
 

 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

掛川商工会議所（法人番号 3080405004395） 

掛川市（地方公共団体コード 222135） 

実施期間 令和 2年 4月 1日～令和 7年 3月 31日 

目標 

1.経営発達支援事業の目標 

【1】小規模事業者の事業計画策定、実行支援 5 年間で 400 件 

ワンストップ経営相談窓口「掛川経営支援ステーション」で経営

指導員、専門相談員らが対応 

【2】管内企業・市場の動向把握、情報発信 5年間で 120 回 

管内小規模事業者の経営に役立つ情報配信システムを構築 

【3】掛川市と協働で地域経済循環施策 5 年間で 10 事業 

「茶」「葛」など地域資源を活用した新商品開発、施策立案・実行 

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 

（管内企業景況調査、ビッグデータ活用の地域経済動向分析） 

3.経営状況の分析に関すること 

（経営分析セミナー、ローカルベンチマークを活用した経営分析） 

4.事業計画策定支援に関すること 

（事業計画策定セミナー、経営指導員による個別策定支援） 

5.事業計画策定後の実施支援に関すること 

（事業計画策定企業対象を 2ヶ月ごと確認、専門家派遣制度） 

6.需要動向調査に関すること 

（食料品バイヤー、消費者モニター対象にアンケート調査） 

7.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

（バイヤー個別商談会、互産互消会、HP・SNSで新商品を紹介） 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組に関すること 

8.地域経済の活性化に資する取組に関すること 

（掛川市中小企業振興会議、パートナーシップ買物券発行事業、掛

川まちゼミ、かけがわ・いいお店表彰、若者就職 IJUターン事業） 

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（掛川地域プラットフォーム、市・商工団体・JA情報交換

会、静岡県西部地域商工行政連絡会議、島田掛川信金職員出向） 

10.経営指導員等の資質向上等に関すること 

（若手経営指導員と候補者育成、OJT＋所内研修＋外部研修） 

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 

（市幹部、大学教授、中小企業診断士による事業評価委員会） 

連絡先 

掛川商工会議所 中小企業相談所 

〒436-0079 静岡県掛川市掛川 551-2 
TEL 0537-22-5151 FAX 0537-22-0954 info@kakegawa-cci.or.jp 

掛川市 産業労働政策課 

〒436-8650 静岡県掛川市長谷 1-1-1  TEL 0537-21-1125  
FAX 0537-21-1212  sangyo@city.kakegawa.shizuoka.jp 

. 

mailto:info@kakegawa-cci.or.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 

掛川市は、東京と大阪のほぼ中間に位置し、関東・

関西の両経済圏にアクセスしやすく、「もの」の生産

や供給、流通に有利な特徴を備えている。一方、掛

川市は静岡県の二大都市静岡市と浜松市のほぼ中間

にも相当することから、商業集積が進みにくい環境

にあり、大都市圏と大都市に挟まれた「中間立地」

の特性を有している。 

市中心部に、JR 東海道新幹線、JR 東海道本線、

東名高速道路、国道 1 号が横断するとともに、市北

部には新東名高速道路が通る。さらに本市の東側約

15km には富士山静岡空港や御前崎港あり、日本の大

動脈を抱えているとともに広域交通の要所である。 

■地勢・人口 

現在の掛川市は、平成 17 年（2005 年）4 月、掛川市・大東町・大須賀町が合併して誕生。

旧掛川市域には「掛川商工会議所」、旧大東町・大須賀町域には「掛川みなみ商工会」があり、

管内小規模事業者の経営支援にあたっている。 

面 

積 

旧掛川市 旧大東町 旧大須賀町 総面積 

185.79 ㎡ 46.13 ㎡ 33.71 ㎡ 265.63 ㎡ 

69.9％ 17.4％ 12.7％ 100.0％ 

東西約 15km、南北約 30km と細長く、中央のくびれた部分

に小笠山（標高 264.8m）が位置する。市北部は南アルプスを

臨み、南部は太平洋に面している。 

人 

口 

 旧掛川市 旧大東町 旧大須賀町 総数（人） 

H10 78,765 20,513 12,288 111,566 

H15 80,563 20,937 12,295 113,795 

H20 85,503 22,682 12,718 120,903 

H25 85,183 21,040 11,799 118,022 

H30 86,793 19,802 11,010 117,605 

市内総人口は、平成 20 年のリーマンショックを機に減少へと転じたが、掛川商工会議所管

内（旧掛川市域）は平成 25 年以降、再び増加している。世帯数は 44,372 戸（平成 30 年）で、

人口が減少に転じている中にあって 10 年前と比較して 3,863 戸（9.5％）増加。核家族化が進

行し、単身世帯も増加傾向にある。昼夜間人口比率は 100.4（平成 22 年国勢調査）で、夜間

人口より通勤・通学で掛川市に滞在する昼間人口の方が上回っている。 

旧掛川市域 

（掛川商工会議所管内） 

旧大東町・大須賀町域 

（掛川みなみ商工会管内） 
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■産業構造 

平成 28 年（2016 年）経済センサスによると、掛川市内の企業数は 3,357 件。うち、卸・

小売業が 741 社（22.1％）と最も多く、次いで製造業 478 社、建設業 472 社の順。製造業、

建設業の構成比率は、全国・県内より高く、第二次産業のウエイトが大きい地域である。 

 総企業数 卸・小売業 製造業 建設業 飲食‣ 宿泊業 

全 国 3,856,457 842,182 384,781 431,736 511,846 

（構成比） 100.0％ 21.8％ 10.0％ 11.2％ 13.3％ 

静岡県 127,399 27,617 16,181 15,706 16,865 

（構成比） 100.0％ 21.7％ 12.7％ 12.3％ 13.2％ 

掛川市 3,357 741 478 472 451 

（構成比） 100.0％ 22.1％ 14.2％ 14.1％ 13.4％ 

＊出典／REASAS「平成 28 年経済センサス」データを引用 

掛川市内の企業数は、平成 28 年（2016 年）時点で 3,357 社。2012 年と比べて 259 社、2009

年より 412 社減少している。この 7 年間で 10.9％の企業が廃業（撤退）しているが、全国

（13.9％）、静岡県内（13.8％）と比べると減少率は低い。 

企業数の変化（平成 21 年→28 年）を業種別に見ると、「卸・小売業」167 社（18.4％）、「建

設業」89 社（15.8％）、「製造業」54 社（10.2％）、「飲食・宿泊業」68 社（13.1％）といずれ

も減少。4 業種とも新規開業（企業進出）を上回る廃業（企業撤退）があったといえる。一方、

企業数が増加したのは、「医療・福祉」（8.9％）、「学術研究、専門・技術サービス業」（8.6％）。 

■企業数の推移（2009～2016 年） 

年 全国 静岡県 掛川市 

H21 

2009 

4,480,753 147,872 3,769 

100.0 100.0 100.0 

H24 

2012 

4,128,215 137,654 3,612 

92.1 93.1 92.3 

H28 

2016 

3,856,457 127,399 3,357 

86.1 86.2 89.1 

＊出典／REASAS「経済センサス（平成 21 年、

24 年、28 年）」データを引用 
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■管内小規模事業者数 

