
 

 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 湧別町商工会（法人番号 6460305001096） 

実施期間 平成３０年４月１日～平成３５年３月３１日 

目  標 

経営者の高齢化・老齢人口率の上昇・人口減少など当地域の年々悪化

する経営環境の中、小規模事業者の経営上の課題や悩みを収集し、各種

支援機関と連携して経営内容の改善を支援。後継者が確保できる企業体

質を作り小規模事業者数の減少を抑える事を目標とします。 

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【指針③】 

(1)小規模事業者景況感リサーチシートによる調査 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

(1)巡回訪問による決算データの収集 

(2)小規模事業者景況感リサーチシートとの連動 

(3)事業承継予定者に対する対応 

(4)経営分析セミナーの開催 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

(1)事業計画策定の提案方法 

(2)巡回訪問・窓口相談による事業計画の策定支援 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

(1)計画的な巡回訪問による経過状況の聞き取りと検証 

(2)専門家の活用によるフォローアップ 

(3)金融制度の活用によるフォローアップ 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

(1)個者が取扱う商品・サービス役務に対する需要動向調査の実施 

(2)展示会・商談会におけるバイヤー等のニーズ調査 

(3)地域資源を活用した特産品の需要動向調査 

(4)個者のための消費者アンケート作成・集計・分析 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

(1)地域イベント参加出店で販売機会の増加と商品認知度向上 

(2)ネット販売体制の構築による販路開拓支援 

(3)外部機関と連携した地域特産品の販路開拓支援 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

(1)産業間ネットワークとの連携と商工会各部会による地域活性化 

(2)既存特産品のＰＲ強化 

(3)チューリップ STAMP会の加盟率増加で地域内消費の拡大 

(4)住民交流施設「さくら」を活用した賑わい事業の展開 

連絡先 

商工会名：湧 別 町 商 工 会 

住  所：〒099-6329 北海道紋別郡湧別町中湧別中町 3020番地の 1 

電話番号：01586-2-2278 ＦＡＸ：01586-2-2272 

E - M a i l：yu-shoko@sea.px.to  
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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．湧別町の概況 

湧別町（ゆうべつちょう）は、北海道の東北部を

占めるオホーツク振興局管内中央部に位置し、日

本で唯一流氷の接岸するオホーツク海と、国内３

番目の広さを誇るサロマ湖を漁場とする水産業、

湧別川沿いに広がる平坦地を利用した農業を基盤

とする１次産業の盛んな地域です。 

昭和４０年から本格化されたサロマ湖でのホタ

テ養殖とオホーツク海でのホタテ稚貝放流事業に

より水揚げ量は増加・安定しアメリカ・ヨーロッパ

へ輸出されるなどオホーツク海産ホタテの知名度

を高め、サケの養殖事業と合わせ、地域経済を支え

る重要な産業となっております。また、内陸部では

灌漑排水事業により干ばつ対策を講じた結果、高品質玉ねぎの安定生産が実現し、平

成１３年には農林水産大臣賞を受賞するなど、玉ねぎは当地域を代表する特産品とな

っています。 

商工業については、安定した１次産業に関わる工業は順調に推移しているものの、

商業は町内人口の減少と、遠軽町、紋別市、北見市、網走市などの近隣大型商業施設

へ消費購買力の流出が顕著 であり、商店街の存続に大きな影響を与えております。 

湧別町は明治１５年に開拓が始まり、屯田兵村の形成による人口の増加とともに明

治４３年旧上湧別町が分村、その後、１００年の時を経た平成２１年１０月、平成の

大合併により再び一つの町となり、商工会も平成２４年、上湧別町商工会と湧別町商

工会が合併し現在の商工会となりました。 

総務省の国勢調査によると、合併後の湧別町人口は平成２２年１０，０４１人から

平成２７年９，２３１人へと４２１人減少しており人口と共に小規模事業者数も減少

傾向となっております。 
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※平成 27年まで総務省「国勢調査」 

※平成 32年～平成 52年 国立社会保障・人口問題研究所推計 

 

 

商工業者と小規模事業者の推移と推計（基準日：4月 1日）    ※商工会調査数 

 
実     績 推    計 

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 

商工業者数 389 384 385 381 381 380 377 373 370 368 366 

小規模事業者数 337 332 333 329 329 326 323 320 318 316 314 
小規模事業者数

の対前年増減率 
－ △1.5% 0.3% △1.2% 0.0% △0.9% △0.9% △0.9% △0.6% △0.6% △0.6% 

 

 
 

業種別商工業者と小規模事業者数（H29.4.1現在）        ※商工会調査数 

業  種 建設業 製造業 卸売業 小売業 
飲食･

宿泊業 

ｻｰﾋﾞｽ

業 
その他 計 

商工業者数 42 46 30 70 40 64 88 380 

小規模事業者数 38 39 26 62 40 59 62 326 
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２．小規模事業者の現状及び課題 

 

・当地域のほとんどの小規模事業者は、競争激化などによる売り上げ低迷に苦しみ、

利益を確保できず、年々活力を失いつつあります。 

・経営者の高齢化、経営規模が小さいことや後継者不足を背景に小規模事業者は今後

さらに減少していくことと思われます。 
・小売業・飲食業を営む小規模事業者の経営環境は、人口の減少や高齢化により購買

力が減少し、湧別町内への大型量販店の進出による消費購買力の量販店への集中が

経営環境を著しく悪化させております。 

 

【商 業】 
車社会の進展による近隣市町の大型店への消費購買力流出、消費者ニーズの多様化、

インターネットの普及に伴うネット通販やカタログ通販等の増加を背景に購買力の町

外流出が勢いを増し、経営者の高齢化や後継者不足とも相まって、町内各地域で空き店

舗が増加（平成２７年８月調べ５６戸、平成２９年１０月調べ６１戸）しており、空洞

化が進むなど、商店街を取り巻く環境は一層厳しさを増しています。 
小規模事業においては経営内容の悪化や経営者の高齢化と後継者不足により廃業が

相次ぎ、直近５年間で３０件の廃業があり商工業者数は減少傾向です。また、住民の高

齢化、人口の減少、消費購買力の町外流出、少子化などにより売上も年々減少していま

す。 
さらに、平成２２年には雑貨と食料品を扱う売場面積 1,000㎡の量販店が湧別町内に

出店、商業統計調査でも売場面積と駐車場収容数は増加している反面、個人事業者の廃

業は増加傾向となっています。また、平成２９年にも売場面積 1,000㎡のドラッグスト

アーが出店しており、今後小規模小売店の経営悪化が懸念されます。 

 
湧別町の事業所数等比較 （小売業） 

年度 項 目 

事  業  所  数 
従業者数 

年間商品 

販 売 額 

売場 

面積 

駐車場 

収容数 
総数 

経営組織 

法人 個人 （人） （万円） （㎡） （台） 

平成 19年 上湧別町＋湧別町 102 55 47 421 1,173,133 8,656 532 

平成 26年 合併後湧別町 75 45 30 367 1,165,755 9,070 642 

平成 19 年・26 年比較 △ 27 △ 10 △ 17 △ 54 △ 7,378 414 110 

平成 19 年・26 年増減率 △ 26% △ 18% △ 36% △ 13% △ 1% 5% 21% 

出典：経済産業省 商業統計調査 

 

