
経営発達支援計画の概要 

実 施 者 名 

（法人番号） 
知内商工会（法人番号 ２４４０００５０００８５８） 

実 施 期 間 平成２９年４月１日～平成３４年３月３１日 

目 標 

①小規模事業者の持続的発展のための事業計画策定支援 

②小規模事業者の販売力強化および雇用の創出 

③地域資源を活用した特産品の開発および販路開拓 

④知内町の特産品および特産メニューの知名度向上 

⑤町内の空き店舗活用および事業継承対策 

⑥着地型観光への取り組み 

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巡回指導や窓口相談時の事業者ヒアリングによる景況感の分析 

  ②調査公表資料の活用 

 ２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

  ①経営の見える化の推進 

  ②経営資源の詳細分析 

  ③財務分析 

  ④経営分析の啓蒙 

  ⑤事業継続・事業承継の意欲喚起 

 ３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

  ①事業計画策定説明会・個別相談会の開催 

  ②日常的な相談事業者に対する事業計画策定支援 

  ③事業継続・事業承継の意欲喚起 

 ４．事業計画策定後の実施支援に関すること 【指針②】 

  ①定期的なフォローアップの実施 

  ②実施に伴う資金調達に関する支援 

  ③専門家等外部機関との連携 

  ④創業・第二創業のフォローアップ 

 ５．需要動向調査に関すること 【指針③】 

  ①需要開拓に向けた消費動向予備調査 

  ②関係機関による需要動向調査情報の収集・分析・提供 

  ③個別需要動向調査 

 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関係機関が開催する展示・商談会等への参加支援 

   ②地域と連携した催事への参加支援 

   ③地域資源を活用した特産品・サービスの研究開発支援 

   ④ＩＴを活用した需要開拓支援 

   ⑤各種出展実務支援 

 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組 

   ①地域資源を活用した特産品開発の取り組み 

   ②渡島半島南西部の広域的な観光客誘致への取り組み 

   ③道の駅の活用 

   ④知内町のイメージキャラクターの活用 

連 絡 先 

知内商工会 

〒049-1103 北海道上磯郡知内町字重内 66-77 

ＴＥＬ 01392-5-5340 ＦＡＸ 01392-5-6119 

E-mail  ssci@rose.ocn.ne.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．知内町の概要 
 知内町は、北海道南西部の渡島半島南端に位置し、函館市から車で

約１時間（約 42km）のところにある。総面積は 197k ㎡で、80％以上

が森林地帯で占められている。 

 知内川が町の中央を西から東へ貫流し、その他の中小河川とともに

津軽海峡に注がれ、河川流域や海岸地域に平地が開け、肥沃な農地が

広がっている。 

 海岸線は南北 21km に延び、約 2 分の 1 は砂浜で、残りは岩礁地帯

と変化に富んだ海岸景観をなし、松前矢越道立自然公園の一部を形成

している。 

 知内町の人口は、昭和 30 年の 9,735 人をピークに開拓入植者の離

農・都市流出が相次ぎ、減少に転じた。その後、多面的な過疎化対策

に取り組み、昭和 52 年の食品加工工場の誘致、昭和 59 年の北海道

電力知内発電所の進出等に伴い人口の増加をみたが、近年は再び減少

傾向にあり、平成 27 年の国勢調査では 4,654 人となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 知内町の産業別就業人口は、平成 22 年において、

第一次産業 27.2％、第 2次産業 28.5％、第 3次産業

44.3％であり、第三次産業の就業人口の割合が高ま

っている。 

産業別の状況では、農業は転作田の有効利用等を

目的に高収益作物の栽培を長年にわたり全町規模で

推進してきた結果、ニラ、ほうれん草、トマト、ミ

ツバ等の生産が安定している。特にニラは市場評価

が極めて高く、町外や本州等で知名度が高まってい

る。 

 漁業も昔から盛んであり、津軽海峡を漁場として、

カキ、ホタテ、ウニ、コンブの養殖漁業等をはじめ

とする沿岸漁業を営む。「獲る漁業から育てる漁業」

への転換を始め、マコガレイやカキ、ホタテ等を中
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心とする積極的な販売戦略に取り組んでいる。特にカキはニラとともに知内町の特産品として、道内外の

市場でポジションを確立しつつある。 

 林業については、水源の涵養、温暖化防止等多様な機能の発揮を通じて、地域環境に多大な貢献を果た

す森林を大切に保全・育成しながら、バランスのとれた整備計画の推進を図っている。特に、道南スギの

有効活用および需要喚起について推進している。 

 商工業については、木材加工および食品加工に関する企業が、町の経済の重要な地位を占めているが、

大半はこれに関連する小規模事業者であり、就業人口の構成比が高まっている第 3 次産業についてもほと

んどが小規模事業者から構成されている。また、知内町には組織としての商店街が存在せず、小規模事業

者が町内に分散している状況にある。 

 教育面では、文化・スポーツ活動が盛んでありそれに伴う町施設も充実している。また道内でも古い歴

史を有しており、歴史研究活動も活発で町民参加型の勉強会やフィールドワーク等が開催されている。 

 このような状況を踏まえ、平成 28 年度から始まる第 6次まちづくり総合計画では、就労人口の確保や地

域資源の活用、交流人口の拡大による地域産業の活性化が打ち出されており、地域唯一の経済団体である

商工会に対してもその役割と期待が求められている。 

 また、平成 28 年 3 月に開業した北海道新幹線は開業後一定の乗降客があり、これまで交通網が不便だっ

た当町においても、新幹線が停車する木古内駅から１０ｋｍと利便性が高まり、観光客の増加傾向が見ら

れ、新たな需要への期待が高まっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．小規模事業者の状況 
（１）小規模事業者の現状と課題 

【現状】 

 直近 5 年度の推移を見ると、商工業者数全体で 10 事業者減少（△5.5％）、小規模事業者では 2 事業

者減少（△1.2％）した。この 1 年間（平成 27 年／平成 26 年）では商工業者数と小規模事業者いずれ

も 5事業者減少している。 

 当町には、火力発電所（北海道電力㈱知内発電所）があることから、同社従業員や定期点検を行う関

連事業者等による宿泊や飲食等の経済効果が小規模事業者に一定程度波及している。さらに当町では林

業が盛んであり、素材生産業や木材加工業者では技術力の向上に努め、先進設備の導入を積極的に行っ

ているが、全般的に地域小規模事業者においては、既存取引先との関係性が強く新たな需要先の開拓ま

で手が回らない現状である。 
 知内商工会商工業者数等推移（数値はいずれも 3月末日） 

 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

商 工 業 者 数 181 178 178 176 171 

小規模事業者数 162 159 167 165 160 

会 員 数 129 124 125 124 123 

（うち定款会員） 7 7 7 8 8 

 

「知内町まち・ひと・しごと創生総合戦略」より

参照先:知内町 

 http://www.town.shiriuchi.hokkaido.jp/ 
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 当商工会では、平成 27 年 8 月に詳細な現状を把握するため、知内町内の小規模企業者に対して経営

状況に関するアンケート調査を実施したところ、全体の 38.8％から回答があった。 
小規模事業者数 160 

回答事業者数 62 

回 答 率 38.8％ 

 

