
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

湖西市商工会（法人番号 1080405001345） 

湖西市   （地方公共団体コード 222216） 

実施期間 令和２年４月１日～令和７年３月３１日 

目標 

小規模事業者の減少に歯止めをかける「地域ビジネス包括支援システム」

を確立するため、以下の事業に取り組む。 

（1）高齢社会に適応した地域産業の創出支援 

（2）労働人口の減少に備えた多様な人材確保の実現 

（3）地域コミュニティを支える新ビジネスの創造 

（4）地域ぐるみで取り組む防災・減災の支援 

事業内容 

I 経営発達支援事業の内容 

１．地域の経済動向調査に関すること 

「ＲＥＳＡＳ」（地域経済分析システム）のビッグデータを活用した経

済動向分析の実施。小規模事業者向け事業承継アンケートの継続実施。 

２．経営状況の分析に関すること 

「経営分析セミナー」に開催と、「ローカルベンチマーク」を活用した経

営状況の把握の促進と、専門家派遣を活用した経営分析の実施。 

３．事業計画策定支援に関すること 

 小規模事業者持続化補助金や経営革新計画へのチャレンジを促す経営

計画策定のための「事業計画策定セミナー」の開催。経営指導員等及び専

門家派遣による事業承継計画、事業継続計画の策定支援の実施。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

 経営指導員等による定期巡回によるフォローアップの実施。課題発生

に応じた専門家派遣制度の活用。資金調達等のための金融機関との連携

支援の実施。 

５．需要動向調査に関すること 

 関係機関と連携して行う「お買い物動向（商業）」「地域の魅力（観光）」

「健康意識（サービス）」等の住民アンケートの実施。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 「Show湖西 ～住まいと暮らしの商工祭～」等を活用したマッチング事

業及び、県内外展示会・商談会等での出展支援。 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組み 

 中心市街地のにぎわい創出や商工祭の開催。外国人技能実習生の受入

事業、小規模事業者の事業引継ぎ事業、新ビジネス創造事業の展開によ

る、地域コミュニティの維持に役立つ地域ぐるみの支援体制の整備。 

連絡先 

湖西市商工会 総務課  

〒431-0431 静岡県湖西市鷲津 332-8 

TEL：053-576-0637  FAX：053-576-3981 e-mail：nihashi@kosai-city.net 

湖西市 産業部産業振興課 

〒431-0492 静岡県湖西市吉美 3268 

TEL：053-576-1215 FAX：053-576-1115  e-mail：koushin@city.kosai.1g.jp 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

１．目標 

（１）地域の現状及び課題 

 ①現状 

 湖西市は、東京、名古屋、大阪という大都

市の中間に位置し、かつ産業活動が活発な政

令都市「浜松市」と東三河の中心都市「豊橋

市」に挟まれており、北は赤石山脈の外れに

あたる緑豊かな弓張山系に囲まれ、東は豊か

な水をたたえる浜名湖、南は太平洋に面し

た、自然豊かで温暖な気候の街である。江戸

時代には、東海道 31 番の新居宿、32 番の白

須賀宿と続く交通の要所として繁栄した。ま

た吉田藩（豊橋市）であった時代もあったた

め、豊橋経済圏とは人的にも縁が深く、廃藩

置県を経て静岡県になったことで浜松市と

の繋がりも深い地域である。 

 湖西市の人口は、59,640人（H31.4.1現在）。

2015年の国政調査結果では、総人口に占める

65 歳以上の割合（高齢化率）は 25.4％であ

り、全国平均の 26.6％より 1.2ポイント低いものの、全国同様に今後高齢化率は年々高

まることが予想されている。 

 湖西市は、世界の発明王とも呼ばれる「豊田佐吉翁」の生誕地である。佐吉翁の生家

には、母が毎夜機織りをする暮らしを助けるため、佐吉翁が機織機の改良に取り組んだ

逸話が語り継がれている。そのような歴史から、当地域は戦前より紡績が主な産業であ

ったが、戦後は自動車産業関連企業の進出が目覚しく、日本自動車業界を代表するメー

カーの主要工場や多くの関連企業が立地している。また昭和 40 年代の企業誘致活動に

より、世界をリードする電気機械器具製造業の誘致に成功した地域でもあり、輸送用機

械器具製造業や電気機械器具製造業等の製造業事業所が多く立地する地域となってい

る。 

こうした湖西市の産業全体の総事業所数は 2,284事業所あり、そこで働く従業者数は

35,870人に及ぶ（H28 年経済センサス-活動調査より）。 

○ 工業（H29.6.1現在 H29工業統計調査） 

 事業所数 340 事業所 従業者数 22,757人 

 製造品出荷額等 1兆 5,559億円（静岡県下 第 4位） 

 1事業所あたり製造品出荷額等 76億 6,492万円（静岡県下 第 1位） 

○ 商業（H28.6.1現在 H28年経済センサス-活動調査） 

 商店数 450店 従業者数 2,899人 ※飲食店を除く 

 年間商品販売額 859億 9,300万円 

○ 農業（H27.2.1現在 H27年農林業センサス） 
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 農業経営体数 546経営体 農業従事者数 1,341人 