商工会では、空き店舗活用事業として中湧別地区の空き

店舗をバスの待合所・公衆トイレ・町民が自由に利用できる

集会所「住民交流施設さくら」として平成１７年度から運営

しています。一部の町民団体、商工会関連団体の定期的な利

用のほか通常開設時には通院や買い物途中のバス待ち休憩



- 4 - 
 

所として、開設時年間６４０人だった利用者も平成２８年度は２，５４５人に増加し

ているものの、一日平均１０人程度の利用では商店街に賑わいを創出するまでには至

っておらず「住民交流施設さくら」の活用についても課題となっています。 

 
【工 業】 

商業と同様、零細規模の事業所がほとんどを占めています。経営者の高齢化、後継

者の減少は進行している状況です。 

当町の工業は、農林水産業を活用した製造業が多く、特に水産加工業者が製造業者

の約３０％を占めており、第一次産業と密接な関係を持ち、季節的ではありますが多

くの雇用の創出があり、地域の振興を図るうえで大きな役割を果たしています。 

過去３年の動向は、事業所数・従業員数・出荷額ともほぼ横ばいの状態ですが、地

元に就職を希望する高校卒業生が多い反面、地元求人に希望の職種がなく近隣に就職

を決める生徒も多い状況です。また、建設業における慢性的な経験者不足と熟練従業

員の定年に伴う社内技術の継承も大きな課題となっています。 

 

【農水産業】 

漁業は、戦前から豊かなオホーツク海を回遊するサケ・マス漁が盛んでしたが、荒

天による漁具被害や不安定な水揚げ量のリスクを避けるため、育てる漁業として外海

でのホタテ稚貝放流事業と、サロマ湖内のホタテ養殖事業に主軸を移し、現在は冷凍

ホタテ貝柱をヨーロッパ・アメリカ・中国・中東へ供給できるほど事業は安定し、当

地の１次産業の中では最大規模の収益事業となっています。 

しかし、豊富な農・水産物に恵まれた地域ですが、豊富な資源を生かした「湧別ブ

ランド」の確立が課題となっています。 

 

【観 光】 

観光産業としては、春の北海道観光ルートの観光スポットとして知名度が高い「か

みゆうべつチューリップ公園」やオホーツク海とサロマ湖に面した「三里浜キャンプ

場」など自然環境に恵まれた観光地域となっており、近年のインバウンド増加により

年々観光客数は増加傾向になってはいるものの、国内観光客の減少、商業環境整備の

遅れや観光客呼び込みに対する各団体の連携不足などにより５月から８月にかけて

の通過型観光が主要となっています。 

観光客の増加対策として湧別町、湧別町観光協会と連携して主にチューリップフェ

アＰＲ活動を札幌市内大型スーパーなどで実施したり、ＦＭラジオ番組とのタイアッ

プによる公園内ライブの開催などで知名度の向上に一定の効果を上げてはいるもの

の一時的な観光客の増加以上の成果にはつながっておりません。 

一年の半分が冬である湧別町の観光は、オホーツク 100kmクロスカントリースキー

大会以外で冬期間の集客が困難であり、季節に応じた観光資源掘り起こしと体験型観

光ツアーの提供、地元の新鮮な魚介類や農畜産物を生かした「食」などによる観光客

の安定的な呼び込み手段の確立が課題となっています。 
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 出典：北海道経済部観光局 

 

【飲食業】 

チューリップ観光の最盛期である５月の飲食店売上は、年間平均売上と比較しても

２倍近い売上となり、多くの観光客で賑わいを見せますが商店街通過客の一時的な売

上増加に留まり、継続的な売上には繋がらない状況となっていることから、地元の農

水産物を活用した食の「湧別ブランド」作りが課題となっています。 

 

 
 ※湧別町商工会集計による売上額 

 

以上、商工業者の８５．８％を占める小規模事業者の衰退は、当地域の近い将来に

直結する問題であり、事業者の売り上げ減少に歯止めをかける事が事業継続に繋がる

緊急の課題となっています。 
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３．小規模事業者の中長期的な振興のあり方 

 

湧別町「第２期総合計画」（平成２９年度～３３年度）では、基幹産業である農林水

産業の基盤をさらに強化し、商工業の活性化や雇用と起業を促進し活力ある産業を生

かすまちづくりを推進するとされており、商工業に対する主要施策として「商工金融

支援制度の充実」「後継者の育成支援」「地元消費の増加対策支援」「商業店舗の整備促

進」「空き店舗の活用支援」「産業間連携と湧別ブランドの確立」などが講じられ、各

種施策の計画実施において湧別町商工会と連携して事業推進しております。 

湧別町商工会といたしましては、これら町の施策と地域の課題を踏まえ、年々経営

環境の厳しさを増す小規模事業者に対し維持発展と減少抑制を図るべく「所得の向上

による安定経営で後継者を確保し廃業防止を図る」ことを中長期的な支援のあり方と

捉え、湧別町、地域団体、各種支援機関などと連携し小規模事業者の持続的発展と安

定経営に向けた支援をするため次の目標を設定します。 

 

４．目 標 

 

商工会法第三条には「商工会はその地域における商工業の総合的な改善発達を図

り、あわせて社会一般の福祉の増進に資することを目的とする」とされています。 

依然として、経営者の高齢化・老齢人口率の上昇・人口減少などの根本的な課題が

ありますが、１０年後の地域の現状を見据え、当地域の年々悪化する経営環境の中、

小規模事業者の経営上の各種課題や経営者の悩みを巡回訪問などで収集し、各種支援

機関と連携して経営内容の改善を支援し、後継者が確保できる企業体質を作り小規模

事業者数の減少を抑える事を目指し、目標達成に向け次の事業を実施します。 

 

（目  標） 

支援内容 現況 H30 H31 H32 H33 H34 

小規模事業者数 326 324 323 322 321 320 

小規模事業者数

の対前年増減率 
△ 0.9% △ 0.6% △ 0.3% △ 0.3% △ 0.3% △ 0.3% 

 
５．目標達成に向けた事業の方針 

 

(1)小売事業者に対する事業の方針 

・定期的な巡回訪問などで経営上の課題抽出と廃業の兆しを早期に捉え、事業者と共

に課題の抽出を行います。 

 

・店舗改装を予定している事業者に対し資金繰りや店舗レイアウト作成など、店舗改

装計画を支援します。 

 

・「住民交流施設さくら」の一般利用を町民に広く呼びかけ、街なかに賑わいを創出

する取り組みを実施して商店街地域への消費者流入を図ります。 
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・チューリップＳＴＡＭＰ会への加入推進を支援し、統一したスタンプ事業で町内商

業者が連携し、消費購買力の囲い込みと消費拡大を図ります。 
 

(2)飲食・宿泊事業者に対する事業の方針 

・ＳＮＳ等を活用した積極的な情報発信を行い利用客の増加を支援します。 

 

・地元水産資源や農畜産物を生かした「食」による着地型観光を提案し、町内飲食店

及び宿泊事業者と関連付ける事で来店客の増加を支援します。 

 

・ご当地メニューである「チガイのわかるカレー」のＰＲ強化と、取り扱い店舗数の

増加支援により通過型観光客の取り込みを図ります。 

 

・チューリップＳＴＡＭＰ会への加入推進を支援し、統一したスタンプ事業で飲食・

宿泊業者が連携し、消費購買力の囲い込みと消費拡大を図ります。 
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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（平成３０年４月１日～平成３５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【指針③】 

