
 
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 
南伊豆町商工会（法人番号  7080105004527） 
南伊豆町   （地方公共団体コード 223042） 

実施期間 令和 2年 4月 1日～令和 7年 3月 31日 

目標 

①“静岡県下 市町民所得ワースト 1 脱却”に向けた事業者の「稼ぐ力」
を増加させる事業計画策定支援②小規模事業者販路開拓支援の 2つの重
点目標を中心に、町との連携や中小企業診断士グループの協力により実
現可能性を高めるため実行段階までの伴走型支援を積極的に行う事に
より地域の活性化に繋げていく。 

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 

３．経営状況の分析に関すること、６．需要動向調査に関すること 

ビッグデータや事業者ヒアリングによる経済動向調査、個別相談による経

営分析や消費者を対象としたニーズ調査を実施。連携専門家及び全職員で

情報共有し各事業所の経営状況や地域動向・業界動向等を把握していく。 

４．事業計画策定支援に関すること 

活発な事業活動を行っている希望事業者などに対して個別相談形式によ

り、上記の経営状況分析等の調査を活用しながら需要を見据えた事業計画

の策定を支援する。また創業支援に関しては、地元建設・建築業者からの

情報により準備前段階にある創業者へのアプローチを行い、創業計画書策

定などの伴走型支援を実施する。経営革新支援に関しては計画策定を通じ

て内容精査を行い経営革新計画承認件数増加に繋げていく。 

５．事業計画策定後の実施支援に関すること 

事業計画策定した全事業者が計画達成できるよう伴走型の指導・助言を実

施し、小規模事業者の持続的発展を図っていく。 

７．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

町内外における販路開拓出展支援のほか、地域外関係人口活用による取り

組み、インターネット、冊子等広報活用支援により販路開拓に繋げる。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

町内産業団体間での情報交換、地域産業振興等を目的とした「フェスタ南

伊豆」の開催並びに出店ブース確保による地域事業者への販売機会確保提

供の他、産業振興に資するテーマの講演会やＩＴ人材育成セミナーの開催

や首都圏での南伊豆ミートアップの参加協力を行う。 

連絡先 

南伊豆町商工会  

〒415-0303静岡県賀茂郡南伊豆町下賀茂 323-1 

TEL：（0558）62-0675 / FAX：（0558）62-3054 

E-mail：aoiumi@poplar.ocn.ne.jp 

南伊豆町役場 商工観光課  

〒415-0392 静岡県賀茂郡南伊豆町下賀茂 315-1 

TEL：（0558）62-6300 / FAX：（0558）62-2493 

E-mail：shoukou@town.minamiizu.shizuoka.jp 
 

mailto:aoiumi@poplar.ocn.ne.jp
mailto:shoukou@town.minamiizu.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） 
【立地】 
・南伊豆町は伊豆半島の最南端

に位置し、北東は下田市、北
は松崎町に接しており、南と
西は太平洋が展望できる立地
となっている。面積は 109.94
㎢で、ほとんどが天城山脈に連なる山地の影
響で急傾斜地であり、8割以上が山林や原野で
占められている。江戸時代には伊豆が幕府直轄
地になり、海上交通の要衝として発展した地域で
ある。 

【産業】 
・海・山・川など多くの自然に恵まれた温
暖な地域であり、夏にはたくさんの海水
浴客が訪れる「弓ヶ浜海岸」を中心に、
夏期以外でもダイビングやシーカヤッ
クなどのマリンスポーツを楽しむため
に訪れており、各種マリンスポーツ大会
も開催されている。近年では初心者でも
楽しめる、抜群の透明度を誇るシュノー
ケリングスポット「ヒリゾ浜」が爆発的
人気を博している。2 月から 3 月にかけ
ては早咲き桜を楽しめる人気イベント「みなみの桜と菜の花まつり」が行われる地域
でもあり 500 年に渡る温泉の歴史がある「下賀茂温泉」などを中心に観光拠点が充実
している。首都圏からも比較的近距離であるため年間を通じて多くの観光客が訪れ、
平成 30 年度における当町観光交流客数は約 86 万人に上り、民宿・旅館・観光施設等
を中心とした観光業が盛んな地域となっている。 

・加えて自然豊かな環境により県下一の水揚げ量を誇る「伊勢海老」をはじめとした水
産資源のほか、温泉熱利用によるメロン栽培農家やいちご農家の増加など、小規模経
営が殆どであるものの農林水産資源を活かした一次産業者も多い地域である。 

【南伊豆町総合計画】 
・第 5 次総合計画（平成 22 年度から平成 31 年度）では計画全体の基本理念として、3

つを定めており、そのうちの 1つに 

  「まちの魅力を全国に発信する」地域ブランド創造のまちづくり 

として、自然を活かした観光や産業、携わる人たちの魅力を磨き、全国に情報発信す
る事で地域ブランドを確立し、多くの来訪者で賑わうまちづくりを基本に掲げている。
各産業別の主な振興内容の基本方針については以下の通り。（一部抜粋） 
 



 

- 2 - 
 

○観光 
町が持つ観光資源の魅力向上 

①地域資源の発掘とネットワーク化 
ゾーンごとのテーマを結び付け、1 つの観光ルートを確立、未利用資源の有効活用等
を図る。来訪者のニーズに応えられる体験等メニュー作り、体制づくりを推進する。 

②観光振興に向けた体制強化 
 通年型観光を目指し、潜在する資源の掘り起こしなどによる観光商品の再開発、観光 

ルート・拠点づくりの整備推進、観光広報の充実等を進める。 
あいさつで広める交流観光の振興 

①もてなしの観光地づくり 
 温かいもてなし等により、「南伊豆にまた訪れたい」と思われる観光地づくりを目指 

す。観光広報の充実により歴史・文化・自然を案内できる人づくりを推進する。 
②交流が生まれる観光地づくり 
 魅力をアピールするイベント企画や交流居住体験ツアー、住居斡旋受け入れ態勢の整

備など。外国人の受け入れ態勢強化を図り交流を深める。 
 
○商工業 

賑わいを作り出す商工業の振興 
①工業の振興 
商工会との連携による、事業を維持・発展させるための支援、地域資源を活用した物
産づくりなどに対する支援、企業誘致の可能性を検討。他産業や研究機関などとの連
携による地域資源を活用した物産の開発、生産の本格的支援などを推進する。 

②商業の振興 
大型店を核とした下賀茂商店街の活性化、商工会と連携した商工振興の組織強化や事
業者への支援、交流人口確保のための魅力ある体験型観光の整備などを推進する。 
 

○南伊豆ブランド 
南伊豆ブランドの創造 

①新分野産業創出の支援 
産業振興の他、特産品を南伊豆ブランドとして確立するため、農林漁業や観光業、商 
工業や町内研究機関などと連携し地域資源のブランド化に取り組む。 