 経営耕地面積 655ha（田 208ha 畑 305ha 樹園地 142ha） 

    農業産出額 83 億 4,000万円（平成 29年市町村別農業産出額（推計）） 

○ 漁業（H25.11.1現在 H25年漁業センサス） 

    海面漁業の状況 経営体数 183経営体 

湖西市商工会地域における商工業者数は 1,570 事業所。その内、小規模事業者数は

1,381 事業所（H28 年経済センサス）と全体の 88.0％を占めている。湖西市商工会地域

における今後の産業・経済面でも、楽観的な予想は困難であり、産業全体の推移では縮

小の懸念が持たれているのが現状である。 

 

②課題 

「将来推計人口（2018 年 3 月推計：国立社会保障・人口問題研究所）」によれば、2015

年から 2045年までの 30 年間に湖西市の人口は 13.7％減少し、約 5.2 万人となる見込み

とのことである。またこのとき（2045年）の平均年齢は、2015年の 45.6歳から 5.5歳

上昇し、51.1歳となることが予想されている。 

 
湖西市の人口構成は、2015年国勢調査報告時点において、4.0人に 1人が 65歳以上、

8.6人に 1人が 75歳以上で、高齢者と生産年齢人口の比率は、1対 2.4となっている。

2人ないし 3人の青年・壮年・中年が 1人の 65歳以上の高齢者を支える社会となってい

る。出産や子育ての中心となる若い女性に着目すると、20 歳～39 歳の人口は約 6,000

人。総人口に占める割合は 10.1％である。 

この人口構成は、2020 年には人口の 3.6 人に 1 人が 65 歳以上となり、7.2 人に 1 人

が 75 歳以上となることが予想されており、高齢者と生産年齢人口の比率は 1 対 2.1 と

なる。20歳～39歳の女性人口は約 5,500人と予想され、5年前と比べ 8.1％減少が予測

されている。 

更に 2025年には人口の 3.4人に 1人が 65歳以上、5.8人に 1人が 75歳以上、高齢者

と生産年齢人口の比率は 1対 2.0、20歳～39歳の女性人口は約 5,300 人、5年前と比べ

4.4％減少が予測されている。その後も、2030 年には高齢者と生産年齢人口の比率は 1

対 1.9、若年女性人口は約 5,100人に減少する。そして 2045年には、高齢者と生産年齢
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人口比率は 1 対 1.4、若年女性人口は約 4,400 人と予想されており、高齢化率や人口減

少率は大変厳しい未来を想像せざるを得ない状況にある。 

 こうした高齢化率の上昇や人口の減少という未来像を描く中、湖西市商工会として、

今後は経営者の高齢化や後継者難などによって事業承継問題を抱える中小事業者が増

加してくると考え、昨年後半（2018年 11月～12月）に湖西市及び市内の新居町商工会

と三者合同で事業承継支援を行う基礎資料とするため、会員企業（1241 事業所）を対象

に、「湖西市事業承継アンケート調査」を実施した。 

 その結果は、深刻な状況であった。事業承継の予定に関する回答では、「自分の代で

廃業予定なので事業承継を行わない」と回答した事業所が 36.4％、従業員 5人以下の事

業所に限ってみれば 45.3％がそのように回答した。また、廃業予定の事業所のうち、3

年未満に廃業を予定する事業者は 19.3％、5 年未満までで 32.5％、10 年未満までで

45.7％の事業者が廃業を予定しているという結果である。 

 廃業を検討している理由は、「後継者がいない」が最も高かったが、別の質問で約半

数の事業所が「後継者がいても廃業すると思う」と回答しており、事業の将来性が見込

めないことが事業承継しない最大の理由と推測される。 

 

（2）小規模事業者に対する中長期的な振興のあり方 

①10年程度の期間を見据えて 

 湖西市における小規模事業者に対する今後の振興策としては、上記アンケート結果を

踏まえて、高齢化率や少子化率が今後も増加して行くという現実に即した対策が必要で

あると考える。一つは、地域が一丸となってピンチをチャンスに変えることができる多

様なビジネス機会を創出し、自己実現や社会貢献等の生きがいを産み出す小規模事業者

の起業･創業や第二創業を促進することである。一方で、事業の将来性が見込めず、後

継者も不在のために廃業を希望する高齢事業者に対しては、事業のスムーズな精算と廃

業を行えるような支援体制を整備することも必要である。加えて、人口が減少して行く

中においても、小規模事業者等が人材を確保できるよう、女性・高齢者・外国人等の多

様で新たな人材が、その能力を発揮できる環境整備を行うことが必要である。 

 

