
経営発達支援計画の概要 

実施者名 
吉田町商工会（法人番号：8080005005145） 
吉 田 町 （地方公共団体コード：224243） 

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 

（１）当町は産業が幅広く多彩であるが、経営者の高齢化等により小規模

事業者の廃業が増加している現況をふまえ、経営革新等、新たな取組へ

の支援を行うことで持続的発展を支援し、廃業を減らし創業者を増やす

ため地域支援機関、行政が一体となった伴走支援体制を構築する。 
（２）商業、飲食・サービス事業者の経営安定に資するべく新たな商品開
発等の個社支援を強化する。並行して、事業環境の安定につなげるため
の仕組みづくり、地域内での消費を拡大する仕組みづくりとして地域通
貨を含め共同販促による、地域消費を拡大するグループ化を推進し、地
域全般の底上げをはかる。 

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 

管内小規模事業者景気動向調査の実施。ＲＥＳＡＳ（地域経済分析シ
ステム）を活用する。 

２．経営状況の分析に関すること 
  経営分析セミナーを実施。定量「財務分析」、定性「ＳＷＯＴ分析」

分析を行う。 
３．事業計画策定支援に関すること 
  セミナー及び個別相談による支援を実施する。 
４．事業計画策定後の実施支援に関すること 
  定期巡回訪問により進捗状況チェックしフォローアップを行う。 
５．需要動向調査に関すること 
  消費者アンケート（マーケットイン）による調査を実施する。 
６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 
  小山城楽市、町ゼミ等、本会主催事業による販促支援。特産品開発支

援を実施する。 
Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
  吉田町観光協会、吉田町まちづくり公社、等事業を活用し小規模事業

者の参画機会を増やす。 

連絡先 

吉田町商工会 事務局長 

  〒421-0303 静岡県榛原郡吉田町片岡 1669-1 

   TEL 0548-32-3366 FAX 0548-32-7699 

   Mail:info@shizuoka-yoshida.com 

吉田町 産業課商工観光水産部門  

  〒421-0395 静岡県榛原郡吉田町住吉 87 

TEL 0548-33-2122 FAX 0548-33-2162 

   Mail: sangyou@town.yoshida.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） 

当商工会の管轄地域は吉田町全域であるため、「現状」における各種データは吉田町全

体のデータを活用し説明する。 

【立地】 

・吉田町は東京、名古屋の中間地点にあり大井川河口と駿河湾に面し、面積 20K ㎡ほどの

ほぼ平坦な地形の町である。 

・中部電力浜岡原子力発電所の緊急時防護措置準備区域内（ＵＰＺ）に位置する。 

・南海トラフ地震の津波想定域に吉田町のほぼ半分が入る。 

【歴史的背景】 

・大井川の伏流水に恵まれていることから、戦後、ウナギ養殖が盛んにおこなわれた。ま

た、駿河湾に面することからシラス漁を中心とする沿岸漁業も盛んで、第一次産業や関

連する加工業者及び細幅織物等の軽工業が産業の中心であった。 

・昭和 43 年、東名高速道路の開通を主な契機として大都市圏との地理的条件、水資源、  

養饅池の広大な跡地等の諸条件から、大企業工場や関連企業の進出がすすみ、現在では

工業中心の町となっている。 
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【人口推移】 

・人口は平成 2 年 25,147 人、平成 23 年 8 月にはピークとなる 30,605 人（外国人登録者

993人を含む）と順調に増加してきた。その後は微減に推移している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【産業構造の推移】 

・地域産業は歴史的背景から、現在でもウナギ養殖と関連する加工業、シラス等の水産加

工、また細巾織物、進出企業を主取引先とした機械関連業が主要なものとしてあげられ

る。東名高速道路開通後は大手企業工場進出が相次ぎ、関連し物流倉庫、運送会社が多

い。 

・農産物は米の裏作としてのレタス栽培が盛んで東京市場を中心に出荷されている。その

他の農産物は地域で消費される程度の収穫量となっている。 

【交通網】 

・住民の移動手段は自家用車中心であり、公共交通は少数のバス路線のみとなっている。 

 東名高速道路吉田ＩＣを有し車移動での利便性は良い。 

・隣接する牧之原市に富士山静岡空港が平成 21年 6月にオープンし、空の交通網が加わっ

た。 

【観光】 

・観光資源に乏しく、5km ほどの海岸線は海水浴場に不向きなことから、季節観光による

流入もなく、町外からの流入は企業訪問客が中心である。 

【まちづくりへの新たな取り組み】 

 ・吉田町では新たな安全と新たな賑わいの創出によるまちづくりに向けて「シーガーデン

シティ構想」を進めている。 

これは、１０００年に一度の大地震による大津波に対する備えとして、町に新たな安全

を創出する「津波防災まちづくり」と北オアシスパーク（防災公園）やシーガーデン（多

目的広場・海浜回廊・県営吉田公園など）において「賑わいの創出」を図り、この２つ

を有機的に連動させることにより、新たな賑わいの創出を図ることを目的としている。 

  【行政合併】 

・平成の大合併では単独町政を選択した。 
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② 地域の課題 

・少子高齢化から人口は微減（平成 30 年度 29,679 人 外国人 1,357 人を含む）に推移す

る。当町は県内では高齢化率 24.27％（平成 30年度：低い方から県下 4位）と生産人口

は県内でも優位にあるが、当町においても緩やかとは言え少子高齢化傾向は同様であり、

生産人口減少と高齢化対策は大きな課題である。 

・東海道の中心地に位置し、東名高速ＩＣを有することから、進出企業も多数立地し、製

造業を中心に多様な業種が立地しているが、製造業の海外移転などにより近隣の大手事

業所自動車関連部品を中心とする製造業の受注が大きく減少した。また、生産技術の高

度化により小規模製造業の受注確保が厳しさを増している。商業においても大手小売業

の進出による競争の厳しさが増し、商業者の廃業が増加している。 

・事業所数が減少。商工業全般に長年地域を支えてきた小規模事業者の高齢化が顕著で廃

業が増加している。廃業を最小限にくい止めること、事業承継や創業者を増やす支援も

課題である。 

（事業所総数：平成 8年度 1,487 平成 24年度 1,280 平成 28年度 1,255） 

 