②資源の高付加価値化 
 農林漁業や観光業、商工業、町内研究機関などと連携し地場産品の高付加価値化を図

り、南伊豆ブランドを確立。全国に発信する事で知名度をあげ、国内外から多くの人
が訪れるまちを目指す。 

 
現在、「第 6 次総合計画」（令和 2 年度から令和 11 年度）及び当町が初めて取り組む

「南伊豆町産業振興計画」（令和 2 年度から令和 6 年度）の策定段階にあるが、基本的
に同様の方針を継続していく予定である。 
 
②課題 
・伊豆半島南部は当町のほかに近隣の下田市・松崎町・西伊豆町を含めて「過疎地域自

立促進特別措置法」の過疎地域市町村として少子高齢化が顕著な地域である。昭和 39
年には 14,574名であった南伊豆町の人口は、令和元年 10月現在で 8,214人と少子高
齢化の影響による減少傾向にあり、国立社会保障・人口問題研究所による将来人口推
計によると令和 42 年(2040 年)には 5,874 名までの減少が予想されている。地理的に
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最寄りの中核地方都市である三島市・沼津市までは半島最南端立地により、通勤圏外
（車で約 2時間）である。そのため若者を中心に就職や進学のため町外転出が続いて
おり、後継者など各事業所の担い手不足の一因となっている。 

・近隣市町を含め少子高齢化が顕著な地域であり静岡県下で唯一、1 人当たり 200 万円
を下回るワースト 1の市町民所得（2015年）により域
内消費力が弱く、特に商業など地域住民を対象とした
事業経営が難しい地域である。（静岡経済研究所による

2015 年国勢調査や県の集計「地域経済計算」などを基にした

分析 より） 

・中でも当町主要産業である観光関連業の衰退が顕著で
ある。ピークであった昭和 62 年の観光交流客数 256
万人から年々減少、観光ニーズ多様化などにより平成
30 年度の観光交流客数対比では 66％減の水準まで落
ち込み、観光に依存している周辺産業も含めて廃業事業所が増加している。 

 

商工業者数 
小規模事業者数 会 員 数 

（特別会員･定款会員は含まない） 

 
組織率 加入率 

 小企業者数  小規模事業者数 

579 548 504 394 376 68.0％ 68.6％ 
平成 31年 3月 31日 現在 

 
・商工業者数や会員数も同様である。ピーク期であった平成 2年（商工業者数 824名、

会員数 618名）を基準にすると、現状では 6 割～7割程度まで減少している。平成 30
年度に調査した町産業振興計画基礎調査アンケートでは 60 代～70 代の経営者が約半
数であり、80 代での引退を想定した 10 年後の商工業者数・会員数試算では現在より
約 44％の事業者減少が予想されている。 

 
・業種別、従業員規模別等での商工会員内訳は以下のとおりであり宿泊、小売、建設、
娯楽業以外のサービ
ス業の順で事業所数
を占めている。会員全
体の 9割弱が従業員 2
名以下の事業所であ
り、従業員数 0人の事
業所が多くを占める。
50人以上を継続雇用
する会員事業所は無
く、殆どが小規模事業
者であり、21人～50
人を雇用する小売業2
社についても他市町
へ複数店舗経営して
いる事業所である。 

               平成 31 年 3月 31日 現在 商工業者会員内訳 
 
 

会員数 (計）
会　員　事　業　所　の　業　種　別　内　訳

娯楽業 娯楽業以外

定款会
員建設業 製造業 卸売業 小売業

飲食店・宿泊業 サービス業
その他

飲食店 宿泊業

5

従
業
員
規
模
別
内
訳

0人 300 35 11 3 51 29

67 37 95 33 58 17総合計 399 394 61 20 6

89 29 42 11

1～2人 47 15 3

6～20人 20 3 2 1 3

3

3～5人 22 7 3 1 4 2

1 7 6 1 2 9

0 4 0 4 3

2 3 0

2 0 1 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

21人～50人 5 1 1 0

0 0 051人～100人 0 0 0 0

100人超 0 0 0 0

11

法
人

株式 42 13 4 0 8

5 50 32 86 28 39個人 298 35 12

合同 1

2 4 4

1 7 3 4 0

4 3

有限 43 13 4

合資 1 0 0 0

1

合名 0 0 0 0 0 0 0

10

0

1 0 0 0 0 0

0 0 0

0 00 1

その他 9 0 0 0 1 0

0 0 0 0

1 0 5 2
法

人

の

資

本

金

規

模

別

内

訳

300万以下 56 14 3

経
営
組
織
別
内
訳

4

１千万以下 31 11 3 0 6 2 1

1 11 2 7 3 11

1 6 1

３千万以下 5 1 1 0 0 1 1 1 0 0

５千万以下 3 0 1 0

１億円以下 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0

0 0 1

１億円超 0 0 0 0 0
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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 
①南伊豆町総合計画及び産業振興計画との連動性・整合性 

10 年間程度における当商工会による小規模事業者への長期的な振興の柱として下記

の三項目を掲げ、事業計画策定と計画に基づいた経営の推進、需要動向や新たな需要開

拓を見据えた売上増加や販路開拓支援等を実施し、地域の総合経済団体として小規模事

業者に寄り添い地域経済の活性化に取り組んでいく。 

 

南伊豆町商工会 長期支援方針 

ⅰ「経営力強化の為の伴走型支援の取組」  

・小規模企業者に対する経営分析や経営計画策定をもとにした戦略的な経営の推進  

ⅱ「町内事業者の売上向上、持続的発展への取組」  

・需要経済動向を踏まえた小規模事業者の収益向上に繋げる各種サポート実施 

ⅲ「地域資源を活用した南伊豆ブランド創造への取組」  

・地域内の資源等を活かした商品・サービスの開発及び販路開拓の支援 

 

これらの方向性は、「第 5 次南伊豆町総合計画」の基本理念の 1 つである「「まちの魅

力を全国に発信する」地域ブランド創造のまちづくり」を中心に、産業別の基本方針で

ある「賑わいを作り出す商工業の振興」、「南伊豆ブランドの創造」の各方向性と同一、

または各計画実施に向けた基礎的な企業支援の一環となっている。 

加えて現在、「第 6 次総合計画」（令和 2 年度から令和 11 年度）及び当町が初めて取

り組む「南伊豆町産業振興計画」（令和 2 年度から令和 6 年度）の策定段階にあるが、

基本的に既存の総合計画と同様の方向性を継続していく予定であり、町と連携した取り

組みを継続して実施していく。 
 
②10年程度の期間を見据えて 
・当事業を実行していくに当たり、既存のプロコンサルタントである中小企業診断士に

よる専門家指導に加え、首都圏在住の中小企業診断士グループ「南伊豆応援隊」（Ｎ
ＰＯ法人 中小企業・地域活性化センター等に所属）を積極的に活用。当事業計画の
各種事業における準備段階から実行支援、実施後のアフターフォローまで全面的に実
行サポートする体制により長期的な支援を実現していく。「南伊豆応援隊」（以下、「中
小企業診断士グループ」）は 60名以上が所属する首都圏在住の多くは大企業等に勤務
する中小企業診断士有資格者、いわゆる“企業内診断士”の集団であり、平成 29 年
度より当商工会事業において専門家委嘱等により継続支援している。また町業務への
サポートも既に始めており、本年 7月には南伊豆町と「経済活性化に関する協定」を
締結、当商工会だけでなく南伊豆町行政とも連携して活動している団体である。 

・近年のＩＴツールの発達や働き方改革における副業解禁、有給休暇取得義務化を追い
風に首都圏の大企業等に勤務する中小企業診断士を小規模企業者支援に活用する事
は、本年 6月に閣議決定された中小企業振興基本計画（第Ⅱ期）「第 2章 小規模事業
者の振興に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策（12の重点施策）」内の「2．
新陳代謝の促進に係る重点施策」における「(重点施策 4) 多様な小規模事業者の支援」
の例として記載されているところである。既存のプロコンサルタントによる専門家指
導活用に加えて、企業内診断士における各企業内で活躍するバックボーンを活かし
た、多彩な能力を活用したきめ細やかな小規模事業支援により商工会内における支援
人材不足・能力不足を補いながら効果的な長期支援を行っていく。 
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③南伊豆町商工会の役割 
・町内人口減少及び事業所減少が想定される中において地域の強みや課題、町の方針を