 ３年前と比較した「景況感」についての設問により、特に経営課題に直面していると考えられる「悪

い」「非常に悪い」と回答した事業者（回答事業者の 46%）にスポットを当てて、他の設問とクロス分

析したところ、小規模事業者の疲弊や地域的な実情が浮き彫りとなった。 

 まず、売上規模（図１）については、60.7％の事業所が 3,000 万円未満との回答であり、さらに 83.3％

の事業者については副収入として年金をあげている（図２）ことから、事業者の高齢化に加え、生活面

でも苦慮している状態であることが伺える。 

 また、自身の経営課題（図３）として捉えているのは「客数及び客単価の減少」・「利益率の低下」と

あり、人口減少の影響が如実に現れている。 

 販促活動についての設問（図４）では、64.3％の事業者が「販促活動を実施していない」と回答して

いる。これは、既存事業に忙殺され、新たな取り組みまで手が回らないことが原因と考えられる。また、

「販促活動を行なっている」と回答した事業者では、「効果なし」「やや苦戦」「わからない」との、ネ

ガティブな回答が 70％（図５）を占め、これらの理由については「来店者の低迷」が最も多かったが、

次いで「品揃えが悪い」「品数が不足」も多いことから（図６）、消費者ニーズを把握した事業実施によ

り、顧客の流出や取りこぼしを防ぐことも重要な課題として考えられる。 

 今後の事業展開における、「新事業・新分野への進出」を検討している事業者（図７）については、

「必要性を感じていない」「わからない」と回答した事業者が 70.3％にものぼり、これも既存取引関係

の比重が大きいことが原因と考えられる。一方、「新事業・新分野への進出」を検討している事業者に

おいては、「顧客ニーズへの対応」「地域資源の活用」を検討課題としており、このような事業者の活動

を活発化する支援体制が課題である。（回答少数のため図は省略） 

 事業承継に関する設問（図８）については、「自分の代でやめる」との回答が 28.6％。「わからない」

「当面は継続」との回答は合わせて 35.7％との結果であり、事業継続に対する意識は低いことが如実

に現れた。後継者（図９）についても「決定していない」との回答が 74.1％もあり、現状のまま推移

すると地域商業者の廃業増加が懸念される結果となった。 

 廃業後の店舗利用に関する設問（図１０）では、「廃業後も自己所有し利用し続ける」が 44.4％。「賃

貸を考えていない」が 11.1％であり、地域商業環境の沈滞も懸念される結果となった。 

 商工会に対する設問（図１１）で、望むこととして多く挙げられたのは、確定申告や記帳指導・補助

金制度の情報提供といった短期的なテーマに加え、「創業の推進」も多くあげられたことから、地域が

疲弊している現状に対して打開していきたいといの思いが強いものと考えられ、経営発達支援事業の効

果的な展開が求められる結果となった。 

 
会員事業者の経営状況アンケート結果（グラフ） 

（図１）設問「最近の売上高を教えてください。」 

 「悪い」＋「非常に悪い」の回答において 1,000 万円未満が 46.4%、1,000 万円～3,000 万円未満が 14.3％であり、3,000

 万円未満の事業者が 60.7％と過半数存在した。 
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（図２）設問「商売以外での収入がありますか。」 

 全体的に事業以外での収入源では年金という回答が圧倒的に多く、すなわち事業者の高齢化が進行していることが顕著に

 現れた結果となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図３）設問（景況感について「悪い」「非常に悪い」と回答した事業者において）「内部的な課題としてどんなものがありますか。」 

 複数選択式の設問であったが、圧倒的に客数の減少が多く、次いで客単価の減少・利益率の低下が挙げられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図４）設問「販促活動を実施しておりますか。」 

 景況感について「悪い」「非常に悪い」との回答者のみならず、全般的に販促活動を行なっていない事業者が過半数以上

 を占めていた。 
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（図５）設問（販促活動を実施していると回答した事業者において）「販促活動における成果はいかがでしたか。」 

 全体を見ても、成果について効果があがっていない旨の回答が多く占めており、事業活動において消費者ニーズの把握は

 重要な課題であることを再確認する結果となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図６）設問（販促活動を実施していると回答した事業者において）「販促活動の成果が上がらなかった理由をお選びください。」 

 理由として「来店者の低迷」が最も多く感じている点であった。総体的な購買人口の減少が要因であると考えられるが、

 店舗に引き込む工夫も求められている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図７）設問「新事業・新分野への進出についてお伺いします。」 

 全体的に、必要性を感じていない事業者が多くを占める結果となった。 
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（図８）設問「現在の店舗や事業所での事業（商売）の今後についてどのようにお考えですか。」 

 「自分の代でやめる」との回答が全体の３割を占めているほか、「しばらく継続」「わからない」といった事業承継につい

 て未検討だと考えられる回答も３割程度となり、地域商業者の新陳代謝も課題となる結果となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図９）設問「後継者は決定していますか。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図１０）設問（自分の代で廃業する）との回答者の内「廃業後の事業所の利用について教えてください。」 

 廃業後も自己所有を希望する者が大半を占める結果となった。 
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（図１１）設問「商工会の活動にどのようなことを望みますか。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【課題】 

 以上の現状から、知内町内における小規模事業者の抱える課題は次のとおりである。 

 

（１）とりわけ人口が少ない中にあって購買力も減少している地域現状から、消費者ニーズを捉えた商

   品やサービスの提供に加え、効果的な販促活動を行なう等、収益を確保していくことが課題であ

   る。 

 

（２）アンケート結果からも事業継続に消極的な事業主が多く、このままでは廃業が増加し地域企業間

   取引に重大な影響を及ぼすことから、第二創業や創業者の掘り起こし等による地域小規模事業者

   の維持継続及び拡大が課題である。 

    

（３）観光需要の増加傾向を好機と捉えているが、それら需要に対応できる商品・サービスのラインナ

   ップが不足しており、地域資源の有効活用を図るための研究等取り組みが課題である。 

 

３．商工会の現状と課題 
 知内商工会では、経営改善普及事業による基礎的な経営支援（税務・労務・金融等）を巡回訪問や窓

口相談にて行っている。また、「歳末大売り出し」「大売り出し大抽選会」の実施や、町内全世帯・企業

へ配布する販促カレンダーの作製により販促活動支援を行っている。また、事業者及び従業員に対する

労働現場の環境向上や人命尊重に徹した安全な企業づくりを推進する目的で、『労働災害安全祈願祭』、

『労働災害安全大会』を開催している。 

 さらに地域振興を図る目的で、町内外の各種イベントや催事等にも積極的に支援・協力をし、知内町

の一大イベントである『サマーカーニバル in 知内』については、商工会が実行委員会事務局を担当し、

地域密着型のイベントとして中心的な役割を担っている。 

 このように、事業者や地域活性化に向けた取り組みを実施しているが、いずれも一時的な需要の掘り

起こしに留まっている。 

 そのため、小規模事業者が抱えている課題や状況の把握に努め、商工会が持つ組織力や連携力を活用

した取り組みにより、密接に関わっていく伴走型の支援業務を実施していくことが課題である。 

 また、平成 28 年 3 月に開業した北海道新幹線を軸として、広域的な観光ルート・メニューの研究等、

地域の魅力向上と情報発信力を高め、小規模事業者の取り組みの一助となるよう知内町・知内観光協会

等、関係機関との連携強化も課題である。 
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４．地域の小規模事業者支援の中長期的な振興のあり方 
 知内商工会では、知内町が策定する「まちづくり総合計画」に求められている役割を果たすため、商

工会が持つ組織力と支援力を十分に発揮しながら、小規模事業者の事業持続・発展支援を通じて、地域

人口減少による消費購買力の低下に歯止めをかけ、町の第 6次まちづくり総合計画を包括した「知内町

まち・ひと・しごと創生総合戦略」に定める知内町人口ビジョンの目標達成に寄与するため、取り巻く

現状と課題を踏まえながら、知内町はもとより、地域金融機関や中小企業支援機関（北海道よろず支援

拠点、中小機構等）の各関係機関と連携して「経営力強化と魅力創出による小規模事業者の企業価値向

上」を中長期的振興のあり方と定め、次のとおり目標と目標を達成するための実施方針を設定する。 

 

  

５．経営発達支援事業の目標及び目標達成の為の実施方針 
（１）小規模事業者支援に関する目標 

目標① 持続的発展を図る小規模事業者の育成 

〔実施方針〕 

小規模事業者の持続的発展に向けて、関連経済情報等の効果的な活用や、外部専門家等を交えた客観

的な事業者自身の分析を行い、新たな需要開拓へ向け事業計画策定への取り組みを支援する。 
（１経済動向調査、２経営分析、３事業計画策定支援、５需要動向調査） 

 

目標② 交流人口拡大による需要拡大と雇用創出 

〔実施方針〕 

小規模事業者の魅力創出と経営力の強化を図るため、専門家や関係機関等と連携しながらＰＤＣＡサ

イクルによる事業計画の見直しを継続的に支援しながら企業価値向上に繋げ、交流人口拡大を見据えた

需要の創出と、雇用機会の拡大を図る。 
（２経営分析、３事業計画策定支援、４事業計画実施支援、５需要動向調査、６新たな需要開拓） 

 

