
経営発達支援計画の概要 

実施者名 
菊川市商工会（法人番号  ５０８０４０５００５１４４） 
菊川市（地方公共団体コード ２２２２４１） 

実施期間 令和２年４月１日～令和７年３月３１日 

目標 

【経営発達支援事業の目標】 
菊川市は、全国的にも有名なお茶の産地として、その地位を築いている。 
地場産業として、茶業関連事業者が多い。他方では、道路整備等生活基

盤の拡充により、大手資本による商業施設の進出も多く、かつての市民の
駅前商店街を中心とした購買からロードサイドでの購買行動に取って代
わってきている。地域密着型組織である商工会としてその他支援機関と連
携を図り、市が目指す「商工業が活気あるまちづくり」の３つの施策に沿
って個別企業の経営力向上や販路拡大を支援し、地域活性化していくこと
を目標とする。 

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 

業種別調査、ヒアリング調査、消費者調査の実施。 
各部会・セミナー開催時におけるアンケート調査や他の支援機関と

の連携による情報共有によって整理、分析を行う。またイベント開催
時等において来場者を対象に、需要動向を探るべくアンケート調査を
実施し、事業者と相対する立場からの情報を入手・分析する。 

 ２  経営状況の分析に関すること 
ヒアリングシート、指導カルテを活用し、個別事業所ごとの景況感

や経営状況を収集・分析する。 
 ３  事業計画策定支援に関すること 

事業計画策定、新規創業、事業承継に関して個別支援を行う。また
六次産業化や経営革新事業についても他の支援機関と連携を取り、支
援を行う。 

 ４ 事業計画策定後の実施支援 
フォローアップにより課題の解決や提案を行い、計画と結果の乖離

について原因を探り改善策をたてる。 
 ５ 需要動向調査に関すること 

消費者データと、指導員等職員や近隣商工会と連携しての地域のミ
クロデータ収集分析に努める。 

 ６ 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 
販路拡大に向けた展示会や物産展への出展支援  

Ⅱ 地域経済の活性化に資する取組 
７ 地域経済の活性化に資する取り組みに関すること 

地域のブランド化や賑わい創出のため、販路開拓拠点づくりの一環
として物産展などを計画する。 

連絡先 

菊川市商工会  
〒４３９-００３１ 
静岡県菊川市加茂２１５６ 
TEL ０５３７-３６-２２４１ FAX ０５３７-３６-２２４４ 
E-Mail info@kksho.jp 

菊川市 建設経済部 商工観光課 
〒４３９-８６５０ 
静岡県菊川市堀之内６１ 
TEL ０５３７-３５-０９３６ FAX ０５３７-３５-２１１４ 
E-Mail shoukou@city.kikugawa.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 地域の概要（現状） 
ア 立地 

静岡県の西部に位置し、一級河川「菊川」の中流域に広がる菊川市は、遠州 
と信州を結ぶ「塩の道」など、古くから南北交通の要所として栄えたまちであ
る。明治２２年ＪＲ（旧国鉄）東海道本線菊川駅の開設により、駅前周辺や市
南部を中心に市街地が広がり、近年は東名菊川インターチェンジ周辺の区画整
理事業により新たな商業区域が形成されている。 
東西方向はおよそ９キロメートル、南北方向はおよそ１７キロメートルであ

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
イ 人口の推移 

住民基本台帳によると平成３１年３月末現在４８，３１９人（うち日本人 
４４，８６９人、外国人３，４５０人）。５年前の平成２６年３月４７，７５８
人（うち日本人４５，２９６人、外国人２，４６２人）と比較して１．１％ほど
増加しているが、日本人は約０．９％減少（外国人４０％増）している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ここ５年程、総人口は毎年微増の動きを示しているが、内訳では日本人人口が
漸減し相対的に外国人人口が増加傾向にある。 