踏まえ、地域資源を有効活用した新商品開発、各店の個性や地域性を活かした新たな
サービス、人口の多い首都圏など域外への商品販路拡大などを個別企業に提案し、実
現可能性を高めるため実行段階までの伴走型支援を行っていく。 

・具体的には既存事業を維持発展させるための支援をはじめ地域資源を活用した物産開
発、魅力ある個店づくり推進などを基本方針とし、地域素材による南伊豆ブランド商
品の確立や観光土産物店の充実などを長期的・継続的に支援していく 

 
（３）経営発達支援事業の重点目標と実施方針  
当計画では、上記に掲げた「地域の現状及び課題」「小規模事業者に対する長期的な振
興のあり方」を踏まえ、特に次の 2 つの重点目標を立てるとともに、各々に実施方針
を定める。 
 

【2つの重点目標】 
①“静岡県下 市町民所得ワースト 1 脱却”に向けた事業者の「稼ぐ力」を増加させる 
事業計画策定支援 [継続・新規] 
 ≪目標数値≫  

・事業計画策定件数： 5 年間で 110 件（年間 20件＋創業 2件） [継続] 
・売上及び利益増加事業者数：フォローアップ対象事業者の  

25％が売上増加、利益率 10％以上増加 [新規] 
≪実施方針≫  

・「小規模事業者持続化補助金」「静岡県小規模企業経営力向上事業費補助金」の申請書 
作成を通じた、新たな取り組みにやる気のある事業者を重点支援対象とする。 

・個社の経営力を伸ばすため、これまでの計画策定事例において、成功事例と失敗事例
を説明しながら、事業計画策定の意義や重要性の理解の浸透を図っていく事で、効果
の高い事業計画策定を支援していく。 

・計画策定においては状況により中小企業診断士グループも策定立案に参画し実効性が
高い計画策定を支援していく。 

・事業計画策定後は、定期的なフォローアップによって計画に沿った事業を遂行し、 販
路開拓、販路拡大を支援することで「稼ぐ力」を有する事業者を増加させる。 

 

②小規模事業者販路開拓支援 [継続・新規] 
 ≪目標数値≫  

・域内外イベント出展支援実績[継続]：5 年で 延べ 100社の域内・域外イベント出展 
1社当たり平均 域内 5万円、域外 2万円の売上増を実現  

・域外関係人口活用販路開拓事業実績[新規]：5 年で 15 件の支援を実現 
                 1社当たり平均  10万円の売上増を実現 

 ≪実施方針≫ 
・地域資源を有効活用した新商品開発、各店の個性や地域性を活かした新たなサービス、 

人口の多い首都圏等域外への商品販路拡大に繋げるため、町内外で実施される様々な 
イベント出店を支援し、地域内外での各商品認知度向上や売上増加を支援する。 

・また、宿泊業等イベント出展には相応しくない業種に対しても中小企業診断士グルー 
プと域外関係人口を活用した販路開拓事業を開発実施し、収益向上を図っていく。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

（１）経営発達支援事業の実施期間（ 令和 2年 4 月 1日～  令和 7年 3月 31日） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 
 
２．地域の経済動向調査に関すること 
 
（１）現状と課題 
【現状】 

当商工会では夏季シーズンの動向を調査するため、毎年 9月に「夏季景況調査」を実
施している。主に 7 月～8 月を繁忙期とした観光関連業種だけでなく、建設業、生活関
連サービス業などその他全業種への調査を実施し、町内全戸配布する商工会広報誌「な
かま」にて記載し配布、管内事業者だけでなく町民向けにも情報提供を図っている。 

その他、巡回訪問時の経営者から個別の経済動向ヒアリング等を行っているものの、
専門的な分析までは出来ていない状況である。 
【課題】 

分析内容の経営支援への活用と域内共有化が課題である。夏季景況調査等の独自調査
をビッグデータとの連携を通じ、専門的な分析や実施を図っていく。分析には静岡県賀
茂地域局が毎年発行する伊豆地域の統計資料「新南伊豆のすがた」からのデータも活用、
中小企業診断士グループなど関連機関とも連携し南伊豆町の課題解決に役立つデータ
を抽出していく。 
（２）事業内容 
①国が提供するビッグデータを活用した景気動向調査 
南伊豆町にて経済的影響力の大きい業種（宿泊・飲食業を想定）の収益力の維持向上

及び収益力の向上している産業への集中投資を実行し、効率的な経済活性化を目指して
いく。  

手法として、南伊豆町の業種別の収益力の時系列比較及び伊豆地区、静岡県内にての
広域比較について、ＲＥＳＡＳ（地域経済分析システム）を活用し調査していく。調査
したデータに関しては中小企業診断士グループを活用し、経営相談員や管内事業者が利
用しやすい形に加工、年 1回の公表を目標に実施していく。 
 
【利用データ（分析手法）】 
地域経済循環マップにより、何で稼いでいるか等を分析。  
観光マップにより、国内外観光客動向等を分析。  

産業構造マップにより、産業の現状等を分析。 などの活用を想定 
 
②夏季景気動向調査 
現状実施している夏季景況調査を引き続き実施していく。管内約 150 社の訪問調査を

目標に全職員で分担し巡回調査。中小企業診断士グループを活用しながら①のビッグデ
ータ活用と合わせて他地域の同業種との比較を実施し、各産業としての強み弱みの明確
化などを行い、年 1回の公表を目標に実施していく。 
  
 【調査項目例】 
売上高について（前年同月比・今後の見通し）／採算性について（前年同月比・今後
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の見通し）／資金繰りについて（前年同月比・今後の見通し）／雇用状況について（前
年同月比・今後の見通し）／この夏、力を入れたこと／お客様の声や特徴的な動き／
貴社の問題点／今後の取り組み ほか 

 
③巡回訪問・税務指導等を活用した景気動向調査 
上記②とは別に職員の巡回訪問や税務指導等の指導機会を活用し、事業継続や廃業移

行、後継者状況など「今後の経営方針」をメインとしたヒアリング等調査を実施する。
データは職員会議等により商工会職員内で共有化する。当調査は確定申告期である 2月
～3 月をメインに調査し中小企業診断士グループを活用し分析、上記①②のレポートと
補完・連携した形として作成し、今後の地域経済の方向性データとして年 1回の公表を
目標に実施していく。 
 
【調査項目】 
今後の経営方針（事業拡大、継続、新事業、廃業、後継者等）、年間売上額、採算性 等 
 
（３）成果の活用方法 
・分析した各内容については町内全戸配布を行う商工会広報誌「なかま」のほか、当商

工会ホームページ内にて調査レポートを掲載、広く管内事業者等に周知していく。 
・経営指導員の巡回指導を行う際のレポートとして持参、参考資料とすると共に指導企

業に対して現状の認識を共有していく。 
・各種調査結果については南伊豆町の担当課を通じて認識のすり合わせを実施し、行政

と商工会にて認識を共有化していく。 
（４）目標 
①、②、③それぞれ年 1 回のレポート作成・公表を目標とする。それぞれ簡便なレポー
トを作成し、巡回指導時における参考資料配布のほか、広報なかま掲載による町内全戸
配布、南伊豆町商工会ホームページ等に掲載し管内小規模事業者等に広く提供する。 
 