目標③  事業継承・第二創業による地域コミュニティの維持・拡大 

〔実施方針〕 

交流人口拡大と地域経済活動の活性化を図るため、事業承継の課題を抱える事業者と創業希望者との

マッチングを推進し、店舗賃貸等でシャッター店舗の削減を行い、地域内コミュニティ形成による賑わ

い創出に寄与する。 
（１経済動向調査、２経営分析、３事業計画策定支援、４事業計画実施支援） 

 

（２）地域経済の活性化に関する目標 

目標①  地域資源を活用した特産品の開発および販路開拓 

〔実施方針〕 

マーケットインの思考により、地域資源を活用した新たな商品の開発や販路開拓の取り組みを支援す

る。商品開発においては、各関係機関や研究機関と連携して行い、専門家の助言を交えながら効果的に

進めていく。また、販路開拓については、北海道、北海道商工会連合会、知内町や知内町観光協会等と

連携し、展示会や物産展の機会を積極的に活用する。 
（１経済動向調査、２経営分析、３事業計画策定支援、４事業計画実施支援、５需要動向調査、６新たな需要開拓） 

 

 目標②  着地型観光への取り組み 

〔実施方針〕 

北海道新幹線を軸とした着地型観光メニューの開発や観光資源の掘り起こしを、知内町・知内観光協

会をはじめ、渡島西部４町商工会広域連携協議会や、近隣観光関係団体等と連携して取り組み、交流人

口の活性化に寄与し地域内需要の拡大を図る。 
（１経済動向調査、２経営分析、３事業計画策定支援、４事業計画実施支援、６新たな需要開拓） 
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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】 
（１）現状と課題 

 地域の経済動向についてはその調査方法や頻度等について特段の取り決めがなく、定期総会のタイミ

ングで、各行政機関の公表資料を参考に整理するにとどまっている。これらの調査分析内容については、

巡回指導や窓口相談における対応についても、十分にこの経済動向を踏まえたものになっていない。 

 そのため、定期的な動向分析と事業者へのフィードバック、及び事業者にとって事業計画の策定・実

施や新たな需要の開拓等に有効に活用する支援体制を整備することが課題である。 

 

（２）今後の取組 

 調査分析すべき資料および項目を定め、商工会の独自分析資料として定期的に地域の経済動向を調査

分析するとともに、その結果の公表ならびに個別の事業者支援時において、経営分析や事業計画策定等

でフィードバックする。 

 

（３）事業内容 

①巡回指導や窓口相談時の事業者ヒアリングによる景況感の分析 

 日常業務である巡回指導や窓口相談時において、事業者からヒアリングを行い、年に 2回の頻度で取

りまとめ、経営指導員等が事業計画策定支援を行う際の基礎資料として、業種毎に活用しやすいよう整

理・分析し小規模事業者にフィードバックしていく。 

 

 

 

 

 

②調査公表資料の活用 

 行政機関や金融機関等が定期的に公表している経済動向調査資料に基づき、商工会として独自の調査

分析（国、地方レベルのマクロ経済動向、道南や周辺地域のミクロ経済動向、人口や消費動向、企業の

業績動向等）を年に２回実施し、その結果について広報誌等での公表や巡回指導および窓口相談等の個

別対応時において事業者にフィードバックする。 

 さらに、その内容を事業者自身の事業計画や需要開拓等に繋げることができるよう、必要に応じて専

門家の助言を得ながら、調査分析内容の活用を図る。 

 
資料名 調査機関 収集する内容 

地域経済産業調査 北海道経済産業局 地域（管内）における事業景況動向 

産業別動向 北海道経済産業局 業種別の景況等動向 

月例経済報告 北海道 北海道における事業動向 

中小企業景況調査報告書 北海道商工会連合会 小規模事業者における業種別景況動向 

日銀短観 日本銀行 全国的な業種別景況動向 

調査ニュース 北海道銀行 業界や北海道地域動向 

 

（４）期待される効果 

 これらの情報収集及び整理分析をして、日々の支援業務に活用することにより、小規模事業者の現状

や、取り巻く経済環境をより正確に把握することができ、需要の開拓を見据えた事業計画策定に活用す

ることができる。 

 

 

【ヒアリング内容】 

・景況感 ・売上推移 ・原材料価格推移 ・資金繰推移 ・雇用計画 ・設備計画 

・今後の見通し （※北海道商工会連合会で実施している景況調査を準用しながら行なう。） 
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（５）目標 

  ※ヒアリング対象事業者数は小規模事業者数の概ね 20％程度を目標とする。（平成 27 年度末 160 件） 

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 
（１）現状と課題 

 これまでの経営状況の分析については、確定申告時における財務分析や、融資相談等においての短期

的な資金計画書の作成支援など、直面する課題に対して行うことがほとんどであり、需要開拓や中長期

的視点での事業計画策定に活用されることがなかった。 

 これまで以上に外部環境の動きは速くなり、消費者ニーズも一層の多様化が予測されることから、経

営状況の分析に基づく事業計画策定の必要性や重要性を啓蒙し、小規模事業者が当事者意識をもった経

営分析の実施を促し、これに商工会や専門家が客観的な視点で助言を行う取り組みが課題である。 

 

（２）今後の取組 

 小規模事業者の経営の「見える化」を推進するため、前述のヒアリング調査を行い経営課題が判明し

ている小規模事業者を重点的に、必要な情報の収集と抱えている課題原因の把握に加え、定性的かつ定

量的に事業の状況を把握し、中長期的な事業構想へ繋げることができるよう、専門家の知見も活用しな

がら経営状況の分析を行い事業計画策定支援に活用する。 

 

（３）事業内容 

①経営の見える化の推進 

 巡回指導や商工会での窓口相談を通じて、相談事業者の現状分析と課題抽出を目的とした SWOT によ

る環境分析（強み・弱み・機会・脅威）や 3C（顧客、競合、事業者自身）、4P（商品・サービス、価格、

販路、プロモーション）等によるマーケティング分析等を行い、その分析結果をできるだけビジュアル

に表示することで経営の見える化を定着させていく。さらに業種ごとに分析方法を標準化したヒアリン

グシート（中長期的な収益計画、目標としている経営指標、資金需要の状況等）を作成し、誰が分析し

ても客観的で漏れのない分析がされるという視点でも見える化の定着を推進していく。 

 

②経営資源の詳細分析 

 事業者の商品・サービスの分析については、前項の経営分析に加え、巡回指導や窓口相談、必要に応

じて専門家による現場ヒアリング等を行う。 

 その他の経営資源（人的資源、設備、技術等）についても、現場ヒアリング等による分析を行ってい

く。 

 

③財務分析 

 財務的な分析については、ネット de 記帳や決算書、月次試算表、借入金返済予定表のほか、売上管

理等の内部計数管理資料を用いて、収益性や健全性、キャッシュフロー等の指標について分析する。こ

れも必要に応じて専門家の活用をしながら進めていく。 

 

④経営分析の啓蒙 

上記の取り組みを通じて、経営分析の必要性や重要性を理解してもらい、さらに事業者間における情

報交換等で事業者に周知を図る。 

 

⑤事業継続・事業承継の意欲喚起 

 平成27年8月の経営状況に関するアンケート調査で明らかになった事業承継の問題を改善するため、

上記の取り組みによって事業継続意欲を喚起する。これにより事業者にとって、親族への後継や、後継

者不在の場合の親族外への M&A 等の事業継続手段を検討する機会をつくる。この支援に関しても、事業

計画策定や新たな需要の開拓等の経営発達支援事業の内容に沿う形で実施する。 

（４）期待される効果 

内   容 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

ヒアリング対象事業者数 未実施 32 件 32 件 32 件 32 件 32 件 

経済動向調査の分析・公表 未実施 年２回 年２回 年２回 年２回 年２回 
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 小規模事業者にとって客観的な経営のモニタリングが可能になるとともに、中長期的な事業構想の基

礎となり、それを実現する事業計画の策定等に活用できる。また、この経営分析によって経営上の問題

点を早期に発見し、専門家の活用をしながら迅速な対応・解決をすることができる。 

 