平成 24 年（2012 年）「経済センサス」に基づき静岡県が集計した結果によると、掛川商工

会議所管内（旧掛川市域）の商工業者数は 3,457 件で、うち小規模事業者は 3,208 件。これ以

降、町丁別の事業者数集計が行われていないため、直近の管内商工業者数及び小規模事業者数

を以下の通り推計したところ、平成 28 年（2016 年）時点の管内小規模事業者数は 3,162 件。

5 年前と比較して 1.4％減少している。 

 H21（2009） H24（2012） H26（2014） H28（2016） 

市内事業所数 5,087 4,850 4,910 4,792 

管内商工業者数 － 3,457（0.71） － 3,401（0.71） 

管内小規模事業者数 － 3,208（0.66） － 3,162（0.66） 

＊出典／経済センサス（平成 21 年、24 年、26 年、28 年）。斜め数字は推計値 

■地域経済循環／掛川市（2013 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上図は、REASAS から引用した掛川市の地域経済循環図（2013 年版）。当地域の付加価値

額は 5,761 億円で、第 2 次産業が地域経済を牽引する。地域経済循環率 112.9％で、域外から

資金が流入する状況にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・付加価値額（一人当たり）は、第 2 次産業が 1,304 万円と最も多く、全国ランキング（1,719

市町村）229 位。 

・所得（一人当たり）は、雇用者所得が 516 万円で、全国 168 位。 

・支出流出入率のうち民間消費は▲21.2％で、全国 1,380 位。市民一人当たりの年間消費額が

少ないうえに、714 億円が地域外へ流出。 
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■製造業 

掛川市には、グランドピアノ生産台数日本一、ゴルフカート国内シェア 80％で日本一、自

動車関連部品のホイヤーハーネス世界首位、コネクタ業界世界首位の企業（事業所）がある。

1980 年代より掛川市主導による工業団地造成が進められ、これまでに製造・物流企業など約

30 社が進出した。その結果、掛川市の製造品出荷額は 1 兆 6 千億円を超えたが、リーマンシ

ョック（平成 20 年）を境に落ち込み、現在は約 1 兆円。大手通信機器メーカーの工場が閉鎖

（海外移転）し、情報通信機械器具の出荷額が大幅に減少した。 

管内には、浜松市や磐田市に本社を構える輸送機メーカーへ部品供給する金属製品製造業、

輸送用機械器具製造業が点在するほか、地場産業である「茶」の採取・再生用機械器具を製造

する企業もある。世界的メーカーへ部品供給する、高品質・特殊技術を有する企業もあるが、

メーカーへと派生する中小企業は今のところない。 

市内工業団地への進出企業から部品製造・組立加工等を請け負う中小・小規模事業者もある

が、製造業のグローバル化が進む中、既存の中小・小規模製造業者の受注取引拡大は限定的で

ある。取引先の要請等により、海外へ生産拠点を新設（移転）する動きは沈静化している。 

また当地は、古くから緑茶の生産・加工が盛んであり、「荒茶生産量、日本一」を誇る茶処

として栄えてきた。市内には約 40 件の茶商があり、特産品である「深蒸し・掛川茶」を中心

に国内外へ出荷しているが、生活スタイルの変化に伴う多様化に起因し、リーフ茶（急須で淹

れる茶葉）需要が減少し続けている。茶商はかつて、全国各地の小売店等への卸売が主であっ

たが、流通構造の変化に対応し、ネット通販など消費者への直接販売比率を高めている。これ

に合わせて、菓子や茶器などセット販売、海外へ販路開拓を推し進める企業が増加している。

伝統的工芸品である「葛布」は、生産者の高齢化により現在 2 社のみで製造する。 
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■卸・小売業 

当地域の卸・小売業の企業数は減少傾向にあるが、年間商品販売額は 2012 年以降、増加に

転じている。これは、大規模小売店が郊外に出店し、商品販売額を得ているためと考えられる。

なお当地域は、地域経済循環図で示した通り、民間消費（個人消費）が所得水準に比べて低い

（貯蓄性向が高い）という特性がある。 

 
JR 掛川駅北側に位置する中心市街地は、昭和 60 年代まで大小小売店舗が立地し、近隣市

町から買物客が訪れていたが、郊外幹線道路沿いに大型ショッピングセンターが続々と進出。

大型量販店が開店するたび、近郊の小規模店が数件単位で廃業し、最近では高齢を理由に廃業

する小売業者が目立つ。 

掛川市は「中心市街地活性化基本計画（第 1 期・平成 21～26 年度、第 2 期・平成 27～31

年度）」を策定し、駅前街区の再開発事業（商業施設等の設置、マンション分譲、駐車場整備）

や、商店街と農家との連携イベント「けっトラ市」など多様な事業を展開しているが、一進一

退が続き、かつての賑わいを呼び戻せない状況にある。 

■観光業 

JR 掛川駅から北へ 400ｍの位置に、平成 6 年（1994 年）

に再建された「掛川城」がある。年間約 15 万人が入場する観

光スポットで、駅から城の間には飲食店が立ち並ぶ。 

駅周辺には 15 のホテル・旅館施設があり、市内の大規模集

客施設「つま恋」や「エコパ」でコンサートなど催事が開催

される際は、宿泊施設は満室となり、駅周辺の飲食店も満席。 

世界の珍しい鳥類と触れ合える「掛川花鳥園」には、国内外から観光客が訪れている。 

 中心市街地から数キロ離れれば、茶畑や水田が広がる一帯があり、粟ヶ岳、小笠山といった

低山でのハイキング、天竜浜名湖鉄道や自転車（サイクリング）を使ったローカルツーリズム

を満喫する者が増加している。 
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■第 2 次 掛川市総合計画（抜粋） 

