
経営発達支援計画の概要 

実施者名 
浜名商工会(4080405004279) 
浜松市(221309) 

実施期間 令和２年４月１日～令和７年３月３１日 

目標 

１.目標  
やる気のある中小企業に対する販路開拓や金融、税務、経営に亘る全般的
な相談や高度で専門的な相談にも応えられる態勢を構築し運用する。そ
して、地域の現状と課題、従来の取組、第 2次浜松市総合計画を踏まえて
以下の重点目標を設定する。 
①事業承継及び創業支援の強化 
②輸送用機械器具製造業を中心とした競争力の向上 
③当地の水産資源を活用した新商品開発支援 
④浜名湖東岸の商業と観光業の連携支援 

事業内容 

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 
巡回指導等を利用して管内小規模事業者の企業景気動向調査を毎月実施
する。さらに、小規模企業景気動向調査に独自の質問を加え、他の支援機
関が発表する景況調査も参考にしながら管内の経済動向調査・分析を年 4
回実施する。 
３.経営状況の分析に関すること 
巡回・窓口相談を介して経営状況を分析する事業者の掘り起しを行い、定
量分析たる財務分析と定性分析たるＳＷＯＴ分析を行う。 
４.事業計画の策定支援に関すること 
経営分析を行った事業者と補助金申請を目標とする事業者等に事業計画
策定支援を行う。そのために｢事業計画策定セミナー」と｢個別相談会｣を
開催する。 
５.事業計画策定後の実施支援に関すること 
事業計画作成事業者に対して説明会の開催や専門家によるフォローアッ
プを行う。事業計画の進捗状況や必要度に応じてフォローアップ頻度の
目標を設定する。 
６．需要動向調査に関する支援  
小規模事業者の商品等に対して当該商品の取扱店や商談会、「浜名湖うな
ぎまつり」を利用して需要動向を調査・分析し、当該事業者に提供する。
７．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 
商談会、展示会、即売会等の開催や出展支援により多様な顧客のニーズに
合った商品・サービスを提供・発信する機会を増大させる。  
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 
行政及び観光団体等の開催する会議へ出席して地域経済活性化策を検討
する。 

連絡先 

浜名商工会    
〒431-0102 静岡県浜松市西区雄踏町宇布見 4859-15  
TEL:053-592-3111 FAX:053-592-5315   
E-mail:info@hamana.net 
浜松市 産業部 産業総務課   
〒430-8652 静岡県浜松市中区元城町 103-2     
TEL:053-457-2288 FAX:050-3730-8899 
E-mail:sangyosomu@city.hamamatsu.shizuoka.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現状 

・立地 

浜松市は首都圏と関西圏のほぼ中間に位置しており、  

面積は 1,558 ㎢であり都市部、平野部、沿岸部、中山間

地域を有する国土縮図型の都市である。平成 19 年 4 月に

政令指定都市に移行したが、その際中区、東区、西区、南

区、北区、浜北区、天竜区の 7 つの行政区に分割された。

当商工会は平成 22 年 4 月より、可美・篠原・庄内・雄踏

町・舞阪町の 5 商工会が合併して誕生したが、行政区と

しては西区と南区の一部にまたがっている。 

 

・人口 

浜松市の人口は、国勢調査によると平成 22 年度から減少に転じている。また、15 歳

から 64 歳までの生産年齢人口は、平成 12 年から減少に転じており少子高齢化の進行

が見られる。令和元年 9 月 1 日現在の総人口は 803,293 人、340,935 世帯である。5 年

前の平成 26 年の同時点は総人口が 810,848 人、324,400 世帯となっており、人口で

7,555 人減少したが世帯数では 16,535 世帯増加した。当商工会管内においても同様に

推移している。 

当商工会各地区別の世帯数及び人口推移は下表のとおりである。 

（浜松市住民基本台帳調べ）

 

・産業 

当商工会管内は、国道１号線、国道 301 号線、東名高速道路、JR 東海道線など交通

インフラが整備されている。平野部には大手自動車メーカーを中心にした輸送用機械

器具製造業の事業所、白玉葱を始めとした農家及び加工業者が存在している。また、

沿岸部は舞阪漁港から水揚げされるシラス等の水産物関連の事業者や観光関連事業

者、浜名湖の東岸にはウナギ等の食品加工業者や飲食店、弁天島温泉や舘山寺温泉に

 地区 雄踏地区 舞阪地区 篠原地区 庄内地区 可美地区 総合計 

平成 26 年

4 月 1 日 

世帯数 5,499 4,674 5,703 3,941 6,785 26,602

人口 15,469 12,102 15,379 10,852 15,840 69,642

平成 31 年

4 月 1 日 

世帯数 5,820 4,880 5,945 3,950 7,541 28,136

人口 15,299 11,572 14,908 10,091 16,524 68,394

増減 
世帯数 321 206 242 9 756 1,534

人口 ▲170 ▲530 ▲471 ▲761 684 ▲1,248
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よる宿泊業や観光関連業者が存在するなど多様な産業で成り立っている。管内の商工

業者は漸減傾向にある。業種別では製造業及び小売業の減少が著しいが、サービス業

においては増加している。 

当商工会管内の業種別の商工業者数の推移は下表のとおりである。 

（商工会実態調査調べ）

 

・浜松市の総合計画 

浜松市の総合計画（平成 26 年 12 月策定/計画期間は平成 56 年度まで）では、浜松

市の将来像を「市民協働で築く『未来へかがやく創造都市・浜松』」としている。総合

計画の基本計画（計画期間 10 年/浜松市未来ビジョン 第 1次推進プラン）において、

人口減少社会と超高齢化社会の到来、新興国の成長によるものづくり産業への影響、

農業の担い手の減少や耕作放棄の増加における農業ビジネスのチャンス拡大、情報社

会の高度化等を踏まえて 10 年後の目標を以下のように設定している。 

ア. 輸送用機器関連産業に次ぐ新たなリーディング産業(地域の経済を主導していく 

中核的な産業)が集積し、持続可能な地域経済が確立している。 

イ. 来訪者が浜松の魅力とおもてなしを実感し、リピーターが増えている。 

ウ. 多様な担い手による付加価値の高い農林水産業が行われている。 

 

