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平成２８年度事業報告概要 

（平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日） 

経営発達支援計画の認定制度と小規模事業者支援法の改正 

 全国385万の中小企業、中でもその9割を占める小規模事業者は、地域の経済や雇用を支える極

めて重要な存在です。しかしながら、小規模事業者は、人口減少、高齢化、海外との競争激化、地

域経済の低迷といった構造変化に直面しており、売上げや事業者数の減少、経営層の高齢化等の

課題を抱えています。 

 そのような厳しい経営環境において小規模事業者が持続的に事業を発展させていくためには、国

内外の需要の動向や自らの強みを分析し、新たな需要を獲得するために事業を再構築していくこと

が必要です。他方で、多くの小規模事業者にとっては、独力でこれらの取組を行うことは容易ではあ

りません。 

 したがって、半世紀以上にわたり小規模事業者から経営の相談に応じ、指導を行ってきた商工会

及び商工会議所が、小規模事業者による意欲ある取組を強力に支援し、小規模事業者の持てる力

を最大限に引き出していくことが必要です。 

 商工会及び商工会議所は、昭和35年から、小規模な企業の経営や技術の改善・発達を図るため、

金融・税務、経営・労務などの相談や指導(経営改善普及事業)を行っています。この経営改善普及

事業は、これまで記帳指導や税務指導等、小規模事業者の経営資源の不足を補完することに重点

を置いて実施してきたところですが、小規模事業者が抱える課題が変化してきた中、 

(1) 小規模事業者の経営資源の内容、財務内容その他経営の状況の分析 

(2) 小規模事業者が行う事業計画の策定に係る指導及び助言 

(3) 当該計画に従って行われる事業の実施に関し必要な指導及び助言 

(4) 小規模事業者が販売する商品又は提供する役務の需要の動向に関する情報の収集、整理、

分析及び提供 

(5) 地域の経済動向に関する情報の収集、整理、分析及び提供 

(6) 商談会、展示会の開催等小規模事業者が販売する商品又は提供する役務の需要の開拓に

寄与する事業 

といった小規模事業者の売上げや利益を確保するための支援に重点を置くことが必要となってきて

います。 

  このような状況から、商工会及び商工会議所による小規模事業者の経営支援の取組を一層強化

するため、商工会及び商工会議所が行う経営改善普及事業の内容を見直すとともに、商工会及び

商工会議所が、小規模事業者による事業計画の作成及びその着実な実施を支援することや、地域

活性化にもつながる展示会の開催等の面的な取組を促進するため、商工会及び商工会議所が作成

する支援計画のうち、小規模事業者の技術の向上、新たな事業の分野の開拓その他の小規模事業

者の経営の発達に特に資するものについての計画を経済産業大臣が認定する仕組みを導入する等

を内容とした「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の一部を改正する

法律」が平成26年6月に成立しました。 

 当所では平成２７年１月小規模支援法に基づき経営発達支援計画を策定、同７月に国の認定を受

けました。平成２８年度は経営発達支援事業の２年目に当たり、小規模事業者の新商品開発支援、

管内支援機関等の連携強化をし各種相談の充実を図りました。 
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（創業支援）