（５）目標 

  ※１．地域の経済動向調査①による調査事業所の概ね 50％程度を目標として経営分析の実施を行う。 

 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 
（１）現状と課題 

 現在、小規模事業者の事業計画策定については、創業時や融資申込時の金融機関への提出、中小企業

支援制度の申請時等、一時的なものである。また、平成 27 年 8 月に実施した会員事業者の経営状況ア

ンケート調査において、事業継続に消極的な事業者が非常に多いことから、中長期的な事業計画を策定

している小規模事業者は少ないと考えられる。 

 これまで商工会としては、自発的な事業計画策定の効果（中長期的な事業戦略策定、金融機関からの

評価等）について啓蒙してきたが、事業者自身の多忙な日常や商工会の支援体制の制約等で十分な成果

を挙げられていない。 

 そのため、小規模事業者が主体的に事業計画を策定できる支援体制の構築と、様々な情報から得られ

る根拠に裏付けられた精度の高い計画の策定が課題である。また、事業継続に消極的な事業者に対して

は、再チャレンジやＭ＆Ａの検討等、事業の存続が可能になるような事業計画策定支援により、空き店

舗の歯止めに繋げることも課題である。 

 

（２）今後の取組 

 地域経済動向や経営状況の分析結果を活用し、中長期的な視点での事業計画策定の必要性を説きなが

ら、専門家を交えた事業計画書策定の支援を行い、既存小規模事業者に加え潜在する創業予定者に対し

て事業計画策定説明会や相談会を開催して、自発的な計画策定に取り組むための啓発を行う。 

 

（３）事業内容 

①事業計画策定説明会・個別相談会等の開催 

 事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起こしを行う目的で実施する。経営状況の分析を行なった

小規模事業者に加え、青年部会議等で経営指導員による事業計画策定説明会を年３回開催し、若手経営

者や後継者等に事業計画策定の重要性を訴え、経営理念・事業ドメインの定性面と、売上目標・利益目

標等の定量面を説明し自社と向き合う機会をつくる。これらの開催時には、事業計画策定が目標達成に

有効であったというような地域の先進的事例や成功要因等を分析し、その企業の事業計画策定による具

体的な成果についても伝えていくことで計画策定へとつなげる。 

 

②日常的な相談事業者に対する事業計画策定支援 

 経営状況の分析を行う等、経営課題に向き合う小規模事業者を重点的に、日々の巡回訪問や窓口相談

時において、商工会システム内にある「経営改善計画作成システム」を活用し、小規模事業者が抱えて

いる経営課題の解決方法の助言の中で、ＰＤＣＡサイクルに基づいて行う中長期的な事業計画策定の必

要性を伝え、経営課題の解決がどのように事業の成果として現れるのかをイメージしてもらう。必要に

応じて専門家を活用しながら事業計画策定を支援していく。 

 

③事業継続・事業承継の意欲喚起 

 事業継続に消極的な事業者の意識改革を図る目的で、事業継続に向け中小企業診断士・税理士や、直

面する課題に対応できる専門家を交えながら、需要等を見据えた事業計画策定支援を行う。これにより

事業者自身の発想の転換を促し、事業継続・Ｍ＆Ａ等への取り組み支援に繋げていく。 

 

 

   内容 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 

経営分析件数 ２件 １６件 １６件 １６件 １６件 １６件
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（４）期待される効果 

 事業の方向性や取り組みすべきことを明確にすることができ、これにより事業の持続的発展(目標達

成)をするために必要な販路を抽出したり、後継者に対する事業承継や事業マッチングの道筋を立てた

りすることに繋げていく。また、円滑な創業による町内の空き店舗の有効活用にも繋げていく。 

 

（５）目標 
支援内容 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

説明・相談会開催回数 年２回 年３回 年３回 年３回 年３回 年３回 

〃   参加事業者数 ２件 ３件 ５件 ６件 ７件 ８件 

創業･第二創業支援者数 １件 １件 １件 １件 １件 １件 

事業計画策定数 ２件 ２０件 ２２件 ２３件 ２４件 ２５件 

※ 事業計画策定数については、前項目２（５）にある経営分析件数に加え、上記事業者を加えた数とする。 

 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 【指針②】 
（１）現状と課題 

 現在は事業者が事業計画を策定しても、その後のフォローアップについては事業者または金融機関等

からの相談等がない限り、当商工会で定期的に実施することは少ない。また、創業や第二創業後の支援

についても同様で、きめ細かい支援ができていなかった。 

 今後は、事業計画策定後のフォローアップの内容及び頻度を定めて定期的に実施することが課題であ

るが、その際には経営分析で活用する経営分析ツールやヒアリングシート等を活用し経営の見える化と

いう視点で、事業者自身に客観的な進捗状況を把握してもらうことが効果的である。また、創業や第二

創業についても、事業計画策定後の事業実施では、事業計画と事業の現実のギャップが大きな障害とな

り経営危機になることも少なくなく、その危険性の高い時期を乗り切って、経営の安定が図られるよう、

上記視点でのフォローアップが課題である。 

 

（２）今後の取組 

 事業計画の策定を支援した全ての事業者・創業者・第二創業者に対し、定期的なフォローアップ支援

を行い、PDCA サイクルの定着を図る。 

 

（３）事業内容 

①定期的なフォローアップの実施 

 事業計画策定を支援した全ての事業者に対し、３か月に１度の頻度で巡回訪問等を通じてフォローア

ップを行う。その際は、経営分析ツールやヒアリングシート等を活用し、経営の「見える化」を図るこ

とで進捗状況を客観的に把握しながら、ＰＤＣＡサイクルを機能させ支援をしていく。これは、計画ど

おりに事業が進捗していない事業者においては、原因究明や方向性の見直し等も含めて早期の解決を図

るべく、より密度を高めたフォローアップに努めるものとする。 

 フォローアップ時には、知内町・北海道・北海道商工会連合会・各種中小企業支援機関等が行う支援

策等の周知も併せて行ない、効果的に経営課題が解決できるような情報提供も行う。 

 

②実施に伴う資金調達に関する支援 

 事業計画策定を行った事業者が、実施に伴う資金需要が発生したときに、既存のマル経融資制度（日

本政策金融公庫）に加え、新たに小規模事業者経営発達支援融資制度や小規模事業者持続化補助金等の

活用を促進し、事業の円滑な遂行が図られるよう支援する。 

 

③専門家等外部機関との連携 

 北海道商工会連合会のエキスパートバンクによる専門家派遣、北海道よろず支援拠点の専門家派遣や

ミラサポの専門家派遣制度を活用し、販路開拓の状況やコスト管理、資金繰りの状況等、適宜その時の

課題等に応じても前記専門家派遣を活用しながら、事業者・商工会・専門家が三位一体となり計画策定

からフォローアップまで伴走していく。 
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④創業・第二創業のフォローアップ 

 創業や第二創業に関しても、事業計画策定後は、同業他社および異業種の経営者との意見交換会（年

2 回程度）、巡回指導や窓口相談、専門家派遣による個別フォローアップを行なう。また、創業者に多

く見受けられる計画と実施のギャップによる事業進捗の遅れや、予期せぬ事態に対応できるよう、創業

者の実情に応じてフォローの頻度を増やすなど、密度を高めた手厚いフォローアップに努めていく。 

 

（４）期待される効果 

 定期的な巡回訪問によるフォローアップにより、事業計画の策定自体が目標にならないよう、事業者

の意識を変革し、計画と実績の乖離分析とその原因の掘り下げ、および原因排除のための対策等、事業

計画の進捗状況を確認することによりＰＤＣＡサイクルを機能させ実効性のある事業実施支援に繋げ

ることができる。 

 

（５）目標 
支援内容 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

フォローアップ件数 ２件 ２０件 ２２件 ２３件 ２４件 ２５件 

フォローアップ回数 ２回 ８０回 ８８回 ９２回 ９６回 １００回 

経営者意見交換会 未実施 年１回 年１回 年１回 年２回 年２回 

 

 

５．需要動向調査に関すること 【指針③】 
（１）現状と課題 

 これまで当町の小規模事業者は、既存取引先との関係性が強く、一定の収益を確保できる状態ではあ

ったが、町全体を見ると人口減少や高齢者の増加による購買力の低下など、地域経済の根幹を揺るがす

深刻な事態が進行し、さらに不安定な原材料価格変動や消費税増税の影響による減収減益が着実に経営

を圧迫している現状にある。 

 北海道新幹線開業や、消費者ニーズの多様化を新たな収益獲得の機会と捉え、それに向けて行う小規

模事業者の取り組みがスピーディかつ有効に実行・達成できるよう、これら需要に関する情報の収集に

努め、整理分析し、随時提供できる体制を構築することが課題である。 

 