②湖西市総合計画との連動性・整合性について 

 2011年度～2020年度の 10年計画で推進している新・湖西市総合計画では、人口減少

という課題に対し、「若者の市外への流出を抑えるとともに、市外から新たな定住人口

を確保する必要性がある。」との認識を示し、土地利用施策の整備や住環境における魅

力創出を推進することを目指している。産業における重要施策としては、工業分野では、

「工業用地の確保や企業立地の推進」「新技術・新産業の創出」「既存企業の育成」を掲

げ、1 事業所（従業員数 4 人以上の事業所）あたりの製造品出荷額等の県内順位で常に

1 位であることを目指して来た。現在もその目標値の維持は継続されているものの、事

業所数は年々減少傾向である。また商業分野においては、「魅力ある商業エリアの活性

化」「商業経営基盤の強化」を施策として掲げ、機械器具販売額を除く年間商品販売額

では当初 365億円を計画最終値 548億円に設定し、中間調査時点では目標値（H27年 475

億円）を超える実績値（495 億円）を達成した。しかしながら、商店数・従業員数とも

に年々減少しているのが現状である。 
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③湖西市商工会としての役割 

 こうした状況を踏まえ、湖西市商工会の果たす役割は、高齢化や少子化という時代の

波をビジネスチャンスと捉え、既存事業者の維持と新たな小規模事業者の創出に繋げる

ビジネス環境の整備を推進することが重要であると考えている。そのため、これまで当

商工会が地域を巻き込んで進めてきた「介護・福祉戦略」や「高齢者マーケット」の拡

大、「防災・減災」にかかるビジネスチャンスの提案や外国人技能実習生などの「新た

な働き手の確保」等の「新ビジネス創造事業」を積極的に推進して行く必要がある。 

 

（3）経営発達支援事業の目標 

 小規模事業者に対する中長期的な振興のあり方に基づき、今後 5 年間で実現を目指す

湖西市商工会の経営発達支援事業の目標を下記のとおり設定する。 

 

＜目標＞ 

 地域問題の解決とビジネスが両立できる新たな仕組みとなる「地域ビジネス包括支援

システム」を確立し、小規模事業者の減少に歯止めをかける。 

①高齢社会に適応した地域産業の創出支援 

②労働人口の減少に備えた多様な人材確保の実現 

③地域コミュニティを支える新ビジネスの創造 

④地域ぐるみで取り組む防災・減災の支援 

 

（4）目標達成に向けた方針 

 

①今後ますます進んでいく高齢社会に適応した地域産業を創出するため、健常高齢者

のライフスタイルに即したニーズを把握し、既存小規模事業者への新たなビジネス

チャンスの提案・提供に繋げる。また湖西市及び市内医療・福祉機関等と連携し、

健康・福祉分野における包括支援に繋がる各種事業を推進することにより、高齢社

会が求める地域産業の創出を目指す。 

②中小企業・小規模事業者において深刻化している労働者不足に対応した人材確保を

実現するため、地域内での人材不足の実態を把握するとともに、当商工会がこれま

で実施してきた「外国人研修生共同受入事業」を拡大し、「特定技能在留外国人」の

活用や、外国人以外の人材派遣事業、無料職業紹介所等の「人財ビジネス」を推進

する。 

 ③少子高齢化に伴う子育て支援や、老人の介護、障害者の自立支援などに必要な地域

コミュニティを支える新たなビジネスを産み出すために、湖西市と連携して様々な

地域課題を把握する。その地域課題の解決に役立つアイデアから新たなビジネスチ

ャンスを創り出す。 

 ④頻発する自然災害で、個々の事業者の経営のみならず、我が国サプライチェーン全

体にも大きな影響を及ぼすことを鑑み、地域ぐるみで取り組む防災・減災に関する

事業支援を推進する。小規模事業者における事業継続力強化計画の積極的な認定支

援や防災・減災で連携する企業間ネットワークの構築を推進する。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

（１）経営発達支援事業の実施期間（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 

 湖西市商工会では、平成 30 年度に湖西市及び市内の新居町商工会と三者合同で実施

した「湖西市事業承継アンケート調査」の結果により、従業員規模５名以下の事業所の

45.3％が「自分の代で廃業予定なので事業承継を行わない」というショッキングな回答

を得ている。マクロ経済的には改元や東京オリンピック、大阪万博など華やかな話題で

景気浮揚の期待感はあるものの、それを担う人間や事業者が圧倒的に不足している時代

が到来しているということである。商工会の本質ともいえる経営改善普及事業と連動さ

せ、地域の中小零細企業との密接な関係を構築し、廃業等による自然減に歯止めをかけ

る事業を展開して行くためにも、国の動きや地域の経済動向を常に注視して行く必要が

ある。特に、ビッグデータを活用した地域との比較分析により、湖西市商工会地域にお

ける今後の商工施策のあり方を検討して行く。 

 

（2）事業内容 

①国が提供するビッグデータの活用 

 当地域における人口推移や産業動向などを全国的なデータベースと照らし合わせな

がら把握して行くことで、地域において今後必要とされる産業を推測し、地域ビジネス

の包括的な支援に繋げて行くため、経営指導員が「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回公表する。 