【 事業所数の推移 】 
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・当町は沿岸部の平地と駿河湾、大井川の豊富な伏流水に恵まれ、関連する産業を中心に

町ができてきた経緯がある。しかしながら東日本大震災を契機として南海トラフ地震の

津波予想もあることから沿岸部の資産価値の下落が生じ投資意欲が減退している。沿岸

部（全町面積の約半分）が津波予想想定範囲に含まれるが、沿岸部の有効活用が課題で

ある。 

・かつて日本一の生産量を誇ったウナギ製品については、首都圏を中心に知名度がある。

また沿岸漁業として主力のシラス製品においても首都圏を中心に出荷されており高品質

の評価がある。 

しかしながらウナギ製品については稚魚収穫量の大幅減少による確保難、価格高騰によ

り加工業者、飲食業者等、関連事業者の影響が大きい。当町の特産品としていまだに不

動の位置にはあるが、価格高騰により贈答品取り扱いは大きく減少した。 

 （ウナギ養殖町内取扱量：平成 23年 285ｔ 平成 29年 208ｔ） 

 

同様にシラス製品についても、近年、漁獲量が減少し関連する加工業者の経営に影響

を及ぼしている。 

（シラス漁獲量：平成 24年 1,621t 平成 28年 1,135t） 

 

 これらは長年、地域の特産品として地域を支えてきた産業であり、一朝一夕にそれに代

わるものを作り出すことは困難である。生産量の減少は廃業に繋がる。これらの分野に

おいても廃業をくい止めることが課題である。 

 

・米作の裏作として開始した「レタス栽培」が当町を代表する農産物となっている。しか

しながら農業においてはほとんどが小規模兼業農家であり、従事者の高齢化により従事

者が年々減少、耕作放棄地が拡大している。農地の新たな利活用が課題である。 

（兼業を含む農家数 平成 2年度 823件  平成 22年度 208件） 

 

・富士山静岡空港が平成 21年 6月に開港し、当町からは自動車で 30分程度の距離であり、

利便性がある。開港以来低迷していたが、インバウンドが順調に推移し平成 30年度に年

間 70万人の目標を達成した。国内路線、中国路線の拡大が効果を上げている。しかしな

がら観光面で当町は誘客要素に乏しく、空港利用の有無を問わず観光客等の拡大は従来

からの課題である。 

    

（２）小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

   

① 吉田町総合計画に定める産業振興方針 

 

・吉田町では 2016（平成 28）年度から 2023（令和 5）年度の第 5次総合計画において、「活

力あふれる産業振興のまちづくり」に向け以下の 3本柱を定めている。 

 

１）地域に根付く産業を育成・支援する 

２）経済の活力を高める新たな産業を創出する 

３）魅力ある雇用・就業環境を創出する 

  

また、実現のための施策の方向性として、以下の項目を定めている。 
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・農業：生産性の向上が図られ、農業経営が安定・持続しているまち 

・水産業：「ウナギ」と「シラス」の産地としてのブランドイメージが形成され、多く   

の人で賑わい、水産業の振興が図られているまち 

・商工業：地域の商業・ものづくり活動が活発なまち 

・観光：多くの人で賑わい、楽しく過ごせるまち 

・新産業：新たな事業や商品・サービスの開発が行われるまち 

・企業誘致：新たな企業立地が進む勢いのあるまち 

    ・雇用・就業対策：労働福祉が充実し、雇用機会が創出された働きやすいまち 

 

②  吉田町の総合計画を踏まえた振興の在り方 

 

吉田町総合計画は本会も審議会委員として参画したものであり、本会の方針においても

指針となるもので、小規模企業振興のあり方も総合計画に沿って、以下に定める。 

 

・活気ある事業者の育成支援 

経営環境の変化にあわせた事業の見直しは必然のことであり、小規模事業者が体質を強

化し、また、規模を拡大し、地域のリーダー企業に成長していくことは地域活性化の最

大の要素である。１件でも多くその育成を支援していく。吉田町は産業が幅広く多様で

あるが、その特徴を活かし、事業所間の新たな連携や新たな取引拡大を支援し、事業規

模拡大に繋げることで地域雇用の安定に繋げる。 

   ・創業支援、事業承継支援 

本会も参画する吉田町創業支援事業（平成 28 年 1 月 13 日に国の認定）を活かし、参画

する島田掛川信用金庫、日本政策金融公庫静岡支店、ＮＰＯ法人しずかちゃん、（一社）

吉田町まちづくり公社等が連携し講習会や個別支援を中心に、創業者の支援を実施する。 

   ・交流人口拡大、消費流出対策 

当町は工業色が強く、観光色が薄い。観光流入は県下でも下位に位置することから、本

会も参画する吉田町観光協会を中心に交流人口の拡大に取り組んできた。また、静岡市

を中心に焼津市、藤枝市、島田市等の地方都市に車で 30分程度の位置にあることから消

費の町外流出も大きく、ネット販売も増加傾向にあることから地域消費拡大に榛原吉田

愛カード会を組織しポイント事業に取り組んできた。これらの課題は従来から引き続い

ての大きな課題である。近隣からの誘客と地域消費の推進への取り組み、事業環境を維

持、確保、拡大していくため新たな取組による刺激策、売上拡大策が求められる。この

ことから飲食、商業・サービス業全般の活性化を図るため、販路拡大を推進する。従来

から取り組んでいた特産品開発は成果に結びついていないことから、方法を修正し継続

し取り組んでいく。小規模商業・サービス業全般の底上げ事業は従来も実施してきたこ

とであるが、修正し継続していく。 

    