 
ウ 産業構造の推移（業種構成、業種別の景況感、業種別の商工業者数） 

製茶機器の製造を中心に発展してきた菊川市の工業は、昭和４４年の東名高
速道路菊川インターチェンジ開設を機に飛躍的な成長を見せ、４カ所の工業団地
を中心に１００社以上の企業が立地している。緑に囲まれた工業団地には自動車
関連を中心とした企業が立ち並び、「ハイテク産業のまち」として躍進するとと
もに、自然環境の保全・公害防止を重視している。菊川市内の企業は、自動車用
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部品や精密工作機械など特殊技術において世界的な実績とシェアを占めている
企業も数多く、海外にも多くの企業が進出している。業種別の小規模事業者数は
以下のとおりである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

エ 歴史的な背景 
縄文・弥生時代からの遺跡をはじめ、国指定の重要文化財や史跡など数々の

歴史・遺産に触れることができる。温暖な気候に恵まれ、市の東部には明治初頭
の大規模開拓による「日本一の大茶園」牧之原台地が広がり、「お茶のまち菊川」
として広く知られている。 

 
オ 交通網 

地域内には、ＪＲ東海道本線菊川駅、東名高速道路菊川インターチェンジを
有し、近隣にはＪＲ東海道新幹線掛川駅、御前崎港、富士山静岡空港を有する
ことから、利便性に恵まれた将来性豊かな地域となっている。 

 
カ 地域の名産品、地域資源 等 

菊川市は、温暖な気候と地理的条件に恵まれ、茶を中心に水稲や施設園芸な
どの農業生産が盛んである。市北部では、基幹作物である茶や水稲、施設園芸な
どの農業がおこなわれており、特に基幹作物の茶は県内においても屈指の栽培面
積を誇り、全国的にも茶産地として名声を発している。市南部では大規模に整備
された水田において営農集団などによる効率的な水稲栽培をはじめ、茶、レタス、
メロンなど多品目にわたる農業が行われている。 

   
②  地域の（現状と）課題 
ア 地域の風土、地理的な強み（弱み）を踏まえた課題 

静岡県の西部地域（遠州東部＝東遠）に位置し、市の名前の由来にもなってい
る菊川が市の中心を流れている。この地域は江戸時代にほぼ開墾されていたが慢
性的な水不足に悩まされており、現在は大井川から取水した水が菊川市の水源に
なっている。 
当地域静岡県内でも晴天率が高いという調査結果があり、古来干ばつに見舞わ

れてきた歴史がある。現在は、田畑の都市化により、増水時の河川の流量が増え
水害の危険性が高いといわれている。 
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イ 歴史的な背景による強み（弱み）を踏まえた課題 
長引くデフレの影響で進出企業の海外移転や撤退、高齢化や後継者不足を原因

とする廃業事業者が後を絶たず、商店数の減少による既存商店街の空洞化、基幹
産業である茶業界でも、生産量、生産面積減少、さらに荒廃化した畑が目立って
きている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ウ 人口に関する強み（弱み）を踏まえた課題 
平成２７年国勢調査人口では４６，７６３人。平成２２年の国勢調査と比較す

るとおよそ０．６％減少。老齢人口割合（総人口に占める６５歳以上人口比率）
は２５．１％と年々上昇しており、平成２２年と比べ３．１ポイントの増加とな
っている。一方、年少人口割合（総人口に占める１５歳未満人口比率）は１４．
５％となっており、平成２２年よりも０．０１ポイント増加し、少子高齢化の進
行がうかがえる。世帯数は、平成２７年で１６，０９５世帯と、平成２２年に比
べ３．９％の増加を示しているが、核家族化等の進行により１世帯あたりの人員
は２．９人に低下している。 
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今後人口減少が続くことに呼応して労働人口も減少し老齢人口が増加してい
くことが予想される。 

 
エ 産業に関する強み（弱み）を踏まえた課題 

地場産業であるお茶関連の業界や製造加工販売を営む小規模事業者の中には、
いち早く地域の構造変化を新たなビジネスチャンスととらえ、リノベーションや
新分野への展開を図った経営者が少なからずいる。しかし大多数の小規模事業者
は、限られた経営資源（人・モノ・カネ）や自助努力だけでは克服できない様々
な課題を持っている。 
中小零細事業所は、高齢化や後継者難により事業を存続できず、淘汰されてい