【分析方法】・「地域経済循環マップ・生産分析」→何で収益を得ているか等を分析 

     ・「産業構造マップ」→産業の現状等を分析 

     ・「まちづくりマップ」→滞在人口を始めとする人の動きを分析 

     ・「企業活動マップ」→創業比率や地域企業の財務を分析 

     ・「雇用/医療・福祉マップ」→医療・介護など地域包括支援にかかる分析 

 ⇒上記データを総合的に分析して行くことで、地域特性を踏まえた事業展開を行う。 

 

②事業承継アンケートの継続実施 

管内の事業承継問題等についてより詳細な実態を把握し、更に今後本会が実施する各種

事業を通じて小規模事業者の意識変化の確認をすることを目的に、事業承継アンケート

を年 1回継続的に実施する。また、精緻なデータとして活用して行くため、回答率につ

いては、最終的には 80％以上となることを目標とし、未回答者については、経営指導員

の巡回指導・窓口相談等によるヒアリングも行うことで回答率を高める。 

 【調査対象】管内小規模事業者 1,381事業者 

 【調査項目】事業承継の予定、課題、廃業の検討、希望する支援策 等 
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 【調査方法】質問紙郵送法、回収率低迷の場合は巡回等によるヒアリングの実施 

【分析手法】経営指導員が外部専門家と連携して分析を行う 

 

（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し、管内事業者等に周知する。 

 ○既存事業者に対する新事業提案や地域内での創業希望者に対する相談業務等に活

用する。 

 

（4）目標 

 現行 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5年度 Ｒ6年度 

①動 向 分 析 - 1回 1回 1回 1回 1回 

②アンケート実施 1回 1回 1回 1回 1回 1回 

③回 答 率 43.6％ 50.0％ 60.0％ 70.0％ 80.0％ 85.0％ 

 

３.経営状況の分析に関すること 

（1）現状と課題 

 当商工会の小規模事業者に対する経営分析に関する個別指導は、マル経融資に係る推

薦書類作成時を始め、決算・確定申告の無料相談窓口での財務分析指導、経営革新計画

の認定支援、小規模事業者持続化補助金の申請にかかる計画策定の支援などにより、経

営指導員の直接的な支援並びに専門家派遣事業などを活用した専門家による支援を実

施している。そうした支援内容を鑑みた場合、地域小規模事業者においては、過去の経

験値や感覚による経営が行われている実態があると思われる。経営状況を冷静に分析

し、時代に即した経営を実現することの必要性に関しては認識が乏しい感が否めない状

況にある。小規模事業者が独自に経営分析を行い、自ら課題を抽出して解決に結び付け

て行くことは非常に困難な場合が多いため、経営分析への動機付けと経営分析ノウハウ

の提供、更に事業計画策定を推進し、事業計画に基づく経営の必要性を啓発して行くこ

とが重要である。 

 

（2）事業内容 

①「経営分析セミナー」の開催 

小規模事業者への経営分析の動機付けと経営分析ノウハウを提供して行くことを目

的にした「経営分析セミナー」を開催し、経営分析希望者の掘り起こしを行う。 

・募集方法 毎月発行する商工会報への記載とＨＰへの掲載により募集する。 

・開催回数 計画期間中、毎年２回実施。 

・参加者数 毎回２０名を定員として募集する。 

 

②巡回・窓口相談等を活用した経営分析希望者の発掘 

「経営分析セミナー」に加え、経営指導員による巡回・窓口相談や、記帳指導・決算確

定申告指導、金融指導等の機会を利用して、意欲的に取り組む経営者を発掘し、経営分

析の希望者の掘り起こしを行う。 
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③経営分析の内容 

【対象者】セミナー参加者及び相談業務で発掘した事業者の中から、意欲的で販路拡大

の可能性の高い事業所を選定 

【分析項目】 

財務情報に基づく分析：売上増加率、営業利益率、労働生産性 等 

 非財務情報に基づく分析：経営者、事業、関係者、内部管理体制の４つの視点 

【分析手法】 

経済産業省が提供する企業の健康診断ツール「ローカルベンチマーク」を活用した経

営分析支援事業を実施する。定量分析たる「財務分析」と、定性分析たる「商流・業務

フロー」「4つの視点」の入力から、小規模事業者が自ら経営分析を行えるノウハウを提

供し、その分析結果を踏まえた事業計画の策定支援に結び付けて行く。 

 

（3）成果の活用 

○分析結果は、実施した事業者にフィードバックし、以後の事業計画策定等に活用する。 

○分析結果は、データベース化して内部共有を図ることで、経営指導員等のスキルアッ

プに活用して行く。 

 

（4）目標 

 現行 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5年度 Ｒ6年度 

セミナー開催数 - ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

経営分析希望者数 - １５名 ２０名 ２５名 ３０名 ３５名 

分 析 件 数 - １５件 ２０件 ２５件 ３０件 ３５件 

 