当会では中小企業庁及び独立行政法人中小企業基盤整備機構が実施する中小企

業景況調査を全国５８２地区の調査区の一つとして実施しており、４業種（製造業、

建設業、小売業、サービス業）１５事業所から四半期毎の調査を実施しております。

調査結果報告の情報提供は調査実施事業所に限定しており、結果報告内容も職員間

での共有もなされておらず有効活用できてはおりませんでした。 

今後は、中小企業景況調査を行うと同時に、調査項目を簡素化した小規模事業者

景況感リサーチシート（別紙参照）による調査を実施。 

経営指導員が分類、集計した調査結果を全職員が共有し個者支援に活用すると共

に、調査対象事業者へ集計レポートを配布。また、レポートをホームページに公表

し小規模事業者がいま考えなければならない諸問題への気付きを与えます。 

 

（事業内容） 

(1)小規模事業者景況感リサーチシートによる調査（新規事業） 

中小企業景況調査票を参考に簡素化した次頁調査シートを作成し、年度当初

に選定した４業種（製造業、建設業、小売業、サービス業）の各１０事業所に対

し、四半期に一度の定期的な巡回訪問などにより景況感と経済動向についての

調査を実施。 

調査項目は後継者・廃業予定・売上状況・業界の景況感・業界トレンド・経営

上の問題点について記述とＤＩ調査を実施します。 

調査結果は事業所毎に集計し、経営指導員が調査項目を時系列で職員共有の

ハードディスクにデータ化して保存、経営指導員以外の職員が特定のパスワー

ドで常時閲覧可能にしておくことで、湧別町の業種別経済動向と事業所毎の景

況状況や問題点を全職員が共有でき、各職員は個者支援に活用することができ

ます。 

事業所毎の地域内経済動向と中小企業景況調査などの地域外経済動向を同時

に掲載したレポートは、いつでも小規模事業者が閲覧できるよう湧別町経済動

向レポートとしてホームページに公表します。 

小規模事業者は、湧別町経済動向レポートで自社と町内の経済動向を比較し、

遠軽信用金庫が発行する「えんしんリポート」、日本政策金融公庫が発行する「中

小企業景況調査」、北海道銀行が発行する「調査ニュース」などで町外同業他社

との比較をする事で、後継者問題、廃業判断、売上の状況、経営上の問題点など

へ早期対策を取るための気付きを得ることができます。 
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小規模事業者景況感リサーチシート  【湧別町商工会】 
 

調査日時 平成  年  月  日（  ）   ：  ～   ： 

事業所名称  

対応者職氏名 役職         氏名 

調査職員職氏名 職名         氏名 

 

業種 1.製造業 2.建設業 3.小売業 4.サービス業 

 

後継者有無 有 ・ 無  ※無の場合→ ２年以内廃業予定 有 ・ 無 

 

廃業予定有の場合 廃業後店舗を貸すことが できる ・ できない 

 

質問 1 昨年の同じ月と比較した売上感（どう感じていますか？） 選択肢 

 先月 今月 来月  1.良い 2.不変 

景況感     3.悪い 4.不明 

理 由       

 

質問 2 関連する業界の景況感（どう感じていますか？）     選択肢 

 町内 管内 道内  1.良い 2.不変 

景況感     3.悪い 4.不明 

理 由       
 

質問 3 現在貴社がイチオシ及び、関心を寄せる 製品・商品・サービス・ワード がありますか？ 

イチオシ 

 

関心を寄せる 

 

 

質問 4 現在直面している経営上の問題点を 3つ以内選んで、重要度の高い順に該当 

する 番号を回答欄にご記入 ください。特に問題がない場合こちらにチェック □ 

01 大企業等の進出による競争の悪化 08 仕入単価の上昇 

 

回答欄 

02 新規参入業者の増加 09 事業資金の借入難 
1位  

03 購買力の他地域への流出 10 従業員の確保難 

04 消費者ニーズの変化への対応 11 熟練技術者･従業員の確保難 
2位  

05 店舗･工場等各種設備の不足・老朽化 12 需要の停滞 

06 人件費の増加 13 その他 
3位  

07 人件費以外の経費の増加 （ ） 

 

質問 5 商工会に相談したい、聞いてみたい、気になっている事はありませんか？ 
事業資金・税務経理・売上増加・新商品開発・従業員・後継者・パソコンなど 

 

  

 

（目  標） 

支援内容 現況 H30 H31 H32 H33 H34 

調査対象事業者数 未実施 40 40 40 40 40 

年間調査回数 未実施 4 4 4 4 4 
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２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

ネット de 記帳などで記帳指導している事業所の売上と経費から年度別の粗利益

率を平成１７年度から事業所毎にグラフ化し経営状況の分析に使用していました

が、経営指導員だけの経営判断材料としての利用に留まっておりました。 

今後は記帳指導していない事業所の財務データも巡回訪問により収集し、日本政

策金融公庫が提供する財務診断サービス、中小企業庁の提供する RESAS（地域経済分

析システム）の活用や税理士、よろず支援拠点コーディネーターとの連携による専

門的な経営分析に加え、リサーチシートにより収集した小規模事業者の景況感など

を踏まえ、背景にある経営課題を明確にします。 

経営課題の明確化にあたっては、経営環境を内部（経営者自身で解決可能な要因）

と外部（経営者自身で解決不可能な要因）に分け、それぞれをプラス要因とマイナ

ス要因に整理・分析し、これらの分析結果を基に業種別課題と事業所毎の課題を明

確化し、事業計画策定の基礎資料とし課題解決に向けた活用を提案します。また、

経営分析に対する知識と必要性（気付き）も必要となってくることから経営分析に

関する事業者向け講習会を開催します。 

 

（事業内容） 

(1)巡回訪問による決算データの収集（拡充実施） 

現在、ネット de記帳を行っている３４の事業所を含め、決算指導のみを行う

８４の事業所についても、損益計算書及び貸借対照表などの決算書類から、不採

算経営の事業者を 支援対象事業所 としてリストアップします。 

記帳指導未実施の小規模事業者については、巡回訪問により財務状況を聴取

し、その中で赤字経営の事業者に対しては黒字転換へ向けての支援要請の意向

を確認した上で 支援対象事業所 として決算データを収集します。 

また、黒字経営であっても、改善したい財務上の問題点を有している事業所

も、支援対象事業所 として決算データを収集し、問題解決に向けた分析を行い

ます。 

 

(2)小規模事業者景況感リサーチシートとの連動（新規事業） 

上記(1)で支援対象事業所としてリストアップした小規模事業者に対しては、

リサーチシートで抽出された経営課題と上記(1)で収集した決算データを基に、

日本政策金融公庫の財務診断サービス、ＳＷＯＴ分析や財務分析に加え、必要に

応じて税理士並びに専門家からの意見を参考に指導方針を決定します。なお、リ

サーチシートは毎年定期的に徴収し経営者マインドの把握に努め、継続して持

続的発展に向けた支援を行います。 

 

(3)事業承継予定者に対する対応（拡充実施） 

上記(1)で 支援対象事業所 としてリストアップした事業所に対する経営分析

を進める中で、１０年以内に事業承継を考えている事業所に対しては自社の経

営状況、経営課題、経営理念を再認識させる必要があるため、以下(4)の経営分

析セミナーへの参加を書面及び巡回訪問により促します。 
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(4)経営分析セミナーの開催 