（２）今後の取組 

 多様な消費者ニーズへの対応や地域資源活用推進を図る目的で、マクロ的・ミクロ的な需要動向の情

報を収集・整理分析を行ない、巡回訪問等を通じた恒常的な情報提供体制を構築し、需要開拓への取り

組みや事業計画策定支援に繋げていく。 

 

（３）事業内容 

 ①個別需要動向調査 

 新商品開発やサービス提供等、小規模事業者が行なう需要開拓の具体的な取り組みに向けた事業計画

策定に対して、ミクロ的な観点により個別需要動向調査を実施する。 

 この調査については、その事業者が提供する商品やサービスのブラッシュアップを図る目的で、実際

に提供を受けた消費者を対象として行う。収集した「消費者の生の意見」と、各種市場動向や関連情報

とをクロス分析し、より訴求力を高めた付加価値のある商品・サービスへと繋げ、併せてＰＤＣＡサイ

クルに基づく事業計画の見直し等にも活用する。 

 また、観光需要の機会を捉え関係性の高い業種である、飲食・宿泊業や食品加工業者に対しては積極

的かつ重点的な需要動向調査の実施を推進していく。（下記表による） 

 これにより、個々の小規模事業者に対して消費者からの直接的な意見を収集することができ、不足し

ている面や不満点に対して即応できる態勢が整いつつ、後述の消費動向予備調査や関係機関で提供して

いる各種業界消費者動向等と併せて分析することによって、各事業者における新たな需要開拓に向けた

方向性を定めることができ、効果的な事業計画の策定や事業の実施に繫がっていく。 
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〔個別需要動向調査で想定していく具体的内容〕 

業種 地域状況 項目 具体的調査内容 

飲食業 大衆食堂的な一般飲食

店が数件。夜間営業の居

酒屋・スナック等も多く

はないが点在している。

ビジネス利用と地域常

連がメインで、域外の顧

客獲得・拡大に向けた取

り組みを検討する必要

があると考える。 

対 象 物 現在提供している飲食メニュー 

項 目 同業者におけるメニュー比較（特徴・ボリューム・

価格・地域資源の活用頻度） 

誰 に 来店した消費者 

どのくらい 通年、アンケート調査用紙の設置・配布 

活 用 方 法 個店ごとの調査であるため、ダイレクトにメニュー

内容や運営方法の検討材料として活用できるほか、

他の動向調査とクロス分析することによって、広い

視点での消費者ニーズを捉えた新たなメニューづく

り等に活用できる。 

宿泊業 現在は、工事関係による

長期滞在需要の対応が

多い。観光需要に対する

機運も一部高まってい

るが、まだまだ微増傾向

であり懐疑的な部分も

あるため、消費者の動向

を慎重に捉えていく必

要があると考える。 

対 象 物 既存施設や宿泊サービス内容 

項 目 部屋（広さ・備品・清潔さ・雰囲気等）、料理（特徴・

ボリューム・価格・地域資源の活用頻度）、サービス

（接客態度、気配り等） 

誰 に 宿泊者 

どのくらい 通年、宿泊者に対してアンケート項目に沿って情報

収集 

活 用 方 法 個店ごとの調査であるため、ダイレクトに事業の見

直し改善に活用できるほか、他の調査動向とクロス

分析することによって、観光需要の拡大を見据えた

新たな取り組みを計画する際にも活用できる。 

食品加工業 地域水産品を加工して

いる事業者に加え、惣菜

（漬物・豆腐）加工事業

者が存在している。 

地域資源の活用が低調

であるため、原因究明と

ニーズとのクロス分析

による、需要開拓の取り

組みが必要と考える。 

対 象 物 対象物：既存製品 

項 目 味・ボリューム・パッケージ・価格・ネーミング・

ラインナップ 

誰 に 購入した消費者（既存製品にアンケート調査票を同

梱する。） 

どのくらい 購入してもらう都度 

活 用 方 法 商品そのものに対する調査であり、既存製品の改善

や見直し、新たな製品開発の資料として活用するこ

とができる。 

 

②需要開拓に向けた消費動向予備調査 

 上述①により取り組む小規模事業者の基礎資料として、次のとおり消費動向調査を実施する。これら

調査により収集した情報については、必要に応じて専門家を交えて整理・分析し、巡回訪問や会報・ホ

ームページ等で随時提供し、需要開拓支援に繋げるものとする。 

 （この予備調査の具体的な実施態勢については後述の「需要動向調査の実施イメージ図（16 頁）」を

参照してください。） 

地域住民を対象とした消費動向調査 

 必要に応じて年１回程度の頻度により、地域住民を対象として消費動向調査を実施する。需要開拓に

向けた取り組みのスタート地点において、方向性を定める大局的な判断材料としての活用や、新たなき

づきや発想へ繋げることを目的とする。 

 調査方法については、町広報誌を利用した町内全世帯へ調査票の配布により実施する。 

来町者を対象とした消費動向調査 

 必要に応じて年１回程度の頻度により、来街者を対象として消費動向調査を実施する。上述の地域住

民向け消費動向調査と目的は同一であるが、調査内容については交流人口拡大へ向けた取り組みを視野

に入れており、観光面と雇用面における項目を加えながら、需要開拓の取り組み支援に繋げるものとす

る。 

 調査方法については町内観光関係機関及び地域公共交通機関と連携し、各関連施設等へ設置のうえ実

施する。 
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 ③関係機関による需要動向調査情報の収集・分析・提供 

 マクロ的な視点から各関係機関において実施している業界・消費者動向調査について、逐一情報を収

集分析し、需要開拓に向けた事業計画策定を行う小規模事業者のほか、巡回訪問等において事業者（及

び創業予定者）と接触する機会や、会報・ホームページ等により広く小規模事業者に情報提供を行なう。

 これにより、広く消費者動向等についての意識を高め、新たな需要開拓へ向けた取り組みの掘り起こ

しや、需要開拓を図る事業計画策定の実効精度を高めるための補足的な資料として活用し支援に繋げて

いく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）期待される効果 

 各業種に寄り添った需要動向調査を行い、需要開拓の取り組みに活用しやすい情報に分析・整理・提

供することで、商品・サービスを提要する小規模事業者（飲食・宿泊・食品加工業等）と消費者とのミ

スマッチを解消し、取り組みの実行精度を高め効果的な事業活動を行なうことができる。これにより、

外部環境の変化に対応できる経営力の強化が図られ、収益機会の確保と事業維持発展が図られる 

 

（５）目標 
実施内容 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

個別需要動向調査（件数） 未実施 ８件 ９件 １０件 １０件 １１件 

消費者動向調査（回数） 未実施 ― １回 １回 １回 １回 

〃（調査回収件数） 未実施 ― ６２０件 ６２０件 ６２０件 ６２０件 

来町者動向調査（回数） 未実施 ― １回 １回 １回 １回 

〃（調査回収件数） 未実施 ― ３００件 ３００件 ３００件 ３００件 

 ※消費者動向調査（回収件数）については町世帯数の概ね 30％を目標とする。（平成 28 年 9月現在 2,093 世帯） 

 ※来町者動向調査（回収件数）については１回あたり観光入込数の概ね 0.1％を目標とする。（渡島総合振興局調べ 平成

  27 年度 15 万 5千人） 

 ※消費者動向調査・来町者動向調査の開催年については、配布・設置から概ね６ヶ月間を回収期間とする。なお、平成 29

  年度（計画初年度）については調査実施に係る準備年とする。 

 ※個別需要動向調査件数については事業計画策定事業者に基づく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関係機関による需要動向調査】（情報収集元） 