②課題 

  管内小規模事業の産業は多岐に亘っており、産業別に以下の課題に直面している。

・工業 

輸送用機械器具製造業を中心に産業集積が図られ、小規模事業者は完成車メーカー

の系列に組み込まれた下請け企業として成長してきた。しかし、平成 20 年のリーマン

ショックや平成 23 年の東日本大震災を経て完成車メーカーは海外や内陸部への移転

を推進した。そして、系列で保護された取引構造は崩れつつあり、当地の工業に係る

小規模事業者も厳しい競争に直面することとなった。浜松市の平成 24 年から平成 28

年までは、下表のとおり事業所数、売上高ともに減少傾向にある。 

 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 

事 業 所 数（4人以上） 2,244 2,143 2,104 2,214 1,956

製造品出荷額等（億円 ） 20,853 21,303 20,058 18,180 18,036

（浜松市工業統計調査調べ）

年度 

 商工業者の業種別内訳 うち、

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 合 計 

平成 

22 年度 

事業者数 395 421 111 414 199 418 150 2,108 1,942

構成比 18.7％ 20.0% 5.3% 19.6% 9.4% 19.8% 7.1% 100.0% 92.1%

平成 

25 年度 

事業者数 398 380 102 381 189 482 157 2,089 1,898

構成比 19.1% 18.2% 4.9% 18.2% 9.0% 23.1% 7.5% 100.0% 90.9%

平成 

30 年度 

事業者数 397 355 101 356 192 514 152 2,067 1,888

構成比 19.2% 17.2% 4.9% 17.2% 9.3% 24.9% 7.4% 100.0% 91.3%
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・商業 

  超高齢化社会や少子高齢化の進展、大型店の進出等により小規模事業者の事業所数

は年々減少している。管内には、舘山寺門前通り振興会、舞阪町往還通りなどの商店

会等が結成されているが、いずれも商店街と呼べる街区は形成されていない。個店支

援を通じた商店の維持やそこからの面的な支援への発展が課題となっている。 

 

・観光業 

当地域は、首都圏と関西圏の中間地点という好立地や遠州灘、浜名湖、温泉などの

自然環境に恵まれている。近年の環境変化としては、平成 29 年 NHK 大河ドラマ「おん

な城主直虎」の放送を契機に浜松市の観光交流客が増加したことが上げられる。また、

外国人観光客の増加や本年 3 月の東名高速道路舘山寺スマート I.C.の開通などもあ

り、観光客をターゲットにした飲食店、宿泊業者、レジャー施設等ではプラスの影響

が表れている。今後は、そのような観光客に再び訪れてもらうための受け入れ体制の

整備や当地の魅力の発信、土産品となる名物商品づくり等が課題となっている。 

 

・水産業、農業 

当地は全国的に知名度の高いウナギの養殖のほか、舞阪漁港は沿岸漁業の拠点とな

っており遠州灘のシラス漁やフグ漁、浜名湖内では魚、エビ、カニのほかアサリの採

貝、ノリやカキの養殖も行われている。水産加工業ではシラス加工が盛んで、シラス

干しなどの加工品は大都市圏に運ばれ高評価を得ている。このように当地は恵まれた

水産資源とそれを原料にした加工業が盛んである。しかし、近年ではニホンウナギが

絶滅危惧種に指定されるなどシラスウナギの漁獲高の減少やシラスの不漁、アサリ資

源の枯渇などにより漁業者だけでなく加工業や観光業にも大きな影響が出ている。ま

た農業も、篠原地区の玉葱や庄内地区ではガーベラ等の花卉類が産地だが事業者の高

齢化や後継者不足に悩まされている。 

 

（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 

  生産年齢人口や事業所の減少が当地域の産業にマイナスの影響を与えている。一方

で東名高速道路舘山寺スマート I.C.の開通など交通アクセスの改善やインバウンド

の増加、ＩＣＴ技術の伸展などプラスの環境変化も見られる。以上のような状況を踏

まえて今後の 10 年間は、これまでの小規模事業者の「持続的発展」とともに地域の

「持続的発展」も重要要素に加え、地域にとって必要な中小事業者の支援を重点的に

深化させていく。そのために、産業全般に亘る創業や事業承継支援、小規模事業者に

対する経営力向上と販路拡大による競争力の強化を支援し、それを地域振興に繋げて

いく。特に、製造業者に対しては新技術や新製品開発に係る支援を実施する。また、

地域の水産資源を活用する事業者に対しては商品開発や販路開拓支援を実施する。さ

らに、浜名湖周辺の観光に関連した事業者に対しては情報発信力の強化やイベント開

催等を支援していく。 
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②浜松市総合計画との連動性 

  当商工会が今後 10 年間で重点的に取り組む経営革新等の新技術、新製品開発に対

する支援は、浜松市総合計画が目指している輸送用機器関連産業に次ぐ新たなリーデ

ィング産業の集積と持続可能な地域経済の確立のため必須となる。また、浜名湖周辺

の観光に関連した産業に対する支援は、総合計画で目指している浜松を訪れる方にお

もてなしを実感していただきリピーター化していく取組に直結する。そして、地域の

水産資源を活用した産業に対する支援は総合計画が目指している多様な担い手によ

る付加価値の高い農林水産業の実現と連動している。 

 