４.事業計画策定支援に関すること 

（1）現状と課題 

 当商工会では、事業者が希望する補助金申請等の機会に合わせ、事業計画の策定支援

を行っている。事業計画の策定では、静岡県商工会連合会の小規模企業ビジネスパワー

アップ事業やミラサポ等を活用し、経営指導員が同行する専門家派遣事業によって対応

している。 

平成 30年度の実績を以下に示す。 

 ・ビジネスパワーアップ 一般型：９事業所（２８回） 

             連携型：４事業所（３０回） 

 ・消費税転嫁対策支援     １１事業所（２３回） 

 ・ミラサポ           ４事業所（１０回） 

 こうした専門家派遣事業により、小規模事業者持続化補助金（１６件申請）、小規模

事業者経営力向上補助金（７件申請）、Ｈ29 年度補正ものづくり・商業・サービス経営

力向上支援補助金（７件申請）等の申請に繋げ、成果を得ている。しかしながら、こう

した個別支援を希望する事業者は限られており、地区内の多くの小規模事業者にとっ

て、事業計画を策定してそれに基づく経営を行うことの重要性は認識されていないのが

現状である。 
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（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。これまでの支援においても、事業者がこうした事業計

画の重要性を認識するのは、補助金等の申請に必要であることによって、初めて自身の

経営を見直すきっかけとなる場合が多い。そのため、今後も小規模事業者持続化補助金

等の申請に合わせた「事業計画策定セミナー」を開催するなどの方法により、事業計画

の策定の重要性を啓発して行く。また、個別の事業計画策定支援については、３.で経

営分析を実施した事業者を対象に、８割程度/年の事業計画策定を目指す。 

 

（3）事業内容 

 ①「事業計画策定セミナー」の開催 

 経営革新計画や小規模事業者持続化補助金等の申請に合わせて、申請希望者を対象と

した「事業計画策定セミナー」を開催する。 

・募集方法 経営分析セミナーへの参加事業者及び巡回等で発掘した経営分析対象事業

者に対し募集を行う。 

・開催回数 計画期間中、毎年１回実施。 

・参加者数 経営分析希望者の８割程度を目標とする。 

 

 ②事業計画の策定 

 セミナー参加後の事業計画策定希望者に対し、より幅広く専門性の高い指導によって

事業計画の策定に繋げるために、静岡県商工会連合会、静岡県よろず支援拠点、ミラサ

ポ等の登録専門家を活用して事業計画策定の支援を行う。経営指導員等は、専門家と連

携することで支援能力を高めると共に、個々の事業者の計画内容を把握して、策定後の

支援に繋げて行く。 

 

（4）目標 

 現行 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5年度 Ｒ6年度 

セ ミ ナ ー 開 催 数 - １回 １回 １回 １回 １回 

事業計画策定希望数 - １２名 １６名 ２０名 ２４名 ２８名 

事業計画策定件数 - １２件 １６件 ２０件 ２４件 ２８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 

 当商工会では、これまで経営革新計画に関しては静岡県から送付されるフォローアッ

プ調査に従い、経営指導員による巡回ヒアリングを行っている。また、補助金等の活用

を目的とした事業計画策定を行った事業者に関しては、経営指導員等が中心となり、補

助事業期間中は勿論、事業完了後も各種報告時に合わせて年１回程度のヒアリングを実

施している。事業計画を策定した事業者は、実際にその計画遂行の際、様々な課題の発

生や資金需要、計画遅延等が予想される。しかしながら、実際は現状確認に留まること

が多く、改善提案まで進んでいないのが現状である。 
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（2）事業内容 

 事業計画を策定した全ての事業者を対象に、巡回訪問回数を増やしてフォローアップ

の推進を図る。策定した計画の進捗状況を随時確認するため、計画策定事業者への基本

的な訪問回数を、年４回（４半期に１回）と設定した上で、それぞれの進捗状況に合わ

せてフォローアップ頻度を調整する。 

 なお、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

や、計画進捗に関して重要な課題が発生し、専門的な解決策が必要と判断される場合に

は、専門家派遣事業等を活用して外部専門家を投入し、当該ズレの発生要因や今後の対

応方策の検討を行い、更に専門的な解決策を提案するなどの方法で伴走支援を進める。 

 

（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 

- １２社 １６社 ２０社 ２４社 ２８社 

頻度 - ４８回 ６４回 ８０回 ９６回 112回 

利益率 1％以上の増

加事業者数 

- ３社 ４社 ５社 ６社 ７社 

付加価値額 3％以上

の増加事業者数 

- ３社 ４社 ５社 ６社 ７社 

 

６.需要動向調査に関すること 

（1）現状と課題 

 当商工会では、地域小規模事業者への新しいビジネス提案として、「新ビジネス創造

事業」を重点事業に掲げ、「地域家族プロジェクト事業（介護・健康戦略）」「高齢化対

策のための婚活ビジネス事業（高齢者マーケット）」「ささえあい防災事業（防災マーケ

ット）」を令和元年度からスタートさせた。こうした取組みを開始する背景となったの

は、少子化・高齢化・防災対策という地域における重要な課題をビジネスチャンスと捉

え、新たな需要を掘り起こすことこそ、地域内の小規模事業者の減少に歯止めをかける

ものに繋がると考えた結果である。そのため今後も地域住民が抱えている様々な課題を

細部に渡って掘り下げる調査を実施し、新ビジネスの創造に繋げて行きたいと考えてい

る。 

 

