うことができる。 

②日本政策金融公庫静岡支店との情報交換会への出席(年 2回) 

 商工会の経営指導を受けている小規模事業者が利用できる、「マル経融資制度」の円滑な運用に繋

げるため、日本政策金融公庫静岡支店の職員と経営指導員との情報交換会(年 2回)を開催し、審査基

準や審査上の留意点等の確認等、情報交換を実施する。また公庫担当職員と経営指導員が、マル経利

用先への帯同訪問(年 4 回程度)や公庫担当者が当会で窓口融資相談(一日公庫 年 2 回)も実施してい

る。 

③静岡県信用保証協会との情報交換会(年 1回) 

 当会において、保証協会の担当者が当会で窓口経営相談会(一日公庫と同時開催)を開催している

等、保証協会と連携し、事業者の支援を行っている。情報交換会では、他地域の商工会も参加してお

り、各商工会より、地域動向や保証協会との連携事業についての報告があり、当会の保証協会との連

携事業の参考となる。 

④東海税理士会清水支部との情報交換会(年 1回) 

 小規模事業者に対する税務支援は、当会の事業において大きな柱となっている。当会では、毎年各

支所で個別税務相談会を開催しており、東海税理士会清水支部より、税理士の派遣を依頼している。

当支部と情報交換を行うことで、個別税務相談に対する事業者の意見や当会の要望を伝える機会とな

り、毎年実施している個別税務相談会がより良いものにしていくことができる。 

⑤静岡市中小企業・小規模企業振興条例に基づく「意見聴収」を行う会議体への参加(年 3回程度) 

 静岡市では、2019 年 4 月、地域社会が一体となって中小企業の重要性を共有し、その振興に取組

むため、「静岡市中小企業・小規模企業振興条例」を制定した。同条例で定めた基本的施策(人材の確

保・育成、生産性の向上等)を効果的に実施するため中小企業・小規模企業等を中心に運営される会

議等を開催し、意見を聴収する。静岡県中小企業家同友会が事務局、静岡市がオブザーバーとなり当

会をはじめとする支援機関や、中小企業・小規模事業者、中小企業団体、金融機関等で組織は構成さ

れる。11 月上旬に第 1 回会議が開催される予定であるが、当会議は、参加する団体等の間及び行政

との相互連携により中小企業等の振興に資する取組を検討、実施する場であり、管轄地域の代表とし

て意見を述べたり、他団体との連携等、支援機関として大変重要な会議となる。 
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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

[現状]

 経営指導員等の資質向上については、静岡県商工会連合会が主催の研修や、中小企業大学校が主催

する研修を受講することで知識の習得に努めてきた。しかしながら、職員の勤続年数や経験により、

個々の支援能力にバラつきがある。また支援ノウハウ等が担当の経営指導員等に帰属し組織として共

有・蓄積されず、職員間の情報共有が不十分である。 

[課題] 