 現行 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5年度 Ｒ6年度 
①公表回数 - 1回 1 回 1回 1回 1回 
②公表回数 1回 1回 1 回 1回 1回 1回 
③公表回数 - 1回 1 回 1回 1回 1回 
 
３．経営状況の分析に関すること 
 
（１）現状と課題 
【現状】経営指導員を中心に「小規模事業者持続化補助金」「静岡県小規模企業経営力
向上事業費補助金」等の申請書作成を通じた事業計画策定を主に行っており、その策定
プロセスの中で各社の経営状況分析を実施している。当会では会員事業者だけでなく管
内非会員事業所にも積極的に声掛けを行い、個別支援の形で計画策定および経営状況分
析を支援している。 
  
【課題】これまで経営状況分析の段階においては外部専門家との連携が不十分であった
ため、定量定性面においては更に高度な分析を行うことが必要である。また商工会内で
の全職員による分析・計画策定時における共有化までには至っていない状況である。 
これらを改善した上で実施していく。 
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（２）事業内容 
 ①事業計画策定個別相談開催を通じた経営分析事業者の掘り起こし 
町の産業振興調査によれば、事業拡張意欲のある事業者が 3割程度にのぼることが判 

明している。その事業拡張への意欲ある全事業者に対して、「小規模事業者持続化補助 
金」「静岡県小規模企業経営力向上事業費補助金」等の活用も踏まえた、新たな事業実 
施や新規顧客獲得に繋げる「事業計画策定」を支援する個別相談を開催。事業計画策定 
プロセスの中で各社の経営状況分析を実施していく。 

対応は経営指導員を中心とした当会職員だけでなく、中小企業診断士グループを状況
により活用して実施。募集方法については当会広報誌等掲載、地元新聞への広告・記事
掲載、HP 等での募集、会員への DM の発送にて募集を行うが、職員による巡回・窓口相
談時における説明により事業者の掘り起しに繋げていく。年間延べ 30 回程度の個別相
談を想定している。 
 

②経営分析の実施 
【対象者】個別相談参加者等の経営支援ニーズある先から、年間 25社程度を選定 
【分析項目】定量分析である財務分析と、定性分析の SWOT 分析にて各事業者の強み、
弱みを洗い出していく。但し、マーケット特性として個人事業主が多いこともあり、財
務分析に関しては売上高、資金繰り管理を含めた経営資産の効率的運用を中心として分
析する。SWOT分析に関しては特に事業者の強みと事業の横展開の機会についての分析を
中心に行う。又、域外の目も取り入れる為、中小企業診断士グループを活用し経営分析
を行う。また、分析時において当商工会内の全職員への情報共有化、データベース化を
図っていく。 
【分析手法】経済産業省の「ローカルベンチマーク」、業種別審査辞典に記載の経営指
標等を活用していく。 
 
（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、各事業者の事業計画策定等に活用する。 
 経営改善が必要な際は提携している中小企業診断士グループを活用し継続的な個社
支援を図っていく。財務分析などの結果によっては地域金融機関や日本政策金融公庫沼
津支店などへの情報共有により事業者への円滑な資金調達をサポートするほか、中小企
業診断士グループによる経営改善支援や再生支援を行っていく。 

また商工会内にてデータベース化し内部共有することで、経営指導員だけでなく全職
員のスキルアップに活用していく。 

 
（４）目標 
 現行 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5年度 Ｒ6年度 
①個別相談 
（延べ回数） 

- 30回 30 回 30回 30 回 30回 

②分析件数 23回 25件 25 件 25件 25 件 25件 
※分析件数に関しては事務局長業務を兼任する経営指導員の業務状況も鑑み、記載の目

標数とした。 
 
４．事業計画策定支援に関すること 
 
（１）現状と課題 
＜現状＞ 
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経営指導員を中心に「小規模事業者持続化補助金」「静岡県小規模企業経営力向上事
業費補助金」等の申請書作成を通じた事業計画策定を主に行っており、加えて各種経営
課題を抱えた企業等を中心に専門家派遣事業等を活用し専門家により作成支援してい
る。創業支援に関しては元々、町内に在住されていた方に加え、町が積極的に推進して
いる「移住定住」施策により首都圏からの移住者が多く、町の移住定住部門とも連携し
ながら移住前の段階からの創業相談支援を継続して行っている。 

 
＜課題＞ 
活発な事業活動を行っている創業予定者や小規模事業者を主体とし、5 年間で延べ 86件
の事業計画の作成支援を行っているが、補助金活用が主目的であった事業者が多く、事
業計画策定の意義や重要性の理解の浸透が不十分であったため、改善した上で実施して
いく。 
 
（２）支援に対する考え方 

管内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
動や意識変化を図る事は難しいため、「小規模事業者持続化補助金」「静岡県小規模企
業経営力向上事業費補助金」等の申請・実施を契機に販路開拓等に成功した他社事例、
補助金目的のみで十分な成果に至らなかった事例などを紹介しながら計画策定に対す
る事業者意識を高め、「3．経営状況の分析に関すること」で経営分析を行った事業者の
中から実現可能性の高いものを選定し、「6.需要動向調査に関すること」で調査した情
報などを活用しながら 20 件／年の事業計画策定を目指していく。 

また創業支援に関しては、経営基盤の弱い創業者を持続的に成長・存続させていくに
は創業前の正しい準備や具体的な事業計画が重要である。2 件／年を目標に、出来るだ
け早い段階から創業（予定）者に対しサポートすることで地域に根差す企業の増加に繋
げていく。 
 これらの取り組みにより“静岡県下の市町民所得ワースト 1脱却”に向けた、事業者
の「稼ぐ力」を増加させる支援に繋げていく。 
 
（３）事業内容 
①事業計画策定個別相談の実施、事業計画策定支援 
【支援対象】 
・「「3.経営状況の分析に関すること」②経営分析の実施」にて実施した事業者のうち 
 計画策定を希望する事業者 
・管内における創業予定者 等 
 
【手段・手法】 
・創業者に対しては、商工会広報紙等による広報や建設・建築工事業者による創業情報

収集により、早期に創業（予定）者にアプローチを行う。 
・経営者等及び担当チーム職員による個別相談及び計画策定を行う。状況により中小企 

業診断士グループや金融機関担当等も策定立案に参画する。 
・計画策定では「6.需要動向調査に関すること」で調査した情報なども活用しながら需

要を見据えた計画策定を行う。 
・「小規模事業者持続化補助金」「静岡県小規模企業経営力向上事業費補助金」等の申

請・実施を契機に販路開拓等に成功した他社事例、補助金目的のみで十分な成果に至
らなかった事例などを紹介し実質的な行動や意識変化を図りながら業種別開業マニ
ュアル等を参考に創業計画書の作成支援や「創業・第二創業促進補助金」の申請支援
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等を実施していく。 
・各種補助金申請支援だけでなく、経営革新支援として、企業の計画案精査を行うこと 