（2）事業内容 

①高齢消費者の買い物需要の把握に繋げる「買物動向」調査の実施 

 地域の高齢世帯が求める生活の質（ＱＯＬ）の向上に繋がる各種商品の需要を把握す

るため、関係機関と連携して 70 歳以上の高齢者世帯を対象とした「お買い物動向」調

査を実施する。調査方法については、通常実施されるアンケート調査に加え、商工会職

員が地元大型店等の店頭における対象者へのヒアリングを行い、高齢者の求める商品需

要を把握することで、提案力の強化に繋げて行く。 

 

②流入人口の拡大を目指す「地域の魅力」調査の実施 
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 湖西市の魅力（地域の強み）を地域住民がどのように感じているのかを、事業者・消

費者など様々な視点から確認することで、新たなビジネスの創造に結びつけることを目

的に、「地域の魅力」調査を実施する。流入人口の拠点となる「道の駅」を始め、継続

的に実施している「あおぞらマーケット」や「屋台村」などのイベントへの来訪者に対

し、湖西市及び商工会職員によるヒアリング調査を行い、需要の把握に努める。 

 

③住民の健康意識の向上を目指す「健康意識」調査の実施 

 疾病予防や健康維持への関心は全国的にも高まっており、特定保健用食品の市場規模

の倍増や喫煙率の低下など、食生活や個々の嗜好面でも健康に関する意識は高まってい

る。こうした意識の高まりが、地域住民の中でどの程度浸透しているのか、実態を把握

すると共に、新たなサービスや商品の創造に繋げるべく、湖西市と連携した「健康意識

調査」を展開する。「健康意識」は、年代・性別・生活環境などによって異なることが

予想されるため、調査対象者をランダムに抽出することで全体的な現状把握を行うと共

に、①.②の調査時に合わせ、ヒアリング内容に盛り込むことで、正確性を持たせた調

査とする。 

 

（3）目標 

 現行 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5年度 Ｒ6年度 

買物動向アンケート

調査 

- 1回 １回 1回 1 回 1回 

買物動向ヒアリング

調査 

- ５０名 ５０名 ５０名 ５０名 ５０名 

地域の魅力ヒアリン

グ調査 

- ５０名 ５０名 ５０名 ５０名 ５０名 

健康意識アンケート

調査 

- １回 １回 １回 １回 １回 

健康意識ヒアリング

調査 

- ５０名 ５０名 ５０名 ５０名 ５０名 

 

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 

 本会では、令和元年度、小規模事業者の事業存続に効果的な新規取引先獲得のマッチ

ング事業として「Show 湖西 ～住まいと暮らしの商工祭～」の開催や、「メッセナゴヤ

2019」「テクニカルショウヨコハマ 2020」への出展サポートを計画している。また、湖

西市並びに静岡県商工会連合会の実施する販路開拓支援事業の有効活用により、特に食

品関連の個別事業所にかかる販路開拓の支援も展開している。地域の小規模事業者にと

って、事業存続のためには、こうした取組みを継続的に進めることが重要であると認識

している。そのため、今後も様々な支援機関等（静岡県、静岡県商工会連合会、新居町

商工会、地元金融機関、ＪＥＴＲＯ浜松等）と連携し、個別事業者の販路開拓を継続的

に推進して行く必要があると考えている。 

（2）事業内容 
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①「Show 湖西 ～住まいと暮らしの商工祭～」におけるマッチング事業（ＢｔｏＢ，Ｂ

ｔｏＣ）  

 ボートレース浜名湖を会場に、継続開催している「Show 湖西 ～住まいと暮らしの商

工祭～」を利用して、地域内事業者間のマッチング商談会や、来場する一般消費者向け

に新商品・新サービスの紹介・提供を行う。これに先立ち、展示会出展のためのブース

作りのレイアウトや、ブースに必要なアイテム、商品の陳列方法、宣伝方法等をレクチ

ャーする出展希望者向けセミナーを開催することで参加事業者への事前支援を行うと

共に、出展前に事業者毎の目標設定を行い、成果検証を行うことで事後のフォローアッ

プを実施する。 

 

②県内外展示会・商談会等への出展支援（ＢｔｏＢ） 

 事業計画策定を実施した小規模事業者を対象に、当該事業者が持つ優れた技術力や商

品・製品等の販路開拓を支援するため、県内外で開催される展示会・商談会等への出展

支援を行う。国や県、市などの様々な施策を活用し、これまで同様に各種支援機関（静

岡県、静岡県商工会連合会、新居町商工会、地元金融機関、ＪＥＴＲＯ浜松等）と連携

した販路開拓を実施して行く。 

 

（3）目標 

 現行 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5年度 Ｒ6年度 

①Show 湖西 ～住ま

いと暮らしの商工祭

～出展事業者数 

65社 65社 65社 65社 65社 65社 

 売上額/社 - 10万円 10万円 10万円 10 万円 10万円 

 成約件数 -  2件  2件  2件  2件  2件 

②展示会･商談会出

展支援事業者数 

10社 15社 15社 15社 15 社 15社 

 成約件数 -  1件  1件  2件  2件  3件 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組み 

