
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

雄武町商工会（法人番号 2450005003521） 

実施期間 平成 29 年 4 月 1日～平成 34 年 3 月 31 日 

目標 

①商品・サービスを見直し、売上維持、向上と、安定した利益の確保を目指します。

②新商品開発、新たなサービスの展開を支援し、売上拡大を図ります。 

③事業承継・創業・第二創業の支援と小規模事業者の減少・空き店舗の解消を図り

ます。 

④新たな需要開拓を支援し、売上拡大を目指します。 

⑤地域経済の活性化に資する取り組みを活用し、新商品開発、新規の需要の発掘、

来店数・売上増加を目指します。 

事業内容 

地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

（１）各種経済情報の収集、分析及び提供 

（２）各種商工会支援業務から得る業種別（製造・建設・小売・サービス業）消費活動

データの分析 

（３）業種別景気動向ヒアリング調査の実施 

経営状況の分析に関すること【指針①】 

（１）経営状況ヒアリング分析調査の実施 

（２）巡回訪問等による経営分析 

（３）専門家派遣による経営分析 

（４）タブレット端末等や各種経営分析ツールを活用した経営分析の啓蒙活動 

事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（１）巡回・窓口相談による企業カルテ作成に伴う事業計画策定 

（２）専門家の活用及び個別相談会開催による事業計画策定支援 

（３）創業希望者に対する支援  

（４）事業再生版企業カルテ作成に伴う事業計画策定支援 

事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

（１）事業策定後のフォローアップ 

（２）金融相談、補助事業等における策定支援 

需要動向調査に関すること【指針③】 

（１）商談会等の出店支援に向けた需要動向調査の実施 

（２）地域の資源や技術を活用した食品（特産品等）の新たな需要開拓に向けた需要動

向調査の実施 

（３）専門家等を活用した需要動向調査の実施 

（４）一般消費商品の新たな需要開拓に向けた需要動向調査の実施（一般消費商品の新

たな需要開拓支援並びに創業・第二創業、事業承継者等の仮事業運営（チャレンジショ

ップ）活用支援向け事業） 

新たな需要開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

（１）インターネット、アンテナショップによる新たな需要開拓支援 

（２）商談会等の出展支援 

（３）一般消費商品の新たな需要開拓支援（買物環境向上事業の活用） 

（４）創業・第二創業、事業承継者等の仮事業運営（チャレンジショップ）活用支援 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

１．観光振興等を含む地域ブランド確立による地域経済活性化への取組 

（１）地域発特産品商品及びサービスのブランド化 

（２）地域イメージのブランド化 

（３）ブランド化した商品・サービス及び地域イメージの定着化 

２．地域イベントを活用したまちの賑わいの創出 

（１）新たな地域イベント事業の策定 

（２）新たな商業集積の研究 

（３）地域イベントを活用した経済波及効果事業 

 

連絡先 

北海道紋別郡雄武町字雄武 1884 番地 14 

雄武町商工会 会長 橋詰啓史  

TEL：0158-84-3141 FAX：0158-84-4338 
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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．雄武町の概要 

 

 雄武町は北海道北東部に位置するオホーツク沿岸のまちです。東北側一帯はオホーツ

ク海に面し、東部から南部は興部町・西興部村に接しています。また、南部から西部に

は下川町・名寄市・美深町との境に険しい北見山地が連なり北西は枝幸町に隣接してい

ます。総面積は 636.86 平方キロメートル。内、山林が 390.45 平方キロメートルを占め

ます。1月から 3月にかけて流氷が接岸するため基幹産業の１つである漁業は 12 月中旬

で漁期が終了します。 

 交通では、網走、稚内を繋ぐ国道 238 号が通っており、鉄道はかつて興部方面へ国鉄

が通っていましたが廃止され興部・紋別方面へは枝幸方面と同じく路線バスが運行され

ています。空港は 50km 先にある紋別空港がありますが、現在、東京国際空港への１日

１路線のみとなっています。 

 人口は 4,678 人で小規模事業者数は 220 名の町です。 
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２．地域産業の概要 

 

【基幹産業】 

 本町の基幹産業は漁業、酪農、畜産、林業で、中でも漁業は、ホタテ、サケ・マス、

毛蟹、タコ、ナマコ、イカ、ホッケ、昆布など、豊かな水産資源に恵まれ、近年の魚価

の上昇などにより数年来続く記録的な好調さとなっており、地域経済を支える産業とし

て大きな役割を担っております。 

  
 平成 18 年度 平成 23 年度 

漁業生産額 40 億円 46 億円 

ホタテ生産量 7,911t 13,313t 

サケ・マス漁獲量 3,672t 2,745t 

 

 
 

     《特産品 ホタテ》         《ブランド鮭 雄宝》 

 

 

 

                        《特産品 毛ガニ》 
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【商工業】 

基幹産業に関連する水産加工業についても本町の主要産業の一つとして、雇用及び地

域経済活性化に寄与していることころではありますが、企業間での格差は大きく、労働

者不足のほか、町外からの原料依存、経済情勢の変化に伴い経営基盤が厳しい状況にあ

ります。 

 商工業に於いては、近年、町の補助制度の浸透等の影響による建設関連業種に堅調さ

が見られるものの、商業、とりわけ老舗商店街を構成する企業にあっては、少子高齢化

の著しい進展と、人口減少、消費者の行動の多様化などにより、依然として厳しい状況

にあり地域コミュニティの崩壊に直面しております。 

 

【観光業】 

 観光では、天然温泉を有し町の一部出資により運営されている「オホーツク温泉ホテ

ル日の出岬」の他に豊かな自然を満喫するスポットが多数あり、平成 26 年度には雄武

町観光協会が特定非営利活動法人となり主体的に、多種多様な観光客の誘引を図るた

め、「まちの魅力」や「観光資源」などを有効活用し、観光関連事業に関する調査・研

究を行っているほか、観光客を誘引する中核的なイベントである「おうむ産業観光まつ

り」や「雄武の宝“うまいもん”まつり」など本町の魅力を発信・体感できる観光事業

を積極的に展開しておりますが、観光客数、宿泊数ともに下降傾向となっております。

  

 

 

  

 

《おうむ産業観光まつり》 

《雄武の宝うまいもんまつり》 《雄武町商工会 屋台村事業》 

《ホテル日の出岬》 
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【地域小規模事業者の現状】 

  

～経営者意識調査の実施～ 

平成 25 年度に、西紋地区四商工会広域連携協議会（興部町、滝上町、西興部村、雄

武町）で、過疎化と高齢化の進行及び事業所の廃業と商工会員の減少、並びに近隣都市

への購買力の流出等共通課題の解決に向け行われた「経営者意識調査」を実施し、現在

の経営上の悩みとして「売上・工事高の減少」「地域の人口減少」が突出し、「経営者自

身の高齢化」「事業承継」についても高い数値となり、また、商工会に求める支援内容

では「税務・経理・労務」「助成制度の活用策」「空き店舗対策」「融資制度の斡旋」な

ど支援の課題が表されております。 

 

 《業種別経営上の悩み》 
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《経営者の年代別、商工会に求める支援内容》 

～消費者意識調査の実施～ 

平成 26 年度に西紋地区四商工会広域連携協議会で、それぞれの地元商店の魅力の欠

如、或いは消費者ニーズの把握不足等の様々な課題を抽出し、加えて企業支援の資とす

るため「消費者意識調査」を実施しました。その結果、購買力では紋別市への流出は見

られるものの、全町内での消費について健闘しておりますが地元商店に対する改善点と

しては、「商品種類」「商品値段」「商品品質」が多くみられ、魅力度ＵＰでは「商店・

共販活性化」「空き店舗対策」「ポイント事業」「高齢者交流」などの課題が挙げられま

した。 

広域連携内４町村の共通の課題では「地元商店の活性化」「不足業種対策」「買物弱者

対策」が挙げられております。 

《買物場所調査 一部抜粋》 
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       《魅力度ＵＰ》           《地元商店の改善点》 

 

【商店街の現状】 

現在、雄武町の中心商店街は、「錦町商店街」と「大通り商店街」に大別されており

ますが、両商店街とも近隣市町村の郊外型ショッピングセンターの参入、通販・ネット

販売等の新しい販売方法の急激な拡大の影響などによって、商店街への購買力が、大幅

に流出している状況下で、ピーク時の 50%以下の売上となっている企業が大半となって

おり、売上が増大している一部企業を除けば、廃業も視野に入れて企業活動している企

業が散見される状況であります。 

 

～錦町商店街～ 

錦町商店街においては、オコツナイ・ポンオコツナイ両河川の改修事業の関係で転居

した企業や、この機に、廃業された企業もあり商店街崩壊の危機に直面しております。

 

～大通り商店街～ 

大通り商店街では、近代化事業を取り入れファサード整備や、街区全体の整備を進め、

平成 10 年頃の完了時には売上増等の成果は出せましたが、一時的な現象にとどまり、

近代化事業を取り入れた当初から比べ現在は売上も商店街全体で約 40%減という状況

で、後継者不在などの影響により空き店舗が目立ち始めています。 

 