第 3部・第 4章 2－3「掛川にしごとをつくる商工業の更なる発展」 

➢ 現状と課題 

（前略）本市では、東日本大震災以降、沿岸部に立地する企業に津波による事業継続不安要

素が生じたほか、市内全域が浜岡原子力発電所の UPZ 圏域に入るため、原子力のリスクも表

面化する等、商工業を取り巻く環境は大きく変化しています。 

本市では、企業立地補助制度の導入等による企業誘致を進めているほか、南部地域の活性

化や創業支援センターの研究等、市内の商工業活性化の支援に努めています。そのような中

で、雇用の場の確保や税収増を図るため、新たな工業団地への企業誘致を推進するとともに、

本社機能や研究・開発機能の誘致等の新たな投資の誘導、既存企業の規模拡大等への柔軟な

対応等が求められています。加えて、新規投資に向けた補助制度の運用、若者の雇用・定住 

の場の提供とともに、女性が働きたいと思う雇用の場の確保も必要です。また、本市周辺に

は、優秀なノウハウを持つ企業 OB がいることから、中小企業等の地域産業力の向上に活か

すことが考えられます。 

一方、商業では、既存商店街はいずれも低迷し、活気を取り戻すことができない状況が続

いています。そのため、商店街組合や個別店舗が行う活性化策への支援が求められています。 

➢ 施策の方向 

①新規創業者に対する支援 

ワンストップ相談窓口による創業相談や掛川地域プラットフォームを活用した創業支援を

行います。 

②企業誘致の推進 

補助制度の充実や総合的な誘致活動の展開により、既存企業の規模拡大や本社機能や研

究・開発機能の誘致を進めるとともに、上西郷工業用地、南西郷工業用地、新エコポリス

工業団地第３期及び大坂・土方工業用地への企業誘致を積極的に進め、産業集積の強化を

図ります。 

③オープンデータ・ビッグデータの利活用の推進 

地域経済の活性化を図るため、行政機関が保有する地理空間情報、統計情報等の公共デー

タをオープンデータとして利用しやすい形で公開し、大容量かつ多様なデータをビッグデ

ータとして処理・活用することを促し、イノベーション支援につなげます。 

④分野を超えた連携による地域産業の創出 

地域の課題解決及び地域経済の活性化を図るため、障がい者の自己実現やスマートコミュ

ニティの実現、健康増進ビジネスモデル等、他の施策分野における事業者や大学、市等が

連携した取組を、地域産業の発展・創出に繋げます。 

⑤地域商業の活性化支援 

商店街組合や個別店舗が行う集客や賑わいの創出につながるイベント開催等への支援や商

工団体と連携した商業活性化事業等、地域活性化事業に取り組みます。 

⑥中小企業に対する支援 

中小企業の振興を図るため、設備投資に対する融資支援や中小企業の支援を行う商工団体

を支援します。 

⑦市民や商工団体、金融機関等との連携による産業支援 

かけがわ生涯ワーキングシステムや創業支援、市民ファンドの検討等、市民や商工団体、

金融機関等と市が連携し、それぞれの有する能力やノウハウを活かした経営や技術開発、

資金調達等への支援を行うことで、地域産業力の向上を図ります。 
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第 3部・第 4章 2－4「新たな事業を創造する 6次産業化の推進」 

➢ 現状と課題 

6 次産業化とは、1 次産業、2 次産業、3 次産業のそれぞれの強みを生かした協働により相

乗効果を高め、生産性の向上、イノベーションの促進、新事業の創出を目指すものであり、

具体的には、①新しい製品の製造、②新しい生産方式の構築、③新しい販路、市場の開拓、

④新たなニーズに対応する素材開発、⑤新しい組織の創出等が挙げられます。 

これまでの取組は、農業者と中小企業者による垂直的な連携による単発的な製品開発に限

られている、若しくは安易に商品開発、販路開拓に焦点化され、地域自体の持続可能性を高

める視点が欠如していました。 

6 次産業化を推進するため、①マーケティング力の強化（コンセプトやネーミング、パッ

ケージ、デザイン、ストーリーといった消費者の感性や心理に訴える商品企画の設計と開発 

等）、②販路開拓（明確な出口戦略や販売チャンネルとの接点づくり、展示会、商談会等）、

③広域連携によるネットワーク構築（単純な商品開発に留まらず地域ブランドの形成や観光

への発展につなげていくため、農林業者、製造業者、卸売業者、流通業者、小売業者等のフ

ードチェーン関連に加え、医療・福祉、大学、金融機関、商工団体、観光事業者、まちづく

り団体等の多様な主体によるネットワーク）④コーディネーターの質的向上（異分野の主体

を調整し多様な主体を繋げるためには多様な領域に精通した各主体の強みを引き出し、主体

間の利益配分や取引ルール構築をサポートできる能力）が求められています。 

➢ 施策の方向 

①6次産業化の経営体の育成 

農業主体型、農商工連携型、医福食農連携型の 6 次産業化を目指す戦略的な経営体が多く

生まれるように支援します。また、新たなもの・サービスづくりに携わる人材の育成を進

めます。 

(ア)農業主体型ビジネスモデル：農林業者側が、2 次産業、3 次産業に進出し儲かる農業を

目指すもの（「農業」から「食業」へ） 

(イ)農商工連携型ビジネスモデル：1 次、2 次、3 次産業の異業種が互いの強みを生かした

連携・協働により新たな産業創出するもの 

(ウ)医福食農連携型ビジネスモデル：人口減少局面において医療福祉と農業食料が連携し、

需要・供給両面での新たな展開を図るもの 

②多様な連携の構築と地域ブランド化による地域活性化 

地域の農林業者、商工業者や医療、福祉、食品、大学、行政等多様な主体の連携を構築し、

地域資源の発掘・開発・活用を促し、消費者との交流を図りながら、地域ブランド化によ

る地域活性化につなげます。 

③地域農産物の需要拡大・販路拡大 

地域資源の見直しと新たな発掘を行い、マーケティングの視点を持って、地場産品を活か

した付加価値が高く、競争力のあるものやサービスの開発を促進します。また、海外への

輸出、高機能性食品や介護食品開発による地域農産物の需要拡大、互産互消や農観連携に

よる消費者との交流等の取組を支援し、販路拡大を進めます。 

 

第 2 次掛川市総合計画の期間は、2016 年から 2025 年の 10 年間。基本構想、基本計画は

10 年後を見据えて策定、実施計画は 4 年ごと見直すこととしている。中小・小規模事業者の

振興計画に関しては、令和元年度（2019 年度）に策定予定。 
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② 課題 