経営者や後継者が正しく自社の経営内容を把握し、分析できる知識を得られ

るよう、毎年２回税理士などの経営に関する専門家を招聘した経営分析セミナ

ーを商工会主催で開催します。 

リサーチシート・巡回訪問・窓口相談の際に、事業承継や販路拡大方策等、経

営者が関心を持っている事項を取りまとめ、情報を必要とする小規模事業者を

対象に専門家によるセミナーを開催します。 

セミナー受講者の中で、個別相談を希望する事業者に対しては、専門家の協力

を得て、事業主・専門家・商工会の三者で実際に問題点を分析し、経営の改善に

取り入れることで企業体質の強化を図り、経営の維持・発展を支援します。 

 

（目  標） 

支援内容 現況 H30 H31 H32 H33 H34 

経営分析セミナー 

開催回数 

(参加予定企業数) 

未実施 
2 

(20) 

2 

(20) 

2 

(20) 

2 

(20) 

2 

(20) 

経営分析件数 未実施 11 12 12 13 13 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

小規模事業者の事業計画策定に関しては、融資斡旋書類作成や補助金申請の際に

経営指導員が事業者にヒアリングや書類提出を求め作成しておりました。 

今後は、リサーチシートによる経営課題の収集と上記２．経営状況の分析による

結果を踏まえ、湧別町、遠軽信用金庫湧別支店・中湧別支店、北海道銀行中湧別支

店、日本政策金融公庫、北海道商工会連合会、北海道中小企業総合支援センター等

と連携し、専門家派遣やセミナーの開催、巡回訪問などにより小規模事業者の意識

啓発を行い、地域の経済動向、需要動向を踏まえた事業計画策定を支援します。 

 

（事業内容） 

(1)事業計画策定の提案方法（新規事業） 

事業計画策定に関するセミナー等の開催により数年後の姿を見据えた目標を

設定し事業者自らが事業計画を策定する必要性を意識付けし、目標に向けた発

展的事業継続が出来るよう巡回訪問や窓口相談、専門家派遣による個別相談指

導等を利用し事業計画策定を事業者に対し粘り強く提案します。 

上記２．で分析した小規模事業者を支援対象とし、専門家による事業計画策定

セミナーを商工会が開催して参加を呼びかけます。 

その際、前向きに事業計画策定に取り組もうとする個者を「重点支援事業者」

と位置付け、伴走して出口支援である「販路開拓」につながるまで支援します。 

 

（目  標） 

支援内容 現況 H30 H31 H32 H33 H34 

計画策定セミナー開催回数 

(参加予定企業数) 
未実施 

1 

(11 社) 

1 

(12 社) 

1 

(12 社) 

1 

(13 社) 

1 

(13 社) 
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(2) 巡回訪問・窓口相談による事業計画の策定支援（新規事業） 

上記２.の経営分析の結果から導き出された経営戦略を事業計画へ落とし込

むため、全国連作成の「経営向上計画書」等事業計画策定ツールを活用し、３～

５ヵ年計画の策定を支援します。 

また、新市場開拓や全国展開等を絡めた事業計画の策定支援にあたっては、関

係支援機関が行う専門家派遣制度を活用するなど連携し事業計画の策定支援を

行います。 

 

（目  標） 

支援内容 現況 H30 H31 H32 H33 H34 

事業計画策定事業

者数 
未実施 11 12 12 13 13 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

事業目標を定め、目標達成に向けた事業計画を策定した事業所に対して計画的な

巡回訪問を実施し、聞き取りなどで経過状況の確認を行います。目標達成に必要な

各種施策の情報提供と必要に応じて関連する連携機関と共にフォローアップを実施

します。 

 

（事業内容） 

(1)計画的な巡回訪問による経過状況の聞き取りと検証 

事業計画を策定した事業者に対し四半期に一度の計画的な巡回訪問を実施し

経過状況のモニタリングを実施、事業計画との差異を検証し結果を事業所毎の

ファイルに記載してデータ化。事業者へ経過報告を行い事業計画の実施による

効果を事業者と共に確認する伴走型支援を行います。 

 

(2)専門家の活用によるフォローアップ 

進捗管理する中で、計画変更を行う必要がある場合は関係支援機関（ミラサ

ポ、よろず支援拠点等）との連携により専門家を招聘し計画変更の起因となる経

営課題を把握し、課題解決に向けた事業計画変更の支援を実施します。 

また、店舗改装を伴う計画変更についても、関係支援期間との連携により専門

家派遣を活用し、事業主の意向を踏まえ専門家と商工会職員が店舗レイアウト

作成などの支援を実施します。 

 

(3)金融制度の活用によるフォローアップ 

事業計画を実行していく中で、店舗改装や設備導入など資金面での支援が必

要な場合には、国・道・町・商工会の各種補助金や施策の中から該当するものを

リストアップして情報提供を行い、融資については「北海道中小企業総合振興資

金融資」や日本政策金融公庫が貸付ける「小規模事業者経営発達支援資金」、湧

別町が８０％を利子補給する低利な「湧別町中小企業融資」など各種融資の斡旋

支援を行うとともに融資実行後は引き続き四半期に一度の巡回訪問を通じて返

済状況を確認します。 
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（目  標） 

支援内容 現況 H30 H31 H32 H33 H34 

フォローアップ述べ回数 未実施 44 48 48 52 52 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

現在は、経営指導員の経験によるアドバイスが中心であり、過去数回の「住民買

物動向調査」を実施はしたものの商工会報で結果を報告するに留まり、適切な消費

者ニーズを小規模事業者に提供できておりませんでした。 

個者が取扱う商品・サービス役務に対する消費者目線での調査を事業所店頭での

アンケート調査により実施し、バイヤー目線での調査を展示会・商談会に参加して

実施、収集したデータの分析を行う事で、小規模事業者が気づきもしなかった商品・

サービス役務に対しての新たな気付きを明確にします。 

地場産品を使用した商品に対しても既存の商品のブラッシュアップ・新商品の開

発のヒント（消費者が産品を使用した望む商品）を掴み、地域に根差した望まれる

商品を作ることで売上の向上を目指します。 

今後の取り組み結果を分析し、明確になった改善点・問題点を「誰に（消費者・

顧客）」「何を（商品・サービス）」「どのように（販売・提供する）といった視点を活

かしたターゲットの絞り込みによるニーズの把握を行う事で、消費者志向をとらえ

経営改善を行います。 

 

（事業内容） 

(1)個者が取扱う商品・サービス役務に対する需要動向調査の実施（新規事業） 

個者である事業者が消費者（顧客）のニーズを把握するために各店舖において

「お客様アンケート（消費者ニーズ調査）」を実施し、収集したアンケートの集

計、分析の代行を商工会が支援。分析結果を事業者へ提供し、消費者（顧客）の

ニーズを把握し商品・サービスの改良に繋がる支援を実施します。 

 

支援対象者：域内を商圏とする小売業・サービス業・飲食業 

調査対象者：地元消費者（各店 50名） 

調査方法：各店舗でのアンケート調査 

調査項目：①回答者の属性情報（年齢・性別・来店方法・来店目的当） 

②当該商品(サービス)の購入(利用)目的 

③当該商品(サービス)の不満、要望(価格・量・パッケージ・サー

ビス等) 

④店舗に対する不満。要望(品揃え・陳列・営業日・営業時間等) 