③ 商工会の役割 

１）前述の課題を踏まえ、吉田町商工会としての役割を従来から定めており、今後も継続 

する商工会の役割である。 

   ・町内唯一の経済団体としての役割 

  当町は行政合併をせずに単独行政を選択したが、吉田町農業協同組合・吉田町漁業協

同組合・丸榛吉田うなぎ漁業協同組合等の主要産業団体は合併し広域化した。当町で単

独の産業団体は本会のみであり、地域振興、産業振興の牽引役として商工会の果たす役

割は重要と考える。そのためには本会を核として他団体と連絡調整を図り、協調体制を
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強め、地域内小規模事業者の経営の維持拡大に繋がる有効な経営支援策を拡充していく

役割を担う。 

・支援機関としての個別支援の役割 

     支援機関において商工会は個々の利害関係を持たないことから、公平かつ客観的に第

三者的対応ができる。また、個別の支援能力においても、幅広い支援テーマをカバーし

ており、必要に応じた専門家派遣も可能であること等々、ワンストップで広範囲な相談

に対応できることが大きな特徴であり、強みでもある。相談事項は副次的に絡み合った

事例が多いことから、もてる能力を最大限活かし、経営支援を行う。 

     支援は既存事業者に加え、創業者の育成も含めて実施する。 

   ・地域振興への役割 

     事業者個々の支援とあわせて、業種組合やグループでの取り組みを支援し、飲食店の

新メニューや新たな土産品等の特産品開発やポイントカード事業等の共同販促事業の

推進をしていく。地域全体での商品力を強化することで個々の経営力強化に繋げる。 

    

２）第 1次計画からの取組と課題 

 （取組状況及び評価） 

   ・本会では第 1次計画を平成 28年度から令和 1年度の４ヵ年で実施した。 

事業目標として以下の２項目を定めた。 

   （ア）地域金融機関その他地域産業団体等との連携により小規模事業者の新たな取り組み

への支援体制を強化し、地域の支援機関、行政が一体となった支援体制を構築する。 

（イ）地域資源の見直しと掘り起こしを行い特産品開発による新たな商品開発に取り組み、

個々の事業者の売り上げ増加につなげる。あわせて地域全体の交流人口拡大に繋げ、

地域需要を拡大し、新たな事業参入機会、創業機会を拡大する。 

    計画（ア）に定めた事業については連携体制の構築、並びに個別支援はおおむね当初目 

標支援件数を達成した。特産品開発（イ）については成果に繋がっていない。 

                 

（課題）現状、4 年前の地域の状況、課題には大きな変化はなく、あらゆる業種で小規模

事業者の廃業に歯止めがかかってはいない。増加する廃業をくい止め、創業者を増やし

ていくことが課題である。特に、商業環境においては大型店の進出が相次ぎ、経営環境

がより厳しくなっている。商業・サービス事業者の売り上げ拡大が課題である。 

 

（３）経営発達支援事業の目標 

   ・第 1次計画時から現状をとらえると、地域の課題である生産人口減少・高齢化対策や廃

業を食い止め事業承継・創業を増やす支援など、経営環境には楽観要因はなく、むしろ

経営者の高齢化等の伸展に伴い廃業増加に歯止めがかかっていない。商業面においては

大規模店舗の相次ぐ進出など、競合が激化し、消費の町外流出を食い止めなければなら

ないなど今回の計画に際しての目標に大きな変更はない。 

・本会としても現総合計画に定める基本 3 本柱をふまえ、年々顕著化している小規模事業

者数の減少等、前述の課題に述べるとおり小規模事業者の廃業を食い止め、次代を担う

後継者・創業者へと地域の産業や経営環境を引き継いでいくための事業を実施する。 

振興の方向性として創業支援・事業承継支援、活気ある事業者の育成支援、交流人口拡

大、消費流出対策に取り組む。短期的には個々の小規模事業者の経営内容見直しにより

経営改善をはかること、中長期的には商品開発能力、販売能力の向上により売上拡大、

事業拡大をはかること、地域全般においては中長期的に事業継続環境を確保していくた

め交流人口拡大を図っていかなければならない。 
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地域で暮らしていく環境には就業環境が最も必要であることに鑑み、事業継続ができる

経営環境を育て、かつ事業を拡大していく意欲を高めるための事業支援のため以下の 2

点を目標とする。 

 

① 当町は工業色が強く「ものづくり企業」も多く、産業が幅広く多彩であるが、経営

者の高齢化等により小規模事業者の廃業が増加している現況をふまえ、農商工連携

や経営革新等、新たな取組への支援体制を地域ぐるみで強化し、事業者の廃業を減

らし創業者を増やしていく取り組みが求められる。従来から実施している行政、地

域金融機関その他地域産業団体等との連携を強化し、あわせて事務局の支援機能を

拡充し、地域の支援機関、行政が一体となった支援体制を構築し、小規模事業者に

対し伴走支援を実施する。このための事業については前計画から継続して取り組む。 

 

② 商業、飲食・サービス事業者の経営安定に資するべく個社支援を強化する。個社支

援と並行して、事業環境の安定につなげるための仕組みづくり、地域内での消費を

拡大する仕組みづくりを推進する。地域通貨を含め地域内で資金が還流する新たな

仕組みを研究し、共同販促による、地域消費を拡大する新たなグループ化を推進す

る。特産品開発等、事業者の魅力アップ、売上アップに繋げる事業、地域全般の底

上げをはかるための町外流出対策への取り組みにおいても前計画より継続して取り

組む。 

 

（４）目標の達成に向けた方針 

    上記目標①②の目標達成に資するため以下の方針を定める。 

    