掛川商工会議所は、製造業及び小売業、建設業約 500 社を対象に 4 半期ごと、自社や業界

の景気動向等を問う「景況調査」を実施している。ここ 5 年間の結果（推移）は以下の通り。 

■業績 DI（いずれの年も 7～9 月見通し） 

 H27 H28 H29 H30 H31 

全体 ▲27.5 ▲24.5 ▲21.1 ▲23.6 ▲28.5 

製造業 ▲21.5 ▲20.3 ▲5.7 ▲12.4 ▲33.3 

（製茶業） ▲13.3 ▲17.2 ▲34.6 ▲21.4 ▲46.2 

小売業 ▲36.2 ▲33.3 ▲37.1 ▲41.4 ▲37.6 

建設業 ▲19.5 ▲15.9 ▲5.9 ▲10.9 ▲3.4 

■景況タイトル（上記調査時点における景況感、静岡経済研究所による分析結果より） 

H27 売上不振と原材料価格の上昇が続き、景況感の悪化止まらず 

H28 売上不振による利益減少で、景況感は厳しさ増す 

H29 小売業で悪化幅が縮小するも、全体では厳しい景況感 

H30 全体では悪化幅が縮小するも、改善見通しは全 15 業種中 1 業種と厳しい状況 

H31 建設業で悪化幅が拡大し、全体でも厳しい景況感が続く 

この「掛川地域の景況動向（調査レポート）」は、掛川商工会議所会報に掲載し公表してお

り、また掛川市の施策立案・実行の参考指標としても活用している。 

調査回答（ハガキ）のコメント欄には、経営者から業界動向の変化に関する説明や要望など

が記されており、経営指導員等で情報共有しながら企業支援にあたっている。 

■景況調査からみた現状 

＜製造業＞ 売上（受注）高は変わりないが、原材料価格の高騰が続き、経常利益が減少 

＜小売業＞ 客数・客単価の減少が続き、先行き不安感が拭えない 

＜建設業＞ 原材料費・外注費の高騰、人手不足が慢性化し、売上・利益とも減少 

■経営課題（打開策） 

＜製造業＞ IT 導入による業務効率化、製造原価管理実施による適正価格の設定 

＜小売業＞ 新たな販売方法の導入、売れ筋商品への絞り込み、消費者ニーズ把握と品揃え 

＜建設業＞ IT 導入による省力化、他社との連携による業務効率化、技術者の育成 

製造業、建設業とも受注量は確保できているものの、原材料費や外注費高騰の煽りを受けて

利益額（率）が減少し続けている。取引先（受注先）へ納入価格（加工賃料）の引上げ交渉を

し難い面もあるが、自社の製造原価管理を徹底することで経費の削減、また価格交渉を進めや

すくなると考えられる。製造業及び建設業の経営者は職人気質で、計数管理が苦手な者が多い

ことは、マル経資金の融資相談など日々の経営支援活動で把握している。クラウド会計システ

ムなど活用し、製品または現場ごとの製造原価管理データを蓄積し、それらを基に適正価格を

設定する重要性を訴求する必要がある。また、人手（技術者）不足を補うために、AI を駆使

した機械器具等の導入を進め、あわせて工程管理の省力化、品質向上を目指したい。 
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地域商店街の空洞化現象が進み、小規模小売店は、売上・客数とも減少し続けている。かつ

ては、スタンプシール発行など共同販促事業を行っていたが、加盟店の減少（廃業）を背景に、

平成 29 年をもって終了した。経営者の高齢化が著しく、新たな流通決済システム導入（キャ

ッシュレス決済、インターネット受発注など）に対する抵抗感が強い。掛川商工会議所が、消

費税率引上げ直前の令和元年（2019 年）9 月に実施した調査では、国の「キャッシュレス・

消費者還元事業」の申請手続きが完了した管内中小・小規模事業所は 20％程度に止まった。

セミナー開催や、パンフレット配布等を通じて、制度の変化に対応するよう促してきたが、小

規模事業者へ十分浸透しなかった点を反省しつつ、消費者ニーズの把握と、時代に即した商

品・サービスの提供、販売方法の採用を、管内小規模事業者へ訴求していく。 

飲食・宿泊業は、増加傾向にある観光入込客をいかに捉えるかが課題である。地域消費者を

対象に営業してきた老舗飲食店には、会員制交流サイト（SNS）を通じた情報発信により、週

末や大規模イベント開催時には、一見客が訪れている。また、地域の特産品である「茶」「栗」

「メロン」など副原料に使用した地ビールを製造販売する飲食店も誕生している。こうした地

域の“旬の食材”を使ったメニュー開発や、他社や市民組織と協働で商品・販売事業を積極的

に展開するチャンスがあると考えられる。しかしながら、人手不足のため、新規事業展開が思

うように図れない事業者も多い。調理や接客、経理事務など業務を IT、AI を導入して効率化

するとともに、個店の特徴（魅力、長所）を広告宣伝していることが課題である。また、イン

バウンド（外国人観光客）対応も急務である。 

掛川商工会議所が平成 28 年 9 月に実施した「事業承継に関する実態調査（管内 1,436 社対

象、回答 402 社）」の結果、「自ら創業し代表者となった」との回答が 46.2％あり、これら事

業者は今後、初めての事業承継に直面することがわかった。「後継者が決まっている」のは全

体の 31.3％、「現在の事業を継続するつもりはない」と自分の代で廃業予定者が 31.0％あっ

た。また、「後継者は決まっておらず候補もいないが、事業は継続したい」との回答が 46 社

（11.9％）あり、静岡県事業引継ぎ支援センター等と連携し、後継者探しを進めていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製造業 

ＩＴ導入による業務効率化 

製造原価管理を実行 

技術力アピール 

飲食・宿泊業 

特産品を活用した商品開発 

ＩＴ・ＡＩ導入による省力化 

インバウンド対応 

建設業 

ＩＴ・ＡＩ導入による省力化 

他社との業務連携 

技術者の確保・育成 

小売・サービス業 

消費者ニーズの把握・品揃え 

新たな販売方法の導入 

キャッシュレス決済の導入 

後継者対策、新規事業展開、販路開拓 
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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 

①10 年後（2028 年）のあるべき姿 

掛川商工会議所は、地域経済循環施策のけん引役として君臨し、 

管内小規模事業者の販路開拓と業務効率化を支援する体制が整っている。 

➢ 管内小規模事業者 800 社が、自社の必要売上高・利益額を目標設定し、その達成に向けて

市場動向の把握、販路開拓活動、業務効率化に取り組んでいる。 

➢ 掛川市は、地域経済循環を促進する施策を企画・運用し、掛川商工会議所と協働して、管内

小規模事業者の経営持続化を支援している。 

➢ 掛川商工会議所は、小規模事業者が設定した目標売上高・利益額を把握し、進捗状況を管理

するとともに、有効な施策や地域動向情報を提供し続ける。また、経営上の問題が発生した

際は、他の支援機関等と連携し、その解消にあたっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②掛川市総合計画との連動性・整合性 

平成 28 年（2016 年）に策定した「第 2 次掛川市総合計画（～2025 年）」では、『掛川にし

ごとをつくる商工業の更なる発展』をテーマに、10 年後（2025 年）の目指す姿として、「競

争力のある商工業の育成により、雇用が確保され、地域経済の活力が維持されています。また、

新規創業者やベンチャー企業が育成され、地域経済が活性化しています。」と記している。 

また掛川市は、平成 30 年（2018 年）4 月、「掛川市協働による中小企業振興基本条例」を

制定し、本市における中小・小規模事業者の必要性を宣言するとともに、今後、産学金民公官

市が協働して中小・小規模企業の振興に取り組む姿勢を示し、5 つの基本理念を設定した。 

1）中小企業の自主的な努力の促進 

2）中小企業の重要性の認識 

3）産学金公民官市の協働 

4）人材、技術等の地域資源の活用 

5）小規模企業の持続的発展への配慮 

同条例第 6 条に「中小企業支援団体の役割」を定義した。中小企業支援団体とは、掛川商工

会議所、掛川みなみ商工会、静岡県中小企業団体中央会等と記されている。中小企業支援団体

は、掛川市が行う施策に協力するとともに、中小・小規模企業に対し、支援団体同士が連携し

て、創意工夫による有益な支援を積極的に実施することを求めている。 

小規模事業者 800社 

目標売上高・利益額を設定 

市場分析、販路開拓、業務効率化 

掛川市 

掛川市中小企業振興基本計画 

地域経済循環を促進する施策 

掛川商工会議所 

企業活動の進捗管理 

金融機関等と連携支援 
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③掛川商工会議所としての役割 

掛川商工会議所は、管内小規模事業者の現状を把握し、施策立案素材として掛川市へ情報提

供するとともに、経営課題解決に向けた施策等の提案、意見具申を行う。また、必要に応じて

施策検討会等へ出席し、提言する。 

施策実施に際しては、管内小規模事業者へ周知するとともに、積極的な施策利用を推進する。

あわせて、施策の効果を検証し、より良い課題解決策に関する提案等を行う。 

 

 

 

 

 

 

景況等    施策利用    情報提供 

 

 

 

 

 

 