⑤自由回答 

⑥その他、事業者と協議し調査項目を追加・削除・訂正する 

活用方法：調査結果の属性情報からターゲット層の設定・見直しの提案や、

消費者ニーズと品揃えとのギャップを検証し、アンケートの集

計・分析結果をレポートとして事業者へ提供。レポートは消費者

ニーズにマッチした商品・サービスへの改良や今後の販売促進活

動に繋がるよう伴走型の支援に活用します。 
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（目 標） 

支援内容 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

個者の商品・サービスのアンケ

ート調査 支援者数(年) 
未実施 5 5 5 5 5 

需要動向調査回収数 

(1 店当たり) 
未実施 50 50 50 50 50 

 

(2)展示会・商談会におけるバイヤー等のニーズ調査（拡充実施） 

全国商工会連合会で開催される「ニッポン全国物産展」、北海道商工会連合会が

主催する「北の味覚、再発見！！」などの展示会・商談会への出展について、開

催情報提供・事務手続き支援・商工会職員の随行及びバイヤーに対するアンケー

ト調査実施など、小規模事業者が出展し易い環境の整備を支援します。 

また、出展経費については、湧別町行政に補助制度の制定を要望し、小規模事

業者の経費負担の軽減が図られるよう働きかけます。 

展示会・商談会では、消費者志向を一番把握しているバイヤーに直接調査し、

幅広く意見を聴収し、消費者志向をより明確化して、既存商品のブラッシュアッ

プや新商品開発のヒント（消費者が欲しいもの）に反映させます。また、取引条

件（製造・納品・価格）も調査し、今後の販売計画に組み込んで売上の増加を支

援します。 

 

支援対象者：地域資源を活用した製造販売業者 

調査対象者：「ニッポン全国物産展」「北の味覚、再発見！！」などの参集者（流

通業者・観光関連業者・一般消費者等） 

調査項目：①商品の評価（味・パッケージデザイン・量・商品の業界動向・消

費者ニーズ・商品の改良点等） 

②取引条件（商品納入条件＝納入価格・ロッド数・発注の納期・支

払条件等） 

調査方法：展示会・商談会への出展事業者に商工会職員が随行し、アンケート

調査をバイヤー等に直接実施する。 

活用方法 ：地域資源を活用した商品に対する需要動向調査結果を対象事業者

にフィードバックし、商品市場動向・商品に対する意見（改善点な

ど）や販売条件の確認をして小規模事業者の経営判断や新たなビジ

ネスプランの構築に活用します。 

（目 標） 

支援内容 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

商談会における需要動向調

査 事業者数 
未実施 1 1 1 1 1 

商談会における需要動向調

査回収数（１店当たり） 
未実施 20 20 20 20 20 
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(3)地域資源を活用した特産品の需要動向調査（拡充実施） 

平成２８年に当会女性部が当町を訪れる観光客に対して町特産品をＰＲする

と共に、ご当地メニューを提供することでより多くの観光客を呼び込み地域活

性化につなげる目的で、特産物のホタテ(稚貝)と玉ねぎを使った「チガイのわか

るカレー」を町内の飲食店６店舗（平成２９年度）で各店舗オリジナルのご当地

カレーとして提供しています。 

販路拡大を行うため、消費者が「チガイのわかるカレー」提供店へ足を運んで

くれるかに絞った需要動向調査を実施します。 

 

支援対象者：湧別町内飲食店 

調査対象者：チューリップフェア来場者 
※町外観光客比率約９０％(平成２９年度来場者調：湧別町観光協会) 

調査項目：ネーミング、見た目(各提供店の商品画像)、認知度、ＰＲ方法等 

調査方法：チューリップフェア開催期間中に試食コーナーを設け、アンケー

ト票２００サンプル回収を目標として実施する。アンケート票は

各調査項目を５段階評価方式とするほか自由回答欄を設け様々な

意見の収集を行います。 

活用方法：アンケート集計結果を提供店にフィードバックして、商品の見た

目の改良や新たなサービスの付加、主に町外消費者に対するＰＲ

方法の見直しなど来店機会の増加につながる支援を実施します。 

また、「チガイのわかるカレー」未提供店へ調査分析結果を提供す

ることで新たな提供店を獲得できるようアプローチします。 

（目 標） 

支援内容 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

イベント来場者需要動向調査（年） 未実施 1 1 1 1 1 

需要動向調査回収数 未実施 200 200 200 200 200 

 

(4)個者のための消費者アンケート作成・集計・分析（拡充実施） 

上記(2)の「チガイのわかるカレー」提供店に対して、当該個者の商品・サー

ビスに関する「お客様アンケート」の実施を促し、作成・結果の集計・分析を実

施します。 

支援対象者：「チガイのわかるカレー」提供店 

調査対象者：提供店への来店者 

調査項目：回答者の属性情報（年齢・性別・居住地など） 

・どのようにこの店を知りましたか？ 

・何人で来店しましたか？ 

・店舗の全体的な感想は？ 

・料理が来るまでの待ち時間は？ 

・料理の味は？ 

・料理の量は？ 

・料理の見た目は？ 

・料理の値段は？など 
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調査方法：各店で「チガイのわかるカレー」を食べていただいた方に、アンケ

ート記入を依頼します。一店舗当たり標本数は下記目標として実施

する。なお自由回答欄を設けて様々な意見の収集を行い、「チガイ

のわかるカレー」の市場の傾向、動向を分析します。 

活用方法 ：アンケート結果を対象事業者にフィードバックし、販売促進活動

や商品・サービスの改良に際しての指針とするとともに、顧客の声

を聴くことの重要性を啓発します。 

（目 標） 

支援内容 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

個別需要動向調査事業者数 6 6 7 7 8 8 

個別需要動向調査回収数

（１店当たり） 
121 130 130 130 130 130 

 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

小規模事業者が地域資源を活用して製造販売している既存商品や新商品に対して

の販路開拓支援は、商談会や物産展等の出展情報提供に留まっていたため、事業者

は積極的に出展することがなく、参加効果が限定的な状況となっておりました。 

また、地域イベントやネット販売体制についても、参加の呼びかけや無料ホーム

ページ作成の情報提供に留まり積極的な支援体制が取られておりませんでした。 

今後は、新たに、外部機関・専門家と連携を図り、地域における小規模事業者の

売上増加による経営発達のため、地域イベントへの参加による販売機会の増加と併

せ、地域外への商圏拡大やバイヤー等との商談会への積極的参加やインターネット

販売体制の構築支援を図り、小規模事業者の販路拡大と取扱商品の認知度向上を図

ります。 

 

（事業内容） 

(1)地域イベント参加出店で販売機会の増加と商品認知度向上（拡大実施） 

支援対象：上記「３．事業計画策定支援に関すること」で重点支援事業者に選

定した主に域内を商圏とした個者 

支援内容：地域住民の多く集まる町民対象イベントや町外者向けイベント（サ

ロマ湖 100km ウルトラマラソン、産業まつり等）の周知及び事務

手続き、販促チラシの作成、ブースの演出方法等の出展支援を行い

自社商品をＰＲすることで販売機会の増加と取扱商品の認知度向

上を図ります。 

（目  標）                        ※目標値は累計数 

支援内容 現況 H30 H31 H32 H33 H34 

イベント出展支

援事業者数 
未実施 3 3 5 5 5 

イベント出展に

よる売上増加率 

（前年対比％） 

－ +1％ +1％ +1％ +1％ +1％ 
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(2)ネット販売体制の構築による販路開拓支援（拡大実施） 