【目標①に向けて】 

・経営支援の連携のための各種経営支援団体、業種組合等との連携を深めるための情報 

交換を定期的に実施し、情報の収集と発信をはかる。【継続】 

    ・経営の安定及び新たな事業への取り組み支援のため、日本政策金融公庫静岡支店、吉

田町内金融機関と連携して金融支援を行う。【継続】 

   ・販路拡大は現在実施している「小山城楽市」等を活用する他、静岡県商工会連合会、

金融機関との連携を中心に、アンテナショップや商談会を活用する。【継続】 

【目標②に向けて】 

   ・消費の町外流出をとどめ、地域内消費の拡大と地域内での資金循環を高めるため、地

域内商業・サービス事業者の共同販促グループの再編成を推進する。【一部改善】 

・特産品開発を推進し、新たな個店の魅力アップへの取り組みを推進する。【一部改善】 

  【目標①②共通】 

   ・経営指導員による巡回を中心に、課題の洗い出しを行い、必要に応じセミナーを開催 

する他、専門家による相談等により問題解決をはかる。【継続】 

   ・経営分析による定数分析、ＳＷＯＴ分析等による定量分析により課題をとらえ、売上 

アップへの事業計画策定支援を行う。【一部改善】 

   ・各種補助金については周知を行い、セミナー等での集団指導及び個別相談によりブラ 

ッシュアップを行い、申請者 100％採択を目指す。【継続】 

   ・事業計画策定後のフォローアップは全員に対し実施し、不採択者には再申請を、採択 

者には計画遂行のための伴走型支援を行う。【継続】 

   ・創業支援については吉田町創業支援ネットワークにより、セミナー、個別相談による

支援を実施する。【継続】 
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  ・事業承継は静岡県事業承継ネットワークの連携を中心に、セミナー、個別相談を実施 

する。【継続】    

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】 

町内に支店を有する金融機関（島田掛川信用金庫、しずおか焼津信用金庫、静岡銀行）

や、産業団体（ハイナン農業協同組合、静岡うなぎ漁業協同組合、南駿河湾漁業協同組合）

とは定期的に経済動向について情報交換会議を実施している。また、静岡県商工会連合会

の毎月実施している景気動向調査により地域経済動向を収集している。 

【課題】 

身近な情報については従来の情報収集手段でおおよその判断手段となるが、特に数値的

データについては従来の方法で定期的に実施できないなど足りない部分があり、分析もビ

ッグデータの活用が不足しており、地域の経済動向調査の充実を図ることが課題である。

情報交換会議の定期的な開催による情報収集、国が提供するビッグデータの有効活用によ

り課題解決を図る。 

 

（２）事業内容 

 ① 管内景気動向調査の実施（本会独自調査：既存事業継続） 

管内の景気動向についての実態を把握するため、管内小規模事業者の四半期ごとの調査

を実施する。 

【調査対象】管内小規模事業者 80社（製造、卸・小売、建設、サービス業から各 20社） 

【調査項目】売上、仕入、資金繰り、雇用、経常利益、等 

【調査手法】調査票を郵送し返信封筒で回収 

【分析手法】経営指導員が外部専門家と連携し分析する 

 

② 国が提供するビッグデータの活用（新規） 

経営指導員による「ＲＥＳＡＳ」（地域経済分析システム）を活用した地域の経済動向・

産業動向分析を行い、年１回公表する 

【分析手法】地域経済指標の比較、産業の構造・傾向 

      時系列、地域別比較、流動人口、消費の傾向 
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（３）成果の活用 

  〇 情報収集、調査・分析した資料は小規模事業者の事業計画策定の際に活用する他、本会 

の各種委員会、部会等で情報提供を行う。 

  〇 経営指導員等の巡回指導の際、情報提供を行う他、指導時の参考資料とする。 

  〇 上記結果についてはホームページに掲載し、広く管内小規模事業者に周知する。 

 

（４）目標 

 

 現行 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

① 管内調査

公表回数 

4回 4回 4回 4回 4回 4回 

② ビッグデ

ータ活用

公表回数 

― 1回 1回 1回 1回 1回 

 

＜今回の申請による取り組み＞ 

   第 1期は金融機関からの管内情報、町内産業団体からの業界情報、静岡県商工会連合会に

よる 4半期調査を主たる情報として収集分析していた。町内事業者からは不定期にアンケー

ト等で情報収集をおこなっていたが、今期からは定期的な収集分析を実施する。また、ビッ

グデータの収集及び活用は実施していなかったことから、「ＲＥＳＡＳ」（地域経済分析シス

テム）を活用する。 

 

３．経営状況の分析に関すること 
 

（１） 現状と課題 

  【現状】 

    本会は従前から小規模事業者の記帳指導、税務申告相談に職員全員で対応しており、財

務状況の把握に努めてきた。また、金融あっせん時の分析や、各種補助金申請等の対応と

してセミナー開催や個別の相談を実施し経営分析を実施してきている。 

  【課題】 

    自社の経営分析の必要性や、自社の強み・弱みを理解している小規模事業者はまだまだ

少ない。小規模事業者の持続的発展には自社の現状分析と特色を活かした事業計画の策定

が重要と考える。課題は各種補助金等の周知と合わせ、経営分析の必要性をさらに周知す

ることである。 

 

（２） 事業内容 

① 経営分析の必要性を認識いただくための経営分析セミナー、又は事業計画策定セミナー

及び個別相談を実施（既存事業継続） 

【募集方法】募集案内は新聞折り込みの他、経営指導員等の巡回や各種会議で参加意識

を高める 

【開催回数】4回 

【参加者数】1回10名程度の少人数開催 

② 経営分析の内容（既存事業継続） 

【対象者】 セミナー参加者を中心に年間60社を選定 

【分析項目】定量分析「財務分析」及び定性分析「ＳＷＯＴ分析」を行う 
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    【分析手法】経済産業省の「ローカルベンチマーク」等のソフトを活用し、経営指導員 