 個々の職員の支援能力のバラつきをなくすため、経営指導員等の資質向上を研修だけに頼ることな

く、職員の経営支援勉強会や、OJTを実施することで、当会組織として経営指導員等の資質向上を図

る体制を構築する。 

また支援ノウハウ等を職員間で情報共有するため、全職員が参加する経営支援勉強会や当会の基幹

システムを活用することでノウハウや情報の共有を行う。

(2)事業内容

①外部研修会への積極的参加

当会経営指導員等は、静岡県商工会連合会が主催する研修の参加に加え、中小企業大学校が主催す

る研修に経営指導員は、年間 1回以上参加することで、売上や利益を確保することを重視した支援能

力の向上を図る。 

②経営支援勉強会の開催

経営指導員が講師となり、自分が過去に担当した事業者の事例を基に、支援ノウハウを紹介する、

「経営支援勉強会」を月に 1 回開催する。全職員対象として、支援ノウハウを学ぶことで資質向上を

図る。支援事例については、事業者の支援に困った時の参考となるように、当会で使用しているサー

バーに情報を蓄積していき、全職員が閲覧できる状態にする。 

また全職員が集まる機会を利用して、他の支援機関との情報交換会に出席した職員より、情報交換

会で得られた情報を説明する時間を設ける等、全職員が同じ情報を持ち支援にあたれるようにする。

全職員で支援ノウハウや情報を共有する機会を増やすことで、組織的な支援体制の強化を図る。 

③OJTの導入

経営指導員が地区内の小規模事業者の支援を行うに際しては、他の職員も同行させ、指導、助言内

容、情報収集方法を学ぶなど OJTにより伴走型の支援能力の向上を図る。指導員と他の職員でペアを

組み 1年間を通じ、職員に対する OJTを実施する。  

 また静岡県商工会連合会が全国商工会連合会から受託している、「スーパーバイザー派遣事業(商工

会職員 OB をスーパーバイザーとして任用し、OJT を通じて経験年数の浅い商工会職員の資質や支援

能力の向上を図る制度)」を活用し、積極的に職員の資質向上を図る。 

④資格取得の促進

経営指導員等は、小規模事業者支援に役立つ知識や技術を習得するため、中小企業診断士等公的資

格取得に積極的に取り組む。 

⑤人材育成事業(キャリアカンセラーとの面談)

全職員を対象にキャリアカンセラーと職員の面談を年に 1回実施する。各職員がキャリアの目標を

明確化し仕事の目的意識を高め、計画的に能力開発に取り組むことにより、仕事を通じた継続的な成

長を促し、働くことの満足度の向上につなげる。平成 30年度に 1回目の面談を実施し、今後 1 年に

1回のペースで継続的に面談を実施していく。 

※キャリアカンセラー：国家資格である「キャリアコンサルタント」の保有者であり、個人の興味、

能力、価値観、その他の特性をもとに、個人にとって、望ましいキャリアの選択・開発を支援するキ

ャリ形成の専門家

⑥データベース化

当会職員は、事業者の支援を行った時、「基幹システム」のカルテに支援内容を入力することを義
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務づけている。基幹システムで事業所を検索すると、過去の支援内容や現在実施中の支援状況を確認

することができる。基幹システムを活用することで、支援ノウハウや情報を全職員で共有をすること

ができる。 

 

 

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] 

 静岡市産業政策課課長、当会経営指導員等、外部有識者として中小企業診断士により、年 1回事業

の実施状況、成果の評価・見直し案の提示を行っている。 

 

[課題] 

 年に 1度、評価会を実施しているが、事業内容の実績評価がほとんどであり、事業内容についても

改善案はあまり出されず、PDCAサイクルを回す仕組みができていない。 

 

(2)事業内容 

 静岡市産業政策課課長(本計画を共同で作成する市の担当)、法定経営指導員、経営指導員等、外部

有識者として中小企業診断士をメンバーとする「協議会」を年 1回開催し、経営発達支援事業の進捗

状況等について評価を行う。また半年に 1回、法定経営指導員と経営指導員等で会議を開催し、年度

の事業計画の進捗状況の確認を行う。 

 当協議会の評価結果は、理事会にフィードバックした上で、次年度の事業実施方針等に反映させる

とともに、ホームページへ掲載(年 1回)することで、地域の小規模事業者等が常に閲覧可能な状態と

する。 
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（別表２） 

経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（令和3年 4月現在） 

（１）実施体制 

（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： 矢部田 久幸

■連絡先： 静岡市清水商工会 総務課 TEL：054-369-0431

②法定経営指導員による情報の提供及び助言

静岡市清水商工会が行う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等を行う。 

（３）連絡先 

〒424-0204 

静岡県静岡市清水区興津中町 1904 

静岡市清水商工会 総務課 

TEL 054-369-0431 ／ FAX 054-369-6224 

E-mail：info@ss-sci.or.jp

〒424-8701 

静岡県静岡市清水区旭町 6-8 

静岡市 経済局 商工部産業政策課 

TEL 054-354-2346 ／ FAX 054-354-2132 

  E-mail：sangyouseisaku@city.shizuoka.lg.jp 

静岡市 産業政策課 静岡市清水商工会 

mailto:info@ss-sci.or.jp
mailto:sangyouseisaku@city.shizuoka.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） 

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 1,660 1,660 1,660 1,660 1,660 