支援対象：上記「３．事業計画策定支援に関すること」で重点支援事業者に選

定した地域を商圏に限定しない個者 

支援内容:全国商工会連合会が無料で提供する事業者支援システム「SHIFT」に

よるホームページの作成支援や「ニッポンセレクト.com」への商品

登録などを支援し、自社のホームページからリアルタイムによる

商品の PRと購入を可能にする。なお、より効果的な運用ができる

ようにオンラインショップへの魅力的な商品の掲載方法やアクセ

スの増えるキャッチコピー、顧客管理の手法等の支援を行うこと

でネット販売体制を構築し、販路拡大と商品認知度の向上を図り

ます。また、Googleマップへの事業者情報登録と「SHIFT」で作成

した事業者ホームページへのリンク設定、飲食店・宿泊施設には店

内 360 度画像の複数配置による屋内版ストリートビューの設置設

定を商工会が支援することにより来店機会の増加が期待され販路

拡大を図ります。 

 

（目  標）                        ※目標値は累計数 

支援内容 現況 H30 H31 H32 H33 H34 
SHIFT登録支援事
業者数 

35 60 80 100 120 140 

ﾆｯﾎﾟﾝｾﾚｸﾄ.com登
録支援事業者数 

2 5 8 10 13 15 

ネット販売体制の
構築による売上増
加率（前年対
比％） 

－ +3％ +3％ +3％ +3％ +3％ 

 

 (3)外部機関と連携した地域特産品の販路開拓支援（新規事業） 

支援対象：上記「３．事業計画策定支援に関すること」で重点支援事業者に選

定し域外を商圏とした個者 

支援内容:巡回訪問や前述の調査を通じて、自社商品を町外へ発信することの

必要性を説明し、全国商工会連合会で開催される「ニッポン全国物

産展」、北海道商工会連合会が主催する「北の味覚、再発見！！」

や旭川市で開催され毎年１００万人以上の来場者がある「北の恵

み食べマルシェ」等の展示会や商談会への積極的な出展参加がで

きるよう支援する。また、商品の効果的な販路開拓につながるよ

う、展示方法や販売促進方法、商談にあたっての心構えなどのノウ

ハウの提供を行うほか、出展・商談後のフォローアップによる支援

を行う。 

さらに、必要に応じて「北海道よろず支援コーディネーター」等の

外部機関を活用して支援することで、商品のブラッシュアップや

販売力の向上を図り、更なる販路開拓に繋げるとともに商談成立
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を目指します。 

（目  標） 

支援内容 現況 H30 H31 H32 H33 H34 

商談会等出展支援者数 未実施 2 2 3 3 3 

商談件数 未実施 6 6 9 9 9 
商談会等による売上
増加率（前年対
比％） 

－ +3％ +3％ +3％ +3％ +3％ 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

湧別町の基幹産業である農林水産業をはじめとした産業間の連携により地域産業と

地域の活性化を目的として湧別町・えんゆう農業協同組合・湧別町農業協同組合・湧

別漁業協同組合・湧別森林組合・湧別町観光協会・湧別町商工会で構成された「湧別

町産業間ネットワーク」と連携を図り、行政の町づくり事業に沿った地域経済の活性

化策を検討します。 

町内事業者が製造するサロマ湖・オホーツク海産の珍味・カレー・麺類などのＰＲ

を強化し、「湧別ブランド」としての特産品売り上げを増加させるとともに、既存の旧

上湧別・中湧別中心のチューリップ STAMP 会加盟店を旧湧別地区にも拡大し、地域内

消費の継続的な拡大に取り組みます。 

また、中心商店街への来店客数増加に繋がる取組みとして、当会が運営する住民交

流施設「さくら」の活用強化を図ります。 

 

（事業内容） 

(1)湧別町産業間ネットワークとの連携と商工会各部会による地域活性化 

平成２９年３月に設立された「湧別町産業間ネットワーク」で四半期毎に協議

を行い、得られた各産業団体の情報を商工会商業部会・工業部会・サービス業の

各部会内部において検討すると共に、各部会はこれら情報を基に各団体と連携

して地場産品の付加価値向上や地域資源を活用した取り組みを行うことにより

地域の活性化を図ります。 

 

（目  標） 

支援内容 現況 H30 H31 H32 H33 H34 

産業間ネットワー

クとの協議回数 
未実地 4 4 4 4 4 

 

(2)既存特産品のＰＲ強化 

町内のえんゆう農業協同組合・湧別町農業協同組合・湧別漁業協同組合・小規

模事業者が、地場産品を活用して製造した特産品を商工会ホームページに掲載

するとともに、商工会独自に特産品パンフレットを作成し地域イベント及び札

幌市・旭川市などで開催される物産展で「湧別ブランド」としてＰＲ活動を積極
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的に推進し町外地域へ町内特産品の販売普及を図ります。 

 

（目  標） 

支援内容 現況 H30 H31 H32 H33 H34 

イベント・物産展

出展 PR 回数 
2 4 4 5 5 6 

 

(3)チューリップ STAMP会の加入率増加で地域内消の拡大 

チューリップ STAMP会対象７９店舗のうち、加盟は３５店舗（加盟率４４％）

であり、ほとんどの加盟店が旧上湧別地区の事業所であるため、主に旧湧別地区

の非加盟店に対しチューリップ STAMP 会と連携して、販促効果の説明会を開催

するなどして加入推進を働きかけ加盟率５０％を目指し支援します。 

町内全域にチューリップ STAMP 会加盟店が存在することで地域内消費者に対

し統一した STAMP 事業を実施することが可能となり、消費者の町外流出防止と

ともに地域内消費の拡大を図ります。 

 

（目  標） 

支援内容 現況 H30 H31 H32 H33 H34 

チ ュ ー リ ッ プ

STAMP 会加盟率 
44% 46% 47% 48% 49% 50% 

 

(4)住民交流施設「さくら」を活用した賑わい事業の展開 

商工会が、中心商店街の空き店舗を改装して利用している住民交流施設「さく

ら」は商店街での買い物や通院の際の休憩所として誰でも自由に利用できる施

設として運営し、休憩以外にもサークル活動・会議・朝市・フリーマーケット・

チャレンジショップなどの場として提供しております。 

「さくら」の利用者数を増加させるため、無料でインターネットに接続できる

FREE wi-fiを設置して利用者の利便性を高めます。また、商工会各部会委員会

が主催するイベント事業の開催施設として活用することにより、中心商店街へ

の来場機会を増加させ、商店街へ来店し易い環境を作ります。 

 

（目  標） 

支援内容 現況 H30 H31 H32 H33 H34 

さくら利用者数 2,861 3,200 3,300 3,400 3,500 3,500 

 

 

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 

 

１．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 

現在は小規模事業者の課題解決にどの連携先が適切か、経営指導員だけの判断に

よる連携先の選定を行い、連携先からの専門的助言や指導を受けながら課題の解決

をしておりました。しかし、利用する連携先がある程度固定化され人的ネットワー
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クに広がりを持てず、更に有効な連携先があったのではないかという反省がありま

した。 

今後は、ネットワークを拡大させ経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援体

制となるよう、各種連携機関との情報交換を図ります。 

 