く傾向にある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

オ 交通網に関する強み（弱み）を踏まえた課題 
地域では、インフラ整備により市内の南北幹線道路の部分完成や富士山静岡空

港の開港を契機に、駅周辺の大型商業施設の誘致やインターチェンジ周辺におい
てもビジネスホテルの進出で都市機能としての利便性が高まってきている。 
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反面、交通インフラが整うことで通勤通学移動の便が良くなり人口流出増と 

なり、夜間人口に比べ昼間人口が少ない状況が続いている。 
 

カ 地域の名産品、地域資源に関する強み（弱みを踏まえた課題） 等 
平成２５年に茶産地特有の伝統的な「茶草場農法」が世界農業遺産に認定され

るなど農業が見直されてはいるが、農業従事者の減少により耕地の集約化が進
み、効率的な農業経営を行うことで利益を出すことが求められている。 

 
 
 
 
 
 
 

(2) 菊川市商工会の役割 
① これまでの商工会の取組と課題 

市内事業者のうち小規模事業者の内訳は、過去１０年ほど大きな変動はない。
しかし、中小企業とりわけ小規模事業者を取り巻く環境が厳しい中、本会では創
業セミナーや事業承継に係る相談会の開催で起業者や後継者の育成・事業継続に
向けた取り組みを行っている。 

   
② 地域の総合的経済団体及び小規模事業者支援機関として、今後、商工会に求め

られている役割（機能） 等 
支援機関としての商工会は、長年の実績と高い信頼性や公共性、そして最も得 

意とする地域密着と豊富な情報量及びワンストップサービスなどの強みをもって
いる。 
近年、従来からの記帳経理や労務・金融に代表される経営指導から、国や県の

補助金制度活用や創業・事業承継、将来的な情報化社会に対応していくべく情報
機器に関する支援など多種多様な相談に対応するため、多岐に渡る指導する責務
が求められ重要視されてきている。 

 
(3) 小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

平成１７年１月の小笠町と菊川町の合併にともなって誕生した菊川市は、平成２９
年度から令和７（平成３７）年度までの第２次菊川市総合計画を策定している。それ
によると、産業分野においては、「活気にあふれた地域の良さを伸ばすまち」という
旗印のもとに「商工業が活気あるまちづくりと」して、「１.就労機会の拡大を図りま
す」、「２.がんばる商業者を応援します」、「３.市内企業の応援と進出企業の獲得に
努めます」の３つが施策の柱となっている。 
当会は、地域に根差した支援機関として中長期的な観点からの産業の維持発展を目

標に掲げる。既存事業者と新規事業者すなわち創業者とが、それぞれが両輪となって
地域事業者としての繁栄が核となる。 
一つとして一般的に言われる企業寿命約３０年説を覆らせるまでもなく、事業継

続・発展にあたり後継者問題の解決にあたる。親族内承継、第三者承継、企業買収な
どの選択肢の中から最善最良の解を導く術を構築する。それに付して既存事業の見直
しと経営革新事業と絡ませ、存続していくため事業モデルの再構築を見極める。また
一つ創業者支援として、事業者の起業した思いをくみ取り経営を軌道に乗せる道筋を
つけ経営基盤の強化・向上で事業規模の拡大を支援することが２つの命題と課してい
る。この２つのテーマを愚直に遂行していくことが、商工会に求められる課題であり
使命であると認識している。 
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(4) 経営発達支援事業の目標 

「地域の現状及び課題」「小規模事業者の中長期的な振興のあり方」を踏まえ、本
商工会の今後５年間で実現を目指す目標を以下のとおりとする。 

① 事業承継、新規創業の支援 
② 既存事業者の存続支援 
③ 六次産業化の支援 

 
(5) 目標の達成に向けた方針 

事業目標とする①～③を達成する支援内容は以下のとおりとする。 
①  事業承継に対する適切な支援を行うため、経営指導員による巡回指導及び必要 
に応じた専門家による指導を行う。また、新規創業者については、市と連携した
指導によりきめ細かな支援を行う。 