が行う 

（３） 成果の活用 

  〇 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。 

  〇 分析結果は内部研修に活用し、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 開催回数 4回 4回 4回 4回 4回 4回 

② 分析件数 38件 60件 60件 60件 60件 60件 

  

＜今期の申請による取り組み＞ 

 ・第1期においては当初の計画に沿ってセミナー開催、個別相談により経営分析件数について 

はほぼ予定件数を実施した。第2期においても基本的な計画は継続し、新たにＳＷＯＴ分析等 

を取り入れ定性分析を取り入れる。質的な充実を図るとともに、年度ごとの確実な支援件数 

の積み重ねを行う。 

 

４．事業計画策定支援に関すること 
 

（１）現状と課題 

【現状】 

    経営革新や各種補助金の周知とあわせて、従来から経営革新セミナーや個別相談による

対応を行ってきている。個別相談では静岡県商工会連合会の専門家派遣等を活用し連携し

支援にあたっている。結果はものづくり補助金、持続化補助金、経営力強化補助金（静岡

県）、経営革新、吉田町産業振興事業費補助金の申請を中心に採択者数が着実に上がって

きたと自負している。 

  【課題】 

小規模事業者の経営意欲を高めるため、自らの主体性、自立性を意識した指導が必要と

考える。過剰サービスとならないよう、意識をした指導が求められる。また、補助金等の

募集時期が変則であることからセミナーなどの開催計画を立てにくい事、経営指導員等の

相談対応に限界があるため、変則的な状況に柔軟に対応することが課題である。 

 

（２） 支援に対する考え方 

   事業者が経営課題を解決するうえで、実効性の高い事業計画策定への支援を行うため、一

時期に集中しないよう年度計画を立て、日常的な課題提起を促すため広報活動は本会の広報

紙等により啓発をする。また実施目的を明確にし、経営分析を行った事業者を持続化補助金

等の申請につなげることを目指し、事業計画を策定する。 

 

（３） 事業内容 

① セミナー開催（既存事業継続） 

３．経営状況の分析で実施する経営分析セミナーは事業計画作成も含めたセミナーとし

て開催し、経営分析と事業計画策定を一体化して支援する。 

  ② 個別相談（既存事業継続） 

セミナー参加者を中心に経営指導員1名12件を目標に担当を割り振り、個別支援により事
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業計画を策定する。事業計画の策定にあたっては「経営状況の分析」を基本に「地域の

経済動向」「需要動向調査」を踏まえた分析を行う。 

 

（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 

38件 36件 36件 36件 36件 36件 

 

＜今期の申請による取り組み＞ 

 ・第1期においては当初の計画に沿ってセミナー開催、個別相談により事業計画の作成支援を 

実施し、ほぼ予定件数の支援を実施した。 

第2期においても基本的な計画は継続するが、事業者の自立性を高め、経営力を高めるため 

の支援を意識し、年度ごとの確実な支援件数の積み重ねを行う。 

 ・策定へのプロセスとして事業者の経営内容を見直すことで事業機会を捉え、自社の強みを活 

かし、弱みをカバーするための経営への意識付けとなる。 

 

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】 

    各種補助金申請や経営革新認定等については計画後のフォローアップが求められる。ま

たその後も複数回の申請への取り組みが予想されることから継続した巡回を行っている。 

  【課題】 

    職員個々の対応が中心であり情報の共有化、チームとしての対応に課題がある。職員の

出張や研修参加、あるいは人事異動等による特定個人への依存とならないよう、チームと

しての支援体制構築が課題である。 

（２） 事業内容 

①  計画策定後のフォローアップ（既存事業継続） 

    事業計画を策定した事業者全員を対象にフォローアップを実施する。各種補助金採択者

は策定計画に沿った計画を着実に実施しているかの確認も当然のことながら必要となる。

不採択者においては再度、事業計画のブラッシュアップや計画見直しが必要となる。フォ

ローアップは経営指導員を中心に外部専門家を活用して実施する。相談頻度は事業計画策

定者進捗状況を3段階に区分し策定者の1/3を6回、1/3を4回、1/3を2回で計画する。利益

率の増加は消費税率アップなど売上減少の不安要因がある中で厳しい状況が予想される

が、各事業者目標を3％増加としフォローアップ事業者の1.5％を最低限目標とする。 

 

  ② 計画修正への対応（既存事業継続） 

計画のズレが生じている事業者には原因を整理し、修正を加えるため経営指導員等のチー

ムによる助言や専門家を含めたフォローアップを集中的に実施する。 

（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 

38社 36社 36社 36社 36社 36社 
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頻度（延数） 154回 144回 144回 144回  144回 144回 

利益率 3％以上

増加事業者数 

― 5社 5社 5社 5社 5社 

＜今期の申請による取り組み＞ 

 ・第1期においては当初の計画に沿ってフォローアップは計画的に実施し、ほぼ予定どおりの

支援をおこなった。 

第2期においても基本的な計画は継続するが、事業者の計画進捗状況にあわせた支援を実施 

する。支援件数についてはおおむね第1期の内容を当面の計画件数とする。 

 

６．需要動向調査に関すること 

 
（１） 現状と課題 

【現状】 

    地域の需要動向については金融機関の提供する調査資料や県の実施する家計調査や観

光調査等により情報収集を行っている。また町内の動向については各種組合での意見交換

や税務相談、決算申告時での事業者からのヒアリングによる情報収集、また、町ゼミ等の

販促機会に事業者によるお客様アンケートを実施している。 

  【課題】 

    ＢtoＢについては、県連合会や信用金庫等の実施する展示会等に参加しているが、経費

負担が大きい割に成果に繋がりにくい。ＢtoＣ事業においても顧客情報の収集方法も含め 

具体的な商品、サービスについての数値データも精度の高度化が課題である。 

         

 

（２）事業内容 

   