（３）経営発達支援事業の目標 

管内小規模事業者の経営課題は「業務効率化」と「販路開拓」。旧態依然の経営では、時代

の変化に取り残されて、売上・利益とも減少し続け、事業を継続できない。それらを克服する

ため掛川商工会議所は、以下の 3 つの目標を設定する。 

目標 1. 小規模事業者の事業計画策定、実行を支援します！ 5年間で 400件 

目標 2. 管内小規模事業者および市場の動向を把握、情報発信します！ 5年間で 120回 

目標 3. 掛川市と協働し、地域経済循環施策を実施します！ 5年間で 10事業 

小規模事業者は、自社を取り巻く環境（機会・脅威）をしっかりと認識し、「強み」を活か

した経営を実践する。経営指導員らと事業計画を立て、実行することで「結果」が生まれ、「経

営欲」が出てくる。さらに儲けたいと新しい事業展開を模索する。儲かる仕組みが構築されれ

ば、跡を継ぎたいという者も出てくる。他の事業者も刺激を受けて、新しい一手を模索し始め

る。こうして管内事業者のヤル気が高まり、地域における資金循環が活性化する。 

 

自社の経営状況を把握し、目標達成に向けて努力を続ける経営者が増加 

（相乗効果） 

 

 

 

 

 

 

 

商工会議所 

市 小規模事業者 

地域経済活性化 

経営安定（持続化） 後継者確保 地域経済循環 新規事業展開 
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（４）目標の達成に向けた方針 

前記 3 つの目標を達成するための方針を以下に示す。 

その 1.／経営指導員ら支援スタッフのスキルアップ 

管内小規模事業者の経営を総合的にサポートする「掛川経営支援ステーション（K ステ）」

を掛川商工会議所内に開設し、経営指導員が中心となり、企業の業務効率化、販路開拓に向

けて有効な事業計画の策定、実行を支援計画する。そのためには、“信頼される経営指導員”

でなくてはならない。 

経営指導員らは、企業支援の経験値を増やす（OJT）とともに、小規模事業者の業務効率化、

販路開拓に有効な施策、事例等に関する情報を収集し、支援活動に活かすスキルを高める。

特に、小規模事業者の導入が遅れている「IT・IoT の活用」を積極的に展開できるノウハウ

を習得し、所内で共有していく。こうした取り組みを通じて、管内小規模事業者との実績を

重ね、信頼関係を構築する。 

その 2.／管内小規模事業者の共通課題、地域経済動向など情報収集・発信機能を構築 

企業景況調査、巡回時の聞き取り調査、他の支援機関との交流等で入手した情報を分析し、

管内小規模事業者へ配信するシステムを構築する。また、企業が直接、取引先や消費者から

製品・サービス等に関する意見、要望を収集できる仕組みを提供する。 

その 3.／地域経済循環促進策の提言、実行 

掛川市中小企業振興基本計画に基づき、管内小規模事業者の取引拡大、新規事業展開を支援

する施策が講じられる。「茶」「葛」など地域資源を活用した新規事業展開、地元消費拡大を

図る買物券発行事業など、小規模事業者目線の施策を提言するとともに、実施主体となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

掛川にしごとをつくる 

情報収集・発信機能 

地域とともに前進 スキルアップ・実行力 
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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］管内企業 500 社対象に年 4 回、景況感（DI）調査を実施。 

［課題］上記調査を実施しているものの、ビッグデータ等を活用した分析ができていない

ため、印象データと化している。分析方法、公表の仕方を改善した上で実施する。 

（２）事業内容 

①掛川商工会議所「企業景況調査」の実施 

調査対象業種を変更し、「企業景況調査」を継続実施する。製造業、建設業、小売業

の 3 業種に、サービス業（飲食・宿泊業含む）を追加。分析結果を小規模事業者の経営

判断資料として提供する。実施は年 4 回（6・9・12・3 月）。 

【調査対象】管内中小・小規模事業者 400 社（製造業、建設業、小売業、サービス業か

ら 100 社ずつ） 

【調査項目】売上高、販売客単価、原材料単価、経常利益、資金繰り、雇用判断 等 

【調査手段】調査票の発送、回収は郵送にて 

【分析手法】民間シンクタンクに集計、分析を依頼 

②国が提供するビッグデータの活用 

REASAS（地域経済分析システム）を活用し、当地域の産業構造、地域経済循環動向

など情報を小規模事業者へ伝達し、事業計画立案や市場調査の参考資料としてもらう。 

【分析項目】「地域経済循環マップ（何で稼いで、どう分配されているか等を分析）」 

「まちづくりマップ（人の動き等を分析）」 

「産業構造マップ（産業の現状等を分析）」など 

【分析方法】日本商工会議所または民間シンクタンクに集計、分析を依頼 

 

（３）成果の活用 

○調査分析結果は掛川商工会議所 HP に掲載し、広く管内事業者等に周知する。 

○経営指導員等が巡回指導を行う際の参考資料とする。 

○小規模事業者が事業計画等を作成する際の参考資料とする。 

 

（４）目標 

 現行 R2 R3 R4 R5 R6 

①公表回数 4 回* 4 回 4 回 4 回 4 回 4 回 

②公表回数 － 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

＊①公表回数「現行」は、掛川商工会議所会報への掲載回数。HP 掲載は行っていない。 



１４ 

３．経営状況の分析に関すること 

（１）現状と課題 

［現状］マル経資金など融資申込者、持続化補助金など施策利用申請者を対象に実施 

［課題］これまで「SWOT 分析」を中心に実施してきたが、計数管理経営を推進する上

で「財務分析」は不可欠であり、外部専門家等と連携し、改善実施したい。 

 

（２）事業内容 

①経営分析セミナーによる分析の実施（集団） 

中小企業診断士など外部専門家を招聘し、自社の現状分析等を実践する「経営分析セミ

ナー」を年間 2 回（4 月、11 月）に開催する。定員は 20 人／回。告知チラシを作成し、

巡回等で対象事業者へ配布するほか、HP・SNS 上で受講者を募集する。 

②経営指導員による経営分析の実施（個別） 

巡回や窓口相談対応時、経験と勘で経営を進める小規模事業者に対して、売上・原価管

理など計数管理の必要性を唱えるとともに、経営指導員が経営分析を個別に実施する。 

③経営分析の内容（①、②共通） 

【対象者 】新規事業展開、経営改善計画の作成を目指す小規模事業者 

【分析項目】定量分析たる「財務分析」と、定性分析たる「SWOT 分析」の双方 

≪財務分析≫決算書を用いて、収益性、安全性、生産性等を算出、指標と

比較して自社の現状を認識 

≪SWOT 分析≫自社の強み、弱み、機会、脅威 

【分析手法】経済産業省「ローカルベンチマーク」等のアプリを活用し、経営指導員が

分析を行うとともに、中小企業診断士等の解説、助言を加える。 

 

（３）成果の活用 

○分析結果は、当該事業者へフィードバックし、事業計画の策定等に活用する。 

○分析結果をデータベース化し、経営指導員等で情報共有することで、経営相談時の参考

資料とできる。 

 

（４）目標 

 現行 R2 R3 R4 R5 R6 

①開催回数 － 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 

①分析件数 － 40 件 40 件 40 件 40 件 40 件 

②分析件数 － 20 件 30 件 40 件 50 件 60 件 

分析件数計 125 件 60 件 70 件 80 件 90 件 100 件 

＊分析件数「現行」は、定性分析のみ実施件数。 

＊経営指導員経験 5 年未満の者は、毎年 5 件ずつ分析件数を増加させる。 

 