<産業競争力強化法>

・藤枝市産業政策課

商業観光課

産業集積推進課

起業チャレンジャー応援事業

（シダビズ、志太ビジネスプラン

グランプリ）

個店魅力アップのためのまちゼミ

・専門家派遣制度

（事業計画策定・アドバイス）

・静岡県専門家派遣制度

・消費税転嫁対策相談

・エキチカワンストップ相談会

（創業・第二創業）

・経営安定特別相談室

創業者

◇◆◇ 小規模事業者支援体制 ◇◆◇

連携先
連携先

（支援とりまとめ・連絡調整）

藤枝商工会議所

静岡県よろず支援拠点（静岡CCI）

中小企業・小規模事業者

ワンストップ総合支援事業（ミラサポ）

静岡県事業引継ぎ支援センター（静岡CCI）

（静岡県後継者バンク）

経営革新等認定支援機関

（商工会議所、商工会、金融機関、

税理士、中小企業診断士等）

(公財)静岡県産業振興財団

（創業促進補助金、経営革新支援）

静岡県中小企業団体中央会

（新ものづくり補助金、商店街）

日本政策金融公庫静岡支店

各金融機関

静岡県信用保証協会

静岡産業大学

小規模事業者経営相談

相

談

支

援

相

談

支

援

静岡県後継者バンク

静岡県経営改善支援センター（静岡CCI）

静岡県中小企業再生支援協議会（静岡CCI）

（各金融機関、税理士、中小企業診断士）

(独)日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）

(公財)静岡県国際経済振興会(ＳＩＢＡ)

創業・経営・金融支援

再生支援

海外販路支援
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■認定経営発達支援計画に基づいた伴走型支援の推進 

経営発達支援計画２年目は、「お客さまに選ばれる商品開発プロジェクト」事業として、５社を選定

し、マーケティングの考え方を取り入れて商品開発の取り組みを行いました。（経営発達支援事業） 

商品開発の基本セミナーでは、お客様のニーズを捉える手法を伝えました。ニーズ調査では、全

国５００人（２０代～６０代）を対象に行いました。コンセプト＆戦略づくりでは、ニーズ調査の結果をもと

に策定しました。（以下、プロジェクトスケジュール） 

 

 

 

モニターとの意見交換では、味、大きさは 

もちろん、持ち運びや食べるシーンなども 

含め様々な意見が出されました。 

モニターの意見に熱心に耳を傾け、商品の

ブラッシュアップにつなげていきました。 
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中間発表会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

デザインのすり合わせ 

消費者にシーンに合わせたデザインのアドバ

イス、売り場のなかで埋もれてしまわないよう

なパッケージはどうあるべきかなど意見交換 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加企業同士で意見交換、お互いのコンセプト、 

ターゲット、シーンについて発表 

商品開発発表会の試食会の様子 

参加者に熱心に説明をする。 

商品開発発表会にて自社の完成商品を説明す

る様子 
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（チョコレートおたけせんべい） 

明治から続くスイーツせんべいの現代版 

これまでの伝統的商品を活かした商品 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ダミエケーキ＆クッキー） 

藤枝で４０年愛された定番品をお土産用に 

展開 

（みたらしパウンド） 

紅茶やコーヒーにも合う日常用和洋菓子 

和菓子と洋菓子を組み合わせた新しい 

感覚の商品 

（子供の成長を詰めるデザイン茶箱） 

伝統の茶箱を新しいコンセプトで製作 
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■消費税の価格転嫁及び軽減税率への円滑な対応を支援 

 消費税率の引上げ、軽減税率制度導入に備え、消費税軽

減税率対策窓口相談等事業として、事業者の経営力強化を

図るため、販売促進や販路拡大に繋がるセミナー等を開催し

ました。また、事業者へ政府や日本商工会議所が作成した、

小冊子等のツールを巡回・窓口相談を通じ周知しました。 

 

 

 

■藤枝エコノミックガーデニング事業の推進 

地方創生の実現を図るため、産学官金の連携を強化し、

創業・起業・第二創業の支援・農商工連携事業の推進を

図りました。 

支援機関等で組織する藤枝エコノミックガーデニング推

進戦略協議会を新たに立ち上げ、支援機関の情報共有と

情報交換を図ると共に、「食のブランド開発支援事業」に

関する新商品の開発も支援しました。 

 

■第４回藤枝シニア草サッカー大会会頭杯を開催 

９月８日（木）・９日（金）の両日に藤枝総合運動公園サッカー場・陸場競技場・人工芝多目的広場・

市民グラウンドサッカー場の４会場で第４回目となる「藤枝シニア草サッカー大会会頭杯」を開催しま

した。今大会では、完成した人工芝多目的広場を初めて使用した。宮城県から大阪府まで全１８チ

ーム３３１名が参加、６０歳以上のチームと７０歳以上のチームのカテゴリー別で熱戦を繰り広げた。県

外チーム全員参加による歓迎レセプションも開催し、交流を深めるとともに藤枝をＰＲしました。 

（経営発達支援事業） 

 