～中心商店街活性化検討会議の運営～ 

平成 23 年度に、主に小規模事業者で構成されている商店街に於いて、活性化策につ

いて検討を深め、将来の地域ビジョンを構築するため、消費者、商店街、商工会、漁業

協同組合、農業協同組合、金融機関、行政からなる研究グループ「中心商店街活性化検
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討会議」を構成し「コミュニティビジネス」の認識や「消費者懇談会」の必要性などを

検討しております。 

 

 

 

 

 
 

 

【商業・サービス業の現状】 

経営者意識調査では、「売上減少」「地域の人口減少」「地域住民の高齢化」を挙げて

おり「消費者意識調査」に於いては、近隣市町村への購買流出は、他の広域連携地区と

比べ少なく、健闘しているとなっているが、このままでは、近隣の大型店や町内大手チ

ェーン店に流出しかねない状況となっており対応策が必要です。 

 

【製造業・建設業の現状】 

 製造業については、鉄工所関連の製造業が一次産業の好調に伴い近年では好調に推移

しておりますが、水産加工関連の製造業は地域概要にもあるとおり、原材料高騰などに

よる経営は不安定となっており、新たな付加価値を付ける商品化や販路開拓が必要で

す。また、建設業（特に一人親方による建築関連業種）は、原材料の高騰によって経営

環境は厳しくなっております。 

 

【地域小規模事業者の課題】 

 

①近隣市町村への消費購買の流出 

 全町内区域での消費は健闘しているものの、商店街区域では購買力が、大幅に流出し

ている状況下であり、商工会で行っている「ソーシャルビジネス」や「商業活性化推進

事業」など購買力向上に向けた引き続き対応の強化が必要で、個店の魅力度ＵＰ、販売

力の強化も必要です。 

 

②経営者の高齢化、後継者対策 

 アンケート集計結果により、経営者の６０代、７０代以上の半数は後継者が不在とな

《経営者の年齢分布》 《商店街企業数推移》 
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っており「事業の持続的発展」の支援と、「事業承継」の準備に対する対応が必要です。

 

③空き店舗対策と創業支援 

 アンケート集計結果により、「空き店舗対策」「町内の不足業種」が挙げられており、

地域コミュニティの崩壊を防ぐ対応が必要です。 

 

④地域資源による商品化と販路開拓支援 

 特産品の素材力が強力であるため、その力に依存しており、新たな視点からの商品化

と販路開拓が必要です。 

 

⑤安定した利益の確保 

 特に建築関連業種に課題が見える原材料高騰等の中でも安定した利益の確保が必要

です。 

 

３． 商工会の現状と課題 

 

 当商工会としては、企業が求める専門的な相談支援体制の確立、専門家へのスムーズ

な橋渡し役として、会員企業をはじめ、町民の皆様からも「頼られる商工会」を目指し

ているとともに、地域コミュニティの復活のための様々な活性化事業を推進しており、

特に中心商店街活性化検討会議による検討内容や広域連携推進協議会で行われた各種

アンケートを重点的に課題に置き推進しております。 

 

（事業者活性化支援） 

「経営者意識調査」の結果で１番求められることの多かった「税務・経理・労務」の

基礎的支援業務については、とりわけ税務申告に係る税務指導が、多くのウエイトを占

めているのが現状ではありますが、平成２７年度に、求められている「助成制度の活用

策」の下、雄武町の助成措置である施設等整備への補助申請支援や「小規模事業者持続

化補助金」の申請支援を行い 10 申請の事業計画等の作成・事業実施支援を行い伴走型

の第一段階となる支援を行いました。また、「融資制度の斡旋」に於いては、雄武町制

度融資４３件、北海道制度融資８件、国民生活金融公庫の各種制度融資５件、商工貯蓄

共済融資１件の斡旋を行いました。 

～課題～ 

計画的な巡回訪問等を通じて経営課題を抽出し、課題解決に向けた取り組みを事業者

と共に行うといった支援までには至っておらず、「企業が求める専門的な相談支援体制

の確立」「専門家へのスムーズな橋渡し役」を目指しているものの、関係機関との連携

の仕組みづくりにも課題があり、事業者の幅広いニーズを適確に判断できる職員の資質

向上にも課題があります。 

 

（地域経済活性化支援） 

商業活性化の「空き店舗対策」の支援として、平成２６年度に国の賑わい補助金を活

用し「空き店舗活用事業」（気軽に使えるコミュニティスペースの提供、買物途中での

休憩場としての提供として開設）を行っており、平成２７年度は、中心商店街の活性化
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に寄与する商工振興策として「特産品を活用した新商品の試作販売事業」や「新規創業

を視野に入れたチャレンジショップの運営」、「新メニュー等の試作販売事業」、「既存商

店を対象とした展示会、即売会の開催事業」を空き店舗活用事業で出来ないかなどの検

討を行っているところです。 

 更には、地域コミュニティの維持・再生と同時に商工振興策ともなる、買物弱者を対

象に移動販売車による巡回販売事業を核とした「買物環境向上事業」を展開しています。

新たな消費の喚起が期待できる等、大型店進出の影響や深刻な売上減で、厳しい経済環

境下に置かれている商業者及び商店街活性化の一助として運営しており、利用者ニーズ

に沿った高齢者や買物弱者に優しい事業を展開しております。 

また、商工会が主体となり「ソーシャルビジネス」として取り組んでいる屋台村開村

事業や、プレミアム商品券を発行する商業活性化推進事業と伴に、一過性の消費で終わ

る事の無いよう商品券の発行に併せ消費の連鎖を目的として行っている「マル得サービ

ス券」事業、「合同大売り出し」事業や、「雄武の特産品、毛蟹・タラバガニ・雄宝ブラ

ンド鮭・雄武産利尻昆布等」を活用した新商品の開発にも取り組んでおり、雄武町の優

れた資源を再発見し、豊富な農水産品のブランド化に向けた調査・研究を進め、雄武町

の資源と食の魅力を町内外に発信することにより、町民の郷土認識の向上に努め、交流

人口の増加と地域経済の活性化を目的として任意団体として設立された「オホーツク雄

武の宝再発見！推進協議会」の参加団体となり、現在は、雄武産利尻昆布のブランド化

事業に参画しています。 

～課題～ 

 上記のように、中心商店街活性化検討会議や各種アンケートにより課題が抽出され地

域経済活性化を目指し、地域の商工業者の活性化に繋がるよう幾多の事業を行っており

ますが、活性化策を有効に活用するため、小規模事業者個々の分析・計画によって実行

される伴走型支援は行えておらず課題となっています。 

 

４．今後の取り組みと目標 

  

 当町の第５期総合計画（平成２５年度～平成２９年度）では、商工業の基本施策であ

る「商工業の振興」において、「１．事業所の体力づくりへの支援 ２．多様なビジネ

ス展開の促進 ３．町民を支える商店街づくり ４．勤労者の就労環境の向上」が掲げ

られています。こうした中、当会では引き続き地域の唯一の経済団体として、地域活性

化に向けて各関係機関や支援機関と連携を密にし、小規模事業者の経営の底上げと、ビ

ジネスモデルの再構築に向け「頼られる商工会」を目指し、上記の地域課題の解決に向け

て実施している商工会事業を柱としつつ、雄武町が掲げる方向性を踏まえた中長期的な

小規模事業者の持続的発展に向けて、以下のとおり本計画における目標を定め、その達

成に資する実施方針のもと、経営発達支援事業を実施します。 
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・目標 

 

（１）小規模事業者の商品・サービスを見直し、事業計画に沿った支援を実施し、売上

の維持・向上と、安定した利益の確保を図ります。 

（２）雄武町からの支援を受け商工会が運営している事業を活用し、新商品開発や新た

なサービスの展開を支援し売上拡大を図ります。 

（３）小規模事業者の事業承継・創業・第二創業が円滑に実施されるよう支援し、小規

模事業者の減少・空き店舗の解消を図ります。 

（４）小規模事業者の新たな需要開拓を支援し、売上拡大を目指します。 

（５）地域経済の活性化に資する取り組みを小規模事業者の事業計画に沿って有効に活

用し、関係団体と連携を図り新商品開発、新規の需要の発掘、来店者数・売上増加を

目指す伴走型支援を行います。 

 

 

 

・実施方針 

 

上記目標を達成すべく、雄武町商工会は地域の小規模事業者からのあらゆる相談に対

応する「頼られる商工会」＝「かかりつけ医（小規模事業者の病院）」を目指します。 

 

地域経済動向調査で行う域内、域外での調査・情報提供はもちろんの事、病院で行う

健康診断時や診察前に実施する「問診票」と称しヒアリング調査を実施し、健康診断・

診察と称し「企業カルテ」の作成を実施し、重病者には「事業再生版企業カルテ」を作

成し、専門的高度な症状には、「専門医（専門家）等」を活用し支援を行います。事業

計画策定支援では、「処方箋」と称して事業計画書を策定し、事業計画書を策定した小

規模事業者には、「投薬」として商工会事業を柱とした事業実施支援や各種補助金施策、

金融支援を行っていきます。また、事業計画通り事業を実施出来ているかの確認等、巡

回訪問を中心にフォローアップとして支援を行っていき、更には、地域経済活性化など

による連携を密にし、情報発信や新商品開発によるブランド力強化によるにぎわい創出

などにより、地域の小規模事業者に「長生き（持続的発展）」や「創業・第二創業、事

業承継（新陳代謝）」して頂けるよう経営発達支援事業を実施します。 
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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 29 年 4 月 1 日～平成 34 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】 