 
 

「乖離」があるか否かを認識     「強み」を活かした経営 
 

 

自社の財務分析結果 

黒字企業の経営指標 



１５ 

４．事業計画策定支援に関すること 

（１）現状と課題 

［現状］事業計画作成セミナーを年 1 回程度開催 

［課題］これまで実施しているものの、事業計画策定の意義や重要性の理解が浸透してい

ない、また経営分析が十分実施できていない先があるため、カリキュラム等を見

直すなど、改善したうえで実施する。 

 

（２）支援に対する考え方 

３．経営分析を実施した事業者の約 8 割を対象に、儲けるための仕組みづくり（事業計

画）を、経営指導員がマンツーマンで事業者ともに考え、築きあげる。目標売上高・利益

額を設定し、それを実現するためには何が必要かを、外部専門家等の助言を得ながら実施

する。“儲けることは、楽しいこと”を事業者と一緒に実感したい。 

 

（３）事業内容 

①事業計画作成セミナーによる策定（集団） 

３．経営分析を実施した事業者で、経営革新、新規事業展開、新分野進出等を検討する

者を対象に「事業計画作成セミナー」を開催する。講師は中小企業診断士など外部専門

家を招聘するが、計画策定まで経営指導員が個別支援する。 

【募集方法】①経営指導員による巡回・窓口相談を通じて対象者を選定、②セミナー告知

チラシを作成し、管内事業者へ配布、③ホームページにセミナー案内を掲載 

【回数・人数】3 時間×3 回＝9 時間、20 社／回、年 2 回開催（4 月、11 月） 

【カリキュラム】現状分析、市場動向分析、収支・資金計画、業務オペレーションほか 

②経営指導員による計画策定（個別） 

経営革新、新規事業展開、新分野進出等を検討する事業者を対象に、３．経営分析を実

施したうえで、経営指導員が事業計画策定を個別支援する。専門性の高い事業に対して

は、専門家派遣制度等を活用する。 

 

（４）目標 

 現行 R2 R3 R4 R5 R6 

①事業計画策定件数 － 32 件 32 件 32 件 32 件 32 件 

②事業計画策定件数 － 16 件 24 件 32 件 40 件 48 件 

計画策定件数計 54 件 48 件 56 件 64 件 72 件 80 件 

＊「現行」の件数には、創業者（8 件）の計画策定を含む 

 

儲ける仕組みづくりを共に考える 
 

 

 

 

 

 

 

地域経済動向 

自社の経営分析結果 

事業計画策定 

・ターゲットの設定 

・製品、サービス内容の設定 

・販売方法 ・資金計画 

実行 



１６ 

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］持続化補助金採択企業、マル経資金融資先に対し、計画した事業の進捗管理、課

題解決を支援 

［課題］策定した事業計画の進捗管理（不定期）は行っているが、事業実施後の売上高・

利益率の変化等は把握（管理）していないため、改善したうえで実施する。 

 

（２）支援に対する考え方 

事業計画を策定した者が、目標に到達するまでの間、経営指導員が伴走する。事業遂行

に向けた助言とともに、精神的支えとなるよう努める。PDCA サイクルで進捗管理。 

 

（３）事業内容 

４．で事業計画を策定した事業者を対象に、原則として 2 ヶ月ごと、面談により事業の

進捗状況等を確認する。ただし、状況により訪問回数を増やしたり、ある程度順調と判断

すれば回数を減らしたり、事業者の状態を見極めながら、フォローアップ回数を変更する。 

また、対象事業者から提供された売上高等の財務データを、新たに導入する経営支援機

関システム「BIZ ミル」で管理し、事業実施前後の売上高等の推移を把握する。なお、事

業計画と現状と乖離がある場合は、中小企業診断士など外部専門家を投入し、当該ズレの

原因究明と対応策を講じる。これらは経営指導員が担当し、所内会議で情報共有する。 

 

（４）目標 

 現行 R2 R3 R4 R5 R6 

フォローアップ 

対象事業者数 
48 件 48 件 56 件 64 件 72 件 80 件 

頻度（延回数） 288 回 288 回 336 回 384 回 432 回 480 回 

売上高 2％以上 

増加の事業者数 
－ 24 件 28 件 32 件 36 件 40 件 

経常利益率2％以上 

増加の事業者数 
－ 12 件 14 件 16 件 18 件 20 件 

 

儲かっているかを検証し、工夫する 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域経済動向 

自社の経営分析結果 

事業計画策定 

・ターゲットの設定 

・製品、サービス内容の設定 

・販売方法 ・資金計画 

実行 

・施策利用 

・課題解決 

・売上高推移把握 

・スケジュール管理 

・最新情報提供 
地域経済活性化策で「底上げ」 

専門家派遣 



１７ 

６．需要動向調査に関すること 

（１）現状と課題 

［現状］掛川商工まつり「展示即売会」において、消費者から新商品等に関する意見聴取 

［課題］調査項目を設定しておらず、収集できるデータが疎らで、情報収集（データベー

ス化）・分析が不十分なため、改善したうえで実施する。 

 

（２）事業内容 

①静岡県内 15 商工会議所が合同開催する「バイヤー個別商談会」において、バイヤー対

象に、試食、アンケート調査を実施する。 

【サンプル数】来場バイヤー10 人 

【調査手段・方法】「個別商談会」参加バイヤー対象に、小規模事業者の取扱商品に関

する感想、改善点など意見をアンケート形式で寄せてもらう。 

【分析手段・方法】回収したデータは、経営指導員が集計・分析する。専門的な分析、

助言が必要と判断した際は、専門家に委託する。 

【調査項目】①価格、②数量（容量）、③パッケージ、④味、⑤見た目、⑥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事業者へ直接説明し、商品開発・

販売活動に役立ててもらう。 

②管内小規模事業者から新商品開発に関する相談を受けた際は、掛川市消費者協会の協力

を得て、試食、アンケート調査を実施する。主な対象品目は、飲食料品（特産品等を活

用した新商品）。 

【サンプル数】消費者協会会員（主婦）20 人 

【調査手段・方法】消費者モニターを希望する小規模事業者が発生した際、掛川市消費

者協会へ協力を依頼。新商品（サンプル）を協会会員へ配布し、感

想などをアンケート形式で寄せてもらう。 

【分析手段・方法】回収したデータは、経営指導員が集計・分析する。専門的な分析、

助言が必要と判断した際は、専門家に委託する。 

【調査項目】①価格、②数量（容量）、③パッケージ、④味、⑤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事業者へ直接説明し、商品開発・

販売活動に役立ててもらう。 

 

（３）目標 

 現行 R2 R3 R4 R5 R6 

①調査対象 

事業者数 
－ 5 社 5 社 5 社 5 社 5 社 

②調査対象 

事業者数 
－ 5 社 5 社 5 社 5 社 5 社 

 

 

「シーズ」と「ニーズ」のマッチング 

 

 

 

市場（ユーザー）に支持されるか確認する 



１８ 

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］静岡県 15 商工会議所合同企画「バイヤー個別商談会」への参加 