①  小山城楽市等での需要動向調査（既存事業継続） 

個社の新たに開発した新製品、新サービスの需要動向調査のため、現在開催している

「小山城楽市」や「町ゼミ」等の実施時に、参加した消費者にアンケートを実施する。

飲食、小売、サービス、製造業等、参加業種が多様であることから、マーケットイン発

想の情報収集を行うため、各社にあわせたアンケートを実施する。 

【サンプル数】各事業者 来場者 5～10人 

【調査手段・手法】小山城楽市、町ゼミ等の開催時に来場者に事業者及び経営指導員が

アンケートにより実施する 

【分析方法・手法】実施事業者全体の集計を経営指導員が実施し、専門家も交え分析を

行う。 

【調査項目】① 満足度 ② 商品等の魅力度 ③ 改良、改善要望 等 

【分析結果の活用】経営指導員が当該事業者に直接説明しフィードバックすることで改

良、改善につなげる 

 

②  広域展示会等での需要動向調査（既存事業継続） 

ＢtoＢ事業については当会独自での開催は困難であることから、静岡県商工会連合会

の主催する物産展、中部圏信用金庫の主催する「ビジネス商談会」等において、来場す

るバイヤー等に対しアンケートを行う。商談会は食料品に限らず工業製品等も実施され

るものであることから、各社にあわせたアンケートを作成する。 
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    【サンプル数】各事業者 訪問者（バイヤー等）全員 

【調査項目】① 満足度 ② 商品等の魅力度 ③ 改良、改善要望 ④取引条件、等 

【分析結果の活用】経営指導員が当該事業者に直接説明しフィードバックすることで改 

良、改善につなげる 

（３）目標 

 現行 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

① 出店 

調査対象事業

者数 

－ 10社 10社 10社 10社 10社 

② 商談会 

調査対象事業

所数 

(見込みバイ

ヤー数) 

2社 

 

 

 

(各 2社) 

3社 

 

 

 

(各 3社) 

3社 

 

 

 

(各 3社) 

3社 

 

 

 

(各 3社) 

 3社 

 

 

 

(各 3社) 

3社 

 

 

 

(各 3社) 

 

＜今期の申請による取り組み＞ 

 ・第1期においても事業所ごとに実施しており、本会による分析ができていないことから、第2

期においては本会において実施し、経過年度ごとに比較できる情報として収集分析を行う。 

 

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】 

    本会では毎月第１日曜日を基本に「小山城楽市」を吉田町のほぼ中央に位置する小山城

広場を会場に開催している。各出店者はフリーマーケットも含め 25 社～30 社、来場者は

各 2,000 人余りで、2001 年 4 月から開催し、令和元年 10 月には 230 回を数え地域に定着

している。また、各事業所で開催する町ゼミ手法による販促事業は令和元年度で 6年目と

なるが、これらの機会を事業者には販促とテストマーケティングの場として活用いただい

ている。 

ＢtoＢについては本会単独では実施困難なことから静岡県商工会連合会、全国商工会連

合会、静岡県、金融機関等の主催する展示会、商談会への参加を支援している。 

「しんきんフェア静岡」は、毎年静岡市ツインメッセを会場に開かれる商談会で、300 社

以上が出展、来場者も１万人を超える。静岡県商工会連合会が主催する「アレモキッチン

／コレモストア」は静岡伊勢丹に常設しているチャレンジショップであり、短期間アンテ

ナショップとして活用することも可能である。 

  【課題】 

    小山城楽市においては地域に定着した事業となっているが、屋外イベントであることか

ら天候に左右されるが、柔軟な対応で実施することが課題である。町ゼミについては事業

者の参加、事業参加者が共に増加せず、周知と魅力アップが課題となっている。 

 

（２） 事業内容 

① 地域イベント事業（ＢtoＣ）及び特産品開発支援（既存事業継続） 

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ため、

以下の事業を実施する。 

   ・事業者の新たな商品・サービスの開発による売上拡大を推進するため新たな名物づくり 
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に取り組む。支援は専門家派遣を含め、個社支援を基本とする。 

・事業者の販促、テストマーケティングの場として活用するため、毎月１回第一日曜日に

定期的に開催している小山城楽市において販売ブースを設け新たな需要開拓につなげ

る。（年間 12回開催） 

・事業者情報を発信し、新たな顧客獲得を目指すため「町ゼミ」手法等によりそれぞれの

事業者の得意分野を活かし、各事業所を会場に講習会等を実施する。 

・静岡県商工会連合会の実施するアンテナショップ等に出店し、新たな需要を開拓する。 

 

② 広域展示会等への出展（既存事業継続） 

新たな取引先を開拓（ＢtoＢ）するため、静岡県商工会連合会、中部地区信用金庫の

主催する「ビジネスフェア」等の出展を支援し取引先開拓に繋げる。 

 

上記①②事業への出店（展）にあたっては、経営指導員が事前、事後の支援を行うとと

もに、出店（展）期間中には陳列、接客などきめ細やかな伴走支援を行う。 

 

（３）目標 

 現行 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

 

① 出 店 者 数

（延数） 

24社 30社 30社 30社 36社 36社 

売上額/社 ― 5万円 5万円 5万円 5万円 5万円 

②商談会等、

参加事業者数 

2社 3社 3社 4社 4社 5社 

成約件数 ― 1社 1社 2社 2社 3社 

 

＜今期の申請による取り組み＞ 

 ・第1期においては当初の計画に沿って「小山城楽市」を年間12回開催し、テストマーケティ

ングの場として出店活用いただいた。この事業については継続実施し、今後もテストマーケ

ティングや販促の場として活用いただく。他、静岡県商工会連合会が主催する「アンテナシ

ョップ」や、ＢtoＢを目的とした見本市、ビジネスフェア等への出展も継続して支援する。 

 