■藤枝市中小企業・小規模振興基本条例の制定に関する要望書を提出 

平成２８年７月に藤枝市経済の持続的発展と地域経済

の活性化を推進するために、地域振興委員会が中心に取

りまとめた「藤枝市中小企業・小規模企業振興条例（仮称）

の制定に関する要望書」を藤枝市長あてに提出した。要

望の結果、１２月に「がんばる中小企業振興基本条例」が

制定されました。 

（猪肉と鹿肉のボロニアソーセージ） 

家飲みをオシャレに楽しむお手軽ジビエ 
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■関係機関等との連携強化 

藤枝市と大井川農業協同組合との連携事業として、浜

松商工会議所会頭の大須賀正孝氏を講師に招き、産学

官連携セミナーを開催しました。 

また、「会員市議会議員との懇談会」を開催し、「藤枝市

中小企業・小規模企業振興条例」の設置についての意見･

情報交換を行い、要望実現のための連携強化に努めた。

さらに、「市長と正副会頭との懇談会」を開催し、双方向の

意見交換を図りました。 

 

■志太３市商工会議所・商工会広域連携懇談会を設置 

これまでの藤枝市・焼津市のエリアから島田商工会議所・

島田市商工会が加わり、３市体制に発展し、志太３市商工会

議所・商工会広域連携懇談会を１２月に設立した。今後は、

地域の課題を共有化し、中小・小規模事業者のニーズに合わ

せた事業を効果的に展開し、志太の立地を活かした企業誘

致、人材育成等の施策を推進することとした。６月に志太３市

合同就職ガイダンス、２月に講演会・交流会を実施しました。 

 

 

■会員増強キャンペーンを展開 年間１１５事業所が新規加入 

会員増強では、役員・議員・金融機関・青年部・女性会等の協力を得て、会員増強キャンペーン

を実施した。昨年に引き続き、大規模小売店舗等の加入勧奨、日本政策金融公庫職員との同行訪

問や非会員事業所へのアプローチも継続的に実施した結果、年間で１１５件の新規加入がありました。

しかしながら、経営者の高齢化と後継者不足、景気回復の遅れ等の影響から、廃業や倒産等による

企業の減少は全国的な傾向で、退会事業所は１０９件にのぼった。H２９年３月３１日現在の会員数は

２，６２５事業所と、７年ぶりに対前年より増加しました。 

 

■職員の能力向上・財政基盤の強化 

商工会議所事務局職員のスキルアップに取り組むため、日本商工会議所等が主催する研修会等

に積極的に職員を派遣すると共に、食職員各自の目標を定めた資格取得を目指し、会員サービス

の充実に繋げました。また、全国商工会議所の新たな会員企業のための商工会議所保険制度とし

て、ビジネス総合保険制度を導入し、積極的な推進を図りました。 

 

■静岡産業大学との連携事業セミナーに述べ５２名が参加 

静岡産業大学との連携事業セミナー「経営力アップ道場２０

１６」を１０月に全３回シリーズで開催、静岡産業大学佐野典秀

教授をはじめ、３人の講師に最新マーケティング・情報発信を

テーマにのべ５２名が学んだ。また、静岡産業大学の冠講座

を４月～７月に開催、１２回１５名の役員議員等が講師を務め

ました。 

３月には、藤枝ＩＣＴコンソーシアムが設立され、会長に静岡

産業大学の鷲崎学長、副会長に山田会頭が就任しました。参

加企業は、６７社（３月３１日現在）。 
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■中小企業経営情報を積極的に発信 

毎月１回発行の「ふじえだ商工会議所ニュースＳｃｏｐｅ」

の編集企画会議を毎月開催し、内容の充実に努め、４月

号の表紙から藤枝花回廊をテーマにリニューアルしまし

た。 

特に小規模事業者が活用できる国・県等の支援策等中

小企業情報コーナーで積極的に情報発信を行いました。 

 

 