③商工会としての役割 

当商工会はやる気のある中小企業に対する販路開拓や金融、税務、経営に亘る全般

的な相談や高度で専門的な相談にも応えられる態勢を構築する。また当商工会は旧商

工会地区の 5 支部が一つの建物に集約されている。小規模事業者からは、その特徴を

生かした支部間での連携による面的支援や小回り性を生かした個社支援が期待されて

おり、それらにスピード感をもって対応していく。その中で、製造業者や食品加工業

者に対しては経営革新計画等への取り組みを推奨し、場合によっては専門家を派遣す

る等により小規模事業者のイノベーションの実現を促していく。また、新製品や地域

資源を活用した商品の開発事業者に対しては、静岡県商工会連合会や地域の支援機関

のネットワークを活用して物産展や展示会等の販路開拓の機会を積極的に提供する。

さらに、飲食業、宿泊業、レジャー施設等の観光関連事業者に対しては、設備の IT 化

の推進や SNS 等を使った情報発信の強化、イベント開催における関連事業者間の連携

を推進していく。 

 

（３）経営発達支援事業の目標 

当商工会のこれまでの取組や浜松市総合計画を踏まえて、事業承継及び創業支援に

よる地域産業全体の底上げ、特産品を有する水産業、輸送用機器を中心とした工業、

浜名湖東岸の商業･観光業の活性化を重点目標とする。そのための、小規模事業者の現

状調査や経営分析、経営計画の策定、創業及び経営改善支援に取り組んでいく。その

際の重点目標を以下のように設定する。 

①事業承継及び創業支援の強化 

  管内小規模事業者の減少及び高齢化対策として、後継者育成や M＆A も含めた事業

承継支援を強化していく。特に、製造業においてはものづくり技術の継承、商業・サ

ービス業においては個店の維持や観光客の受け入れのための創業支援に注力する。計

画期間中、事業承継支援件数 10 件、創業支援件数 10 件を毎年の目標とする。 

 

②輸送用機械器具製造業を中心とした競争力の向上 

  当管内には自動車メーカーであるスズキ㈱の本社があり、そのほかにも、ホンダや

日産など大手自動車メーカーの下請工場が多数存在している。それらの事業者に対し

て新技術や新製品の開発等を通じた競争力向上を支援し、従来の下請事業者からの脱

却を推進する。また、ＥＶ化や軽量化のための新素材の活用などの新たな可能性に対
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するチャレンジを支援していく。計画期間中、新製品開発に係る経営革新計画の申請

支援を他の業種も含めて毎年 5件を目標とする。 

 

③当地の水産資源を活用した新商品開発支援 

当管内には鰻の養殖業者や舞阪漁港で水揚げされるシラスの加工業者、浜名湖で養

殖される青のりや牡蠣などを利用する事業者も多い。それらの地域資源を活用する新

商品開発を支援し、当地の特産品としての土産品需要の開拓や地域外への販路開拓を

支援していく。計画期間中、毎年 1件の商品開発支援を目標とする。 

 

④浜名湖東岸の商業と観光業の連携支援 

当商工会の管内には舞阪地区、雄踏地区、庄内地区と浜名湖東岸に沿って 3 地区に

宿泊施設があり、それぞれが静岡県内でも有力な観光地になっている。本年の東名高

速道路舘山寺スマート I.C.の開通により観光客の利便性が増しており、舘山寺温泉観

光協会や舞阪町観光協会と連携して舘山寺地区商店街や表浜名湖地区の活性化を図っ

ていく。また、浜松市では浜名湖を一周するサイクリングコースを設定し、サイクリ

ングマップの発行やサイクルステーションの整備を進めている。それらを活用した浜

名湖東岸の観光と商業の連携による小規模事業者の活性化を図っていく。 

 

（４）目標の達成に向けた方針 

①事業承継及び創業支援 

  事業承継が円滑に進まない理由として後継者の不在や経営状況の悪化があげられ

る。後継者の選定については、地域の金融機関や支援機関、静岡県事業引継ぎ支援セ

ンターとの連携を深めた支援を進めていく。産業別の事業承継の実態を把握し、後継

者が承継しやすくなるための経営改善や事業承継計画の策定等を支援していく。 

創業支援については、浜松スタートアップの中心窓口である「はままつ起業家カフ

ェ」との連携により、創業及び第２創業の支援を図る。 

 

②輸送用機械器具製造業を中心とした競争力の向上 

地域の基幹産業である製造業の活性化と雇用の維持・拡大のため、既存企業への販

路拡大や新製品開発等への継続的支援を行う。また、交通アクセスの改善や情報基盤

整備を糧にした企業誘致、起業支援にも取り組む。 

 

③当地の水産資源を活用した新商品開発支援 

新商品開発については、６次産業化による事業者間の連携や専門家を活用した支援

を実施する。開発に際しては、経営革新計画の承認を推奨しながら、小規模事業者持

続化補助金や経営革新補助金等の活用による販路開拓までのきめ細かなフォローアッ

プを実施する。 
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④浜名湖東岸の商業と観光業の連携支援 

商業と観光業の連携を深めて地域の特産品を生かした土産品づくりや上質なサービ

スの提供、店舗運営などにより増加する観光客に対する対応力の向上と商業の活性化

を目指す。観光協会や県内外の他地域と広域的に連携しながら、国際的にも対応でき

る観光周遊ルートの確立と、観光客が実感できる「おもてなしの心」を高める取り組

みで地域活性化を目指していく。 

 

 

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] 

毎月経営指導員による小規模企業景気動向調査を実施し、静岡県商工会連合会への

報告とともに、管内事業者の動向把握を行った。同調査では、業況、売上高、仕入単

価、採算、資金繰りの５項目について前年同月との比較を５段階で実施しており、毎

月静岡県商工会連合会から調査報告書が出されている。また、平成 29 年度までは 15

事業所から 4半期ごとに直接ヒヤリングする中小企業景況調査を実施した。 

[課題] 