 

【現状と課題】 

 日頃、商工会での業務（補助申請・融資・税務・労働各種申請処理）に関しての個人

企業の情報について収集するに留まり、各種公的機関からの地域経済動向に関する情報

についても内部資料に留まり情報を分析し提供するなど支援内容の一部として活用し

ていないのが課題です。 

 

【取組み内容】 

北海道商工会連合会や北海道など公的機関で提供している景気動向調査、経済動向な

ど、各種統計資料を活用し、日頃の業務や巡回支援などで収集した情報などとの関連を

加味しながら分析し、支援内容の一部として活用します。 

また、西紋地区四商工会広域連携協議会では、平成 31 年度に「経営者意識調査」を

実施することとなっており、西紋地区での企業経営の現状と商工会への支援ニーズ等を

把握・明確化し、小規模事業者への情報提供として活用していきます。 
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【事業内容】 

（１）各種経済情報の収集、分析及び提供 

（目的） 

内部資料として利用していたのみであり、町外広域的な景況感や景気動向情報を提供し

ます。 

（内容） 

・北海道商工会連合会「中小企業景況調査報告書」《北海道内》 

・北海道財務局「管内経済情報」《北海道内》 

・全国商工会連合会「小規模企業景気動向調査」《全国》 

・日本政策金融公庫「全国中小企業動向調査」《全国》など 

（提供方法） 

各報告書、調査結果の総論や主要景況項目の集計、各種業況判断ＤＩ等を独自に収集分

析し、北海道内の業種別、全国的の業種別に分類し、四半期毎に商工会ホームページや

商工会広報、巡回支援時等により提供します。 

（効果） 

自社の景況感・経済状況と地域外の景況・経済状況を把握し比較してもらい新たな気付

きの一助となります。 

 

（２）各種商工会支援業務から得る業種別（製造・建設・小売・サービス業）消費活

動データの分析・提供 

（目的） 

業種別町内での消費活動データについて情報収集のみであったため、地域内の消費活動

データとして分析し町内での消費活動規模を小規模事業者に把握してもらい、域外への

販売・役務提供の検討資料として提供します。 

（内容） 

主に、税務申告時、融資斡旋時等、当該年度の前年度１年間の支援企業の売上、原価、

粗利益率等の情報を集約し業種別に集計し情報提供を行います。 

（提供方法） 

１年間集約した消費活動（売上・原価・粗利益率等）を各合計値と各平均値の情報を主

に巡回支援時、必要に応じ提供します。 

（効果） 

町内の同業種間での消費活動データを把握することにより町内での消費活動規模や自

店の経営規模等の見つめ直しを行ってもらい今後の事業計画策定の一助となります。 

 

（３）業種別景気動向ヒアリング調査の実施 

（目的） 

地域経済を支える小規模事業者の経営状態を把握し、経営分析や事業計画策定など支援

策を講じる為、調査結果を分析し、経営判断の一助とする為。 

（調査内容） 

年２回上期、下期と巡回を行い、製造・建設・小売・サービス業の小規模事業者に対し、

経過分の上期（１月～６月）と見込みの下期（７月～１２月）の「業況」「売上」「資金
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繰り」「仕入単価」「採算」についてＤＩ（景気動向指数）調査を行います。 

（調査対象者） 

地域内小規模事業者 

対象企業を業種別に地区内構成比率を参考に２～５企業程度、製造・建設・小売・サー

ビス業に分けピックアップし行います。 

（調査方法） 

巡回訪問等にて聞き取り調査を行います。 

（分析方法） 

経過分と見込み分、それぞれの「業況」「売上」「資金繰り」「仕入単価」「採算」の状況

を「好転した」「不変」「悪化した」の回答を集計し、ＤＩ値により分析し、年２回商工

会ホームページや商工会広報、巡回支援時等により提供します。 

（効果） 

本調査により地域小規模事業者の現況把握や情報取得が可能となり、職員は支援にたい

する情報を共有することが出来、経営判断の一助と、事業計画策定の方針資料として活

用が可能となります。 

 

 

 

【目標】 
 現状 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度

各種経済情報

の提供回数 
未実施 

四半期ごと

に年 4回 
四半期ごと

に年 4回 
四半期ごと

に年 4回 
四半期ごと

に年 4回 
四半期ごと

に年 4回 
各種商工会支

援業務から得

る情報提供企

業数 

未実施 40 40 50 50 70 

業種別景気動

向ヒアリング

調査の情報提

供回数 

未実施 2 2 2 2 2 

※平成 31 年度に西紋地区四商工会広域連携協議会で「経営者意識調査」を実施し、西

紋地区での経営者の課題について集計分析し情報提供を行います。 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

【現状と課題】 

現在、小規模事業者へは、専門的な事業の問題などからミラサポの専門家派遣事業や、

北海道商工会連合会での各種専門家派遣事業、よろず支援拠点制度の紹介などを活用し

専門家による経営分析等を行っておりますが、商工会からの経営分析は決算・税務指導、

金融支援時のみの財務分析を中心とした受動的な支援のみとなっておりました。 

 

【取組み内容】 

 引き続き、専門的・高度な事業の問題などは各種専門家派遣事業を活用しながら経営

分析を行うと共に、経営状況ヒアリング調査の実施で行う、「企業経営問診票」を小規
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模事業者に記載してもらい、その結果を基に、「企業カルテ」を利用し、基本的な企業

のデータと、企業の将来像、問題点、取組みの方向性と、SWOT 分析に必要な機会、脅威、

強み、弱みを整理し、経営分析を行います。また、経営分析等に抵抗のある企業に対し

ては、各種巡回支援時などに、新たに導入されたタブレット端末等や全国商工会連合会

の経営分析システム、独立行政法人中小企業基盤整備機構の経営自己診断システムなど

の経営分析ツールを活用し、自社数値に置き換えた各種経営指標の説明や簡易的な分析

を行い、事業者の経営分析に対する意識付けや重要性を認識してもらいながら経営分析

に必要なデータの収集を行います。 

 

【事業内容】 

（１）経営状況ヒアリング分析調査の実施 

（目的） 

地域経済を支える小規模事業者の経営状態を把握し、経営分析など個別具体的な支援策

を講じる為、調査結果を分析し、経営判断の一助とする為。 

（調査内容） 

新たに作成する「企業経営問診票」により経営者にも回答し易い内容とし、「企業カル

テ」作成への誘導と支援課題の抽出を行います。 

（調査対象者） 

地域内小規模事業者 

年に１度、対象企業を業種別に地区内構成比率を参考に２～５企業程度、製造・建設・

小売・サービス業に分けピックアップし行います。 

（調査方法） 

毎年巡回訪問等にて調査を行います。 

（分析方法） 

病院などにある問診票を参考に、商工会が新たに作成する企業経営問診票に記載されて

いる「ハイ・イイエ」により回答できる簡単な質問により経営分析への誘導と、「YES・

NO」で答えられる「支援課題自己分析」図を回答してもらい、求めている「持続的発展

を目指す支援」「事業承継支援」「事業再生支援」「経営革新支援」などの支援内容を簡

潔に出せる方法となっています。 

（効果） 

本分析調査により、簡潔、的確に小規模事業者が求めている支援メニューが抽出され、

企業カルテ作成への誘導と、事業計画策定の基本方針資料として活用可能となります。

 

（２）巡回訪問等による経営分析 

（目的） 

事業計画策定の基となるデータの収集と、気付いていない経営課題を発見する為。 

（対象者） 

地域の経済動向調査に関すること（１）経営状況ヒアリング調査の実施で行った結果を

基に企業カルテの作成に意欲的な小規模事業者。 

（手法） 

ヒアリング調査の実施で行った結果を基に、２種の企業カルテ（通常版、事業再生版）

を利用し聞き取り等にて記載します。 
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（企業カルテ記載内容） 

～通常版～ 

企業基本情報 

後継者有無 

主要取扱商品とその構成比 

販売先とその構成比 

直近３カ年の売上と営業利益 

企業概要・経営課題・将来像・新たな取組と取組に対する問題点(簡略に) 

環境分析(ＳＷＯＴ分析) 

現在の財務・資金繰り状況 

～事業再生版～ 

企業基本情報 

後継者有無 

主要取扱商品とその構成比 

販売先とその構成比 

直近３カ年の売上と営業利益 

再生の方向性(選択式) 

環境分析(ＳＷＯＴ分析) 

現在の財務・資金繰り状況 

原因分析(業績が悪化した原因) 

現在考えられる改善策(選択式) 