■各白書（首相官邸ウェブサイト http://kantei.go.jp/jp/hakusyo） 

 …小規模企業白書・中小企業白書等、小規模事業者関連 

■各産業サイト（当町において主要産業である農林水産業界の情報収集。） 

 …日本農業新聞 http://www.agrinews.go.jp/ 

 …日本木材新聞社 http://jfpj.co.jp/ 

 …水産新聞 https://suisan.jp/ 

■日経テレコン POSEYES（売れ筋商品等トレンド分析や、消費動向等の情報収集。） 

■全国の統計調査（政府統計 http://www.e-stat.go.jp） 

 …商業統計、家計調査、道路関係データ、経済センサス等 

■各機関誌 

 …日本政策金融公庫（調査月報）、中小企業振興（中小機構）、地域金融機関誌   等 
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〔需要動向調査の実施イメージ図〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔需要動向調査項目〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域住民を対象とした消費動向調査 

〔対 象 者〕知内町民 

〔調査項目〕 

①年齢 ・性別 ・職業 ・家族構成 

②町内業者利用状況（内容・単価・頻度） 

③・町外業者利用状況（内容・単価・頻度） 

④町内に求めるもの（不足しているもの） 

 ※求めている商品やサービス 

⑤余暇の過ごし方 等 

来町者を対象とした消費動向調査 

〔対 象 者〕町外消費者 

〔調査項目〕 

※住民対象消費動向調査に加え 

①当町（当該施設）へ来た目的 

②来町の移動手段・アクセスの利便性 

③町や施設のイメージ（不満点） 

④他町（他同類の施設）との比較 

⑤移住（及び定住）の意思 等 

調査票設置先 

①道の駅しりうち 

②こもれび温泉 

③町内各宿泊施設 

④町内各飲食店  

⑤函館バス知内出張所 

 及び車内 

⑥道南いさりび鉄道 

 木古内駅 

〔基礎的調査〕 

①消費動向予備調査 

 （地域住民、来町者） 

②各関係機関による需要動向調査 

〔個別需要動向調査〕 

③個別需要動向調査 

需要開拓に向けた取り組み（対象者：飲食・サービス・食品加工業等） 

 

需
要
の
拡
大 

交流人口の拡大 

Plan 

（計画） 

Do 

（実施・実行）

Check 

（点検・評価）

Act 

（処置・改善） 

きっかけ 

マクロ的な情報提供で計画の基礎

づくりに加え、取り組みの掘り起こ

しにも活用 

個々の計画の実行精度を高め

効果的な事業の遂行を目指す。 

個別需要動向調査 

〔調査項目〕 

飲食業  ～地域資源活用を前提とした素材・料理(メニュー)・提供方法等に関する動向 

宿泊業  ～消費者ニーズを捉えた宿泊プラン・サービス・価格等に対する動向 

食品加工業～市場における地域資源（ニラ・牡蠣等）や売れ筋等加工製品の動向 

各業種共通～店舗利用頻度、店舗・商品の印象・評価 その他意見 等 
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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）現状と課題 

 地域の小規模事業者が行う需要開拓の取り組みについては、域内中心であり町外・道外の需要を積極

的に開拓する小規模事業者は少数である。 

 知内町はカキやニラ等の特産品も知名度が高く、松前矢越海岸道立自然公園という観光資源もある

が、これらの地域資源を新たな需要開拓に繋げることができていない。 

 北海道新幹線開業により、交流人口が拡大されることを見据えて、新たな需要の取り込みと地域資源

を活用した需要開拓が課題である。 

 

（２）今後の取組 

 知内町の地域資源や観光資源を活用した新商品・新サービスの開発等の取り組みを、策定した事業計

画に基づいた活動の一環として、取り組みに対する的確な展示会・物産展の積極的な情報の提供と参加

を促し、併せて需要開拓に関する中小企業支援策の紹介等、多様なアプローチで小規模事業者に新たな

需要の開拓を支援していく。 

 

（３）事業内容 

①各種出展実務支援（出展等に係る事前・事後支援） 

 各種展示会や物産展へ参加をする小規模事業者に対して、展示会等内容に沿った実務支援を行う。 

 これにより、経験のある事業者に対しては新たな気づきになり、経験の浅い事業者に対しては参加に

対する不安感の払拭により効果的な商談に繋げることができる。 

 さらに、展示会等をブラッシュアップの場として位置付け、必要に応じて専門家の助言を得ながら、

ＰＤＣＡサイクルに基づく事業計画策定も行い、需要開拓へ繋げていくものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②関係機関が開催する展示・商談会等への参加支援 

 主として食品加工(製造)小規模事業者を対象に、流通関係者とのマッチングや既存・新規開発商品の

ブラッシュアップの場として、北海道商工会連合会が行う「北の味覚、再発見！！」・全国商工会連合

会が行う「ニッポン全国物産展」・知内町特産品販売促進協議会が函館市で開催する物産展「カキ・ニ

ラ知内フェア」等、関係機関が開催する展示・商談会等への積極的参加勧奨を行う。 

 参加した小規模事業者に対しては前述①に従い、商談内容等について整理し、専門家等の助言を受け

ながらＰＤＣＡサイクルに基づいた商品等のブラッシュアップや方向性の見直しを行い、新たな需要開

拓に結びつける。 

 

 ③ＩＴを活用した需要開拓支援 

 インターネットを活用した情報発信の重要性を説きながら、既にホームページ等を開設している小規

模事業者については、コンテンツ内容や各種ＩＴサービスの連携等について専門家を交え助言を行い、

【展示会等参加に係る事前・事後支援】 

１．事前支援 

 ・出品商品構成 …展開していきたい商品、市場動向を諮りたい商品等の抽出（目的） 

 ・商品展示手法 …通行者を惹きつけるような陳列や、ＰＯＰ等の表示物 

 ・商品パンフレット（仕様書）作成 …バイヤー向けの商品仕様書、一目でわかるチラシ等 

 ・名刺 …迅速な商談に結びつけるよう、連絡先等掲載内容の吟味 

 ・商品の説明方法（話術） …自社商品の基礎情報やストーリーについて把握しているか。 

               相手がわかりやすい説明方法等 

２．事後支援 

 ・礼状やサンプルの発送 …その場限りに終わらせない。継続的な繫がり持つため。 

 ・出品商品に対するアンケート調査 …商品の評価・妥当性・パッケージ・ネーミング等 

                   ブラッシュアップ作業の基礎資料として活用する。 
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訴求力や発信力の強化を図る。パソコン操作が不慣れな者や経験が浅い小規模事業者に対しては、商工

会が行うＨＰ作成支援サービス「ＳＨＩＦＴ」や「ニッポンセレクト.com」等を活用して、情報発信力

の強化を図る。 

 

④地域資源を活用した特産品・サービスの研究開発支援 

経営分析や需要動向調査を踏まえ策定した事業計画に基づき需要開拓に取り組む小規模事業者に対

して、観光交流人口の拡大を見据えた新商品・サービスの研究開発支援を行う。 

観光交流人口の拡大を目指すためには地域性とストーリー性のある商品づくりが重要であると考え、

地域資源（一次産品）の活用について各関係機関（知内町・知内観光協会・知内町特産品販売促進協議

会・渡島西部４町商工会広域連携協議会等）の協力を得ながら、商品開発研究に関するアドバイス等支

援体制を構築する。さらに知内町が制定する「ものづくり産業振興条例」による、新商品開発補助制度

や、国で行なう各種研究開発視線施策や金融制度の積極的活用により、小規模事業者の取り組みを加速

化していく。 

試作品等については前述②記載の展示会等へ参加・出品することによって、外部の意見や必要に応じ

て専門家の助言を得ながらブラッシュアップを図っていく。 

 

（４）期待される効果 

需要動向調査等で得られた情報に基づき策定した事業計画の実効性を高めつつ、小規模事業者が直接

的に消費者等から意見を伺う場づくりをすることで、的確な商品・サービスのブラッシュアップが図ら

れる。また、小規模事業者の情報発信の場として活用もできるため、更なる販路開拓に繋がるなど、事

業計画策定後の実施支援をより効果的に進めることができる。 

 

（５）目標 
項目 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 参加件数 ０件 ２件 ２件 ３件 ３件 ４件 