景気動向調査や中小企業景況調査の実施状況は経営指導員個人の判断に委ねられて

いたため、景気動向調査については調査対象業種の偏り、中小企業景況調査について

は事業者の固定化がみられた。また、その活用は商工会内での共有化に留まった。 

 

（２）事業内容 

①小規模企業景気動向調査 

経営指導員等の巡回指導や窓口相談の際の景気動向調査を毎月実施する。調査結果

は静岡県商工会連合会へ送付し、静岡県下商工会の調査結果に反映される。 

【調査対象】地区内の会員小規模事業者 

      製造業、建設業、卸売業、小売業、サービス業 5業種の中から 1業種 2社、

経営指導員(4 名)一人当たり 5業種 10 社の計 40 社を目標とする 

【調査項目】業況、売上高、仕入単価、採算、資金繰り 

【調査手法】経営指導員による巡回及び窓口でのヒヤリング 

【分析手法】経営指導員が主体となり、状況に応じて専門家と連携を図りながら分析を

行う 
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②当商工会及び他の支援機関から出される景況調査の分析 

  静岡経済研究所が毎月発行する景況リポートやしんきんレポート、静岡県信用保証

協会が発行するシーズンレポート等を分析、当商工会が独自に実施する景況調査と合

わせて年 4回分析する。 

【調査対象】地区内の会員小規模事業者  

製造業、建設業、卸売業、小売業、サービス業 計 50 社 

【調査項目】業況、売上高、仕入単価、採算、資金繰り、従業員、設備投資等 

【調査手法】経営指導員による巡回及び窓口でのヒヤリング 

【分析手法】経営指導員が主体となり、状況に応じて専門家と連携を図りながら分析を

行う 

 

（３）成果の活用 

①情報収集･調査、分析した結果はホームページに掲載し、広く管内事業者等に周知

する。 

②経営指導員等が巡回指導を行う際の参考資料とする。 

 

（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 ― 12 回 12 回 12 回 12 回 12 回 

②公表回数 0 回 4 回 4 回 4 回 4 回 4 回 

   

 

３．経営状況の分析に関すること 

（１）現状と課題 

[現状] 

当会は記帳指導対象者が約 500 件あり、帳簿記入から月次決算までの税務支援を行

っているため、その中から状況に応じて経営状況の分析を行っている。また、定期的

に開催する金融相談会、税務相談会においても相談内容によって経営状況の分析を行

っている。また、対象事業者を選定した課題を抽出するセミナーを開催し、参加を促

している。 

[課題] 

会員のニーズに応じた｢ワンウィーク経営相談会｣や資質向上セミナー「決算書の読

み方・活かし方」等のセミナーにおいて経営分析を実施したが、分析した自社の経営

指標の意味が十分に伝わっておらず、その後の支援や事業者の取組に活かしきれてい

ない。 

 

（２）事業内容 

①経営分析を行う事業者の発掘のための「巡回・窓口相談を介した掘り起し」を行う。

②経営分析の内容 
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 【対象者】記帳指導対象者 500 社の１割にあたる 50 社、地区内小規模事業者の中で意

欲的で事業拡大意識の高い事業者 10 社の計 60 社を選定する。 

 【分析項目】定量分析たる「財務分析」と、定性分析たる「ＳＷＯＴ分析」を行う。 

         ≪財務分析≫売上高、経常利益、損益分岐点、粗利益率 等 

     ≪SWOT 分析≫強み、弱み、脅威、機会 等 

 【分析手法】静岡県商工会連合会が作成した分析ツールである｢経営振り返りシート｣

と中小企業の経営指標等を活用して経営指導員等が分析を行う。 

 

（３）成果の活用 

①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。 

②分析結果をデータベース化、内部共有して経営指導員等のスキルアップに活用する。

 

（４）目標 

 現行 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

①分析件数 85※ 60 60 60 60 60 

 ※現行の分析件数はセミナー参加件数 

 

 

４．事業計画の策定支援に関すること 

（１）現状と課題 

[現状] 

経営計画作成支援（持続化補助金及び経営力向上事業費補助金申請含む）に関して

専門家による個別相談会を実施した。その結果、事業計画策定事業者数は県内商工会

でもトップクラスの実績が得られた。平成 29 年度は、持続化補助金、経営力向上補助

金の申請のため 44 件、経営革新計画申請のために 6件の事業者が計画を作成した。 

[課題] 

事業計画策定の重要性が十分に周知されていなかったため、補助金申請が主目的に

なってしまった。それ自体は問題ないが、事業計画策定に取り組む事業者が固定化さ

れる傾向が見られた。また、実施件数が補助金の公募時期、商工会の繁忙期などの状

況に大きく影響を受けた。 

 

（２）支援に対する考え方 

小規模事業者に対し、事業計画策定の意義や重要性を漠然と述べても、実質的な行

動や意識変化を促せる訳ではない。しかし、補助金の申請は小規模事業者にとって大

きな動機付けになっている。そのため、３．（２）①「巡回・窓口相談を介した掘り起

し」で経営分析を行った事業者、「小規模事業者持続化補助金」並びに「小規模企業経

営力向上事業費補助金」の申請を目標とする事業者を対象として事業計画の策定につ

なげていく。 
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（３）事業内容 

①「事業計画策定セミナー」と｢個別相談会｣の開催 

【支援対象】「巡回・窓口相談を介した掘り起し」で経営分析を行った事業者と補助金

申請を目標とする事業者等 

 【募集方法】当会のホームページや会報、経営指導員の巡回による告知 

【回数、参加者数】  

年 2 回のセミナー開催、各回 20 名の受講者を目標にする。 

      年 4 回の個別相談会の開催、各回 10 名の参加者を目標にする。 

 【手段・手法】経営指導員だけでなく職員全員に担当を割り当て、外部専門家も交えて

確実に事業計画の策定に繋げる。 

 