(1)ネットワークの拡大方法 

北海道商工会連合会が主催する「全道商工会職員研修」や中小企業大学で開催

される「中小企業支援担当者研修」などの各種研修などで、講師や他地区商工会

職員及び商工会議所職員とのグループワークなどの情報交換で得られる、地域

の課題とその解決手法、経営分析や事業計画策定に至る支援ノウハウなどの他、

商品開発や販路開拓など他地区の事例を収集し当地区に活用します。 

また、所得の黒字化に向けた個者支援に係る派遣専門家と連携する際には、販

路開拓及び新たな需要開拓の手法など売上を増加させる支援手法や、経費の見

直し手法などの専門的な支援ノウハウを収集するなど、各種研修会の参加や専

門家派遣をネットワーク拡大の機会と捉え支援能力の向上を図ります。 

 

(2)地域経済動向に関する連携機関との情報交換 

地域経済動向情報交換の場として湧別町、北海道銀行中湧別支店、遠軽信用金

庫湧別支店・中湧別支店、湧別町商工会による金融懇話会を開催しております。 

一次産業を基幹産業とする湧別町にとって漁業、農業の情報は必要であるに

も関わらずこれまで地域の経済団体としての情報交換を行ってはおりませんで

した。 

今後は湧別漁業協同組合、湧別町農業協同組合、えんゆう農業協同組合と情報

交換の場を年２回設け、湧別町観光協会とも連携して「湧別ブランド」としての

特産品開発や観光産業を活用した販路開拓支援やマル経協議会時にオホーツク

管内の情報交換により「湧別ブランド」の確立を目指します。 

 

(3)オホーツク管内経済動向に関する情報交換 

北海道税理士会北見支部、紋別税務署、オホーツク管内商工会職員協議会との

各種会合を年３回開催し、オホーツク管内の経済動向に関する情報交換により、

地区内小規模事業者との比較検討で得た新たな情報を事業計画に反映させます。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

各連携機関との情報交換に伴う知識の収集と支援能力向上を図り、下記の方法に

より、職員の指導能力を底上げし、支援レベルアップを図ります。 

 

(1)各種研修への参加で支援能力の底上げ 

経営指導員（経営指導員任用候補者を含む）は、全国商工会連合会が主催する

ＷＥＢ研修、北海道商工会連合会が主催する全道商工会経営指導員研修及び中

小企業大学で開催される支援担当者研修に参加し、各種施策内容・各種補助制

度・新商品開発・販路開拓・経営改善支援などに対する高度な専門知識の習得に

より支援能力の向上を図ります。 
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補助員及び記帳専任職員は、全国商工会連合会が主催するＷＥＢ研修及び北

海道商工会連合会が主催する全道商工会補助員等研修に参加し、税務支援・新商

品開発・販路開拓・経営改善支援などに対する基礎知識の習得により支援能力の

向上を図ります。 

 

(2)ＯＪＴの実施による職員の指導能力底上げ 

補助員及び記帳専任職員が職場内において、経営指導員と共に小規模事業者

を支援することなどを通じて、指導・助言内容、情報収集方法を学ぶなど、ＯＪ

Ｔにより伴走型の支援能力の向上を図ります。 

 

(3)情報化システム研修受講により記帳専任職員の指導能力底上げ 

記帳専任職員には、記帳指導を通じて決算・確定申告等の経理管理は行ってい

ましたが、ネット de 記帳を利用した経営分析を行う能力に至っていませんでし

た。経営分析・需要動向調査に必要な情報収集能力の向上を図るため、北海道商

工会連合会が主催する情報化システム研修を受講させ指導能力の底上げを図り

ます。 

 

(4)支援ノウハウを蓄積する仕組みの構築 

現在は、各種研修や専門家派遣、支援期間との連携により習得した支援ノウハ

ウを復命書または顛末書に記載し、回覧後はファイルに編纂して書棚に保管し

数年経過したファイルは保管箱に入れて書庫に保管されており、収集した支援

ノウハウを常時活用可能な状態で蓄積する仕組みの構築ができておりませんで

した。 

そこで、収集した各種支援ノウハウは、①支援ノウハウのポイントをまとめ、

②週１回の職員会議で支援ノウハウのポイントを報告し、③研修資料は共有キ

ャビネットに保管することで職員全員が閲覧できる体制と、④支援ノウハウの

ポイントと参考資料の保管場所をエクセルファイルに記録し共有フォルダに保

存します。 

この支援ノウハウを蓄積する仕組みを構築することで、全職員が必要な時に

必要な支援ノウハウを活用して、支援対象事業者に寄り添った伴走型の支援を

する事が可能になります。 

 

３．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 

事業計画・事業報告は理事会にて審議承認、総会にて議決をしていますが、事業

計画に沿った年間の事業の進捗状況や、事業の実施が計画どおり行われていたのか、

事業評価できる体制が整えられていませんでした。外部有識者からの意見徴収や事

業評価内容がいつでも閲覧可能な状態ではなかったこともあり、以下のとおり仕組

みを改正し実施します。 

 

(1)職員ミーティングで事業評価を実施 

毎月最終月曜日に開催する職員ミーティングの際に、当初の計画に沿った実

施内容であったか評価し、見直しを検討します。 
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(2)外部有識者を交えた事業評価を実施 

湧別町商工会事業評価委員会を設置し年１回開催する事により、年度途中で

の実施状況が計画どおりの内容か。また、問題点の抽出と改善策を検討し計画の

見直しを含め総合的な評価を行います。 

委員会には湧別町役場商工観光課長、観光協会事務局長等の外部有識者を含

めた委員会構成とし、行政等の意見を反映させた事業評価・見直し可能な仕組み

を作ります。 

 

(3)商工会理事会で定期的な事業評価を実施 

事業の計画・実施・評価・改善については、湧別町商工会事業評価委員会開催

後の商工会理事会、総会へ報告し、本計画を実施する上で小規模事業者の意見を

踏まえた内容とし、承認を受けます。 

 

(4)いつでも閲覧可能な事業評価とする仕組み 

事業の計画・成果・評価・見直しの結果を湧別町商工会のホームページ

（http://www.phoenix-c.or.jp/~yu-shoko/）に計画期間中公開します。 
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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 

（平成 29年 11月現在） 
（１）組織体制 

経営発達支援担当者 設置数  経営発達支援担当者 設置数 

事務局長(事務局次長を含む) ２名  補助員 １名 

経営指導員 ２名  記帳専任職員 ２名 

   記帳指導員 １名 

 

（２）実施体制 

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【指針③】 

（事務局長、経営指導員、補助員、記帳専任職員、記帳指導員） 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（経営指導員、補助員、記帳専任職員） 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（経営指導員、補助員） 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

（経営指導員、補助員） 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

（事務局長、経営指導員、補助員、記帳専任職員、記帳指導員） 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

（事務局長、経営指導員、補助員、記帳専任職員、記帳指導員） 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

（事務局長、経営指導員、補助員、記帳専任職員、記帳指導員） 

 

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 

１．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 

（事務局長、経営指導員、補助員、記帳専任職員、記帳指導員） 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

（経営指導員、補助員、記帳専任職員、記帳指導員） 

３．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 

（事務局長、経営指導員、補助員、記帳専任職員、記帳指導員） 

 

（３）連絡先 

機  関  名 湧別町商工会 

住 所 〒099-6329 北海道紋別郡湧別町中湧別中町 3020 番地の 1 

電 話 番 号 ０１５８６－２－２２７８ 

F A X 番 号 ０１５８６－２－２２７２ 

メールアドレス yu-shoko@sea.px.to 
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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） 
 

30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

必要な資金の額 5,555 5,555 5,555 5,555 5,555 

 