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に関すること 
 

（１）現状と課題 

  【現状】 

行政及び産業団体を主体として構成する吉田町観光協会を中心に交流人口拡大への取り 

組みを実施してきている。観光協会事業については当町に観光資源が乏しいことから、町

外からの誘客事業は少なく、町民に向けた事業が主となっている。平成28年には新たな組

織として「吉田町まちづくり公社」を行政、産業団体等を構成員として設立、4年目となる。

主な事業は現状では婚活事業等、限定的であったため、今後本格的な地域活性化への役割

が期待される。 
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【課題】 

観光協会は商工会の呼びかけにより設立した経緯があるが事業開始から約33年を経過

し、その間、商工会を除く産業団体は広域化し取り組む姿勢は変化、又事業もマンネリ化

した面は否めない。まちづくり公社については観光協会等との役割分担、連携体制の見直

しが求められる。行政、観光協会、公社による新たなアプローチによる活性化策が課題で

ある。 

 

（２） 事業内容 

① 連携事業推進（既存事業継続） 

観光協会の主体は行政及び町内産業団体である「吉田町商工会・ハイナン農業協同組合・

静岡うなぎ漁業協同組合・南駿河湾漁業協同組合吉田支所」であり、従来から地域振興

事業に取り組んできた。主要な事業は「凧揚げまつり・港まつり・花火大会・小山城ま

つり」の年間 3 事業であるが、実行委員会等での情報交換を密にし、連携して事業を実

施していく。吉田町観光協会には本会役職員が役員として参画し、各種事業の実行委員

会も含め年間 10回程度の諸会議と事業に参画している。 

②  よろず支援拠点連携（新規） 

吉田町まちづくり公社の構成員として本会も参画していることから、今後取り組む地域

活性化への取り組みには連携を強化し地域小規模事業者のメリットに繋げる。令和 1 年度

からは静岡県よろず支援拠点の窓口を設置した。経営支援の面ではその窓口を当会の支援

相談に繋げる。本会も役員として参画しており年間 5回程度の諸会議を実施している。 

③  広域連携事業（既存事業継続） 

平成 28年度から静岡市を中心とする広域ＤＭＯ事業に参加している。交流人口拡大への

各種事業を広域的に取り組む同事業を活用し、地域振興の一助とする。また、広域での取

り組みとして現状も実施している近隣商工会議所、商工会との連絡会議に積極的に参画し、

情報収集と発信に努める。本会職員が委員として年間 2回程度の諸会議に参加している。 

 

＜今期の申請による取り組み＞ 

 ・第1期においても観光協会への事業参画を中心に地域振興事業に参画してきた。また、まち 

づくり公社については役割分担と連携が不十分であったことから十分に活用できなかった。 

第2期においても基本的な計画は継続するが、商工会サイドからの事業提案、等を行い組織 

の活性化をはかる。 

 

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】 

    吉田町内金融機関（島田掛川信金、しずおか焼津信金、静岡銀行）や産業団体（ハイナ

ン農業協同組合・静岡うなぎ漁業協同組合・南駿河湾漁業協同組合吉田支所）とは、定期

的な情報交換会議を開催し日常的に情報交換をする関係を築いている。 

また、金融案件を中心に、日本政策金融公庫等の公的金融機関とも定期的な交流会議を

通じて交流を深めてきている。 

  【課題】 

現状でも十分な意思疎通は図られているが、支援先個別案件について本会も含め各支援
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機関の人事異動等に伴うブランクを生じさせない仕組みの構築は引き続いての課題であ

る。 

 

（２） 事業内容 

経営発達支援事業を効果的かつ円滑に実施するため、他の支援機関や専門家との間で、

支援ノウハウ等の情報交換を行う。具体的には以下の通り。 

 

① 支援機関等連携会議（既存事業の改善） 

本会職員と町内金融機関及び産業団体等により「支援会議」を定期的に開催し情報交

換の場を設ける。支援会議においては各団体等の有する管内事業者情報の収集、伴走支

援チームへのアドバイスや、各機関の有する需要拡大へのアイデアやイベント情報等の

ノウハウについて情報交換を行う。 

 

【金融機関との支援会議】（年6回：隔月開催） 

 小規模事業者支援施策等の情報と個社情報交換を中心に実施。 

（個別案件は当事者間で情報交換） 

＜町内金融機関名＞静岡銀行吉田支店、島田掛川信用金庫吉田支店・神戸支店 

しずおか焼津信用金庫吉田支店 

【産業団体との連絡会議】（年6回：隔月開催） 

   業界固有情報収集と意見交換を実施。 

     会議で公表することが適当でない、個別の案件については金融機関等との個別相談に   

より個社支援のための情報交換をおこなう。 

   ＜町内産業団体名＞ハイナン農業協同組合吉田支店 静岡うなぎ漁業協同組合  

南駿河湾漁業協同組合吉田支所 

 

②  広域連携会議の参加（既存事業継続） 

静岡県商工会連合会の実施する、事務局長会議（年間3回程度）や経営指導員による連

絡会議（年間3回程度）、中部地区商工会で構成する連絡会議（年間3回程度）、税理士

会との連絡会議（年間1回）等、関連する会議に出席し情報交換と経営指導員等のスキル

アップをはかる。 

 

＜今期の申請による取り組み＞ 

 ・第1期においては当初の計画に沿って町内産業団体、町内金融機関を中心に定期的な情報交 

換を推進してきた。円滑な支援のための協力体制は現在でも十分な体制が出来ていると考え

る。第2期においても良好な関係を継続していく。 

 