 

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 

平成 20 年に我が国の人口はピークを迎え、その後、現在は「少子高齢化・人口減少

社会への移行期」となっている。この複合的構造は、本会の全ての産業に何らかの影響

をもたらし、昭和から平成に展開していた事業だけでは解決しない時代となっている。

本会では、前述したとおり、平成 30 年度に実施した「湖西市事業承継アンケート」に

おける小規模事業者の衝撃的な回答を踏まえ、廃業による小規模事業者の自然減に歯止

めをかける事業展開が急務であると考え、既に様々な事業展開を開始している。そのた

め、地域経済の活性化に資する取組は、全て小規模事業者に対する支援の取組みに資す

る事業として捉えており、経済効果を生み出す地域振興策を進めることで、新たなビジ

ネスチャンスを提供し続けることを目指した活動を展開する必要があると考えている。 
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（2）事業内容 

①中心市街地のにぎわい創出事業 

 湖西市への来訪者の増加と中心市街地のにぎわい創出を図ることを目的に、湖西市や

湖西市観光協会、地元商店等と連携した地域活性化のための各種事業を展開する。 

 JR 東海道線の鷲津駅前で開催する「あおぞらマーケット＆屋台村」「きらきらフェス

タ in こさい」など、地元農家・漁師・商店などが参加できるイベントを定期開催する

ことにより、浜松･豊橋という両市からの流入客数の増加による経済効果の拡大を図る。 

 

②地域商工業者が自社 PRを図る商工祭の開催 

浜名湖ボートレース場を会場に「Show湖西～住まいと暮らしの商工祭」の継続開催を

実施する。地元商工会地域の商業・建設業・製造業・サービス業などの各事業者が自社

PRをはかる場として展開することで、新規顧客獲得や販路開拓に繋げつつ、地域活性化

に繋げる事業とする。 

 

③外国人技能実習生受入事業の実施 

 現在、本会では市内製造業における新たな働き手の確保に資する事業として、外国人

技能実習生の受入事業を展開している。本事業は既に 26 期目を迎え、インドネシアや

ベトナムから毎年 20 名程度を市内製造業者に斡旋している。入国後の実習生が行う 1

ヶ月間の集合研修についても本会が実施しており、日本語や日本文化、日本の生活習慣

等についてカリキュラムを組み、基礎的な研修を行っている。この取組みは地元製造業

者にとっても、深刻な人手不足が今後も続いていくことが予想される中において、地域

活性化に資する重要な事業であると認識しており、今後も拡大・継続を図っていく必要

がある。 

更に今後は、新たな就労ビザである特定技能についても調査研究を重ね、新たな働き

手の確保に努めて行きたいと考えている。 

 

④円滑な事業引継ぎ推進事業の実施 

 小規模事業者の事業承継という喫緊の課題に対し、湖西市事業承継問題対策会と協力

しつつ「個別相談会」や「セミナー・講習会」を実施する。特に、今後廃業等を検討し

ている小規模事業者に対し、企業や他人への円滑な引継ぎを行うための手法講座や個別

相談を進めていく。 

 

⑤新ビジネス創造事業の実施 

 本会では地域商工業者の新たな取引先として「超高齢化」「少子化」「人口減少」をキ

ーワードに、介護・福祉・医療の事業者との連携の模索や、新たな産業創出のために国

が提言する農商工連携・6次産業化・医工連携等に関わる創業支援のため、平成 30年度

に「新・企業パートナーシップ構築事業」を展開した。その中において、福祉関連の分

野では、地域の福祉・医療関連分野の事業者が連携した「福祉イノベーション Do-zo協

同組合」を設立し、防災分野では、地域の防災関連の商品等を扱う事業者が連携した「協

同組合減災湖西」も設立させた。 
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 こうした取組みを、本会の財政基盤強化に結びつけられる取り組みとして、新ビジネ

ス創造事業を展開する。具体的には、ビジネスと地域問題解決の両立となる新たな形態

や仕組みの事業を提案し、本会が連携することによって将来的に収益となる事業を創出

して行く。 

 

 こうした事業を展開することにより、収益確保が可能な経済効果の高い地域振興事業

を推進すると共に、地域コミュニティの維持に役立つ地域ぐるみの支援体制の整備を実

現して行く。 

 

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 

 湖西市内の新居町商工会とは合併検討会を設置して、共同・協調する事業を精査し、

より一層の湖西市全域での活動を目指している。隣接する浜松市とは浜松市内の商工会

議所・商工会や、金融機関や支援機関等との定期的な連絡会議にも参加し、相互に情報

交換を実施している。また、豊橋市とも隣接する地域性から、豊橋商工会議所や愛知県

方面の金融機関等とも情報交換の場を常に設けて活動を行っている状況にある。 

 しかしながら、こうした各方面の支援機関との情報交換では個々の事業に関する報告

が中心になっていることから、今後は相互の強みを活かし、小規模事業者に対し、実質

的な成果に繋がる支援体制の構築が必要であると考えている。 

 