②  既存事業者に対しては、経営分析を行うことで課題を洗い出し、経営指導員に 
よる巡回指導及び必要に応じた専門家派遣により課題を解決するとともに、経営
革新計画の策定、補助金等各種施策の活用や展示会出展による販路開拓等、新た
な取り組みへの支援を行う。 

③  農業者を主とする一次産業者と二次・三次事業者の連携等を図るため、セミナ 
ーの開催や経営指導員による巡回指導等により支援を行う。 

 
 
 
 

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 
 
１．地域の経済動向調査に関すること 
 

(1) 現状と課題 
① 現状で実施している調査の概要と課題 

当地における経済動向については、主に経営指導員や補助員による事業所巡回 
指導や窓口相談により把握する情報・経営諸課題を共有、また日本政策金融公庫、
信用保証協会との情報交換会、地元信用金庫担当者との交流での情報収集が主で
ある。業界の景況情報、企業進出、設備投資、資金需要が中心となっており、業
種ごと又は逆に特定の事業者とそれらが直接個別の経営に必ずしも活かし切れて
いない。ビジネスチャンス、需要予測のバロメーター的な情報量に達していない。 
各業種組合への定期的なヒアリング、あるいはランダムに選んだ事業所からの

情報収集により、一定数のサンプルからおおよその動向を把握し、経営指導のツ
ールとして有用手段としうるよう整備する。 

 
(2) 事業内容 
① 業種別調査（既存事業改善） 

当会で設置している６部会（商業・工業・建設業・サービス業・飲食業・特産）
が定期的に開催する会合時におけるヒアリング情報収集、当会で実施する講習
会・セミナーでのアンケート形式による情報収集を行い、職員間で共有し個別事
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業所の支援に活用する。 
生産量、販売額、受注状況、雇用状況、設備投資状況、業界・個別景況感等を

整理して記名・無記名式を適宜分けて収集する。出来るだけ実態・実情を吸い上
げられる工夫を施し、定性的な分析を行った上で業界全体からの自社の立ち位
置・経営方針について助言することで効果が期待できる。 

 
【調査対象】管内小規模事業者３０社（６部会から各５社） 
【調査項目】売上、仕入、経常利益、資金繰り、雇用、設備投資 等 
【調査方法】調査票を部会開催時に配布、記入後回収 
【分析方法】経営指導員等が外部専門家と連携し分析 

 
(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し、広く管内事業者等に周
知する。 

 
(4) 目標 
 現状 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 
① 公表回数 ０ １ １ ２ ２ ２ 

 
２．経営状況の分析に関すること 
 

(1) 現状と課題 
現在、マル経融資相談対応時や、経営革新事業計画策定時、持続化補助金やもの

づくり補助金等の各種補助金事業計画策定支援の相談対応時に事業所の決算状況や
経営状況を把握し分析する程度に留まっている。新製品開発や販路開拓、サービス
提供方法など事業者の今後を左右する事業展開について、具体的な情報入手が限定
的であるがゆえ経営サポートが不十分であるのが実態である。 
地域経済動向調査及び分析結果と事業者のデータを照らし合わせ、定性的・定量

的に分析し職員間で情報共有を行う。商工会として個々の具体的な数値データを蓄
積していくことで、今後の支援策の検討、行政サービスへの提案材料として整備活
用を行う。 

 
(2) 事業内容 
① アンケート・ヒアリングシート活用（既存事業改善） 

経営指導員の巡回訪問時において菊川市商工会独自のアンケート調査用紙、静
岡県商工会連合会作成の巡回支援ツール「ヒアリングシート（事業所における経
営戦略、危機管理、人材管理、財務管理、マーケティング等の現状と課題適合率
をレーダーチャートで表示）」を持 参し、有効的に積極活用
し経営分析する。 
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【対 象 者】巡回訪問時に経営課題を抱える小規模事業者 
【分析項目】財務分析による経営状況、人材教育や活用・危機管理等の非財務分析 
【調査手法】経営者によりアンケート、チェックシートを記入し、「ヒアリングシー

ト」を活用し経営指導員が分析する 
 

(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、事業計画の策定に活用する。 
事業所ごとにレーダーチャート式に浮かび上がった諸課題や他職員のカルテ記載