（４）目標 

 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 
49 50 50 50 50 50 

 

 

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] 

事業計画作成事業者（補助金採択事業者）に対して、説明会を開催して会員へ事業

実施の留意点や金融施策の情報を提供した。また、フォローアップのため必要に応じ

て県連合会の専門家派遣を活用し、実績報告書の作成については個別相談会を開催し

て対応した。 

[課題] 

  職員一人当たりに係る業務負担が増す中で、中小企業診断士の資格を有する職員も

積極的に業務に携わり、事務作業を見直し効率化を図ることで支援体制を維持した。

しかし、補助金採択事業者のフォローが中心となり、採択されなかった事業者に対し

て十分なフォローができなかった。 

 

（２）事業内容 

事業計画を策定した全ての事業者を対象として経営指導員等がフォローアップを実

施する。但し、事業計画の進捗状況や必要度に応じて選択と集中を行い、フォローア

ップ頻度を設定する。具体的には、事業計画を策定した１事業者当たり平均年 3 回の

フォローアップを行うが、進捗状況が思わしくなく、事業計画との間にズレが生じて

いると判断する場合には、静岡県商工会連合会の広域サポートセンターの指導員や外

部専門家など第三者の視点を必ず投入し、当該ズレの発生要因及び今後の対応方策を

検討のうえ、フォローアップ頻度の変更等を行う。また、事業者からの申出等により

臨機応変に対応する。 
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（３）目標 

 現行 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ対象事

業者数 
49 50 50 50 50 50 

頻度(延数) ― 150 回 150 回 150 回 150 回 150 回 

売上 3％以上の

増加事業者数 
― 10 社 10 社 10 社 10 社 10 社 

営業利益率 1％以

上の増加事業者数 
― 10 社 10 社 10 社 10 社 10 社 

 

 

６．需要動向調査に関すること 

（１）現状と課題 

[現状] 

浜名ビジネスマッチングフェア（過去 4 回開催）の出展者や各種展示会(商談会)出

展企業が独自に需要動向に関する調査を実施している。 

[課題] 

ビジネスマッチングは出展企業数が増加したが来場者数は伸び悩んだ。そのため、

需要動向調査としての効果が得難く出展企業の満足度が高まらないのが現状である。

 

（２）事業内容 

①特産品の｢浜名湖のり｣等を活用した開発品の調査 

当会が中心になって実施している「浜名湖のりうどん」の開発及び需要開拓のため、

管内飲食店において、試食及び来場者アンケートを実施する。調査結果を分析した上

で当該店にフィードバックし「浜名湖のりうどん」の事業計画に反映する。また、同

事業が軌道に乗った後は、浜名湖のりを使用したスィーツや他の特産品である｢鰻｣、

｢牡蠣｣、｢鱧(はも)｣等を活用した商品開発に着手し、その需要動向調査を実施する。

 【サンプル数】該当商品取扱店の来場者 30 人 

【調査手段・手法】開発中の食品を店頭で試食してもらい、アンケート票へ記入する。

 【分析手段・手法】調査結果は、専門家に意見を聞きつつ経営指導員等が分析を行う。

 【調 査 項 目】「浜名湖のりうどん」に関しては、①性別、②年代、③味（麺・つ

ゆ）、④麺の太さ・硬さ、⑤色、⑥量、⑦トッピング、⑧価格、⑨

見た目等。 

 【分析結果の活用】分析結果は、経営指導員等が当該店舗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。 

 

②商談会での需要調査 

浜松磐田信用金庫が開催する「とおとうみセレクション」等の食品展示会・商談会

において、来場するバイヤーに対し、試食、アンケート調査を実施する。 
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 【サンプル数】来場者 50 人 

【調査手段・手法】事業者が聞き取りの上、アンケート票へ記入する。 

 【分析手段・手法】調査結果は、専門家に意見を聞きつつ経営指導員等が分析を行う。

 【調 査 項 目】①性別、②年代、③味、④量、⑤色、⑥価格、⑦見た目、⑧取引条

件等。 

 【分析結果の活用】分析結果は、経営指導員等が当該店舗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。 

 

 ③「浜名湖うなぎまつり」における特産品の調査 

  参加事業者の中から特産品を扱う事業者を選定し、取扱品のテストマーケティング

や需要動向調査を実施する。 

【サンプル数】来場者 100 人 

【調査手段・手法】イベントスタッフが聞き取りの上、アンケート票へ記入する。 

 【分析手段・手法】調査結果は、専門家に意見を聞きつつ経営指導員等が分析を行う。

 【調 査 項 目】①住所、②年代、③性別、④訪問目的、⑤特産品の持つイメージ、

⑥特産品の食べ方等。 

 【分析結果の活用】分析結果は、経営指導員等が当該店舗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。 

 

（３）目標 

 現行 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度

①調査対象事業者数 ― 3 社 3 社 3 社 3 社 3 社 

②調査対象事業者数 ― 1 社 1 社 2 社 2 社 3 社 

③調査対象事業者数 ― 1 社 1 社 1 社 1 社 1 社 

 

 

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] 

過去には「浜名ビジネスマッチングフェア」を開催し、製造業を中心とした事業所

の出展企業数を目標数値に掲げて需要開拓支援を行った。現在は、「浜名湖うなぎまつ

り」において大物産展のコーナーを設けて商業者向けに特産品の販路開拓を支援して

いる。その他、静岡県商工会連合会が運営するチャレンジショップや東京有楽町の全

国物産店｢むらからまちから館｣の出展支援にも取り組んでいる。 

[課題] 

ビジネスマッチングや展示会では一部商談に結び付いた案件もある。しかし、参加

者が一部の企業に固定化されつつある。全体的に製造業に関連した展示会等の機会が

少なく、更なる需要開拓に取り組む必要がある。また、地元特産品を活用して商品化

した「牡蠣カバ丼」や「鱧かば丼」に関しては、より広域に取扱店の声掛けを行うと
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共に新たな商品開発に取り組む時期に来ている。 