（効果） 

企業カルテ（通常版）により、自らの経営課題に気付くことができ、事業計画策定に必

要な情報を収集することが出来ます。また、企業カルテ（事業再生版）により、経営改

善計画書の基となるデータを作成することができ、いち早く手当が可能となります。 

更に、この企業カルテにより、職員間で情報共有を図ることができ、支援の目的と内容

の統一を図ることができます。 

 

（３）専門家派遣による経営分析 

（目的） 

専門的高度な経営課題を解決する為。 

（対象者） 

（２）の経営分析により企業カルテを作成し経営課題として知的財産、企業・事業譲渡

など専門的高度な経営課題を抱える小規模事業者 

（手法） 

ミラサポ、よろず支援拠点、北海道、北海道商工会連合会など各種支援機関の専門家派

遣制度を活用し迅速な支援を行います。 

（効果） 

支援機関の専門家派遣制度を積極的に活用し、専門家の高度な支援により課題解決に向

けた取り組みを実施する事で、事業の持続的発展に寄与することができます。 

 

（４）タブレット端末等や各種経営分析ツールを活用した経営分析の啓蒙活動 
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（目的） 

数値や分析、などの言葉から抵抗を感じ、企業カルテの作成に至らなかった小規模事業

者に経営分析に対する意識付けや重要性を認識してもらう為。 

（対象者） 

企業カルテの作成に至らなかった小規模事業者 

（手法） 

各種商工会業務（主に税務・金融・補助事業申請）にて巡回支援、窓口相談等を行った

際に、決算申告データを利用し、各種経営指標の意味の説明や損益分岐点、収益性分析

など簡易的な分析を行い企業カルテの導入を目指します。 

（効果） 

経営分析に対する抵抗を少しでも緩和し企業カルテの導入の一助となります。 

 

 

 

 

 

 

【目標】 
 現状 平成 29 年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度

経営状況ヒア

リング分析調

査の実施（企

業数） 

未実施 20 20 20 20 20 

経営分析（企

業カルテ作

成）の実施（企

業数） 

未実施 10 10 10 10 10 

経営分析の啓

蒙活動（企業

数） 

未実施 20 20 20 20 20 

各支援機関の専門家派遣事業の活用については、都度実施することとなります。 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

【現状と課題】 

平成２６年度までは、事業計画策定支援については、補助金等の申請や融資斡旋時の

ための支援が中心であり、小規模事業者の経営課題解決に向けた事業計画策定支援まで

は対応できておりませんでした。 

  

【取組み内容】 

 今後に於いては、「２．経営分析に関すること」にて収集した、経営状況ヒアリング

分析調査と企業カルテと、「５．需要動向調査」の各支援策により、小規模事業者をピ

ックアップし、売上拡大、地域外への販路開拓、商品開発、第二創業、事業承継など、
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持続的発展に向けた事業計画策定支援を行います。 

 

【事業内容】 

（１）巡回・窓口相談による企業カルテ等作成に伴う事業計画策定 

（目的） 

ヒアリング分析調査から企業カルテの作成によって分析した情報により発見した経営

の問題点を整理・解決するため、経営状況の振り返り、将来の事業目標の達成のための

経営資源をどのように活用するかなどを実現するために行います。 

（手法） 

巡回・窓口相談により、ヒアリング分析調査、企業カルテのデータ等を基に小規模事業

者と共に独立行政法人中小企業基盤整備機構により提供されている「経営計画つくるく

ん」を活用し、施策支援を実施し作成後印刷し提供します。 

（効果） 

紙面で可視化することにより一目で経営のビジョンや経営理念の確認と実現に繋げる

ことができます。 

 

 

（２）専門家の活用及び個別相談会開催による事業計画策定支援 

（目的） 

新商品開発等や、既存商品によるブラッシュアップ等の売上拡大を目指す事業計画の策

定については、引続き北海道商工会連合会やよろず支援拠点の専門家派遣事業を活用し

専門的なアドバイスを頂きながら実施します。また、専門家による個別相談会を開催し、

策定に向けた取り組みを実施するとともに、商工会職員のノウハウ習得も図りながら支

援の質を向上します。 

（手法） 

ミラサポ、よろず支援拠点、北海道、北海道商工会連合会、など各種支援機関の専門家

派遣制度を活用し実施します。 

（効果） 

広い見地から専門的、高度な視点で事業計画策定支援を行える他、個別相談会を開催す

ることにより商工会職員のノウハウ習得も図りながら支援の質を向上できます。 

 

（３）創業希望者に対する支援  

（目的） 

創業希望者の開業を支援し、地域経済及び雇用の確保、コミュニティの維持となります。

（手法） 

近隣の紋別市、北見市、網走市で開催される創業セミナーへの参加を都度推奨し、創業

計画書の策定支援は随時行うこととします。 

（効果） 

効果的に創業に係る知識習得の支援を行うことがきます。また、創業計画書の策定によ

り、開業に向けての支援が具体的なものとなります。 

 

（４）事業再生版企業カルテ作成に伴う事業計画策定支援 
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（目的） 

企業経営問診票により、事業再生版企業カルテを作成し、事業継続が困難に陥っている

小規模事業者に経営改善計画の策定を支援します。 

（手法） 

企業カルテ（事業再生版）にて分析等を行った小規模事業者に、経営改善計画書作成の

支援を行います。また、より困難な場合、専門家などを招聘し支援を行っていきます。

（効果） 

経営改善計画書を作成することにより、事業再生への指針作成の一助となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目標】 
 現状 平成 29 年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度

企業カルテ作

成に伴う事業

計画策定（企業

数） 

未実施 10 10 10 12 12 

個別相談会の

実施（企業数） 
未実施 4 4 4 4 4 

創業支援者・創

業計画策定者 
0 1 1 1 1 1 

 事業再生版企業カルテ作成に伴う事業計画策定支援は、対象企業がいる場合のみとな

ります。 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 

【現状と課題】 

補助事業を使い事業計画策定後、実施支援を行っておりますが、ほとんどの場合、金融、

税務、労務などその場での問題解決のみの場合が多く受動的な支援となっています。 

 

【取り組み内容】 

事業計画策定後の小規模事業者に対して、巡回等にて事業計画の進捗状況を確認しＰＤ

ＣＡサイクルが機能するようフォローアップ支援を行います。また、必要に応じて関係

機関とともに連携を図り、金融施策、補助金施策などを活用し、持続的発展を目指す支

援を行います。 

 

【事業内容】 
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（１）事業計画策定後のフォローアップ 

（目的） 

計画的な巡回訪問により小規模事業者のニーズを把握し変更や改善、次へのステップア

ップのタイミングを捉え、小規模事業者の事業が持続的発展に資するために行います。

（手法） 

事業計画策定後、小規模事業者へ３ヶ月に１回程度、巡回訪問等により事業計画の進捗

状況の確認を行います。計画が順調に推移していない場合は、要因を分析し、解決策を

検討し事業計画書の修正を行います。巡回訪問時等に、関係機関が行う支援策（専門家

派遣等）・補助事業等の事業計画に沿った提案や周知を行い、より有効な事業計画実施

のためのフォローアップを行います。また、金融面では、国民生活金融公庫の小規模事

業者経営発達支援融資制度等の紹介を行い、小規模事業者の事業の持続的発展のための

取組に必要な資金調達の支援を目指します。 

（効果） 

定期的な巡回訪問によるフォローアップにより、計画どおり事業運営されているか確認

することでＰＤＣＡが機能します。また、小規模事業者経営発達支援資金は事業の安定

化に寄与するため、事業計画策定後の金融支援の有効なツールとして積極的に活用しま

す。 

 

（２）金融相談、補助事業等における支援 

（目的） 

事業計画策定後に必要な融資や補助・助成金の申請、施策活用による指導・助言を行い

事業に必要な支援を「伴走型」により行います。 

（手法） 

企業カルテを基に支援を行い、カルテ未着手の小規模事業者には、ヒアリング調査から

行い支援していきます。 

（効果） 

金融では、小規模事業者が事業に必要な資金調達の一助となります。また、「小規模事

業者経営発達支援融資制度」では、小規模事業者の事業の持続的発展のための取り組み

に必要な資金調達の支援となり、補助・助成金では、小規模事業者持続化補助金のみな

らず雄武町の中小企業等振興条例「中小企業施設新設等事業助成金」や「中小企業施設

改修事業助成金」を活用することにより、不足な資源が必要なときにいち早く補助・助

成金申請等の対応が可能となります。 

 

※施設新設等事業助成金  

 生産性の向上などの施設設備の新設増改築に資する事業費 

（上限：1,500 万円）の 1/3 

 

中小企業施設改修事業助成金 

 生産性の向上などの施設設備を改修する事業費 

（上限：600 万円）の 1/3 

 

【目標】 
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 現状 平成 29 年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度

フォローアッ

プ企業件数 
32 40 40 40 48 48 

金融・補助助成

金活用による

支援企業数 

10 10 10 10 12 12 

フォローアップ件数は事業計画策定支援者数（創業・事業再生含まず）×4回/年 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