情報から総合的にまとめ、経営者への報告及び支援策を提案する。指導員等で解決
できない専門的な課題については然るべき専門家と連携し問題解決にあたる。 

 
(4) 目標 
支援内容 現状 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 
分析件数 ０ ３０ ３０ ４５ ４５ ６０ 

 
３．事業計画策定支援に関すること 
 

(1) 現状と課題 
経営改善支援や経営革新計画策定支援については、巡回訪問時の中で指導員と経

営者との話の中から洗い出されて個別対応している。また創業や事業承継について
は、個々人が直接商工会に訪ねて来ることもあるが、多くはセミナー開催のための
広報物を目にしての参加により集団研修を行い、その後の展開として個別に支援し
ていく流れが多い。 
小規模事業者の多くは、自社事業の振り返りを行っていない。経営分析や補助金

申請にあたって自社の経営課題を認識するうえで、まず手始めに自社分析する方法
を再確認することが最重要となる。 
自発的な意識でセミナー参加の場合と、受動的とでの意欲に違いがあるように感

じている。どちらかといえば助言に終始し提案型指導で終わるケースが多いため、
双方向のコミュニケーションによりお互いの考え方を理解し合い作り上げていくこ
とで、意識の改善を図る。 

 
(2) 支援に対する考え方 

経営指導員による巡回指導や専門家派遣、セミナー開催等により、「２．」で経営
分析を行った事業者の５割程度／年の事業計画策定を目指す。併せて持続化補助金
やものづくり補助金、事業承継補助金の申請を契機に経営計画の策定を目指す事業
者の中から、実現可能性の高いものを選び事業計画の策定につなげていく。 

 
(3) 事業内容 
① 個社支援（既存事業改善） 

新規創業者、事業承継の希望者の事業計画策定を支援するため経営指導員によ
る巡回指導を行う。また、支援内容に応じて専門家派遣を適宜活用する。なお、
新規創業者については、市と連携し支援をきめ細かな支援を行う。 

 
② 経営革新事業セミナー（新規事業） 

新事業を立ち上げようとする事業者の考えを具体的な形に落とし込むことで、具
体的に経営目標や事業の振り返りで課題の明確化を行い、意欲のある事業者を中心
にセミナーを開催する。セミナー後は、経営指導員による巡回指導及び必要に応じ
て専門家派遣を活用し、事業計画策定の支援を行う。 

 
【募集方法】市と連携をとり、ＨＰ・チラシ広報等により周知を図る 
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【開催回数】４～５回程度の複数回 
【カリキュラム】概要、事例、事業計画策定、実施方法など 
【参加者数】１０～１５名程度 
【支援対象者】小規模事業者  

 
③ 六次産業化事業支援（新規事業） 

農業従事者を中心に、生産者が自ら直売や加工といった取り組みだけでなく、
生産・加工・販売やさらに観光集客まで一体としたアグリビジネスとして、付加
価値の向上を目指すための事業計画策定の支援を行うためのセミナー等を開催
し、事業計画策定の支援を行う。また、新商品開発や新サービスの提供について、
既存産業のもつ販路拡大のノウハウと連携させることで相乗効果が期待できるな
ど、垣根を越えた取り組みを市と連携し支援する。 

 
【募集方法】市と連携をとり、ＨＰ・チラシ広報等により周知を図る 
【開催回数】４～５回程度の複数回 
【カリキュラム】概要、事例、事業計画策定、実施方法など 
【参加者数】１０～１５名程度 
【支援対象者】農業従事者を中心に広く事業者及び関心のある一般市民 

 
(4) 目標 

支援内容 現状 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 
事業計画策定件数 未実施 １５ １５ ２３ ２３ ３０ 

 
４．事業計画策定後の実施支援に関すること 
 

(1) 現状と課題 
過年度において、事業計画を策定した事業者に対しては計画の進捗状況や当初計

画した目標の達成度合いの確認程度に限られ、経過や結果に至る過程・経緯の考察
に時間を割く部分が不足していた。 
小規模事業者の多くは、経営分析や経営計画の重要性や必要性について理解され