（2）事業内容 

①他の商工会・商工会議所、支援機関、金融機関等との情報交換による支援力強化 

 西遠地区商工会（天竜商工会・浜北商工会・奥浜名湖商工会・浜名商工会・新居町商

工会）が共同実施する定期会議（年２回程度）や経営指導員等を対象とした研修会（年

１回）、日本政策金融公庫浜松支店管内の情報交換会、地元金融機関との懇談会等にお

いて、事業計画策定や創業、経営革新等についての支援ノウハウに関する共通テーマを

提案して行くことで、相互の支援能力の強化を図る。 

 

②湖西職業能力開発学院・湖西市ものづくり人材交流センターとの協調 

 湖西市内に設置されている能力開発学院やものづくり人材交流センターと積極的な

情報交換を進めることで、人材確保にかかる支援能力の向上に努め、地域課題の解決ノ

ウハウを構築して行く。 

 

③三遠南信地域連携ビジョン推進会議での広域的な組織情報の共有 

 浜松市役所を事務局として広域連携を推進している「三遠南信地域連携ビジョン推進

会議（年３回程度）」への参加により、地域経済全般の動向等について情報収集を図り、

広域的な需要動向等を確認して行くことで、地域商工業者への情報提供に繋げて行く。 

 

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 
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 本会では、これまで能力開発強化支援事業として、経営指導員等を中小企業大学校の

中小企業支援担当者研修に毎年参加する方法や、経営指導員等が専門家派遣事業に帯同

するなどの方法で、経営指導員等の資質向上を図っている。しかしながら、若手職員と

ベテランとの間には個別支援におけるノウハウに大きな格差があることから、OJT 教育

などにより、総合的な支援能力の向上を図る必要がある。 

 

（2）事業内容 

①支援情報の共有化 

 静岡県商工会連合会のシステムを活用した経営カルテを活用し、経営指導員等が行う

個別支援の取組み情報を全職員で共有化する。これにより、個々の事業者に対する個別

支援状況を全職員が把握しつつ、総合的に支援できる仕組みを構築する。 

 

②能力開発強化支援事業の継続 

 今後も本事業を継続して行くことで、中小企業大学校での中小企業支援担当者研修に

経営指導員等を派遣し、資質向上と支援ノウハウの向上を図る。また、静岡県商工会連

合会が主催する集団研修にも積極的に参加して行くことで、県内経営指導員等の人的ネ

ットワークを促進し、支援力強化を目指す。 

 

③ＷＥＢ研修の受講 

 経営指導員等が、全国商工会連合会が実施しているＷＥＢ研修を積極的に受講するこ

とで、専門的な知識やノウハウを習得し、経営支援能力の向上を図る。 

 

④OJT制度の導入 

 支援経験が豊富なベテラン経営指導員と若手指導員や一般職員がチームとなって、巡

回指導や窓口相談に対応する仕組みにより、組織全体の支援能力の向上を図る。 

 

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 

 本会で実施している各種事業については、これまでも常に成果目標を設定し、その達

成度や成果の概要を総代会資料に掲載する方法で公表して来た。これにより常にＰＤＣ

Ａサイクルを回す仕組みが構築されており、事業評価と見直しを図っている。しかしな

がら、外部評価を交えた総合評価となっていないことから、今後は湖西市を交えた第三

者による協議会的な組織を設置することで、評価と見直しの強化を図る必要がある。 

 

（2）事業内容 

 本会理事会と併設し、湖西市産業振興課長、法定経営指導員、外部有識者として地元

中小企業診断士、金融機関の支店長等をメンバーとする「事業評価委員会」を設置し、

半期毎の経営発達支援事業の進捗状況の評価を行う。 

 事業評価委員会による評価結果は、理事会にフィードバックした上で、事業実施方針

に反映させると共に、本会ＨＰと会報への掲載（年２回）することで、地域小規模事業

者等が常に閲覧可能な状態にする。 
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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 

（令和元年８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当該経営指導員の氏名、連絡先 

  ■氏 名： 二橋 和久 

  ■連絡先： 湖西市商工会 TEL.053-576-0637 

 
②当該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・

見直しをする際に必要な情報の提供等を行う。 
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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 

〒431-0431  

静岡県湖西市鷲津 332-8 

   湖西市商工会 総務課 

   TEL：053-576-0637 / FAX：053-576-3981 

   E-mail：nihashi@kosai-city.net 

 
②関係市町村 

  〒431-0492 

 静岡県湖西市吉美 3268 

湖西市 産業部産業振興課 

TEL：053-576-1215 FAX：053-576-1115 

E-mail: koushin@city.kosai.1g.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 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 

 

専門家派遣費 

調査研究費 

セミナー開催費 

広報費 

需要開拓費 

1,000 

1,500 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,500 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,500 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,500 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,500 

1,000 

1,000 

1,000 

（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、手数料収入、静岡県補助金、湖西市補助金、事業収入 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 

 

 

 

 

連携して事業を実施する者の役割 

 

 

 

 

連携体制図等 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