〃 マッチング件数 ０件 １件 １件 ２件 ２件 ２件 

〃 売上増加目標 ― 対前年 1％ 対前年１％ 対前年１％ 対前年１％ 対前年１％ 

新商品開発 件数 ０件 １件 １件 １件 １件 １件 

〃 による売上増加目標 ― 対前年 1％ 対前年１％ 対前年１％ 対前年１％ 対前年１％ 

SHIFT の利用 ４３件 ４５件 ５０件 ５３件 ５５件 ６０件 

SHIFT の利用による事業者の

売上増加目標 
― 対前年 1％ 対前年１％ 対前年１％ 対前年１％ 対前年１％ 

   

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
（１）現状と課題 

 地域経済の活性化に関する事業としては、現在は特産品等を活用した各種イベントの開催に限られて

おり、商工会内で構成されている商業部会や、町の組織である知内町特産品販売促進協議会といった地

域活性化の組織はあるものの、それぞれに連携した動きは十分とは言えない。また、地域の小規模事業

者の経営状況も悪化しており、平成 27 年 8 月の経営状況に関するアンケート調査からも事業継続に消

極的な事業者が非常に多く、地域経済の疲弊が進行している状況である。 

 このような現状を踏まえ、第 6次まちづくり総合計画の一項目である「まちの資源を活かして賑わい

をつくる」と整合性をとりながら、町や上記の地域活性化組織等と連携を強化すべく、企画・運営段階

における情報共有や、イベント実施後に行なう総括会議（反省会）等、地域内において、活性化のため

の取り組みに対する課題や方針の意識の共有を図っていくことが課題である。また、地域資源を活用し

た特産品開発や観光メニュー開発を進め、北海道新幹線開業の機会を利用し、多様なプロモーションに

よって知名度を向上し、販路開拓や着地型観光の定着によって地域の幅広い業種が経済波及のメリット

を享受できるための取り組みや、地域の小規模事業者にとって将来への道筋を明確にし、事業継続意欲

の喚起や、円滑な事業承継に向けた取り組みも課題である。 

 

 



- 19 - 

（２）事業内容 

①地域資源を活用した特産品開発の取り組み 

 地域資源を活用した魅力ある商品やサービスの開発による、新規需要開拓への取り組みを加速させ、

地域の幅広い業種における間接的な需要の掘り起こしを図る目的で、知内町や知内観光協会等と連携

し、小規模事業者が行う事業計画策定や需要開拓への支援に繋げるため次のとおり取り組む。 

 

・地域活性化組織の活用 

 知内町における地域活性化に関する組織として、年１回以上の頻度により「知内町特産品販売促進協

議会」（農協・漁協のほか森林組合（林業）・知内観光協会・第三セクター・水産加工事業者）といった

活性化に関する組織や、農協・漁協等と連携し、小規模事業者が行なう地域資源を活用した商品・メニ

ュー開発（土産品・グルメ）等、需要開拓の取り組みを側面的に支援していく。個々では実施すること

が難しいモニタリングや町内外へのＰＲ等を協議・実施し、それら結果を小規模事業者にフィードバッ

クしながら、連携する団体においても地域資源に対する課題の抽出や方針の参考として意識の共有を図

り、一丸となって地域を活性化していく協力体制を整備していく。 

 

・他業種への経済波及 

 地域資源を活用した特産品や観光メニューの開発・拡大によって、直接の当事者ではない他業種の事

業者についても経済波及を図る。例えば、建設業は供給能力の増加による施設の造作、運輸業は関連資

材の輸送、そして新たな来街者の滞在による飲食店や宿泊施設の稼動率向上等といった特産品の開発に

関連する経済波及の実現に向け、全業種をカバーするようなプロモーションや業種間の利害調整等を行

う。 

・専門家の活用 

 顧客ニーズに合った売れる商品・メニュー開発をするため、商品開発に関する専門家（料理研究家、

マーケティング専門家、中小企業診断士等）を派遣するとともに、販路開拓についても専門家（マーケ

ティング専門家、中小企業診断士等）を派遣し、売上向上に取り組むための支援を行う。 

 

②渡島半島南西部の広域的な観光客誘致への取り組み 

 渡島西部４町（知内町、木古内町、福島町、松前町）の広域的な観光関連業種の活性化のため、「渡

島西部４町商工会広域連携協議会」を中心とし、広域的な観光メニューの研究に取り組む。また商工会

単独の取り組みとしては来街者が自発的に当町を訪れ、町内で消費・滞在するような着地型の観光メニ

ューの研究も合わせて行う。具体的には、知内町の観光スポットである松前矢越道立自然公園を軸とし

た遊覧メニューやそれに付随する宿泊、飲食等のメニューの充実に向けて、事業計画策定や需要動向調

査、新たな需要の開拓等の支援を行う。 

 

③道の駅の活用 

 青函トンネルを抜け、北海道に入る新幹線を初めに目にする場所として、多くの鉄道ファンが訪れる、

知内町道の駅物産館において、より観光客が利用しやすいよう展望台の増築など設備改修がされてお

り、知内町の新たなスポットとされ期待されていることから、知内観光協会等と連携しながら施設を活

用した物産展や観光プロモーション等のイベントも企画し新たな需要開拓を図る。 

 

④知内町のイメージキャラクターの活用 

 知内町のキャラクターである「かき太郎」「にららち

ゃん」を、町内外で開催される催事等の機会において地

域や商品をＰＲし、特産品や観光メニューの知名度向上

を図るために活用するほか、地域の一体感を醸成するた

め、商品や販促物への使用についてのガイドライン策定

等や、より活用しやすいようキャラクターのイメージづ

くりについても、知内町等と連携して検討する。 

 

 

 

にららちゃん  かき太郎 
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（３）期待される効果 

 北海道新幹線開業の機会を利用し、地域資源を活用した特産品開発や観光メニュー開発をすることに

より、小規模事業者と地域の魅力向上と需要創出が図られ、販路開拓や着地型観光の定着化に繋げるこ

とができる。 

 

（４）目標 
項目 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

特産品開発支援者数 未実施 １件 １件 ２件 ２件 ３件 

観光取り組み会議回数（地域） 未実施 １回 １回 １回 １回 １回 

    〃    （広域） 未実施 １回 １回 １回 １回 １回 

道の駅活用回数 未実施 １回 １回 １回 １回 １回 

※観光取り組み会議（地域）…地域活性会に関する組織との情報共有会議等 

※  〃     （広域）…渡島西部４町商工会広域連携協議会との情報共有会議 

 

 

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 
（１）現状と課題 

 現在は、国の機関である「よろず支援拠点」や「中小企業基盤整備機構」との情報交換の場が少なく、

限られた施策の情報提供にとどまっている。連携も周辺の支援機関（北海道商工会連合会、地域金融機

関、自治体等）に限定されているため、多様な支援の場面での情報が少ないのが現状である。このよう

に連携する支援機関に偏重があり、これの解消が課題であると考える。 

 

（２）今後の取り組み 

現在連携している支援機関を含め、支援機関ごとにどのような内容で連携するかを整理し、経営発達

支援事業の円滑な実施に繋げていく。 

 

（３）事業内容 

 経営発達支援事業を円滑に進め、より効果的に小規模事業者の経営力を向上させるため、下記の関係

機関との情報共有や支援ノウハウの吸収をする機会を設ける。 

 

①支援機関との連携及び情報交換 

 各関係支援機関との連携頻度を高めて積極的な情報収集を行いながら、小規模事業者が行う事業計画

策定の支援へ繋げる。 

全国商工会連合会 

 全国展開プロジェクト等、全国の小規模事業者支援事例を豊富に持ち合わせており、これらの情

報を吸収することが連携の狙いである。地域力活用市場獲得等支援事業専門家派遣事業により、小

規模事業者が抱える問題や解決について、中小企業診断士と情報を共有し対応して、経営改善計画

に基づき円滑な資金調達を可能とし、事業計画の実施に向けた伴走型の支援能力を整備していく。

（情報交換頻度：専門家派遣の都度） 

北海道商工会連合会 

 北海道内の商工会のネットワークで蓄積された支援ノウハウを有効に吸収できることが連携の狙

いである。さらに毎年開催される全道経営指導員研修会において、地域小規模事業者の経営体質強

化と経営改善普及事業の円滑な推進を図るとともに、事業計画の策定や販路開拓についての情報交

換を行い、小規模事業者の経営発達に向けた支援力向上を図る。（情報交換頻度：1年に 1回） 

渡島管内商工会連合会 

 身近な存在として上記の全国商工会連合会および北海道商工会連合会のもつ支援ノウハウを適時

に情報収集できることが連携の狙いである。春季研修会、秋季研修会、全体会議の計 3 回開催され

る管内経営指導員研修会において、経営指導員として資質向上を図る研修を実施し、各地域の経済

情勢や新たな取組みについて、他の認定商工会と情報交換することによって支援ノウハウの習得を

図り、小規模事業者の事業計画策定や創業支援、販路開拓に向けた支援力向上を図る。（情報交換頻

度：1年に 3回） 
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中小企業基盤整備機構 

 北海道本部函館オフィス職員や登録専門家等と農商工連携、地域資源活用、新連携の新事業支援

ノウハウや施策について情報交換を行い、事業計画の策定や実施に向けた支援を図り、小規模事業

者の経営発達に繋がるような支援力向上を図る。（情報交換頻度：支援の都度）。 

 