【現状と課題】 

現在、新商品開発する小規模事業者には対象商品の需要動向調査についてミラサポ等を

活用し、バイヤーなどの専門家を招聘し個別に実施してきました。商工会事業では、「買

物環境向上事業」の一環として消費者懇談会を開催し消費者の意見などの取り入れを行

い、平成 26 年度に西紋地区四商工会広域連携協議会にて「消費者意識調査」を行い集

計分析した結果を商工会員へ提供し、それぞれ商工会事業に反映させ取り組んでおりま

す。しかし、小規模事業者の新たな販路開拓・商品開発に活かせるような消費者のニー

ズや市場動向を把握して提供するには至っておらず、商工会での域外の需要動向調査の

情報提供についても未実施であります。 

 

【取り組み内容】 

本事業を「６．新たな需要開拓に寄与する事業に関すること」に係る事業に繋げ、より

良い成果を発揮する取り組みと位置づけ、経営分析などから得た情報を加味しながら、

販路開拓を目指す商品や新商品の需要動向調査を以下の【方針】により行います。 

 また、西紋地区四商工会広域連携協議会では、平成 31 年度に「消費者意識調査」を

実施することとなっており、西紋地区での地元商店の魅力の欠如、或いは消費者ニーズ

の把握不足等の様々な課題を抽出し、企業支援の資とすることを目的に、調査項目とし

て、食料品・日用品の生活必需品からガソリン・衣類・外食等の「一般消費商品」のど

の品目が近隣市町村のどこへ消費流出しているのかなどの調査や、どうして（品質・値

段・種類等の是非の検証）流出しているのかを調査し、地域需要型の商品（食料品・日

用品等）を取扱う小規模事業者等へ情報提供を行います。 

 

【方針】 

１．だれに 

 どこ（域内・域外）の事業者（ＢtoＢ）・消費者（ＢtoＣ）に売るのかを明示します。

２．何を 

 既存商品（販路開拓）・新商品・一般消費商品を売るのかを明示します。 

３．どのように 

 ネット販売・アンテナショップ・商談会等の活用・買物環境向上事業の活用・チャレ

ンジショップの活用など何を活用して売るのかを明示します。 

 

上記３点を整理・明示して以下の実施支援を行います。 
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【事業内容】 

（１）商談会等の出店支援に向けた需要動向調査の実施 

（支援対象者） 

地域の資源や技術を活用した商品（特産品等）を事業計画や経営分析を基に、「６．新

たな需要開拓に寄与する事業に関すること」の「商談会等の出店支援」の活用を予定し

ている事業所で、域外の事業者（ＢtoＢ）・消費者（ＢtoＣ）に販路開拓や新商品の提

供を目指す小規模事業者 

（情報収集項目） 

 

１．販売に適したパッケージ・容量・価格について  

 

２． 業者がターゲットとする客層と求めている商品像（トレンド商品）について 

販売納入量（ロット）・販売納入単価について 

 

 

 

（調査・分析を行う手段・方法） 

「上記１」の項目を「道の駅」にて、数種のパッケージ、容量、価格の異なる商品を実

際にテスト販売し、１ヶ月間程度の売上分析等により、販売に適した組み合わせの情報

の取得を目指します。 

「上記２」について、「道の駅」に出品している業者の取引先（バイヤー）へ聴き取り

調査を行い、聴取したバイヤーごとの回答と、「販売納入量（ロット）・販売納入単価に

ついて」は、各バイヤーの平均等の取りまとめを行います。 

「上記１、２」の項目について、調査報告書を作成し、商品提供事業者ごとに提供しま

す。 

（成果の活用） 

情報収集した内容を報告書にまとめ出店予定者にフィードバックと情報提供を行いま

す。また、「６．新たな需要開拓に寄与する事業に関すること」の「商談会等の出店支

援」に活用し、顧客やバイヤーのニーズに合致する商品・サービスの提供により売上・

成果等の最大化が期待されます。 

 

（２）地域の資源や技術を活用した食品（特産品等）の新たな需要開拓に向けた需要動

向調査の実施 

（支援対象者） 

人的資源や資金的資源が不足している域外への需要開拓が難しい食品製造小売業等が、

域内での新たな需要開拓を目指し、将来、域外にも販路拡大を目指す小規模事業者 

（情報収集項目） 

食品に対する 

味・見た目・大きさ（量）・ロイヤルティ度（知人に勧めるか）・パッケージ・販売価格

等 

（調査・分析を行う手段・方法） 
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年１回開催される消費者懇談会（地域住民２０代～７０代の男女各年代１名以上参加）

に併せ、対象商品の試食会、実演等を行いアンケート等により各情報収集項目を５段階

評価と自由記載欄を設け情報収集を行い、ＣＳ分析（Customer Satisfaction 分析：項

目別満足度と総合満足度から重点改善領域を抽出する分析手法で、改善策立案・改善等

優先順位付けの判断資料となります。）により調査報告書を商品提供事業者ごとに提供

します。 

（成果の活用） 

抽出されたデータは、「６．新たな需要開拓に寄与する事業に関すること」の「創業・

第二創業、事業承継者等の仮事業運営活用支援」の「新商品・新サービスの試作品の提

供・販売」や「新規創業を視野に入れたチャレンジショップ」を行う事前データとして

の活用と、事業計画のブラッシュアップに活用します。 

又、「（３）専門家を活用した需要動向調査の実施」と併せて活用する事により、「６．

新たな需要開拓に寄与する事業に関すること」の「インターネット、アンテナショップ

による新たな需要開拓支援」の事前データとなり、将来、域外にも販路拡大を目指すた

めの一助となります。 

 

 

（３）専門家等を活用した需要動向調査の実施 

（支援対象者） 

特産品を活用した製造業や特産品を取り扱う小売業等が、事業計画や経営分析を基に、

域外の事業者（ＢtoＢ）・消費者（ＢtoＣ）に既存商品の販路開拓や新商品をネット販

売・アンテナショップ・商談会等の活用により目指す小規模事業者 

（情報収集項目） 

販路先の絞り込みの助言（調査） 

ブランディングへの助言 

自社商品の特性・価格帯への助言（調査） 

業界流通動向の助言 

マーケティング手法への助言 

（調査・分析を行う手段・方法） 

各種支援機関の専門家派遣事業の活用や各種支援機関等の補助制度を活用し調査会社

等に依頼します。助言・調査頂いた内容の報告書とそれら情報収集した助言等について

「だれに」「なにを」「どのように」売るかを整理して書面にて事業所ごとに提供します。

（成果の活用） 

主に「６．新たな需要開拓に寄与する事業に関すること」の「インターネット、アンテ

ナショップによる新たな需要開拓支援」や「商談会等の出店支援」を行う前段のデータ

としての活用と、事業計画のブラッシュアップに活用します。 

 

（４）一般消費商品の新たな需要開拓に向けた需要動向調査の実施（一般消費商品の新

たな需要開拓支援並びに創業・第二創業、事業承継者等の仮事業運営（チャレンジショ

ップ）活用支援向け事業） 

（支援対象者） 

地域需要型の商品（食料品・家庭用品等）の実店舗販売のみ等を行っている小売業等に
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ついて、域内での新たな需要開拓を目指す小規模事業者 

（情報収集項目） 

 

１． 商品の取扱やすさについて 

   大きさ（量）について 

購入頻度予想について 

   販売価格について 

 

２． 見た目について 

   大きさ（量）について 

   パッケージについて 

   販売価格について 

 

（調査・分析を行う手段・方法） 

「上記１」の項目を商工会で運営している買物環境向上事業を利用している「買物弱者

や高齢者（約５０名）」に、特定商品のアンケート等を各情報収集項目５段階評価と自

由記載欄を設けて作成し、情報収集を行います。 

「上記２」の項目を年１回開催される消費者懇談会（地域住民２０代～７０代の男女各

年代１名以上参加）に併せ、対象商品の試食会、実演等を行いアンケート等により各情

報収集項目を５段階評価と自由記載欄を設け情報収集を行います。 

「上記１、２」の項目について、ＣＳ分析（Customer Satisfaction 分析：項目別満足

度と総合満足度から重点改善領域を抽出する分析手法で、改善策立案・改善等優先順位

付けの判断資料となります。）により調査報告書を商品提供事業者ごとに提供します。 

又、西紋地区四商工会広域連携協議会にて行っている「消費者意識調査」（３１年度

までは２６年度版を活用）との情報を併せて、より西紋地区の地域性の強い情報提供を

行います。 

（成果の活用） 

抽出されたデータは、「６．新たな需要開拓に寄与する事業に関すること」の「一般消

費商品の新たな需要開拓支援」での事前データや、「創業・第二創業、事業承継者等の

仮事業運営活用支援」の「既存商店を対象とした展示会、即売会」や「第二創業」を行

う事前データとしての活用と、特定商品の売上向上、事業計画のブラッシュアップに活

用します。 

 

 