ていないのが現状である。具体的に分かりやすく丁寧に説明し納得してもらうこと
が最善策であると考える。フォローアップにこそ時間を十分に割き、計画と結果の
乖離について原因を考える機会を設け意識を高める。 

 
(2) 事業内容 

事業計画を策定したすべての事業者を対象に、経営指導員の巡回指導により、年
３回程度の指導を行う。計画したスケジュールから遅れた場合に、直ちに修正可能
なものか計画自体に見直しを必要なものかを見極める。その段階で、専門家の指導
を仰ぐ必要があると判断した折には、各種専門家派遣制度を活用し適切な専門家に
よるアドバイスや時に計画そのものの修正に着手する。また、計画によって齎され
た新たな商品やサービス等の成果物等は、全国商工会連合会や静岡県商工会連合会
その他支援機関との連携を図り販路開拓支援（アンテナショップでの試験販売やマ
ーケットリサーチ、全国物産展やＦＯＯＤＥＸその他展示会への出展支援、専門家
派遣）を行う。 

 
(3) 目標 

支援内容 現状 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 
フォローアップ対象
事業者数 

－ ４０ ４０ ４０ ４０ ４０ 

頻度 － １２０ １２０ １２０ １２０ １２０ 
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売上増加事業者数 － ３０ ３０ ３０ ３０ ３０ 
利益率１０％以上増
加事業者数 

－ １５ １５ １５ １５ １５ 

 
 
 
５．需要動向調査に関すること 
 

(1) 現状と課題 
これまでは具体的な需要動向に関する調査を行ってこなかった。官公庁の発行す

る統計調査資料だけでは不十分である。 
個別の小規模事業者の経営方針や戦略に沿った需要動向データを提供すべきこと

を考えると、事業計画策定における需要・販路開拓資料としては商品別市場規模や
地域別消費動向について把握する必要がある。官公庁の統計データのほか、全国新
聞記事、企業調査機関、業界動向調査書籍、インターネット情報などあらゆる媒体
を駆使する。そうして入手した情報を整理分析して、必要なものを必要なときに必
要なだけ事業所にピンポイントで提供することが必要である。 

 
(2) 事業内容 
① 消費者調査（新規事業） 

特産品を活用した新商品を開発するため、菊川の特産品を使用した「贈答品」（例
として、茶、イチゴなど）を菊川地域におけるイベント開催時に来場される一般市
民に対し、試食及びアンケート調査を実施する。調査結果は分析を行い、フィード
バックすることで商品改良の参考とするとともに、事業計画へ反映する。 

 
【サンプル数】来場者５０人 
【調査手段・手法】「菊川元気まつり」（来場予定数：１５００人）等の来場者に対して、 

試飲及びアンケート記入を依頼する 
【分 析 手 法】経営指導員が分析を行う 
【調 査 項 目】①味、②触感、③見た目（色、大きさ）、④価格 等 
【分析結果の活用】農業従事者を中心に広く事業者及び関心のある一般市民 
 
(3) 目標 

 現状 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 
調査対象事業者 ０ ３ ３ ３ ５ ５ 

 
６．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 
現在は当地で人気の商品やスイーツなどを地域イベントや物産展に持ち込んで、

試飲・試食販売程度に留まっている。 
食品やスイーツといった一般食材がほとんどで、それ以外には手薄であった。 

 
(2) 事業内容 
① 食品関係物産展参加（ＢtoＣ）（既存事業改善） 

Ｂ級グルメイベント等の「食品」にまつわる展示会等へ出展し、食品関係で新た
な需要開拓を目指す事業者を支援する。 

 
（参加検討物産展の開催実績） 
エコパグルメスタジアム  
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   ２０１９年５月１１日（土）・１２日（日）小笠山運動公園 エコパスタジアム 
約８０，０００人来場 １００超出店 

 
② ビジネスマッチング商談会参加（ＢtoＣ）（新規事業） 

各地信用金庫が主催するビジネスマッチングフェア等へ出展する。地域信用金
庫と取引する新規顧客開拓、自社事業ＰＲに取り組む地元事業所を中心に支援し
ていく。取り組みはじめとして県内の展示会への出展、その後エリアを広げ東海
地区や首都圏など段階を踏んでいく。参加事業所に対しては、申込み手続きから、
準備、当日の小間設営・ＰＲ、商談会後の企業へのアプローチ方法についてサポ
ートを行う。事業者にとっては、自社ＰＲ及び新規取引先開拓に効果が期待でき
る。 