［課題］上記商談会のみならず、管内小規模事業者の製品・商品・サービス等を市内外に

宣伝し、販路開拓を促す機会を増やす。 

 

（２）支援に対する考え方 

単独では販路開拓活動が困難な事業者を対象に、取引先または消費者と接する機会を

提供するとともに、商談・購買成立に向けた助言や施策等の活用をすすめる。主な対象

は、食品製造業者、茶・葛など地域特産品を用いた商品開発業者。 

 

（３）事業内容 

①静岡県内 15 商工会議所合同企画「バイヤー個別商談会」（BtoB） 

毎年 11 月に開催される商談会に、管内の食品製造業者、菓子製造業者、飲料製造業

者（茶商含む）らの参加を促す。商談会でのプレゼンテーションが効果的に行えるよう

静岡県よろず支援拠点と連携し、事前研修を実施するとともに、経営指導員が商談会に

同席し、その場のやり取り等を記録する。事後には、当該バイヤーとの商談成立に向け

た改善等を支援する。 

同商談会は、県内外の百貨店やスーパー、商社等のバイヤー約 50 人が静岡商工会議所

に会し、県内企業の商品等を売り込む場。県内の中小企業約 150 社が参加する。 

②掛川商工会議所 SNS にて商品・サービスを紹介（BtoB） ＊新規事業 

掛川経営支援ステーションが運営する SNS「Facebook ページ」に、管内小規模事業

者が取扱う商品・サービス等を紹介する記事を掲載する。同ページは誰でも閲覧可能。

掲載企業は、事業計画を策定し、新規事業展開を進める者（年間 20 社程度）を想定。 

③災害時支援協定締結 3 商工会議所「互産互消会」の開催（BtoC） ＊新規事業 

当所は、小田原・箱根（神奈川県）、日光（栃木県）の 3 商工会議所間で、災害時支

援協定を締結している。この縁を販路開拓に活かそうと「互産互消会」を開催する。各

地持ち回りで年一回（約 2 週間）、既設販売所にて 3 地区の特産品等を展示と販売し、

販路拡大を目指す。各施設には、地元消費者や観光客など約 1,000 人／日が来店。 

 

（４）目標 

 現行 R2 R3 R4 R5 R6 

①参加事業者数 2 社 5 社 5 社 7 社 8 社 10 社 

①成約件数 － 2 社 3 社 4 社 5 社 5 社 

②紹介事業者数 － 20 社 20 社 20 社 24 社 24 社 

②新規取引先開拓件数 － 2 社 2 社 3 社 4 社 5 社 

③出店事業者数 － 5 社 5 社 7 社 7 社 10 社 

③売上増加率 2％以上の者 － 3 社 4 社 5 社 6 社 8 社 

 

 



１９ 

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］掛川市中小企業振興会議を平成 30 年度より年 2 回開催し、中小・小規模事業者

の現状等に関する情報交換、地域経済活性化に向けた施策提案など行っている。 

［課題］すでに実施している地域振興施策の効果を検証し、必要に応じて事業規模の拡大

ならびに新規施策を企画・実施する。 

 

（２）事業内容 

①掛川市中小企業振興会議（年 2 回） 

平成 30 年 4 月に制定した「掛川市協働による中小企業振興条例」に基づき、掛川市

等が実施する中小企業振興施策等に関する意見・提言する会合。掛川商工会議所、掛川

みなみ商工会の役職員、市内中小企業・市民代表者、学識経験者（大学教授）ら 15 名

で構成。掛川市産業労働政策課が招集する。 

②パートナーシップ買物券発行事業 

市内における消費喚起と顧客拡大を図るため、市内登録事業所で利用できる買物券

（有効期限 6 ヶ月）を発行する。発行者は、掛川商工会議所と掛川みなみ商工会で組織

する「掛川市地域協働経済支援協議会」。財源は掛川市補助金。現金支給の補助金を、

買物券に切り替えることで、地域内経済循環が促進される。現在は、紙製の買物券を給

付しているが、電子決済システム導入を検討する。 

【交付対象者】ア．市内中小建築関連事業者へ発注し、住宅リフォーム工事を行った者 

イ．太陽光発電施設、太陽熱温水器、家庭用蓄電池を自宅に設置した者 

ウ．自宅を新築もしくは改築し、親子三世代同居を開始した者 等 

③掛川まちゼミの開催 

市内若手商業者で組織する「掛川まちゼミ実行委員会」と掛川商工会議所、かけがわ

街づくり㈱が連携し、「得する街のゼミナール（まちゼミ）」年 2 回（8 月、2 月）実施

する。個店の魅力を発信する商業振興策。新聞折込チラシを発行し、ゼミ受講者を募集

する。まちゼミ参加を機に個店を認知、購買してもらい、街に人々が出掛ける。 

③かけがわ・いいお店表彰 ＊新規事業 

地域消費者に支持される店舗（事業所）を有料店舗として表彰し、活力ある事業所を

増していく事業。掛川商工会議所が、掛川市・掛川観光協会・かけがわ街づくり㈱と連

携して実施する。対象は、管内で小売店、飲食店、サービス業を営む店舗（中小・小規

模事業者に限る）。表彰を受けた店舗は、ホームページで公表するとともに、優良店ス

テッカーを発行する。 

⑤若者の地元就職を推進する I・J・U ターン事業 

掛川市雇用対策協議会と共同で、大学卒業予定者向け「就職説明会」、地元実業高校

生対象に「企業見学会」など開催し、若年者の地元企業就職を支援する。また、働き方

改革に関する制度、アスリート雇用助成金等に関する説明会を開催する。 

 

 

 

地域内資金循環 

 

住みたいと思うまち 

 

働きがいのあるまち 

 

地域力の底上げ 
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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］掛川地域プラットフォームを構成し、行政と中小企業支援機関の情報交換 

［課題］より多くの事例を学び、経営指導員等の支援ノウハウを高めたい。 

 

（２）事業内容 

①掛川地域プラットフォームの運営 

掛川市、掛川商工会議所、掛川みなみ商工会、島田掛川信用金庫、静岡銀行、清水銀

行、スルガ銀行、浜松磐田信用金庫、日本政策金融公庫、東海税理士会、かけがわ街づ

くり㈱、中東遠タスクフォースセンターの 12 機関で構成する掛川地域プラットフォー

ム。各機関の代表者らによる「幹事会（年 4 回）」で、支援施策や管内景気動向等に関

する情報交換を行うほか、12 機関の支援スタッフ対象に、中小企業支援事例等に関す

る座学研修等を年間 2～3 回実施し、支援ノウハウを学ぶ。掛川商工会議所が主幹。 

②市、商工団体、JA との情報交換会の開催（年 1 回） 

掛川商工会議所、掛川みなみ商工会、JA 掛川市、JA 遠州夢咲の 4 者と、掛川市長は

じめ行政幹部が一堂に会し、農商工連携をはじめとする地域産業振興に関する情報交換

会を開催。主幹は 4 者持ち回り。地域資源を活用した新商品開発など模索する。 

④静岡県西部地域商工行政連絡会議への出席（年 1 回） 

静岡県主催の会議。掛川市など県西部地区 9 市町の商工関係部署、当所ほか商工会議

所・商工会など中小企業支援機関が会し、地域活性化施策等に関する情報交換会に出席

する。あわせて、国の中小企業向け施策等に関する説明も実施される。 

⑤島田掛川信用金庫職員の出向受入 

掛川商工会議所と島田掛川信用金庫の二者間協定に基づき、同庫職員一名を掛川商工

会議所へ出向させる。出向期間は原則 2 年間。金融機関で培ったノウハウを、商工会議

所の経営支援現場で実践するとともに、地域活性化事業など商工団体独自の現場を体験

する OJT。互いの組織を理解しあうことで、出向期間終了後の業務連携にもつながる。 

 