【目標】 
 現状 平成 29 年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度

商談会等の事

前調査により

支援をした企

業数 

未実施 2 2 2 4 4 

特産品等の町

内への需要動

向調査支援企

未実施
2 

【2】 

2 

【3】 

3 

【4】 

3 

【5】 

4 

【7】 
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業数 

【調査品目

数】 

専門家等を活

用し販売先等

を明確にした

企業支援数 

未実施 11 11 11 13 13 

一般消費商品

の需要動向調

査支援企業数 

【調査品目

数】 

5 
8 

【8】 

11 

【13】 

11 

【14】 

13 

【16】 

13 

【16】 

※平成 31 年度に西紋地区四商工会広域連携協議会で「消費者意識調査」を実施し、西

紋地区での地元商店の魅力の欠如、或いは消費者ニーズの把握不足等の課題について集

計分析し情報提供を行います。 

 

 

 

６．新たな需要開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

 

【現状と課題】 

現在、特産品を活用した製造業や、特産品を取り扱う小売業へは、インターネットを活

用した販売、商談会等の案内が来た都度、適応企業に個別に巡回や送付案内で事業の説

明等行い参加者を集っており、平成２７年度「ニッポンセレクト．ｃｏｍ」のふるさと

名物商品事業に参加した小規模事業者に於いては、全国食品部門１位になるほどの販路

開拓に成功するなど支援を行ってきました。 

 また、一般消費に関する商品を対象とした企業に対しては、高齢者や買物弱者に優し

い移動販売事業を目的とした「買物環境向上事業」を展開しており、新たな消費の喚起

が期待でき、大型店進出の影響や深刻な売上減で、厳しい経済環境下に置かれている商

業者及び商店街活性化の一助として事業内にて販売品目、販売方法を検討し運営してい

るところです。 

 しかしながら、小規模事業者の事業計画に沿った支援は出来ておらず、計画的に支援

していくことが課題です。 

 

【取組内容】 

今後は、需要動向調査などから得た情報を生かし、市場ニーズ・消費者ニーズを捉えて、

小規模事業者の事業計画に沿った実施から改善まで（ＰＤＣＡサイクル）積極的な伴走

型支援を行っていきます。 

また、域外への需要開拓については、手法やノウハウが乏しく、各種専門家や雄武町、

ＮＰＯ法人雄武町観光協会、北海道商工会連合会等と連携して支援していきます。 

 

【事業内容】 

（１）インターネット、アンテナショップによる新たな需要開拓支援 
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（目的） 

人的資源、財務等資源の不足により域外に新たに需要開拓が難しい小規模事業者の支援

を行います。 

（対象者） 

経営分析及び事業計画策定を支援した小規模事業者 

（手法） 

インターネットによる需要の開拓を創出するため、成功事例のある全国商工会連合会

「ニッポンセレクト．ｃｏｍ」及び北海道商工会連合会の簡易ホームページ「ＳＨＩＦ

Ｔ」を積極的に活用します。また、道内、首都圏に向けた需要開拓支援として、全国商

工会連合会が運営するアンテナショップ「むらからまちから館（東京都）」及び北海道

貿易物産振興会が運営するアンテナショップ「どさんこプラザ（東京都、札幌市）」の

テスト販売制度等を活用し、定期的に販売実績の検証と商品の見直し改善を行い、販路

拡大に繋げるよう支援します。 

（効果） 

少ない経費負担で大消費地での販路拡大が図られ、小規模事業者の売上増加による持続

的発展に寄与します。 

 

（２）商談会等の出展支援 

（目的） 

地域の資源や技術を活用した商品（特産品等）の新たな販路開拓を創出すべく、支援機

関が開催する商談会・展示会への出展支援を行います。 

（対象者） 

経営分析及び事業計画策定を支援した域販路拡大を目指す小規模事業者 

（手法） 

関係機関が開催する商談会・展示会への出展を呼びかけ商品企画提案書の作成、展示会

用陳列指導、アンケート調査項目の調整や、需要動向調査で行われた支援の活用などを

行い、バイヤー等からの意見やアンケート調査などの情報を集約し事業者へのフィード

バックを行います。 

（主な展示会・商談会） 

・経済産業省北海道経済産業局「ビジネスマッチング」 

機能性を有している商品について販路拡大を目指す小規模事業者が参加します。主催

者が実施する機能性商品のセミナー等の参加による知識等の習得やＢtoＢによる販路

拡大を目指します。 

・全国商工会連合会「ニッポン全国物産展」 

 昔ながらの名産や地域の特産品、技術を生かした新商品などの販路拡大を目指す小規

模事業者が参加します。 

・北海道商工会連合会「北の味覚・再発見！」 

 地域の資源や技術を活用した商品（特産等）を製造、販売している小規模事業者が参

加します。主にバイヤー等流通業者に対し製品の試食・ＰＲ・商談を行い商品力向上等

目指します。 

・北海道商工会連合会「北海道味覚マルシェ」  

 魅力ある自社商品の販路拡大を目指す小規模事業者が参加します。バイヤー等による
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事前セミナーの開催や商品に対する消費者の価値等の情報が得られ新たな販路開拓支

援や販売力の向上を目指します。 

（効果） 

商談会等に出展参加することにより、新たな需要開拓に寄与し、磨き上げた商品に対す

る意見をバイヤー等から取り入れることで更なる商品力向上に繋がります。 

尚、バイヤー等の意見やアンケート調査を行った結果は集計し、事業者へフィードバッ

クし、その後の支援にも活用します。 

 

（３）一般消費商品の新たな需要開拓支援（買物環境向上事業の活用） 

（目的） 

域外への需要開拓が難しい一般消費商品の実店舗販売のみを行っている小売業等につ

いて、人的資源や資金的資源が不足し、難しかった移動販売・宅配について、現在、商

工会で運営している買物環境向上事業の「移動販売事業」を利用し、域内での新たな需

要開拓を目指します。 

（手法） 

製造小売業等の小規模事業者に、需要動向調査などで分析した情報を基に商工会が委託

販売を行います。 

（効果） 

新たな消費の喚起（売上増）が期待できる等、大型店進出の影響や深刻な売上減で、厳

しい経済環境下に置かれている商業者及び商店街活性化の一助となります。 

 

（４）創業・第二創業、事業承継者等の仮事業運営（チャレンジショップ）活用支援 

（目的） 

実際に事業や新商品販売、サービスの提供を行うことにより事業計画策定に関する問題

点や商品・サービスの問題点などの洗い出しが可能となり販路拡大や事業計画策定の一

助となります。 

（手法） 

商工会で運営している空き店舗対策事業（コミュニティ施設）を利用し、「新商品・新

サービスの試作品の提供・販売」や「新規創業を視野に入れたチャレンジショップ」「既

存商店を対象とした展示会、即売会」を行います。 

（効果） 

実際に事業を運営することにより、起業・承継するときの問題点などや、町民等による

新商品・新サービスの評価などを得る事ができ、販路拡大に必要な情報の取得と、より

実践的な事業計画策定ができるようになります。また、現在、創業・第二創業、事業承

継を検討中の方や、新商品・新サービスの宣伝ともなります。 

 

 

【目標】 
 現状 平成 29 年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度

インターネット

での販路開拓支

援（登録企業数） 

4 5 5 5 6 6 
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アンテナショッ

プへの販路開拓

支援（出店企業

数） 

未実施 1 1 1 2 2 

商談会等の出展

支援（参加企業

数） 

【商談成立数】 

未実施

【0】 

2 

【1】 

2 

【1】 

2 

【1】 

4 

【2】 

4 

【2】 

一般消費商品の

新たな需要開拓

支援（企業数） 

5 5 8 8 10 10 

仮事業運営支

援活用事業者

数  
未実施 3 3 3 3 3 

 

 

 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

１．観光振興等を含む地域ブランド確立による地域経済活性化への取組 

【現状と課題】 

 地域ブランドの確立については、商工会が推進役として設立した「雄武の宝再発見！

推進協議会（雄武漁業協同組合、雄武水産加工業協同組合、JA 北オホーツク雄武支所、

NPO 法人雄武町観光協会、雄武町森林組合、雄武町建設業協会）」の中で様々な雄武の宝

（地域ブランド化が可能な「物・自然・人」）についてその可能性を研究しているとこ

ろであります。 

 観光振興についても、平成２６年度に観光協会が NPO 法人となり、新たな取り組みの

途に就いたばかりで、方向性さえ明確にされていない状況であり、町ぐるみでの観光振

興に本気で取り組む必要性が認識され始めたばかりであります。 

 今後、「オホーツク地域全体としての連携によるブランド化」が必要なのか。あるい

は、「雄武地域として突出したブランド化」の確立を目指すのかなど、その方向性の見

極めが肝要であります。 

 又、ブランド化した商品及び地域イメージをどのように地域経済活性化へ波及させる

ことができるかが大きな課題となっています。 

 

【事業内容】 

（１）地域発特産品商品及びサービスのブランド化 

（２）地域イメージのブランド化 

（３）ブランド化した商品・サービス及び地域イメージの定着化 

【手法】 

 ①「地域ブランド化推進協議会（仮称）」の立ち上げ 

「雄武の宝再発見！推進協議会」を核として、町行政、町民、専門家を含めた協議会を
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立ち上げ、地域ブランド化へ向けた様々な取り組みを協議して頂きます。 