旅費 

事務費 

施策普及事業費 

地域振興事業費 

880 

1,680 

80 

2,915 

880 

1,680 

80 

2,915 

880 

1,680 

80 

2,915 

880 

1,680 

80 

2,915 

880 

1,680 

80 

2,915 

※必要な資金の額は、これまでの実績、申請年度の予算書等からの見込み額を記載すること。 

※経営指導員等の人件費は、記載する必要はなし。 

※例示したような使途別（旅費、調査費等）のほか、経営発達支援事業の各項目（「地域の経済動向調

査に関すること」等）ごとに記載いただいても結構。 

 

調達方法 

会費、北海道補助金、湧別町補助金、手数料収入、使用料収入、受託料収入 

※調達方法には、会費収入、自治体補助金収入、受託収入、各種事業収入等、上記「必要な資金の額」

の調達方法として想定されるものを記載すること。 

 



 

（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 

連携する内容 

①地域経済動向の把握と分析 

②各種需要動向調査の実施と事業所への情報提供 

③経営分析、事業計画策定に係る業種別・専門別支援 

④事業承継、第三者承継の支援 

⑤事業実施に伴う資金需要に対する金融支援 

⑥新商品開発、販路開拓等の支援 

連携者及びその役割 

名称：北海道経済産業局  局長 児嶋秀平 

住所：〒060-0808 札幌市北区北８条西２丁目 札幌第１合同庁舎 

電話：011-709-3140 

役割：中小企業支援・消費税転嫁対策・創業支援等に関する専門的サポート 

 

名称：北海道  知事 高橋はるみ 

住所：〒060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目 

電話：011-231-4111 

役割：北海道の施策情報提供及び利用に対するサポート 

 

名称：北海道商工会連合会  会長 荒尾孝司 

住所：〒060-8607 札幌市中央区北１条西７丁目 プレスト１・７ビル４Ｆ 

電話：011-251-0101 

役割：各種施策及び事業支援に対する最適な連携先とのマッチング 

 

名称：北海道事業引継ぎ支援センター  統括 村越憲三 

住所：〒060-0001 札幌市中央区北１条西２丁目 北海道経済センタービル７Ｆ 

電話：011-222-3111 

役割：事業承継及び第三者承継の計画書作成及び引継ぎサポート 

 

名称：北海道よろず支援拠点（オホーツク地域）サブコーディネーター 小澤茂典 

住所：〒090-0023 北見市北３条東１丁目 北見商工会議所内 

電話：0157-31-1123 

役割：創業、事業承継等に伴うサポート及び専門家への引継ぎ 

 

名称：税理士法人 北都中央会計  税理士 松永雄志 

住所：〒094-0007 紋別市落石町４丁目１５―１３ 

電話：0158-23-5155 

役割：事業継続、経営分析等に伴う専門的税務分析・助言 

 



 

名称：湧別町役場  町長 石田昭廣 
住所：〒099-6592 紋別郡湧別町上湧別屯田市街地３１８番地 
電話：01586-2-2111 
役割：商工業振興に関する各種補助事業及び低利金融制度支援 

 
名称：湧別漁業協同組合  代表理事組合長 石本武男 
住所：〒099-6402 紋別郡湧別町曙町９番地の１ 
電話：01586-5-2011 
役割：地元特産品開発に係る情報提供と地域活性化対策協力 

 
名称：えんゆう農業協同組合  代表理事組合長 中川菊夫 
住所：〒099-6501 紋別郡上湧別屯田市街地２３０番地 
電話：01586-2-2161 
役割：地元特産品開発に係る情報提供と地域活性化対策協力 

 
名称：湧別町農業協同組合  代表理事組合長 友澤勇司 
住所：〒099-6414 紋別郡湧別町錦町２７９番地１ 
電話：01586-5-2121 
役割：地元特産品開発に係る情報提供と地域活性化対策協力 
 
名称：湧別町観光協会  会長 刈谷一郎 
住所：〒099-6329 紋別郡湧別町中湧別中町 
電話：01586-2-3600 
役割：観光事業に係る情報提供と地域活性化対策協力 
 
名称：日本政策金融公庫 北見支店（国民生活事業） 支店長 佐藤 英 
住所：〒090-0036 北見市幸町１丁目２の２２ 
電話：0157-24-4115 
役割：事業実施に伴う資金需要に対する金融支援 

 
名称：北海道銀行 中湧別支店  支店長 水上貴之 
住所：〒099-6329 紋別郡湧別町中湧別中町５８０番地 
電話：01586-2-2151 
役割：事業実施に伴う資金需要に対する金融支援 

 
名称：遠軽信用金庫 中湧別支店  支店長 武山将司 
住所：〒099-6329 紋別郡湧別町中湧別中町５７１番地 
電話：01586-2-2141 
役割：事業実施に伴う資金需要に対する金融支援 

 
名称：遠軽信用金庫 湧別支店  支店長 戸島隆志 
住所：〒099-6404 紋別郡湧別町栄町１１２番地の２ 
電話：01586-5-2311 
役割：事業実施に伴う資金需要に対する金融支援 
 
 



 

名称：北海道中小企業総合支援センター  理事長 伊藤邦宏 
住所：〒060-0001 札幌市中央区北１条西２丁目 経済センタービル９階 
電話：011-232-2001 
役割：事業計画策定に関する専門的助言 

 
名称：北海道税理士会北見支部  支部長 服部邦彦 
住所：〒090-0064 北見市美芳町 9丁目 6番 24号服部邦彦税理士事務所内 
電話：0157-24-8052 
役割：地域の経済動向に関する情報交換 

 
名称：紋別税務署  署長 安部 勉 
住所：〒094-0013 紋別市南が丘町２丁目１番４４号 
電話：0158-23-2191 
役割：地域の経済動向に関する情報交換 

 
名称：チューリップ STAMP会  会長 因 博 
住所：〒099-6329 紋別郡湧別町中湧別中町３０２０番地の１ 
電話：01586-2-2278 
役割：消費町外流出防止対策としての連携ほか 

 

  



 

 

連携体制図等 

 

連 携 者 

連 携 す る 内 容  

① 

経済 

動向 

② 

需要 

動向 

③ 

経営 

分析 

④ 

事業 

承継 

⑤ 

金融 

支援 

⑥ 

販路 

開拓 

北海道経済産業局 ◎ ◎ ◎ ◎  ◎ 

北海道経済部 ◎ ◎   ◎ ◎ 

北海道商工会連合会 ◎ ◎ ◎ ◎  ◎ 

事業引継ぎ支援センター   ◎ ◎   

よろず支援拠点   ◎ ◎ ◎  

税理士法人北都中央会計 ◎  ◎ ◎   

湧別町役場 ◎   ◎ ◎  

湧別漁業協同組合 ◎ ◎    ◎ 

えんゆう農業協同組合 ◎ ◎    ◎ 

湧別町農業協同組合 ◎ ◎    ◎ 

湧別町観光協会 ◎ ◎    ◎ 

日本政策金融公庫 ◎ ◎   ◎  

北海道銀行 ◎ ◎   ◎  

遠軽信用金庫 ◎ ◎   ◎  

北海道中小企業総合支援センター   ◎ ◎  ◎ 

北海道税理士会北見支部  ◎     

紋別税務署  ◎     

チューリップ STAMP会 ◎ ◎    ◎ 

 

 

 

 

 
 

小規模事業

者 
湧別町商工会 支援 

連

携 
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