■商工会議所推奨品制度「おみや」を認定 

商工会議所が認定する推奨品制度（藤枝おみや）の平成２８

年度版として、１３事業所１８品目を認定した。また、３年に１度

開催される藤枝大祭りのおもてなし広場に於いて、藤枝おみ

やのパンフレットを配布し PR に努めるほか、しんきんビジネス

マッチングにて展示ＰＲを行いました。 

 

 

 

■ⅠoTセミナーを開催 

中小企業のＩoＴの推進を図るため「IoT とその経済性につ

いて」と題して、静岡産業大学の鷲崎早雄学長を招いての講

演会を開催、市内外から６２名が参加しました。 

 今後、小規模事業者のＩＣＴ推進、ＩｏＴ活用などの取組を進

めていきます。 

 

 

■事業承継セミナーを開催 

７月にヒロパートナーズオフィス代表の五島宏明氏を講師に

「経営者・後継者必見!!三代目社長が会社つぶす?失敗しない

事業承継を行うために必要なこと」をテーマに事業承継セミナ

ーを開催。２５名が受講しました。 

 

 

 

■日銀支店長を招いての経済動向講演会を開催 

 ６月に(株)アンドディ坂本雅子氏を招いての経営セミナー「小

規模事業者が最低限の労力で対応するためのマイナンバー

対応講座」を開催し、２７名が受講しました。 

１２月に日本銀行静岡支店長の小髙新吾氏を招いての「最近

の金融経済情勢～現状と展望～」講演会を開催、６２名が参

加し、終了後には、講師を囲んでの情報交換会を併せて開催

しました。 
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【青年部】 関東ブロック大会しずおか藤枝大会を開催 

青年部は１１７名の会員のもと、平成２８年１０月に静岡県武

道館にて、日本商工会議所青年部第３６回関東ブロック大会し

ずおか藤枝大会を開催しました。 

関東ブロック商工会議所青年部連合会の役員会・定時総

会・会長会議・ＯＢゴルフコンペ・前宿泊者懇親会・記念式典・

記念講演・文科会・大懇親会、藤枝独自の食文化である朝ラ

ーメンのエクスカーションを開催し、大会には、２,７６６名の登録

がありました。また、一般市民も巻き込んでの記念講演と大物

産展を開催、記念講演では、前サッカー日本女子代表（なでし

こジャパン）監督の佐々木則夫氏を講師に招き、「目標達成へ

のプロセス～チームワークとコミュニケーション～」と題しての講

演を行いました。大物産展では、関東一円、静岡県内各地の

特産品やおいしいグルメが一同に集約し５１ブースが出店し、販

路拡大に繋がりました。 

 

■会員事業所の訪問活動を実施 

会員ニーズの把握をするため定期的な事業所訪問活動として、未利用会員事業所及び入会２年

以内の事業所を中心に１,５００件、非会員事業所は１４９件訪問し、セミナーの案内や金融･経営･労

務等の各種施策の周知を図りました。非会員事業所の補助金活用も増加傾向となっております。 

 

■マケプラ＆Ｗｅｂレポート、業種別審査辞典を導入 

全国の店舗商圏データを自在に検索・分析できる商圏分析システム

「Market Platform(マケプラ)＆Web レポート」と「業種別審査辞典」を導入

しました。 

 地区内で新たに創業しようとする方や、小規模事業者持続化補助金申

請時、また、チラシ配布に関するエリア選定時など小規模事業者 165 社

へ提供しました。 

（経営発達支援事業） 

 

■経営革新・新製品開発相談 

中小企業経営力強化支援法に基づく経営革新等支援機関として、中小企業・小規模事業者の経

営支援、経営革新計画策定への支援は２事業所（達成率３３％）が承認、新製品･新技術開発に向け

た相談は１７０件（達成率８５％）、新製品等補助金申請件数は５９件（達成率５９０％）となりました。 

 

■支援機関等連絡会議を開催 

経営革新等認定支援機関同士の連絡会議による連

携推進事業として、藤枝市管内認定支援機関等連絡

会議を開催し、当所の経営発達支援計画等を情報共

有しました。（経営発達支援事業） 

また、補助金に係るセミナー２回、個別相談会を２回

開催し、小規模事業者持続化補助金等の申請希望者４

３事業所に対し経営計画書の作成等を支援しました。 
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販路拡大を支援する事業として、３年目となる商工会議所推奨品認