（１）特産品商品・サービス・景観等観光資源の選定 

（２）地域ブランド特産品の開発 

（３）地域ブランド特産品の流通戦略の策定 

（４）地域（雄武町）のイメージの確立 

（５）地域イメージを活用した観光ツアー等の策定 

（６）オホーツク圏域との連携についての研究 

 ②上記会議より提言された事業等の実践 

 ③地域ブランド商品・イメージを小規模事業者等は情報提供し、事業計画策定などで

各企業に合った商品開発及び販売などへ結びつけるべく、伴走型の支援を行います。 

【効果】 

 地域ブランドの確立により新商品開発や、新規の需要の発掘、売上増加が期待できま

す。 

 

 

 

 

２．地域イベントを活用したまちの賑わいの創出 

【現状と課題】 

雄武町の物産と観光を広く町内外に紹介する「おうむ産業観光まつり」や秋に収穫で

きる魅力ある雄武の食材を使って楽しんでもらう「雄武の宝“うまいもん”まつり」な

ど本町に観光客を誘引し、魅力を発信・体感できるイベントを「商工会、雄武漁業協同

組合、雄武水産加工業協同組合、ＪＡ北オホーツク雄武支所、ＮＰＯ法人雄武町観光協、

雄武町森林組合、雄武町建設業協会」の各産業団体を実行委員として組織し実行してお

りますがマンネリ化等の理由により、入り込み客数は年々減少しており、新たな取り組

みが必要となっております。 

又、中心商店街の空洞化が進み来街者の減少が顕在化している中、地域コミュニティ

を守る為、雄武町と雄武町大通り商店街協同組合と連携を図りながら商店街商業活性化

として中心商店街の空き店舗を活用した「空き店舗対策事業」や、「ソーシャルビジネ

ス」として、屋外のテントで特産品を活用した新名物料理等で、飲食をしてもらい、そ

の後、商店街や飲食街等への集客へと繋がるような取り組み（各商店・飲食店のクーポ

ン券付与）をすることで中心市街地全体の活性化へと結びつけることを目的とした「屋

台村事業」等を推進しておりますが、活性化の決定打とはなっておらず、後継者のいな

い商店・空き店舗の増加など、このまま商店街が存続するかどうかも危うい状況となっ

ております。 

 

【事業内容】 

（１）新たな地域イベント事業の策定 

（２）新たな商業集積の研究 

（３）地域イベントを活用した経済波及効果事業 

 

【手法】 
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①地域ビジョン策定協議会 

現在ある中心商店街活性化検討会議を核として、商工会、町、町民、業組等各産業団

体、金融機関、高校生等若年層、専門家などを交えた協議会を立ち上げ、将来の地域規

模などを見据えた、新たな地域イベントの創設や、新たな商業集積の研究等地域のビジ

ョンを構築していただくよう協議していただきます。 

②上記会議より提言された新たなイベント、事業等の実践 

③既存の地域イベントを活用した経済波及策として、イベント開催期間中に地域特産品

取扱企業のマップや、特産品を活用した料理などを提供する飲食店の紹介をし、観光客

への地域特産品ＰＲなど販促効果を高めます。 

 

【効果】 

地域イベントを活用し、各種関係団体と連携を図り、各種イベントへの出展機械の増

加や観光客の増加により、新商品開発や、来店者数・売上増加に繋がります。 

 

 

 

 

【目標】 
 現状 平成 29 年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度

地域ブランド

確立による支

援（件） 

未実施 3 3 5 5 10 

地域イベント

を活用した支

援（件） 

未実施 3 3 5 5 10 

 

 

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、他の支援機関との連携について、専門家派遣によるものや金融機関等との地域

動向についての情報交換など内容や機会が限られており、支援ノウハウ等の情報交換は

限定的なものとなっております。今後は、積極的な意見交換等がされるよう情報交換の

場を十分に活用し、小規模事業者への支援ができるよう取り組みます。 

 

・支援機関、関係団体との連携及び情報交換 

 北海道商工会連合会が主催する経営指導員研修会（年４回程度）において、支援ノウ

ハウ・支援の現状・進捗状況や事業者のニーズ動向などの情報交換を行う。 

 また、よろず支援拠点や独立行政法人中小企業基盤整備とは電話や訪問の際、また専

門家派遣や相談会の際に、成功事例に基づく支援ノウハウや支援の現状、課題等につい

て情報交換を行います。 
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・税務指導機関との連携及び情報交換 

 紋別税務署が主催する「紋別地区税務指導協議会」（年１回程度）や当会の顧問税理

士である椿谷宏美税理士との事務打ち合わせ（年３回程度）時に於いて、支援ノウハウ、

支援の現状、紋別地域の経済状況、税務情勢について情報交換を行います。 

 

・金融機関との連携及び情報交換 

 日本政策金融公庫が主催するオホーツク管内地域の「小規模事業者経営改善貸付推薦

団体連絡協議会」（年２回程度）と、北見信用金庫雄武支店、稚内信用金庫雄武支店な

どの地域金融機関との金融懇談会（年１回程度）に於いて、支援ノウハウ、支援の現状、

地域の経済状況について情報交換を行います。 

 

・西紋地区四商工会広域連携協議会での情報交換 

 興部町・西興部村・滝上町・雄武町での広域連携協議会の経営支援会議（年４回程度）

において、小規模事業者の需要動向や、支援ノウハウ、支援の現状など情報交換を行い、

また、「経営者意識調査」や「消費者意識調査」の各種調査を行い、広域での問題点、

課題など抽出し、商工会運営や小規模事業者の支援の一助とします。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

現在、北海道商工会連合会が定める研修体系要綱に基づき職種別、分野別で専門及び一

般研修に参加し研鑽しているところですが、個々の情報収集と知識の固定化が主とな

り、職員間での知識等の共有が図られず、小規模事業者個々への支援能力や教育体制が

構築されていないのが現状であり、これら課題を改善するため、小規模事業者の支援ニ

ーズに的確かつ十分に答えられるよう以下のとおり職員の経営支援能力の強化と資質

向上を目指します。 

 

・職種別の資質向上 

 今後は、北海道商工会連合会が主催する職種別の研修体系と併せ、支援の役割や習得

が必要な支援スキルに基づき、連携支援機関が開催する研修会などの受講も検討し、年

間２回以上参加します。また、経営指導員に於いては、中小企業大学校の研修を年１回

以上受講するとともに専門家との連携による支援の際に支援スキルの向上を図ります。

【習得を目指す支援スキル】 
職種 内容 

経営指導員 
経営分析、事業計画策定、経営革新・創業支援、販路開拓支援、活性化事

業 

補助員 経営分析、事業計画策定、経営革新・創業支援、販路開拓支援、活性化事

記帳専任職員 経営分析、販路開拓支援、活性化事業 

記帳指導職員 経営分析、販路開拓支援、活性化事業 

 

・職員間でのＯＪＴ・情報・知識の共有 

職員が研修及び情報収集で得た支援ノウハウ等を共有するため、月に１度、開催する
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報告会（職員会議）にて研修等を受講してきた職員を講師に、指導、助言内容、情報収

集等の勉強会を開催しＯＪＴ を実施して支援能力向上を図ります。また、実践などで

習得した情報・ノウハウ等は、商工会に於いて既存システムである「経営指導カルテ」

によりデータ化され、本経営発達支援計画により「企業経営問診票」「企業カルテ」の

活用によりデータ化され職員間での共有が可能となります。 

 

・ＷＥＢ研修による資質向上 

 全職員が積極的に受講し、実践的な支援事例やノウハウ等を情報集して共有し、各個

人のスキルアップはもとより小規模事業者への指導・助言及び情報提供などを積極的に

行います。 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 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・

検証を行います。 

 

（事務局内部での事業の確認検証） 

・月に１度開催している職員会議にて各事業の進捗状況や事業評価を行い、事業目的、

内容の見直しを検討します。 

 

（内部委員と外部有識者による評価・検証）年１回 

 ・雄武町担当職員（雄武町産業振興課長、商工観光係長）、ＮＰＯ法人雄武町観光協

会長と、商工会の新たな機能及び組織研究委員に於いて事業の実施状況、成果の評

価・見直し案の提示を行います。 

 

（理事会等での評価見直しと総会への報告）年１回 

 ・正副会長会議に於いて、評価・見直しの方針を決定します。 

 ・事業の成果・評価・見直しの結果については、理事会・総会へ報告し承認を受けま

す。 

 

（事業結果の公表） 

・ 事 業 の 成 果 ・ 評 価 ・ 見 直 し の 結 果 を 雄 武 町 商 工 会 ホ ー ム ペ ー ジ

(http://www.shokokai.ro.jp/oumu/)等で期間中公表します。 
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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２８年１１月現在）

（１）組織体制 

 

 
《実施体制》 

・事務局長 田口 洋  

経営発達支援事業の全般を統括し、事務局員の配置・役割、支援方針と事業成果 

の明確化等を担当します。 

 

・経営指導員 柳田 拓也 補助員 笹 真大郎 

 対象事業者の課題を明確化し、課題解決に必要な支援計画の策定及び支援機関等 

と連携を図り、事業の進捗と改善を実施し、伴走型支援を行います。 

 