で、静岡県経営革新計画の申請・実行に繋げていく。 
 
（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 21回 20件 20件 20件 20件 20件 

創業計画策定件数 - 2件 2件 2件 2件 2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＞ 

事業計画を策定した小規模事業者などに対して、平成 30 年度までの 4 年間で 152 件
の事業計画後のアフターフォローを行っている。 
＜課題＞ 

これまで 4 年間で 65 件の事業計画策定に対して平均 2.3 回の支援回数に留まってい
る。事業計画の進捗状況に伴ったフォローアップ頻度を設定していなかったため、事業
計画のズレへの対処が十分でなかったことから、改善した上で実施する。  
 
（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、企業の導入段階から担当職員を中心に
積極的に伴走型支援を行うとともに、3ヶ月に 1度を目安に定期的な巡回訪問等を行い、
進捗状況を確認するとともに必要なアドバイス等を実施していく。また、事業計画の進
捗状況等により、訪問回数を増やして集中的に支援すべき事業者と、ある程度順調と判
断し訪問回数を減らしても支障ない事業者を見極めた上で、フォローアップ頻度を設定
する。具体的には、事業計画策定 15 社のうち、5社は毎月 1回、5社は 3ヶ月に一度、
他の 5社については年 2 回などを設定。ただし、事業者からの申出等により、臨機応変
に対応する。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
断する場合には、中小企業診断士グループなど第三者の視点を投入し、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。 

創業予定者・小規模事業者に対しては税務・資金調達をはじめとした事業に関する育
成支援についても合わせて実施していく。又、創業後も記帳指導・金融指導などだけで
なく経営状況により新メニュー開発など客単価向上策等の提案も行っていく。更に緊急
的・専門的な経営課題がある場合には中小企業診断士グループや専門家派遣（エキスパ
ートバンク制度）事業なども活用、経営基盤が脆弱な創業者・小規模事業者をサポート
していく。 
（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 

21社 20社 20社 20社 20社 20社 

頻度（延べ回数） - 80回 80回 80回 80回 80回 
売上増加 
事業者数 

- 5社 5社 5社 5社 5社 

利益率 10％以上 
増加の事業者数 

- 5社 5社 5社 5社 5社 
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・事業計画策定企業数の目標 20 件うち平均 4 回以上のフォローアップ実施を目標とす
る。3 カ月に 1 度を目安におきながら集中支援先と自立している支援先を見分けて頻度
を調整、定期的な巡回訪問等を行い、進捗状況を確認するとともに必要なアドバイス等
を実施していく。  
・事業計画策定後支援件数うち約 25％の事業所において売上増加・利益率 10％以上増
加達成を目標とする。 
 
６．需要動向調査に関すること 
（１）現状と課題 
＜現状＞夏期景況調査など商工会職員がヒアリングした事業者を通じた需要動向に加
え、三次情報(地域新聞・各種情報誌、公的機関の発行する報告書等)中心の需要動向調
査のみであった。 
 
＜課題＞小規模事業者が中心である域内事業者の需要開拓には、事業者の販売する商品
やサービスを利用・体験した消費者からの調査が必要である。策定中の町産業振興計画
においても観光振興や 6 次産業化支援への期待が想定されている事から、中小企業診断
士グループ協力のもと支援調査項目や分析等について行っていく。 
 
（２）事業内容 
「2.経営状況の分析を行う事業者」及び「3.事業計画の策定を行う事業者」において対
象となった各事業者の商品・サービスを中心対象に、以下の調査を行う。 
 
① 宿泊施設等への支援 
実際に宿泊しなければ分からない当地域に存在する宿泊施設の魅力や、期待する宿泊

施設ニーズ等を含めて調査する。調査結果を分析した上で当該宿泊施設にフィードバッ
クし各事業所の事業計画に反映するほか、高評価ポイントや施設への応援コメント等を
各種広報活動、事業モチベーション向上などに使用し新規顧客開拓・経営改善にも繋げ
ていく。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（広報や事業者フィードバック等で活用する高評価・応援コメントのイメージ） 
 

【サンプル数】町内宿泊施設を利用された消費者 50名以上 
       （アンケート参加者への景品提供により参加者を増加させる想定） 
【調査手段・手法】7 月～8 月の繁忙期において町内宿泊施設に宿泊されたお客様を中
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心に、ＷＥＢや記入形式によるアンケートを実施する。各宿泊施設に
依頼し部屋内にアンケートチラシを掲示頂き、ＷＥＢの場合には利用
者がＱＲコードによりアクセス、調査項目は中小企業診断士グループ
の協力のもと設定する。 

【分析手段・手法】調査結果は、中小企業診断士グループの意見を聞きつつ、経営指導
員等が分析を行う。 

【調査項目】基本調査 ①性別②年代③日数④利用人数・利用種類⑤リピート回数 
満足度調査①スタッフの対応②食事③施設④立地 

      当宿の魅力、おすすめポイント、応援コメント（自由記載） ほか 
【分析結果の活用】経営指導員等が各施設に直接説明する形でフィードバック、改善点

等は指摘説明しながら高評価ポイントやコメントは各種広報等に活
用し、消費者の応援コメントにより事業者や従業員のモチベーション
向上につなげていく。 

 
② 製造卸小売業、農林水産業者（6次産業者）向け支援 
特産品を活用した新商品開発に取り組む製造卸小売業や一次産業者（農林水産業者）

の調査支援を図るため、南伊豆町と連携しながら町内及び町外において試食会を開催。
アンケート調査を実施し調査結果を分析した上で各店にフィードバックする事で新商
品開発を支援していく。 
 同様に当商工会が認定した「南伊豆ブランド認定品」事業者などを中心に、既存商品
の試食販売会も実施し、当該調査の分析結果を事業計画に反映させる。 
 
（漁業者×米農家×洋食料理店監修のコラボで開発した「海鮮パエリア」試食会 例） 
【サンプル数】イベント来場者 70名（試食品提供により集客する想定） 
【調査手段・手法】町内においては 10 月に実施する「フェスタ南伊豆」イベントに合
わせて、「下賀茂熱帯植物園」会場において試食会を開催する。来場客に開発中のパエ
リアを試食してもらい、アンケート用紙に記入してもらう。 
 併せて既存商品である当商工会が認定した「南伊豆ブランド認定品」商品等の試食会
も同時開催し、集客に繋げる。調査項目は中小企業診断士グループの協力のもと設定す
る。 
【分析手段・手法】調査結果は、中小企業診断士など外部専門家の意見を聞きつつ、経
営指導員等が分析を行う。 
【調査項目】 ・基本調査 ①性別②年代③住所地区 
      ・開発商品調査 ①味の評価②新商品へのアドバイス 
      ・素材である米・魚に関する調査 ①素材の調達先②選ぶポイント ほか 

・ブランド品調査 ①認知度②選んだ理由③試食の感想 ほか 
【分析結果の活用】経営指導員等が各事業所に直接説明する形でフィードバックし、改

善点等は指摘説明しながら高評価ポイントやコメントは今後の開発
や改善に活用していく。 

（3）目標 
 現行 Ｒ2年度 Ｒ3 年度 Ｒ4年度 Ｒ5 年度 Ｒ6年度 
①宿泊施設 
調査対象 

- 10社 10社 10社 10社 10社 

②開発事業者等 
調査対象 

9社 10社 10社 10社 10社 10社 
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７．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 
ⅰ．小規模事業者販路開拓支援 
（１）現状と課題 
＜現状＞当商工会が認定する「南伊豆ブランド認定品」事業により地域内産品を使用し
た加工品等を認定、南伊豆町と連携した「開発新商品試食会＆認定ブランド品試食・販
売会」開催や首都圏開催による「南伊豆ミートアップ」での特産品披露販売などを実施
してきた。また商工会独自としても町内・地域外でのイベント出展等支援を通し、需要
の開拓を行ってきた。 
 