Ⅰ-2 

地域の経済動向調査 0 0 0 0 0 

Ⅰ-3 

経営状況の分析 90 90 90 90 90 

Ⅰ-4 

事業計画策栄支援 440 440 440 440 440 

Ⅰ-5 

事業計画策定後の実

施支援 
0 0 0 0 0 

Ⅰ-6 

需要動向調査 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 

Ⅰ-7 

新たな需要動向の開

拓に寄与する事業 
0 0 0 0 0 

Ⅱ-8 

地域経済活性化に資

する取組 
0 0 0 0 0 

Ⅲ-11 

事業の成果、評価及

び見直しの実施 
30 30 30 30 30 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

1．会費 2．各種事業収入 3．県補助金 4．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 

①静岡県 

住所：静岡県静岡市葵区追手町 9-6 

代表者：知事 川勝平太 

②静岡県商工会連合会 

住所：静岡県静岡市葵区追手町 44-1 

代表者：会長 前澤侑 

③公益財団法人静岡県産業振興財団 

 住所：静岡県静岡市葵区追手町 44-1 

 代表者：理事長 中西勝則 

④静岡市産学交流センター 

住所：静岡県静岡市葵区御幸町 3-21ペガサート 6階 7階 

代表者：センター長 髙橋節郎 

⑤静岡市中小企業支援センター 

 住所：静岡県静岡市葵区御幸町 3-21ペガサート 6階 7階 

 代表者：センター長 髙橋節郎 

⑥静岡商工会議所(静岡県事業引継ぎ支援センター) 

住所：静岡県静岡市葵区黒金町 20-8 

代表者：会頭 酒井公夫 

⑦静岡商工会議所(静岡県経営改善支援センター) 

住所：静岡県静岡市葵区黒金町 20-8 

代表者：会頭 酒井公夫 

⑧東海税理士会(清水支部) 

住所：愛知県名古屋市中村区名駅南 2-14-19 住友生命名古屋ビル 22F 

代表者：会長 太田直樹 

⑨静岡県信用保証協会 

住所：静岡県静岡市葵区追手町 5-4アーバンネット静岡追手町ビル 4階 5階 6階 

代表者：会長 岩瀬洋一郎 

⑩地域金融機関 

 しずおか焼津信用金庫 

 住所：静岡県静岡市葵区相生町 1-1 

 代表者：理事長 田形和幸 

連携して実施する事業の内容 

①地域の経済動向調査に関すること 

②経済状況の分析に関すること 

③事業計画策定支援に関すること 

④事業計画策定後の実施支援に関すること 

⑤需要動向調査に関すること 

⑥新たな需要動向の開拓に寄与する事業に関すること 
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連携して事業を実施する者の役割 

①静岡県

販路開拓支援(「ふじのくに総合食品開発展」の事務局)、施策等の情報提供

②静岡県商工会連合会

施策等の情報提供、販路開拓支援(連合会でアンテナショップ「アレモキッチン/コレモストア」・全

国物産展「静岡ごちそうマルシェ」を主催)、経営計画策定支援(小規模事業者持続化補助金、経営力向

上事業費補助金、経営革新等)、創業支援 

③公益財団法人静岡県産業振興財団

起業・創業支援(地域創生起業支援金の事務局)

④静岡市産学交流センター

創業に関する協力支援(外部専門家によるビジネスプランのブラッシュアップ等)、情報交換

⑤静岡市中小企業支援センター

販路開拓支援、専門家派遣事業

⑥静岡商工会議所(静岡県事業引継ぎ支援センター)

事業承継に関する協力支援(事業承継個別相談会の開催)

⑦静岡商工会議所(静岡県経営改善支援センター)

事業計画策定の支援

⑧東海税理士会(清水支部)

税務に関する協力支援(個別税務相談会の開催)、税務に関する情報交換

⑨静岡県信用保証協会

円滑な資金繰りのための融資個別相談会の開催、金融に関する情報交換

⑩地域金融機関

しずおか焼津信用金庫

販路開拓支援(しんきんビジネスマッチング会の主催者)
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

静岡市清水商工会

小規模事業者

静岡市
【経営発達支援計画】

①地域の経済動向調査

②経営状況の分析

③事業計画策定支援

④事業計画策定後の実施支援

⑤需要動向調査

⑥新たな需要動向の開拓に寄与する事業

⑦地域経済活性化に資する事業

共同申請

相談 支援

連携静岡県

静岡県商工会連合会

静岡市産学交流センター

静岡市中小企業支援センター

静岡県産業振興財団

静岡商工会議所(静岡県事業引継ぎ支援センター)

静岡商工会議所(静岡県経営改善支援センター)

静岡県信用保証協会

連携

連携

連携

連携

連携

連携

連携 東海税理士会(清水支部)

連携

しずおか焼津信用金庫連携