 

 

 

巡回               来所・電話 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小規模事業者 

 

 

市・商工会・税理士会           金融機関・第 3 セクター 

掛川地域プラットフォーム 

掛川経営支援ステーション（Ｋステ） 

ワンストップ相談窓口 

ここに来れば 

いろんな悩みが 

一気に解決 
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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］経営指導員歴 5 年未満の若手が 2 人。OJT による支援ノウハウの習得に加え、

静岡県商工会議所連合会が実施する経営指導員等研修会等に参加し、知識や技法

を学んでいる。 

［課題］支援対象件数の増加、経営課題の難度が高まっており、経営指導員は従来にも増

した知識と技術が求められる。世代交代を視野に、若手経営指導員と後継者（補

助員、一般職員）の育成を進める。 

 

（２）事業内容 

小規模な商工会議所では、ある分野に特化したスペシャリストではなく、様々な課題解

決に対応できる「ゼネラリスト的な経営指導員」が求められる。高度な経営課題に対して

は、弁護士、税理士など専門相談員、外部専門家等の助言を受け、チームで解決にあたる。

この際、経営指導員はコーディネーター役として、相談者（事業者）と助言者の間に立ち、

専門的知識や技法を解釈し、相談者へ的確に伝えるスキルが求められる。 

これらは、他の経営指導員や専門家と一緒に、現場経験を積むことでノウハウを学ぶ

（OJT）とともに、日商 web 研修等を受講するなど自己研鑽を日常的に行う。また、中

小企業診断士、社会保険労務士、税理士など、相談対応に有効な資格取得を奨励する。 

国・県・市などが開催する支援施策に関する説明会、企業支援事例等に関する研修会へ

は、業務活動の許す範囲で積極的に参加し、知識と情報を習得する。外部研修会は、他の

支援機関スタッフ等と接する貴重な機会と捉え、情報交換やネットワーク構築も進める。 

①IT・IoT を活用した業務効率化、販路開拓の手法と導入支援スキルを身に付けるため、

中小企業大学校東京校の専門研修を受講（経営指導員 5 人／年 1 回） 

② 各種施策活用法等を学び、県内スタッフとの情報交換を図るため、静岡県商工会議所

連合会が実施する経営指導員等研修会（経営指導員 5 人／年 2 回、補助員 2 人／年 1

回、経営指導員候補者・一般職員／必要に応じて） 

③ 近隣商工会議所・商工会、行政、支援機関との情報交換会（年 15～20 回程度、経営指

導員・補助員・一般職員が交代で出席） 

④ 施策活用法、企業支援事例など知識・情報を共有する所内ミーティング（概ね月 1 回／

全職員）および「所内電子掲示板」を活用した情報共有 

⑤ 企業向けに開催する研修会、説明会等の企画・運営および受講（年間 20 回／全職員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題発見能力、コミュニケーション能力、知識・技術ノウハウの共有、ネットワーク構築 

 

 

信頼される経営指導員を目指して 

OJT 外部研修会 資格取得 情報共有 
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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］外部有識者らによる「事業評価委員会」を年一回開催 

［課題］「事業評価委員会」の開催回数を年 2 回とし、タイムリーな事業展開が実施でき

る体制を整える。 

 

（２）事業内容 

掛川市産業経済部長、大学教授、中小企業診断士、法定経営指導員による「事業評価委

員会」を半期ごと開催し、経営発達支援事業の進捗状況等について評価を実施する。評価

結果は、正副会頭会議にフィードバックしたうえで、事業実施方針等へ反映させるととも

に、掛川商工会議所ホームページへ掲載することで、地域の小規模事業者等が常に閲覧で

きる状態とする。 

 

 

報告 

 

年 2回（7月、12月） 

評価 

 

助言 

 

施策実施方法の見直し、支援体制の再構築、発達支援計画の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業評価委員会 

市産業経済部長 

大学教授 

中小企業診断士 

法定経営指導員 

経営指導員 

補助員 

一般職員 

・正副会頭会議にて報告 

・ＨＰにて公開 
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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（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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜職員等の小規模事業者支援担当分野＞  ※関与度 … ◎：大、○：中、小：△ 

 

 

（支援業務内容） 

所属 中小企業相談所 総務企画課 非常勤 

職種 経営指導員 補助員 一般職員 
商工調停士 

専門相談員 

人数 5 2 7 10 

高度な経営課題の解決 ◎   ◎ 

経営状況分析・事業計画策定 ◎ ○  ○ 

調査・広報、販路開拓事業など ○ ◎ ◎  

地域経済活性化事業 ○ ○ ◎  

 

 

（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：山下真弘（中小企業相談所長、中小企業診断士） 

■連絡先：掛川商工会議所 ℡0537-22-5151 

 

②当該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。 

 

掛川市 

産業労働政策課 

掛川商工会議所 

掛川経営支援ステーション（K ステ） 

 
役員・議員 専門相談員 

事務局長 

総務企画課 

一般職員 7 人 

中小企業相談所 

法定経営指導員 1 人 

経営指導員 4 人 

補助員 2 人 
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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 

〒436-0079 

静岡県掛川市掛川 551-2 

掛川商工会議所 中小企業相談所 

TEL 0537-22-5151 ／ FAX 0537-22-0954 

info@kakegawa-cci.or.jp 

 

②関係市町村 

〒436-8650 

静岡県掛川市長谷 1-1-1 

掛川市 産業労働政策課 創業・労政係 

TEL0537-21-1125／FAX0537-21-1212 

sangyo@city.kakegawa.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） 

 
Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

必要な資金の額 57,530 62,530 67,530 67,530 67,530 

 ○企業景況調査費 800 800 800 800 800 

 ○セミナー開催費 300 300 300 300 300 

 ○データ管理費 600 600 600 600 600 

 ○専門家派遣費 300 300 300 300 300 

 ○買物券事業費 50,000 55,000 60,000 60,000 60,000 

 ○まちゼミ運営費 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

 ○店舗顕彰事業費 300 300 300 300 300 

 ○人材確保事業費 300 300 300 300 300 

 ○地域ＰＦ運営費 250 250 250 250 250 

 ○農商工連携費 100 100 100 100 100 

 ○ＨＰ運営費 120 120 120 120 120 

 ○職員出向受入費 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 

 ○職員研修旅費 500 500 500 500 500 

 ○事業評価委員会 160 160 160 160 160 

       

       

       

（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、掛川市補助金、静岡県補助金、国補助金、受益者負担金 

 

 

（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 

① 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携して事業を実施する者の役割 

① 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 