＜課題＞これまで各種販路開拓の開催や出展支援を行ってきているが、展示会出展にお
ける事前・事後のフォローが不十分であり、出店前から販売戦略を含めてサポート、出
店後の売上向上に繋げていく。また首都圏による販路開拓においては首都圏においてサ
ポートする人材が必要となる。そのため中小企業診断士グループを始めとする首都圏在
住の関係人口活用による需要の開拓を進める形を導入していく。 
 
（２）事業内容 

①「伊豆大特産市」等ＢtoＣ出展事業（域内イベント出展事業） 

下田市内で毎年開催される「伊豆大特産市」において当商工会で6ブースを借り上 

げ、事業計画を策定した事業者を優先に出展し新たな需要の開拓を支援する。 

毎年行われる「特産品大賞」審査会出品も積極的に支援していく。 

【参考】隣町の下田商工会議所及び当商工会が所属する賀茂地区5商工会が広域連 

    携する特産品等展示即売会事業。毎年1回、11月に開国下田みなとで開催 

され近隣住民等延べ3000名、伊豆南部地域を中心に約30ブースが出店。 

例年約30商品が「特産品大賞」にノミネート、審査員や参加者等の審査に 

より「特産品大賞」上位を決定・表彰する。 

 
加えて以下の域内販路開拓イベント出店も支援、事業者の販路開拓に繋げていく。 

その他、出展が想定される販路開拓イベント一覧(町内・地域内参加イベント) 

No 名称 概要 来場数 出展数 

1 フェスタ南伊豆 南伊豆町産業団体イベント 3,000名 5店 

2 ブランド認定品等試食・販売会 認定品や新商品の試食会 80名 10店 

3 南伊豆フリーマーケット 町内外出展者のイベント 100名 5店 

4 河津寄って軽トラ市 河津町で開催する軽トラ市 500名 3店 

 

②「南伊豆ミートアップ」ＢtoＣ事業（域外イベント出展事業） 

南伊豆町出身者や観光で訪れた事のある首都圏在住の南伊豆町ファン等をターゲッ 

トに南伊豆町が首都圏で開催するイベントに協力出展する。首都圏在住の中小企業

診断士グループの協力を得ながら事業計画を策定した南伊豆ブランド認定品事業者、6

次産業者等を優先に出展支援し、新たな需要の開拓を支援する。 

 

【参考】「南伊豆ミートアップ」は昨年度から年2回、都内で開催しており令和元   

年度も12月と1月の計2回開催を予定している。南伊豆町に関心のある首都

圏在住者約40名程度の集客があり、地元漁師や移住者などのトークセッシ
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ョンに加えて、郷土料理の提供、地場産品の販売などの他、会場内にて南

伊豆町事業者の特産品等の販売会も実施した。 
 
加えて以下の販路開拓イベントについても支援、管内事業者の販路開拓に繋げていく。 
 

その他、出展が想定される販路開拓イベント等一覧(域外イベント等) 

No 名称 概要 来場数 出展数 

1 ニッポン全国物産展 日本最大級の物産イベント 15万名 1店 

2 アレモキッチン／コレモストア 静岡商工連のチャレンジショップ 常設販売活用 5店 

3 むらからまちから館 全国連のチャレンジショップ 常設販売活用 2店 

 
加えて、現在策定中である令和 2年度から 5カ年計画の「南伊豆町産業振興計画」に基
づいた、事業者支援に繋がる各種事業についても町と連携しながら実施していく。 
 
③地域外関係人口活用による取り組み 
前項の宿泊・農業・水産業・飲食・物販の需要調査を受け、「南伊豆ミートアップ」事
業の他にも中小企業診断士グループと連携し、具体的な商品開発と域外需要の開拓を今
後、推進していく。 
 

今後、取組が想定される事業 

1民宿・渡船業者連携による釣りツアーの開発・販売（開発中） 
町内宿泊事業者と渡船業者の閑散期収益向上を図るため、連携型の初心者向け 

 釣りツアーを中小企業診断士グループの支援のもと旅行商品販売する。 
 実施においては経営指導員が開発段階からサポートし商品化に繋げていく。 
2専門家や地域人材によるインターネット・ＳＮＳ等を活用した集客支援 
3漁業者・農業者・飲食店等連携による新メニューの開発及び販路開拓 等 

 
（３）目標 
 現行 Ｒ2年度 Ｒ3 年度 Ｒ4年度 Ｒ5 年度 Ｒ6年度 
①域内イベント
出展 

15社 15社 15社 15社 15社 15社 

売上額／社 - 5万円 5 万円 5万円 5 万円 5万円 
②域外イベント
出展 

4社 5社 5社 5社 5社 5社 

売上額／社 - 2万円 2 万円 2万円 2 万円 2万円 
③域外関係人口
活用事業 

2社 3社 3社 3社 3社 3社 

売上増加額／社 - 10万円 10 万円 10万円 10 万円 10万円 
 
ⅱ．インターネット、冊子等広報活用支援 
＜現状＞ 将来的に町内全事業所の掲載を目的としたホームページ「南伊豆町企業ポー

タルサイト」の作成を順次進めており、各店基本情報ページを作成・掲載し
ている。加えて当ポータルサイトとＱＲコード掲載で連携した「みなみいず
グルメマップ」「南伊豆ブランド認定品カタログ」冊子についてそれぞれ各
年ごと作成に取り組んでいる。 
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また個別支援としても中小企業診断士グループによる専門家指導により、個 
別事業者のＩＴ等を通じた販路開拓支援も行っている。 
 

＜課題＞ 「みなみいずグルメマップ」については地域内や観光客に認知されており、
冊子利用ニーズが多いものの「南伊豆町企業ポータルサイト」についてはサ
イトアクセス数が少ない状況である。中小企業診断士グループのサポートを
得ながら、アクセス数向上及び利活用拡大による掲載各店売上増加に繋げて
いく。 

 
（２）事業内容 

①町内事業者情報を掲載する「南伊豆ポータルサイト」制作事業 

ホームページ「南伊豆町企業ポータルサイト」については、毎年 1業種ごと選定、 
これまで飲食業・建設建築業・小売卸業（ブランド認定品情報含む）・生活関連サ 
ービス業の 4業種約 145事業者、ブランド認定品 45品の個別情報ホームページを作
成してきた。インターネット情報が主体となった現在でも未だに自社サイトが無い
事業者も多く、消費者に知られていない事業者も多い。 
引き続き既存サイト内に追加していく形で年間 40社程度の掲載目標により宿泊業、
観光サービス業など未掲載業種におけるスマートフォン対応のサイトを作成、既存
ページの編集を行いながら掲載各店の販路開拓に繋げていく。 
 
 南伊豆町企業ポータルサイト http://minami-portal.jp/ 

 

②利用ニーズに合わせたサイト連携型広報物の作成 

インターネットでの情報収集が主流となった現在でも、当商工会が発行する「みな
みいずグルメマップ」冊子のように紙媒体の利用ニーズは高い状況である。 
引き続き、「みなみいずグルメマップ」や「ブランド認定品カタログ」などの定期冊
子作成配布に加えて、上記ポータルサイト作成にて収集した業種別各店情報紹介冊
子や各種広報媒体の作成も行い、ＱＲコード掲載によるサイト連動型冊子として作
成配布していく。 