 

（２）事業内容 

①物産展、イベント参加事業（ＢtoＣ） 

   当会が開催する「浜名湖うなぎまつり」における大物産展のコーナーを拡充して、

新たな需要開拓を図る。また、静岡県商工会連合会が運営するチャレンジショップへ

の参加支援及び同連合会主催の物産展への参加を支援する。また、浜松市内のイオン

モールで開催される「浜松フェア」への出店を支援する。 

 【参考】「浜名湖うなぎまつり」は、特産品であるうなぎをメインとしたイベントで、

年 1回 11 月に開催。昨年は約 12,000 人の来場者があり、40 事業所が出店。静岡県商

工会連合会が運営するチャレンジショップは静岡市の静岡伊勢丹内にあり、県内商工

会員のアンテナショップとして通年開設。昨年は218事業所が出店し、総売上は46,672

千円。同連合会主催の「静岡ごちそうマルシェ」は、県内の特産品による物産展で、

西武池袋本店において 7日間開催し、昨年は 44 事業所が出店。「浜松フェア」は、県

内西部地区の特産品による物産展で、浜松市内の「イオンモール浜松市野店」、「イオ

ンモール浜松志都呂店」において、それぞれ 3日間開催。昨年は延べ 10 店が出店し、

総売上は 1,100 千円。 

  

②展示会、商談会参加事業（ＢtoＢ） 

浜松磐田信用金庫が開催する「ビジネスマッチングフェア in Hamamatsu」、「とおと

うみセレクション」へ、事業計画を策定した事業者を優先的に出展支援し、新たな需

要の開拓に繋げる。また、出展に関しては必要に応じて専門家による支援を実施する。

【参考】「ビジネスマッチングフェア in Hamamatsu」は、静岡県西部地区最大級の企業

展示会で、令和元年 7月に 2日開催し、来場者は延べ 7,900 人、236 企業が出展。「と

おとうみセレクション」は、静岡県西部地区の加工食品、農林水産物、食品材料等の

食品関連事業者と、国内外の百貨店、スーパー、商社等の食品バイヤーとの商談を目

的とした総合食品展示会で、年 1 回開催され、約 100 企業が出展。令和 2 年 1 月に開

催予定。 

 

（３）目標 

  現行 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度

① 

物産展・

イベント

（BtoC） 

浜名湖 

うなぎまつり

参加事業者数 

― 5 社 5 社 5 社 5 社 5 社 

売上額/社 ― 10 万円 10 万円 10 万円 10 万円 10 万円

チャレンジシ

ョップ 

参加事業者数 

9 社 10 社 10 社 10 社 10 社 10 社 

月売上額/社 2 万円 3 万円 3 万円 5 万円 5 万円 5 万円 
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① 

物産展・

イベント

（BtoC） 

静岡ごちそう

マルシェ 

参加事業者数 

2 社 2 社 2 社 3 社 3 社 3 社 

売上額/社 110 万円 120 万円 120 万円 120 万円 120 万円 120 万円

浜松フェア 

 

参加事業者数 

2 社 2 社 2 社 3 社 3 社 3 社 

売上額/社 14 万円 15 万円 15 万円 15 万円 15 万円 15 万円

② 

商談会・

展示会 

（BtoB） 

ビジネスマッ

チングフェア 

参加事業者数 

2 社 2 社 2 社 3 社 3 社 3 社 

成約件数/社 0 件 1 件 1 件 1 件 2 件 2 件 

とおとうみセ

レクション 

参加事業者数 

― 1 社 1 社 2 社 2 社 2 社 

成約件数/社 ― 1 件 1 件 1 件 1 件 1 件 

 

 

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] 

浜松市及び舘山寺温泉観光協会や舞阪町観光協会等の開催する会議へ出席し、その

内容を当会へ持ち帰り、総務委員会において既存事業に捉われることなくあるべき地

域経済活性化策を検討した。管内地域経済の特記事項は、平成 29 年度 NHK 大河ドラ

マ「おんな城主直虎」効果により舘山寺温泉の宿泊客が増加した点やインバウンドの

増加に伴い管内の旅館業でも宿泊客は順調に増加した点である。 

一方、当地の特産品である｢浜名湖うなぎ｣は全国的に有名であり、関連事業は養鰻

業や加工業、飲食業と幅広く、当地域経済への影響も大きい。そこで、当商工会は鰻

関連事業の振興を目的に『浜名湖うなぎまつり』を毎年開催している。そこでは、展

示パネル等でうなぎに関する文化や歴史を紹介するとともに、うなぎの資源保護を目

的とした募金活動も実施している。 

[課題] 

直虎効果やインバウンドの増加で観光業を中心にしたプラス効果が出ている。しか

し、平成 30 度年度には直虎効果は薄れ、インバウンドは増加傾向が続いているものの

宿泊だけの｢素通り客｣が多いのが実態である。今後は、一度当地を訪れた方に再訪頂

くことや、滞在して地元での消費を促す取組が必要になっている。 

また近年、シラスウナギの不漁に伴う高騰でうなぎの消費者離れが懸念されている。

 



- 14 - 
 

（２）事業内容 

①「浜名湖うなぎまつり実行委員会」の開催（年 4回） 

引き続き『浜名湖うなぎまつり』を開催して｢浜名湖うなぎ｣を広くＰＲする。その

ために、浜松市をはじめ、浜名湖養魚漁業協同組合、鮮魚卸商、うなぎ料理店等が参

画する実行委員会を定期的に年 4回開催する。当商工会は実行委員会の事務局を担い、

関連業種の経営安定及び観光振興による地域経済の活性化を図る。 

 