定制度を実施し、１３事業所の１８品目を認定、認定証と認定シールを

発行しました。 

３年目となる藤枝地場産品等をブランドとして認定する制度は、藤

枝市と連携し取り組み、藤枝市が第１次産品から第６次産品までの製

品から１１品目選択し「藤枝セレクション」として認定しました。 

農商工等連携を取組む事業者への支援は、７２事業所（達成率３６

０％）、６次産業化推進スタートアップ支援事業補助金活用事業所は

ありませんでしたので、一層の制度ＰＲと案件掘り起しに努めます。 

産業競争力強化法等を活用した創業支援では、創業相談は２６６件（達成率２６６％）で、そのうち

当所の指導を受けての開業者数は２７件（達成率１８０％）となりました。 

ＢＣＰ計画(事業継続計画)策定企業への支援は、計画策定指導事業所１０件、計画策定企業数は 

４件となった。人材育成に取組む企業向けオーダーメイド研修にはテーマに応じた専門家を４事業所

延べ８回派遣しました。 

志太３市商工会議所・商工会の連携による志太経営塾

は、女性視点での商品やサービスの魅力情報発信をテ

ーマに３回シリーズで開催、延べ９８名が参加しました。 

中小企業・小規模事業者ビジネストレーニングプログラ

ム事業として、新入社員講座、コミュニケーション会話術

講座、クレーム対応実践講座、プレス広報セミナー、広告

ＰＲセミナーを開催、延べ１３１名が参加しました。 

 

■中小企業・小規模事業者の相談に幅広く対応 

経営指導員による経営改善普及事業を積極的に推進し、

小規模事業者への税務・金融・経営等をはじめとした相談に

幅広く対応、巡回相談指導１,４５４件、窓口相談指導３,３３３件、

合計４,７８７件となりました。 

会員事業所からのより専門的な相談に対応する専門家派

遣事業(エキスパートバンク・アクティブエキスパートバンク)、

人材育成エキスパートバンク、創業サポートエキスパートバン

クを実施した。弁護士や司法書士･社会保険労務士･コンサ

ルタントなど各分野の専門家８８名が登録されており、ＩＴによ

る販路拡大策・ＢＣＰ（事業継続計画）の策定・経営革新・特

許商標登録・人材育成等々、会員事業所への相談・指導は６

３事業所、延べ１０９回（達成率２４２％）、専門家を派遣し問題

解決に取り組みました。 

国の「小規模事業者持続化補助金」「新ものづくり補助金」等の申請を行う事業者に対し、経営計

画作成支援セミナーや個別相談会を開催し計画策定及び申請手続きを支援しました。持続化補助

金申請事業所は、５９件（採択２５件）でありました。 

マイナンバー制度の導入に伴い、小規模事業者が最低限の労力で対応できる具体的な流れと取

扱いについてのセミナーを開催しました。 

企業の海外展開に向けた相談支援として、日本貿易振興会・静岡県国際経済振興会等と連携し

取り組みを支援しました。海外取引相談は、１３１件ありました。 
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消費税軽減税率対策窓口相談等事業では、昨年度に

引き続き、消費税転嫁対策相談窓口を設置し、消費税

転嫁対策セミナーを８回開催、延べ２４３名が参加、経営

力強化に向けた支援を実施しました。 

起業・創業等の相談では

駅南図書館に相談窓口を設

置、「エキチカ相談会」として、

月１回原則第３木曜日の夜

間に実施、年間１８名の利用

がありました。 

中小企業経営安定特別相談事業では、商工調停士等による経営安

定相談及び経営改善報告書の作成指導し、企業再生を支援しました。 

 

 

 