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】 

    経営指導員等、職員の資質向上については静岡県商工会連合会の実施する研修会、独立

行政法人中小企業基盤整備機構の研修会等、積極的に参加をしてきた。 

また、本会独自で職員全員の支援能力向上研修を専門事項を中心に（年間10時間程度）

実施してきた。 
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  【課題】 

持続化補助金等、伴走支援に関するボリュームが増加したこと、各種支援にかかる諸会

議の増加に伴い、オーバーワークとなってきていることに加え、研修等の参加に伴う個々

及び組織共に負担増がみられるため、職員全員の指導力強化により質を高め、短時間でも

効率的な指導を推進できる体制構築が課題である。経営指導員等全職員が専門的事例にも

対応できる体制とすることにより、業務で忙しい小規模事業者が自社の都合で相談ができ、

伴走支援を受けやすくする効果が期待できる。 

 

 

（２） 事業内容 

①  外部講師による職員専門研修の実施（既存事業継続） 

 日頃の支援業務で職員全体のレベルアップが必要と判断されるテーマを選定し、専門

講師を招き研修を行う。研修テーマは経営支援に即時活用が可能な経営分析手法・市場

調査手法等、実務に即した内容とする。（年間10時間程度） 

②  独立法人中小企業基盤整備機構等研修の受講（既存事業継続） 

独立法人中小企業基盤整備機構の主催する専門研修を中心に経営指導員等を受講させ

支援能力向上をはかる。経営指導員は毎年１回専門コースを受講させる。 

③  ＯＪＴによるレベルアップ（既存事業継続） 

経験豊富な経営指導員と経験の浅い職員とでチームを組み、ＯＪＴを実施し若手の育

成をはかる。 

④ 情報共有ミーティング及びデータベース化（既存事業継続） 

支援状況についてミーティングを定期的（毎週）に実施し、意見交換等を行う。また

支援状況について基幹システムへの入力は適時、適切に行い、職員全員が情報を共有す

る。また、職員が参加した研修会についてはミーティングで題材にする他、研修資料は

常時閲覧ができるようにする。 
 

＜今期の申請による取り組み＞ 

 ・第1期においても経営指導員には毎年、独立法人中小企業基盤整備機構の専門研修の受講、

職員全般に労務、税務を中心に各種実務講習会等への積極的な参加を義務付けた。また、支

援に必要とされる専門的分野を毎年選定し、職員全体での研修を実施した。ＯＪＴについて

も日常的に実施し、カルテはデータベース化している。 

第2期においても職員の資質向上は従来同様に継続する。 
 

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】 

    平成28年度から令和2年度の4ヵ年が本会の第1次計画であるが、事業年度ごとに中小企

業診断士による評価表を作成、本会の幹部会である総務委員会及び議決機関である、理事

会に報告し、次年度への取り組みへ修正を加えてきた。基本的な事業については大きな変

更はなく、記載計画はおおむね当初目標を達成している。第2次計画においても基本的な

評価、見直しは現状どおりの方法で実施する。 

  【課題】 

    吉田町商工会においては職員が少人数であることから新たな事業を増やし続けること

は限界がある。事業の実施にあたり如何に効率的かつ効果的に実施するかは常に念頭に置
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いている。事業棚卸により事業の配分はチェックし、特に経営改善普及につながるか否か

を重点としてとらえている。収益事業、一般事業もバランス良く実施していく必要がある

ことから、不必要な事業の見直しを含め、いかに効率よく事業を実施していくかが課題で

ある。 

 

（２） 事業内容 

  〇 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 事業進捗状況について本会、評価委員会に報告し、意見を徴収し必要な修正を加え

ていく。（年2回） 

評価委員会構成 

 本会総務委員  会長 副会長 商業部長 工業部長 観光部長 青年部長 

女性部長 支部長 （12名） 

       外部委員    中小企業診断士、等（1名） 

       吉田町職員   吉田町産業課長、等（1名） 

       職員      事務局長 法定経営指導員等、経営指導員（4名） 

 

② 各年度評価については上記、評価委員会において評価を作成、理事会に報告。意見

を反映し次年度事業に取り組む。（年1回） 

 
③ 評価・見直し結果は本会事務所で閲覧できるようにする他、本会ホームページ

（http://www.shizuoka-yoshida.com/）で閲覧可能とする。（年 2回） 

 

＜今期の申請による取り組み＞ 

 ・第1期においても評価と見直しは計画に沿って実施してきた。第2期においては評価委員に行

政職員を加えて実施する。また、第1期の内容については計画内容に不必要な事業記載もあ

ったことから、今回の計画においては極力スリムな計画として作成した。 
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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３１日現在） 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の経営発達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 

 

② 法定経営指導員の氏名、連絡先 

③  

 氏名  中嶋 信也  杉山 邦久  戸塚 雄喜 

 

 連絡先 静岡県吉田町商工会 TEL0548-32-3366 

 

④ 法定経営指導員の関わり 

 経営発達支援事業の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を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

吉田町 

産業課 

 

法定経営指導員 3名 

 

補助員      1名 

 

記帳専任職員  1名 



- 20 - 

 

 

（３） 商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 
 

〒421-0303 

 静岡県榛原郡吉田町片岡 1669-1 

 吉田町商工会 （事務局長） 

  TEL0548-32-3366 FAX0548-32-7699 

    E-mail: info@shizuoka-yoshida.com 

 

〒421-0395 

 静岡県榛原郡吉田町住吉 87 

 吉田町産業課 

  TEL0548-33-2122 FAX0548-33-2162 

  E-mail: sangyou@town.yoshida.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 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

 

専門家派遣費 

セミナー開催費 

チラシ作成、広報費 

評価システム使用料 

需要調査委託費 

支援会議開催費 

需要開拓事業費 

 

 

 

 

 

 

600 

200 

300 

250 

250 

150 

250 

600 

200 

300 

250 

250 

150 

250 

 

600 

200 

300 

250 

250 

150 

250 

 

600 

200 

300 

250 

250 

150 

250 

 

600 

200 

300 

250 

250 

150 

250 

 

 

（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、委託事業費 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） 

 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に

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 

 

連携者及びその役割 

 

連携体制図等 

 

 