・記帳専任職員 畑 裕子 記帳指導員 森 文恵 

 経営指導員等の業務をサポートしながら支援ノウハウを共有し、個々のスキルアップ

による組織的な支援能力を向上します。 
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（２）連絡先 

 

名 称 ： 雄武町商工会 

住 所 ： 北海道紋別郡雄武町字雄武１８８５番地１４ 

電 話 ： ０１５８－８４－３１４１ 

ＦＡＸ ： ０１５８－８４－４３３８ 

メール ： oushoko@jasmine.ocn.ne.jp 

Ｈ Ｐ ： http://www.shokokai.or.jp/oumu/ 
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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） 
 29 年度 

(29 年 4 月以降) 
30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

必要な資金の額 46,600 47,100 47,500 47,900 48,300

 

 

経営改善普及事業 

職員設置費 

 

経営改善普及事業 

事業費 

 

 

地域振興事業 

 

 

管理費 

 

予備費 

 

 

14,200 

 

 

12,800 

 

 

 

16,000 

(商品券事業含む) 

 

3,500 

 

200 

 

14,500

12,900

16,000

3,500

200

14,800

13,000

16,000

3,500

200

 

15,100 

 

 

13,100 

 

 

 

16,000 

 

 

3,500 

 

200 

 

 

15,400

13,200

16,000

3,500

200

 

（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・道補助金・町補助金・手数料・使用料・受託料 

 

 

（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 

連携する内容 

・地域の経済動向調査に関すること 

 連携先：中小企業庁、北海道、雄武町、日本政策金融公庫 

 

・経営状況の分析に関すること 

 連携先：中小企業庁、北海道、雄武町、日本政策金融公庫、独立行政法人中小企業基盤整備機構、

北海道よろず支援拠点オホーツク支部、公益財団法人北海道中小企業総合支援センター、

全国商工会連合会、北海道商工会連合会、北見信用金庫、稚内信用金庫、椿谷税理士事務

所 

 

・事業計画策定と策定後の実施支援に関すること 

連携先：中小企業庁、北海道、雄武町、日本政策金融公庫、独立行政法人中小企業基盤整備機構、

北海道よろず支援拠点オホーツク支部、公益財団法人北海道中小企業総合支援センター、

全国商工会連合会、北海道商工会連合会、北見信用金庫、稚内信用金庫、椿谷税理士事務

所 

 

・需要動向調査に関すること 

連携先：中小企業庁、北海道、雄武町、日本政策金融公庫、独立行政法人中小企業基盤整備機構、

北海道よろず支援拠点オホーツク支部、公益財団法人北海道中小企業総合支援センター、

全国商工会連合会、北海道商工会連合会 

 

・新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 連携先：北海道、雄武町、独立行政法人中小企業基盤整備機構、北海道よろず支援拠点オホーツク

支部、公益財団法人北海道中小企業総合支援センター、全国商工会連合会、北海道商工会

連合会 

 

・地域経済の活性化に資する取り組み 

 連携先：雄武町、特定非営利活動法人雄武町観光協会、雄武町漁業協同組合、雄武町水産加工業協

同組合、ＪＡ北オホーツク、雄武町森林組合、雄武町建設業協会、オホーツク雄武の宝再

発見！推進協議会、雄武町大通り商店街協同組合、梶・須原特許事務所 

 

・広域連携協議会での調査・情報交換 

 連携先：興部町商工会、西興部村商工会、滝上町商工会 

 

・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 

 連携先：中小企業庁、北海道、雄武町、日本政策金融公庫、独立行政法人中小企業基盤整備機構、

北海道よろず支援拠点オホーツク支部、公益財団法人北海道中小企業総合支援センター、特定非営利

活動法人雄武町観光協会、全国商工会連合会、北海道商工会連合会、北見信用金庫、稚内信用金庫、

椿谷税理士事務所 
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連携者及びその役割 

 

連携者 住所等 役割 

中小企業庁 

長官 宮本 聡 

東京都千代田区霞が関１丁目３番

地１ 

TEL：03-3501-1511 

ミラサポによる専門家派遣、小規

模事業の相談他 

北海道 

知事 高橋 はるみ 

北海道札幌市中央区北３条西６丁

目 

TEL：011-231-4111 

各種情報の提供、計画策定への協

力助言、計画に基づく補助金、助

成金他 

雄武町 

町長 中川原 秀樹 

北海道紋別郡雄武町本町 

TEL：0158-84-2121 

各種情報の提供、計画策定への協

力助言、計画に基づく補助金、助

成金他 

独立行政法人中小企業

基盤整備機構 北海道

本部 

北海道本部長 

戸田 直隆 

北海道札幌市中央区北２条西１丁

目１番地７ 

TEL：011-210-7470 

小規模事業者の相談、専門家派

遣、各種情報提供、各種研修会等

資質向上 

北海道よろず支援拠点

オホーツク支部 

辻 亨 

北海道北見市北三条東一丁目 北

見商工会議所内 

TEL：0157-31-1123 

経営アドバイス、相談、支援機関

等の紹介他 

公益財団法人北海道中

小企業総合支援センタ

ー 

理事長 青木 次郎 

北海道札幌市北１条西２丁目経済

センタービル９階 

TEL：011-232-2001 

経営アドバイス、相談、支援機関

等の紹介他 

日本政策金融公庫北見

支店 国民生活事業 

支店長 佐藤 英 

北海道北見市幸町１－２－２２ 

TEL：0157-24-4115 

各種情報提供、経営分析、事業計

画策定においての助言、小規模事

業者経営発達支援資金の活用及

びフォローアップ支援協力他 

全国商工会連合会 

会長 石澤 義文 

東京都千代田区有楽町１丁目７番

１号有楽町電気ビル北館１９階 

TEL：03-6268-0088 

経営分析、地域産品、特産品等の

物産展、展示会、商談会等の開催

による販路開拓支援、ＷＥＢ研修

他 

北海道商工会連合会 

会長 荒尾 孝司 

北海道札幌市中央区北１条西７丁

目１番地プレスト１．７ビル４階 

TEL：011-251-0101 

地域産品、特産品等の物産展、展

示会、商談会等の開催による販路

開拓支援、専門家派遣他 

興部町商工会 

会長 阿部 昭一 

北海道紋別郡興部町旭町 

TEL：0158-82-2217 

広域連携による調査・情報交換他

西興部村商工会 

会長 郡 勝 

北海道紋別郡西興部村字西興部 100

TEL：0158-87-2974 

広域連携による調査・情報交換他

滝上町商工会 

会長 眞貝 真佐喜 

北海道紋別郡滝上町旭町 

TEL：0158-29-2169 

広域連携による調査・情報交換他

北見信用金庫雄武支店 

支店長 福士 登美夫 

北海道紋別郡雄武町字雄武８８６

番地の１ 

TEL：0158-84-2141 

経営分析、事業計画策定において

の助言、事業計画策定後のフォロ

ーアップ支援協力他 

稚内信用金庫雄武支店 

支店長 山片 正晃 

北海道紋別郡雄武町字雄武７０２ 

TEL：0158-84-3322 

経営分析、事業計画策定において

の助言、事業計画策定後のフォロ

ーアップ支援協力他 



- 38 - 
 

椿谷税務会計事務所 

税理士 椿谷 宏美 

北海道紋別市本町３丁目１番１号 

TEL：0158-23-3236 

顧問税理士、経営分析、事業計画

策定支援等 

特許業務法人 

梶・須原特許事務所 札

幌富田事務所 

弁理士 富田 尊彦 

北海道札幌市中央区大通西６丁目

２番地６ 

TEL：011-232-5555 

地域活性化に関する連携他 

特定非営利活動法人 

雄武町観光協会 

代表理事 高橋 信一 

北海道紋別郡雄武町幸町 

TEL：0158-85-7234 

地域活性化に関する連携他 

雄武町漁業協同組合 

代表理事組合長 片川

隆市 

北海道紋別郡雄武町北浜町 

TEL：0158-84-2531 

地域活性化に関する連携他 

雄武水産加工業協同組

合 

代表理事組合長 成瀬

義之 

北海道紋別郡雄武町字雄武９１－

５ 

TEL：0158-84-3247 

地域活性化に関する連携他 

ＪＡ北オホーツク 雄

武支所 

代表理事組合長 吉田

隆好 

北海道紋別郡雄武町幸町 

TEL：0158-84-25311 

地域活性化に関する連携他 

雄武町森林組合 

代表理事組合長 菊地

幸男 

北海道紋別郡雄武町新日の出町 

TEL：0158-84-2039 

地域活性化に関する連携他 

雄武町建設業協会 

会長 久保 元 

北海道紋別郡雄武町日の出仲町 

TEL：0158-84-2241 

地域活性化に関する連携他 

オホーツク雄武の宝再

発見！推進協議会 

会長 橋詰 啓史 

北海道紋別郡雄武町幸町 

TEL：0158-84-3141 

地域活性化に関する連携他 

雄武町大通り商店街協

同組合 

代表理事組合長 飯原

周二 

北海道紋別郡雄武町幸町 

TEL0158-84-3141 

地域活性化に関する連携他 
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連携体制図等 
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