■マル経融資に２６件を推薦 

日本政策金融公庫への窓口斡旋延べ２７件、斡旋総額は１８６，３００千円で、そのうち商工会議所

会頭の推薦を必要とする小企業等経営改善資金（マルケイ資金）は２６件（達成率６５％）、斡旋金額

１８４，８００千円を推薦し、資金需要の円滑化を図りました。また、メンバーズ保証の取扱いや県制度

融資をＰＲし利用促進を図りました。また、日本政策金融公庫や静岡県信用保証協会、市内金融機

関、藤枝市と随時情報交換し、連携を強化しました。 

小規模事業者経営改善資金（マル経）利用者に対する利子補給を商工会議所独自制度として、

運転資金利用事業所１４事業所に給付しました。 

 

■ビジネス交流で、販路拡大を支援 

会員事業所のビジネスチャンス拡大のため、交流の場

を提供し人脈づくりを促進する事業として、１１月に開催

した「志太３市商工会議所・商工会合同人脈づくり交流

会」に４４社６５名が参加（うち藤枝８社１１名）、ＰＲ活動の

機会を提供しました。 

１０月に静岡商工会議所の主管で、開催した「中部地

区４商工会議所合同個別商談会」には、藤枝から５社が

参加、大手流通事業者バイヤーとの直接商談を行いまし

た。同月の「しんきんビジネスマッチング静岡２０１６」には２７品目を展示、ＰＲの場を提供しました。 

 

■静岡県内１０商工会議所合同個別商談会を開催 

お客様に選ばれる商品開発プロジェクトへの参画事業

者や当所推奨品認定事業者を中心に募集呼びかけを

行い、県内６４事業所（当所からは会員４事業所）が参加。

県内外のバイヤー２２社が参加し、有効商談数は５６社／

１４５商談であり、商談の場を提供しました。 

（経営発達支援事業） 
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■賑わいのあるまちづくりを推進 

商店街課題解決事業として、駅前商店街おもてなしセミナーの開催、藤枝名店街の現状と今後に

ついての勉強会、商店街等が実施するイベント、活性化事業等を支援しました。また、藤枝市との連

携事業の一環として、「東海道トレジャーハンティング事業」などへ協力、藤枝おみや等を景品として

提供しました。さらに、株式会社まちづくり藤枝の運営や事業推進の支援、当所が事務局を持つ藤

枝市中心市街地活性化協議会を１回開催し、第２期中心市街地活性化基本計画の進捗状況・変更

について協議しました。 

 

■藤枝大祭りに「会員お休み処」を設置 

９月３０日（金）～１０月２日（日）、３年に一度の藤枝大

祭りの開催に伴い、１日・２日の２日間、当所会館駐車場

特設会場において、「ちょっくらいっぷく処お休み広場」

「会員おもてなし広場」を設置、一般観光客のお休み処

も設置しました。 

当日は、ＪＡ大井川との連携事業として、おもてな

し広場の一角にＪＡ大井川の物販スペースを設け、

お茶や農産物の販売も行った。また、会場内に屋

台の運行表の設置や大祭りパンフレット等も配布

し、県内外より約１,０００人が立ち寄りました。 

 

 

 

 

 

■志太３市合同企業ガイダンスを開催 

６月に志太３市の行政・商工会議所・商工会と連携

し、志太３市合同企業ガイダンス２０１７を静岡県武道

館にて開催しました。志太地域から５９社、新卒予定

者や既卒者など、２０５名がエントリー、１３１名が来場、

マッチングの場を提供しました。 

また、３月には県内経済４団体主催の合同入社式

へ協力、藤枝からは４事業所５名が参加しました。 

中小企業が取り組みやすい環境マネジメントシステ

ム「エコアクション２１」を推進、藤枝市と共催で、取得説明会を５回開催した説明会には、１１社が参

加し、具体的な環境活動レポート作成などの研修を行った。参加企業のうち 1 社が次年度に認証取

得の申請を行うことになっております。 

 

■友好都市との連携推進 

白山商工会議所の役員議員等が、創立５０周年記

念式典に参加、岡部宿大旅籠柏屋等の市内観光も

行った。３月には、東京に於いて、白山商工会議所役

員との懇談会を開催し、連携交流を推進することを

確認しました。 