②「浜名湖観光圏整備推進協議会」への参加（年 5回） 

｢浜名湖観光圏｣は地域の幅広い関係者の連携の下で戦略的かつ一体的な観光地域づ

くりを目指すものである。当商工会は、（公財）浜松・浜名湖ツーリズムビューローが

事務局を担う浜名湖観光圏整備推進協議会が主催する会議に年 5 回参加する。そこで

は、｢浜名湖観光圏｣が設定した浜松観光モデルコース 20 選の中で、管内にかかわる取

組の推進策を協議する。 

 

③舘山寺地区賑わい創出に関する事業（年 2回） 

平成 30 年度に取り組んだ、空き店舗のリノベーションで完成した施設を情報発信や

交流の拠点としながら、観光客だけでなく地元の住民も気軽に立ち寄れるような仕掛

作りへと進化させる支援を行う。また、舘山寺温泉観光協会や舘山寺門前通り振興会

と連携して新たな賑わい創出事業に取り組むための協議会を定期的に年 2 回開催す

る。 

 

 ④弁天島海浜公園再整備に関する事業（年 1回） 

  令和２年度から本格的に始動する予定である弁天島海浜公園の再整備に対して、舞

阪町観光協会と共に積極的に関与して、地域経済の活性化に取り組むため舞阪町観光

協会との連絡会議を定期的に年 1回開催する。 

 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

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] 

日本政策金融公庫との経営改善貸付推薦団体連絡協議会に多くの職員が参加し、地

域の状況把握や他商工会の支援ノウハウ等について情報交換を行っている。また、平

成 26 年から地域金融機関（静岡銀行、浜松磐田信用金庫、遠州信用金庫）との｢金融

懇談会｣を開催している。そこで、地域の状況把握や支援ノウハウ等について情報交換

を行ない、連携の強化を図っている。 

[課題] 

当商工会は平成 22 年 4 月に 5商工会が合併し、合併当初は旧商工会を拠点として支

所を配していたが、平成 29 年 3 月までに支所が現在地へ統合された。そのため、元々

現在地に所在していた雄踏支部を除いて地元の金融機関との地理的な距離が拡がり、

以前に比べて関係が希薄になっている。 
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（２）事業内容 

 ①日本政策金融公庫と県西部地区商工会・商工会議所とのマル経協議会の開催（年 2

回） 

  日本政策金融公庫浜松支店と県西部地区商工会・商工会議所が一堂に会して、地域

の経済動向や金融情勢等について情報公開及び意見交換を行う。第１回は商工会、会

議所の事務局長クラスが参加、第２回は経営指導員が参加して、地域の小規模事業者

に対する主に金融支援について協議する。 

 

②｢金融懇談会｣の開催（年 3回） 

静岡銀行、浜松磐田信用金庫、遠州信用金庫と金融機関ごとに年１回「金融懇談会」

を定期的に開催する。金融機関からは管内の各支店から支店長が出席し、商工会から

は事務局長及び経営指導員が出席する。その会で、管内の最新の経済動向等を把握す

るとともに参加者相互の支援ノウハウの交換を行い、支援ノウハウの一層の向上に努

める。 

 

 ③「はままつ起業家カフェ」との連携（年 2回） 

  当商工会が実施する創業セミナー及び創業スクールについて協議を行い、支援ノウ

ハウ等について情報交換を行う。 

 

 ④静岡県事業引継ぎ支援センターとの連携（年 6回） 

  事業承継特別相談会を年６回開催する。相談会には職員が同席してブロックコーデ

ィネーターの事業承継に関する支援ノウハウについて学び、職員は地域の状況等につ

いて情報を提供する。 

 

 ⑤浜松西・浜松東税務連絡協議会との連携（年 4回） 

  浜松西、浜松東税務署管内の青色申告会、商工会、法人会、関税会等が参加して税

務に関する情報交換を行う。 

 

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] 

小規模事業者の課題解決力や経営計画策定支援に必要な資質を身に着けるための研

修会に経営指導員等が参加している。また、中小企業診断士の資格を持つ職員が講師

となる勉強会を開催し、診断士のノウハウを共有することで職員のスキルアップを図

っている。 

[課題] 

経営指導員の資質向上のためには、受講が義務付けられている研修会だけでなく中

小企業大学校や県連合会及び関係支援機関が主催する研修等へ年間１回以上参加する

ことが必要になっている。また、商工会内の勉強会も単発で終わることなく継続する

ことが課題である。 
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（２）事業内容 

①外部講習会等の積極的活用 

経営指導員及び一般職員の支援能力の一層の向上のため、中小企業庁が主催する「経

営指導員研修」及び静岡県商工会連合会主催の「専門スタッフ研修」に対し、計画的

に経営指導員等を派遣する。特に、将来経営指導員となる若手職員に対しては、経営

指導員向けの研修に優先的に参加させる。 

 

②ＯＪＴ等による職場内研修 

支援経験の豊富な経営指導員と一般職員とがチームを組み、巡回指導や窓口相談の

機会を活用したＯＪＴを積極的に実施し、組織全体としての支援能力の向上を図る。

また若手職員には、各種事業でプロジェクトメンバーとして中心的役割を担ってもら

うことで資質の向上を図る。 

 

③業務別による職員間の定期ミーティングの開催 

経営指導員による管内の経済動向及び支援手法等について情報交換を行い、情報の

共有化を図る。記帳専任職員を中心とした記帳担当職員による担当者会議を開催し、

業務の効率化、記帳指導対象者の情報、税務関係の情報交換による情報の共有化を図

る。労働保険事務担当者による意見交換により情報及び支援ノウハウの共有化を図る。

事業所の情報及び支援ノウハウに関しては、経営カルテ、記帳カルテ、基幹システ

ムへ入力することでデータベース化し、共有を図る。 

 

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] 