 
（参加検討展示会の開催実績） 
しんきんつなぐチカラ静岡２０１８ 繋ぐ、結ぶ「ひと・まち・しごと」 

   ２０１８年１０月１０日（水）ツインメッセ静岡  
   約１５，０００人来場 ３８８社（商談会２９８、物産展９０） 
   信用金庫取引先を中心とした複合型地方創生イベント 
   面談事前調整型商談イベント+展示スペース 

 
（３）目標 

ＢtoＣ 現状 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

物産展参加事業者数 ０ ３ ５ ５ ５ ５ 

売上額（１事業者あたり
平均） （単位：千円） 

０ ４０ １００ １００ １００ １００ 

 
ＢtoＢ 現状 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

商談会参加事業者数 ０ ３ ５ ５ ５ ５ 

成約件数 ０ ３ ３ ３ ３ ３ 

 
Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
 
７．地域経済の活性化に資する取組みに関すること 
 

(1) 現状と課題 
基幹産業である茶の振興に関する課題については、共通認識はあるものの具体的

な取り組みの部分では課題が多い。 
茶産業を中心に地域の魅力の特性を踏まえた上で、観光振興等を含めた地域のブ

ランド化・賑わい創出やアンテナショップ機能を備えた販路開拓拠点づくり、地域
コミュニティの基盤である商店街活性化事業など、小規模事業者の持続的発展とは
表裏一体としてとらえ、また市名の由来でもある菊川の利活用を目的とした菊川か
わまちづくり協議会とも協調し、地域活性化に資する具体的事業を展開する。 

 
(2) 事業内容 
① 「菊川市地域経済活性化推進会議」 

商業・工業・農業・観光業・茶業・学識経験者など市内各経済団体の代表者等
で構成する「菊川市地域経済活性化推進会議」では年２回の会議を開き、菊川市
の経済の活性化の方向性について検討し共有を図っている。 
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② 「菊川元気まつり」地域活性化事業（既存事業改善） 
平成２２年に完成した新商工会館及びその駐車場は東名高速道路菊川インタ

ーチェンジ前に立地しているため広域的に集客できるという利点を活かすこと
ができる。現在、にぎわい創出を目的に「菊川元気まつり」を毎年開催している。
小規模事業者の販路拡大を目指した「物産展」としての機能を果たしている。魅
力ある地域資源を活かした商品のテストマーケティングや地域の賑わい創出を
通して交流人口の増加を目的に地域活性化事業を継続的に開催している。 

 
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 
 
８．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 
定期的に開催する会議上で収集する情報に限らず、個別の経営計画策定支援事業

について他の支援機関と情報交換できる仕組みを構築している。市との連携により、
幅広い相談に横断的対応ができるためワンストップサービスの充実を図っている。 
小規模事業者の経営環境が類似する中東遠地区商工会では、共通する課題や似通

ったケースが多数ある。同地区商工会に所属する職員を対象に、情報共有、支援の
現状や支援ノウハウ、各地域の経済状況等について意見交換することで職員自身の
資質向上を図る。 

 
(2) 事業内容 
① 金融機関連携会議（既存事業改善） 

地域経済を支える信用金庫・銀行の各支店や保証協会、政府系金融機関である
日本政策金融公庫のエリア担当者と連絡を密にし、それぞれが収集した情報を共
有また支援方法についても共有することで、協調し事業者の課題解決に向けた支
援策を探る。 

 
②  担当者情報交換会（新規事業） 

商工会のほか、ＪＡ、茶業協会、その他業者団体等の実務担当者間での情報交
換会を行う。「菊川市地域経済活性化推進会議」の代表者レベルとは違い、あくま
でも担当者間として、情報共有を図る。市内の需要や動向、支援施策の共有化、
進出企業の情報交換を２か月に１回程度開催を見込み、小規模事業者の抱える課
題を協力しあって解決策を探ることを試みる。 
 