（３）目標 
 現行 Ｒ2年度 Ｒ3 年度 Ｒ4年度 Ｒ5 年度 Ｒ6年度 
①企業ポータル
サイト掲載 

50社 40社 40社 40社 40社 40社 

売上額／社 ― 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円 
②各種冊子掲載 30社 30社 30社 30社 30社 30社 

売上額／社 ― 5万円 5万円 5万円 5万円 5万円 
 

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みに関すること 
 
（１）現状と課題 
＜現状＞南伊豆町企画課、南伊豆町観光協会、南伊豆町商工会、伊豆太陽農協、伊豆漁

協南伊豆支所、伊豆森林組合で構成される南伊豆町産業団体連絡協議会では、各事

務局担当者が定期的に打ち合わせを行い、今後の地域経済活性化について情報交換

を実施し、それに合わせ講演会事業や地域振興イベントを実施している。また、当

http://minami-portal.jp/
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商工会事業として実施している「南伊豆ブランド特産品開発事業」により地域の各

事業者が販売している土産物や料理メニューなど新商品と既存商品を含めた商品

について「南伊豆ブランド」認定を行い、認定商品として販売しているが、地域振

興イベント等を通じて町内ブランド商品ＰＲに努めている。 

 
＜課題＞「南伊豆ブランド品」としての魅力的な新商品開発及び南伊豆町産品の認知度

向上、事業者の減少に加えて地域の担い手不足などが地域経済の課題である。 
 

（２）事業内容 

①南伊豆町産業団体連絡協議会における各種会議・交流会の開催（年5回） 

当町の産業振興を目的に南伊豆町企画課、南伊豆町観光協会、南伊豆町商工会、 

伊豆太陽農協、伊豆漁協南伊豆支所、伊豆森林組合の代表者及び事務局担当者 

で構成するメンバーにより、各事務局担当者の年2回の打ち合わせ会、各団体 

長も交えた年1回の通常総会のほか、地域内関係者を集めた新春賀詞交歓会や 

視察研修等を実施し、地域経済振興に資する事業や状況等について情報交換、 

意見交換を実施する。 

 

②フェスタ南伊豆の開催（年1回） 

南伊豆町産業団体連絡協議会により、地域産業の振興や地域福祉の充実を目的 

とした産業祭として「フェスタ南伊豆」を南伊豆町役場駐車場で開催、町内の 

福祉団体や民間団体等が連携のもと実施する。南伊豆町産業団体連絡協議会の 

事務局担当者が中心となり運営のため実行委員会を年3回実施する。当イベント

は各種団体が主となり実施しているため一般出店は出来ないが、商工会として

地域民間事業者により出店可能なブースを確保し地域小規模事業者への販売機

会の確保を提供している。今後は当商工会が認定した「南伊豆ブランド」商品

販売事業者を優先的に出店することで地元地域におけるブランド商品のＰＲに

努めていく。 

 

③講演会、セミナー等の開催（年1回及び定期開催他） 

当町の産業振興に資するテーマを題材に講師選定し講演会を実施し、地域活性 

化に対する地域住民や地域企業者への意識改革・知識習得を目的に実施する。 

また、インターネットやＳＮＳを活用した販路開拓等を自ら行う事が出来る 

地域人材を育成するセミナーを定期開催し、地域内でのＩＴ人材育成を図る。 

その他、地域事業者等のニーズにより人材不足等に対応した求職支援等、地域 

経済の活性化に資する各種事業を行っていく。 
 
④首都圏での南伊豆ミートアップの開催協力(年 2回) 

中小企業診断士グループのミートアップチームと連携しながら、首都圏在 
住の南伊豆出身者や移住希望者に対するミートアップを南伊豆町と共同で実 
施する。当イベントにおける地域事業者の特産品のＰＲや販売促進を図る。 

 
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 
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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］伊豆地区 8商工会及び静岡県商工会連合会より「地区連総務部会」を年に 1回
開催しており、地域の課題解決を念頭に各商工会が実施している経営支援状況や小規模
事業者の景気動向について情報交換を行っている。また、同会議において国や県などの
施策動向等について情報交換を行いより効果的な経営支援手法や、小規模事業者支援へ
役立てている。 
［課題］ 
中小企業・小規模事業支援の多様化、裾野の広がりに伴い連携する機関をさらに増やし、
情報取集を図りながらきめ細やかに事業者に対して様々な経営課題解決に向けた支援
を行う必要が求められている。 
 
（２）事業内容 

研修会等名 
連携先 情報交換等の主な内容 

参加者及び開催頻度 及びその目的・効果 

広域連携会議 

 

 

①地区連 

総務部会 

近隣8商工会 
（伊豆地区商工会） 

静岡県商工会連合会 

各種取組への説明について 

各会長・事務局長 

県商工連専務理事 

県商工連担当職員 

 

年1回 開催 

県商工連から国・県施策動向等の最新情報

及び県下における地域情勢などの情報の

他、地域の課題解決を念頭に各商工会が実

施している取り組み状況や地域事業者の景

況動向などについて情報交換する。実施後

には全職員で情報共有を行う。 

職種別等研修会 

 ①事務局 

代表者部会 

近隣8商工会 
（伊豆地区商工会） 

各地域における現状・支援方法等について 

 

 

事務局長 

年3回 開催 

他地区での商工会運営・支援手法や広域連

携事業についての状況等について情報交換

を行い、収集する。終了後に全職員で情報

共有を行い、取り入れるべき取り組みなど

について検討・実施する事により支援能力

向上に繋げる。 

②経営 

指導員部会 

近隣5商工会 
（旧賀茂地区商工会） 

各商工会における経営支援等状況について 

 

経営指導員 

年4回 開催 

各地域の景況状況及び事業者支援ノウハウ

などの情報交換を行い、収集する。終了後

に全職員で情報共有を行い、取り入れるべ

き取り組みなどについて検討・実施する事

により支援能力向上に繋げる。 

③指導 近隣5商工会 
（旧賀茂地区商工会） 

各商工会における税務等支援手法について 
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職員部会 

記帳専任職員 

及び記帳指導職員 

年2回 開催 

各商工会における税務指導を中心とした事

業者支援ノウハウなどの情報交換を行い、

収集する。終了後に全職員で情報共有を行

い、取り入れるべき取り組みなどについて

検討・実施する事により支援能力向上に繋

げる。 

④女子 

職員部会 
近隣5商工会 
（旧賀茂地区商工会） 

各商工会における経営支援等状況・支援手

法等について 

女性職員 

年2回 開催 

各商工会における事務処理や経営支援対応

ノウハウなどの情報交換を行い、収集する。

終了後に全職員で情報共有を行い、取り入

れるべき取り組みなどについて検討・実施

する事により支援能力向上に繋げる。 

目的別会議等   

 

 