本計画の実施期間中は、毎年度事業の実施状況及び成果について、以下の方法によ

り評価・検証を行った。 

①総務委員及び行政担当部署の職員を外部有識者として招き、事業の実施状況、成果

の評価・見直し等の提示。 

②支部担当者会議において、提示を踏まえて今後の事業の方針を決定。 

③事業の見直し結果については理事会へ報告、理事会からの承認。 

④当商工会ホームページで事業の成果・評価・見直し結果を計画期間中公表。 

[課題] 

外部有識者として当会の総務委員及び行政担当職員を招いて評価・検証を行ったが、

事業面での定性的な評価において客観性を担保するため、中小企業診断士等の外部有

識者に加える必要がある。 

 

（２）事業内容 

①経営発達支援計画評価のための｢協議会」の開催 

当会の総務委員会（正副商工会長、統括理事、会計理事）と併設して、浜松市商工

会担当課長、法定経営指導員、外部有識者として中小企業診断士をメンバーとする「協
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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。 

 

②ＨＰ及び会報による広報 

当該委員会の評価結果は、理事会へフィードバックした上で、事業実施方針等に反

映させるとともに、ＨＰ及び会報へ掲載（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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 18 - 
 

（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 

 

(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： 山本  正 
■連絡先： 浜名商工会 TEL053-592-3111 

 
②法定経営指導員による情報の提供及び助言 

   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提供等を行う。 
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（３）商工会、関係市町村連絡先 

  ①商工会 

   〒431-0102 

    静岡県浜松市西区雄踏町宇布見 4859-15 

     浜名商工会  

      TEL：053-592-3111 ／ FAX：053-592-5316 

      E-mail：info@hamana.net 

 

  ②関係市町村 

   〒430-8652 

    静岡県浜松市中区元城町 103-2 

     浜松市 産業部 産業総務課 

      TEL：053-457-2288 ／ FAX：050-3730-8899 

E-mail：sangyosomu@city.hamamatsu.shizuoka.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 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200

 
特産品等開発推

進事業費 

300 300 300 300 300

 
地域密着型創業

事業費 

300 300 300 300 300

 総合振興費 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

 商業振興費 500 500 500 500 500

 工業振興費 500 500 500 500 500

 観光振興費 500 500 500 500 500

 金融対策費 100 100 100 100 100
 

調達方法 

会費、国補助金、県補助金、市補助金、事業受託費 
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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 

▶静岡県商工会連合会 会長 前澤侑 

静岡県静岡市葵区追手町 44-1県産業経済会館 6階 

 

▶浜松磐田信用金庫 理事長 御室健一郎 

本  店：静岡県浜松市中区元城町 114-8（志都呂支店：静岡県浜松市西区志都呂 2-

2-26） 

 

連携して支援する事業の内容 

２．地域の経済動向調査に関すること 

「①小規模企業景気動向調査」において、同調査結果を静岡県商工会連合会へ報告す

る。その後、静岡県商工会連合会で集計、分析した内容の報告を受け、本会において管

内経済動向の分析や管内事業者への調査報告に活用する。 

 

５．事業計画策定後の実施支援に関すること 

事業計画を策定した全ての事業者を対象として、事業計画の進捗状況や必要度に応じ

て静岡県商工会連合会と連携し、本会経営指導員とともに同連合会の広域サポートセン

ターの指導員、もしくは専門家派遣制度による外部専門家など第三者の視点を加えたフ

ォローアップを実施する。 

 

６．需要動向調査に関すること 

 「②商談会での需要調査」において、浜松磐田信用金庫と連携する。同信用金庫が開

催する「とおとうみセレクション」において、会員事業者が来場するバイヤーに対する

需要調査を実施する際、同信用金庫からの紹介や事前情報の提供を受ける。 

 

７．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

「①物産展、イベント参加事業（ＢtoＣ）」において静岡県商工会連合会と連携し、同

連合会が運営するチャレンジショップへの参加支援及び同連合会主催の物産展への参

加を支援する。 

「②展示会、商談会参加事業（ＢtoＢ）」において浜松磐田信用金庫と連携し、同金庫

が開催する「ビジネスマッチングフェア in Hamamatsu」、「とおとうみセレクション」へ

の事業者の出展支援を行う。 
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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こと 

「①小規模企業景気動向調査」において、静岡県商工会連合会と連携することで県下

全域の経済動向が把握できる。その結果、管内経済動向のより正確な分析が可能になる。 

 

５．事業計画策定後の実施支援に関すること 

 事業計画を策定した事業者の中で、特に進捗状況が思わしくなく事業計画との間にズ

レが生じていると判断される事業者のフォローアップにおいて、静岡県商工会連合会の

広域サポートセンターの指導員や外部専門家などが有する専門的な知見を活用するこ

とができ、より実態に即した支援が可能になる。 

 

６．需要動向調査に関すること 

「②商談会での需要調査」において、浜松磐田信用金庫が有する幅広い取引先情報、

バイヤー情報の提供を受けることで、より正確な需要動向調査を支援できる。 

 

７．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

「①物産展、イベント参加事業（ＢtoＣ）」では、静岡県商工会連合会が運営するチャ

レンジショップや物産展への参加支援において同連合会の有する情報やネットワーク

を活用でき、事業者にとってより効果的な新たな需要開拓の機会提供に繋がる。 

 「②展示会、商談会参加事業（ＢtoＢ）」において「ビジネスマッチングフェア in 

Hamamatsu」、「とおとうみセレクション」への出展支援の際、浜松磐田信用金庫の有する

バイヤー情報やネットワークを活用でき、事業者の新たな販路の開拓が期待できる。 
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連携体制図等 

 

 

【地域の経済動向調査】 

【事業計画策定後の実施支援】 

【需要動向調査】 

【新たな需要の開拓に寄与する事業】 

 

 

・静岡県商工会連合会 

・浜松磐田信用金庫 

浜名商工会／浜松市 

小規模事業者 