９．経営指導員等の資質向上等に関すること 
 

(1) 現状と課題 
①  現状で実施している経営指導員等の資質向上等の概要と課題 

経営課題に対する解決支援能力は、個々の経営指導員等の能力に依存している
のが現状である。全方位的な知識や経験値が豊富にあったとしても、支援ノウハ
ウの享受や共有する機会が少なく、標準化・平準化が課題となっており全ての諸
問題を的確にスピーディに解決するまでには至っていない。 
 

②  課題を具体的にどのように改善するか 
支援ノウハウや事業計画作成支援、情報ネットワークづくりなどは長年の経験

と実績が能力形成に大きな役割をもつ。組織的支援体制を固めることで個々の能
力を高め、小規模事業者の発展につなげる。 

 
(2) 事業内容 
①  分野別職員研修（新規事業） 
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金融、税務や社会保険・労働保険、情報、法務、知財など事業者支援に取り組
むべき専門分野ごとに研修会を開催。研修会やセミナーに積極参加、あるいは自
前で企画・開催することで職員の能力を全体的に底上げする。基礎的知識を学ぶ
ことで事業者からの相談に応対職員が前捌きした上で、担当職員に繋げることで、
問題の共有化、解決に至る時間的ロスの短縮を可能とする。 

 
②  データベース化（既存事業改善） 

職員が参加した研修会やセミナーの資料等を共有ファイル管理しておくこと
で、誰もが諸問題を解決していく上で、参考資料として活用することが出来る。 
また、経営指導カルテを業務日報として指導員のほか全ての職員が日々入力し、

データベース化することで事業者情報や支援内容の情報共有を図る。 
 
１０．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 
総務委員会にて、評価・見直しの方針を決定。事業の成果・評価・見直しの結果

は、理事会へ報告し、承認を受ける。 
中小企業診断士等の外部有識者により、事業の実施状況、成果の評価・検証を行

うことで、中立的公正な判断を求めることができる。 
 

(2) 事業内容 
毎年度定期的に中小企業診断士資格を有する外部有識者、市役所担当部署担当者

及び法定経営支援員等を交えた評価会を開き、結果を機関紙やＨＰで公表し、誰も
が閲覧可能とする。 
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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 

 
（令和元年１０月現在） 

 
(1) 実施体制 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 法定経営指導員の関わり 
 
① 法定経営指導員の氏名、連絡先 

 
■氏 名：石橋寛士 紅林泰成 碓井崇史 
■連絡先：菊川市商工会 TEL.0537-36-2241 

 
  
② 法定経営指導員の関わり 

 
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 

 

 〒439-0031 

 静岡県菊川市加茂 2156 

  菊川市商工会  

   TEL：0537-36-2241/ FAX：0537-36-2244 

   E-mail：info@kksho.jp 

  

〒439-8650 

 静岡県菊川市堀之内 61 

  菊川市 建設経済部 商工観光課 

   TEL：0537-35-0936 / FAX：0537-35-2114 

   E-mail：shoukou@city.kikugawa.shizuoka.jp 
 
 

菊川市商工会 

事務局長 

法定経営指導員 ３名 

補助員     ２名 

記帳専任職員  ３名 

記帳指導職員  １名 

記帳指導員   ３名 

 

菊川市 

 

建設経済部 商工観光課 
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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 ２，８００ ２，８００ ２，８００ ２，８００ ２，８００ 

 

専門家派遣費 
協議会運営費 
セミナー開催費 
チラシ作成費 
物産展事業費 

５００ 
３００ 

１，０００ 
５００ 
５００ 

 
 
 
 
 

５００ 
３００ 

１，０００ 
５００ 
５００ 

 
 
 
 
 

５００ 
３００ 

１，０００ 
５００ 
５００ 

 
 
 
 

 

５００ 
３００ 

１，０００ 
５００ 
５００ 

 
 
 
 
 

５００ 
３００ 

１，０００ 
５００ 
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、国補助金、県補助金、市補助金、事業委託費 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 

 

 

    

 

 

 

 
 

 