①経営改善 

貸付推薦 

団体連絡 

協議会 

日本政策金融公庫沼

津支店・地区内商工

会、下田商工会議所 

マル経融資等を活用した金融支援手法等に

ついて 

経営指導員及び 

金融担当職員 

年2回 開催 

近隣の商工会、商工会議所におけるマル経

融資等の活用方法や企業に対する推進方法

等について情報交換を行い、収集する。終

了後に全職員で情報共有を行い、取り入れ

るべき取り組みなどについて検討・実施す

る事により支援能力向上に繋げる。 

②電子申告等 

税務研修会 

下田税務署・ 

税務署管内商工会等 

税務支援における各商工会や他地域での実

施手法について 

事務局長及び 

税務担当職員 

年1回 開催 

税務署からの税法改正等の情報提供の他、

各商工会等での税務支援手法や電子申告送

信における対応等について情報交換を行

い、収集する。終了後に全職員で情報共有

を行い、取り入れるべき取り組みなどにつ

いて検討・実施する事により支援能力向上

に繋げる。 

③事業承継 

ネットワーク 

全体会議 

経営指導員等 

年1回 開催 

事業承継支援における県の方針が説明され、

事業承継ネットワーク事業、プッシュ型事業

承継支援事業及び事業引継ぎ支援センター事

業の前期実績及び今期計画・支援状況につい

て説明、各地域の情報交換が行われる。 

またプッシュ型事業、引継ぎ支援センター及

び商工会議所、商工会等が連携して成約した

事業譲渡事例などについて、事業主及び支援

機関によるトークセッション実施し今後の個

社支援の参考にしていく。 
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その他、南伊豆町と南伊豆町商工会とで締結した中小企業診断士グループと連携を行

い、IT企業、商社、メーカー、広告代理店などに勤め、彼らの専門とする分野の最新情
報の収集並びに、彼らの得意とする IT 利活用の支援手法や販路開拓先へのネットワー
クの構築により支援ノウハウ等を習得していく。 
 
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 
［現状］ 
経営指導員においては全国商工会連合会が実施する WEB研修をはじめ、県商工会が主催
する各種職種別研修会を通じて知識の習得に繋げ、支援能力向上を図る。また国が実施
する「小規模支援研修」においても計画的に職員派遣するなどし、能力の向上だけでな
く変化の速い中小企業支援において対応できるよう資質向上に努めている。 
 
［課題］ 
南伊豆町内の事業者の高齢化に伴う事業承継の問題や、新たに制定された中小企業強靭
化法に伴い、事業者を対象とした災害等への対応に向け南伊豆町と連携した小規模事業
者への事業継続力強化支援の実施、また人手不足等に伴う生産性向上に対応するため
に、ITの利活用による効率化や売上拡大にむけた支援が求められている。 
 
（２）事業内容 
①外部講習会等の積極的活用 
中小企業診断士資格を有する経営指導員の職員は個社支援だけでなく多くのプロジェ
クトに関わり多様な専門家との連携やプロジェクトのマネージメントも求められてく
るために中小企業大学校東京校が実施する支援担当者の専門研修への派遣を行い、支援
能力の向上を図るとともに全国から参加する支援者達とのネットワークを図り、修了後
は職員会議の場で学んだポイント等について組織内の情報の共有化を行い、商工会全体
の支援能力の向上に繋げる。 
 
②中小企業診断士グループとの連携による職員ＯＪＴ活動の実施 
中小企業診断士グループ「南伊豆応援隊」と連携し、南伊豆町の企業支援や地域振興に
ついて当会職員が共同で支援を実施しながら商工会職員全体の支援対応力の向上を図
る。特に IT 利活用（WEB マーケティング、アプリ活用、EC 他）や販路開拓支援（販路
チャネル、展示会支援、バイヤーネットワーク他）は情報やチャネルがないために公的
支援機関全般でも苦手な支援領域だが、中小企業診断士グループのメンバーには IT 企
業や広告代理店、メーカーに勤務する中小企業診断士がおり、彼らのノウハウから IT
利活用支援手法や販路開拓支援の手法を一緒に支援をしながら学び、能力向上を図る。 
また WEBや現地訪問など含めた定例会を設け、意見交換を行いながら南伊豆町にあった
事業者への個別の企業支援手法やノウハウを構築し、その共有を商工会だけでなく南伊
豆町や関係機関との共有を図る。 
 
③データベース化 
 経営指導員だけでなく全職員が基幹システム上のデータ入力を適時・適切に行い、支
援中の小規模事業者の状況等を職員全員が相互共有できるようにすることで、担当外の
職員でも一定レベル以上の対応ができるようにする。 
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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＞当計画について毎年度、事業の実施状況及び成果について評価表をはじめとし
た各種資料を作成、南伊豆町に対し報告を行っている。 
＜課題＞計画と現状が異なる状況が見られているが、これまで見直しまでに至っていな
い。 
 
（２）事業内容 
 
毎年度、本計画に記載の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

を行う。 

①毎年度終了後、事務局内において事業の実施状況、成果の評価について報告

書を作成し、本計画について見直す点がある場合には見直し案を作成する。 

②外部有識者である中小企業診断士グループメンバー、監督官庁でもある南伊

豆町及び法定経営指導員に対し事業の実施状況、成果の評価について説明し、

見直す点がある場合には見直し案を提示する。 

③総務企画委員会において、評価・見直しの方針を決定する。 

④事業の成果・評価・見直しの結果については理事会へ報告し、承認を受ける。 

⑤事業の成果・評価・見直しの結果については南伊豆町商工会のホームページ 
（http://www.minamiizu.or.jp/）で計画期間中公表する。 

 

http://www.minamiizu.or.jp/
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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 

①商工会の経営発達支援事業実施に係る体制 

以下の 6名体制で事業を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

   ②当商工会の事務職員数 

     上記 6名に加えて、記帳指導員 1 名（一山 真実） の計 7名 

   ③経営指導員数 

       2名 
   ④商工会全体及び南伊豆町との連携組織図 （令和元年 10月 現在） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（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：高橋 健仁 
■連絡先：南伊豆町商工会 TEL.（0558）62-0675 
 
■氏 名：木下 和孝 
■連絡先：南伊豆町商工会 TEL.（0558）62-0675 

事務局長 兼 法定経営指導員 1名 高橋 健仁 

法定経営指導員（中小企業診断士） 1名 木下 和孝 

経営支援員 1名 平山 記世代 

記帳専任職員 2名 小泉 一裕 

渡邉 奈津美 

記帳指導職員 1名 小澤 かな子 
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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の提供等を行う。 

 
 
（３）連絡先 

 

 〒415-0303 

 静岡県賀茂郡南伊豆町下賀茂 323-1 

  南伊豆町商工会  

   TEL：（0558）62-0675 / FAX：（0558）62-3054 

   E-mail：aoiumi@poplar.ocn.ne.jp 

 

〒415-0392 静岡県賀茂郡南伊豆町下賀茂 315-1 

  南伊豆町役場 商工観光課 

   TEL：（0558）62-6300 / FAX：（0558）62-2493 

   E-mail：shoukou@town.minamiizu.shizuoka.jp 

  
 

（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                      （単位 千円） 

 
令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

必要な資金の額 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 

 

専門家派遣費 
通信運搬費 
展示会等出店費 
パンフ等作成費 
ＨＰ作成費 

850 
100 
100 

1,300 
800 

850 
100 
100 

1,300 
800 

850 
100 
100 

1,300 
800 

850 
100 
100 

1,300 
800 

850 
100 
100 

1,300 
800 

（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、町補助金、事業委託費、手数料収入 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。 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aoiumi@poplar.ocn.ne.jp
mailto:shoukou@town.minamiizu.shizuoka.jp
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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もの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 

 

 

 