北海道中小企業総合支援センター 

 同センターの職員やよろず支援拠点の道南エリア担当を通じて、金融機関の借入枠外で設備導入

といった同センターの支援制度等を通じて、事業計画の実施や販路開拓に向けての支援に関する情

報やノウハウを吸収することが狙いである（情報交換頻度：支援の都度）。 

 

②各種金融機関との連携及び情報交換 

 地域経済動向を精密に把握している各種金融機関と、年３回程度の頻度で意見交換会等を行い地域経

済動向や金融動向についての情報収集等に努め、実効性の高い事業計画策定支援に繋げる。 

日本政策金融公庫 

 小規模事業者に対する豊富な金融支援実績に基づき蓄積された支援ノウハウを吸収と、広域的な

地域情勢の把握をする目的で春・秋の年２回程度情報交換を行い、経済動向調査や経営分析、需要

動向調査の効果的な実施を図る。 

地域金融機関 

 小規模事業者が大きく関わる、函館信用金庫知内支店、北海道銀行木古内支店に加えて、新はこ

だて農業協同組合も含めながら、年１回程度これら機関が有する豊富な金融支援実績に基づき蓄積

された支援ノウハウを吸収し、小規模事業者の経営発達に向けた支援に繋げていく。 

 

③専門家との連携及び情報交換 

 経営に関わる専門化との連携密度を高めて、経営分析や事業計画策定に向けた支援能力向上を図る目

的で次のとおり取り組む。 

税理士 

 確定申告の時期を中心に、税務指導のほか、相続や贈与に対する高度な支援ノウハウを吸収し、

商工会としての税務指導等に活用することが狙いである。経営分析に有効活用を図り、小規模事業

者の後継者対策・事業継承支援に繋がるような支援力向上に努める。 

中小企業診断士 

 専門家派遣を通じて各種支援事業のノウハウや新たな施策情報についての定期的な情報交換を行

い、経営分析や事業計画の策定に向けた支援能力の向上を図る。 

司法書士、行政書士・弁護士 

 主に事業承継の場面で、商工会が行えない事務手続き等についてスムーズな支援が図られるよう、

連携体制の構築を図る。 

 

（４）期待される効果 

 各関係団体等と連携し情報交換を行うことによって、経済・消費動向や支援ノウハウの吸収が図られ、

職員の支援能力の向上に繋がるほか、得られた情報を随時小規模事業者に提供することにより、実効性

の高い事業計画策定や、動向を捉えた需要開拓支援ができる。 

 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 
（１）現状と課題 

 現在は、資質向上に関する特段のガイドライン等はなく、北海道商工会連合会の定める職種別研修体

系要綱に基づき研修等に参加することで個々の知識の向上に努めてはいるが、職員間で知識・情報を共

有する機会が少なく、組織全体としての支援体制が十分に構築されていない。 

 小規模事業者の支援窓口としての役割を果たすため、得られた知識や情報の共有化による、時間や事

務作業のロスを抑えたワンストップ窓口の構築を図ることが課題である。 
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（２）今後の取り組み 

 知識向上を図る研修会や勉強会への積極的参加や、それら研修等による知識や各職員が得た情報を整

理し、相互に共有する仕組みを構築し、小規模事業者が抱える経営課題等のスムーズな解決に向けた支

援体制の充実化を行う。 

 

（３）事業内容 

 個人の暗黙知を、組織の形式知に昇華させ、構成員の変動があっても、中長期的に組織としての支援

スキルを維持・向上すべく以下の項目を実施する。 

①OFF-JT（研修参加およびフィードバック） 

 外部機関研修である「企業診断実務研修」（北海道中小企業診断士会）や「中小企業支援担当者等研

修」（中小企業基盤整備機構北海道本部）、「小規模事業者支援人材等育成事業」（中小企業庁）等に、経

営指導員や補助員を参加させ、小規模事業者の支援ノウハウのレベルアップと職員の資質向上を図る。

また、内部機関の研修については、全国商工会連合会・日本商工会議所が主催する研修の参加に加え、

北海道商工会連合会が主催する「資質向上対策事業研修会」や「全道ブロック別商工会職員研修会」に

経営指導員や補助員が年 1回以上参加し、支援能力の向上を図る。 

 さらにこれらの研修を職員へフィードバックするため、上記の専門的な研修を受講した経営指導員等

が講師となった情報共有会議を新たに開催し、事務局長をはじめ全職員および役場担当課の職員も参加

し、経営指導員等の研修内容を組織の形式知として共有するとともに、小規模事業者の経営分析や事業

計画策定といった支援事例の研究や、小規模事業者が活用できる中小企業支援策の情報等の共有を図

り、経営指導員と補助員以下の職員が一体となった伴走型支援体制を構築する。 

 これにより、職員の変動があっても、組織として普遍的な支援スキルの保有および活用の実現が図ら

れる。 

 

②OFF-JT（WEB 研修） 

ＷＥＢ上で行なう学習システム「経営指導員等 WEB 研修」を、経営指導員のみならず補助員や記帳専

任職員等の全職員が受講することで、日常業務では習得が困難な支援知識を学び、小規模事業者の多様

な支援ニーズに対応できる職員の能力向上を図る。 

 

③OJT 

 専門家派遣時等において、補助員も帯同させ、経営指導員の補佐としての役割を担う補助員の経営支

援スキル向上を図る。 

 

④情報の共有化 

 商工会の情報管理システム（基幹システム）や、職場内ネットワークについて最大限活用を図り、ど

の職員でも会員の指導経過情報や財務内容、また研修等による支援手法がわかるように情報管理をす

る。 
 紙ベース資料においては分類毎にファイリングして、誰でも整理・閲覧できるよう所定の場所に保管

する。電子データについてはＮＡＳ等内部ネットワークシステムを活用し、共有フォルダ等に紙ベース

資料のファイリングと連動したフォルダ整備により、情報の共有化と効果的な活用が図られ、小規模事

業者から受ける課題に対して即応できる体制が構築できるほか、人事異動等により担当者が変わっても

不足のない支援の継続に繋げる。 
 

（４）期待される効果 

 個々の職員が得た知識・情報を共有化し全体の質的向上を図ることで、小規模事業者が直面する様々

な経営課題に的確な支援をすることができる。 

 

（５）目標 
項   目 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

情報共有会議 未実施 年２回 年３回 年４回 年４回 年６回 
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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 
（１）現状と課題 

 現状の経営改善普及事業の計画及び報告については、理事会の審議・承認、総会の議決といった仕組

みとなっているが、期中における進捗状況の把握が十分にされず、事業評価も実施されているものの、

それらに関する事務局や会員間での情報共有が不十分である。 

 

（２）今後の取り組み 

 今後は、商工会組織としてのＰＤＣＡサイクルを確立すべく、実行段階でのモニタリングとフォロー

アップが的確に実行できるよう、本計画に記載の事業の実施状況及び成果のプロセスについて、定性

的・定量的な評価・検証を行う。 

 

（３）事業内容 

 経営発達支援事業推進委員会において、知内町担当課長・北海道商工会連合会道南支所長・函館信用

金庫知内支店長・中小企業診断士等の有識者で、事業の実施状況、成果の評価・見直し案の提示を行う。

年１回の実施とするが、当該年度内において必要があれば随時開催をする。提示された案については通

常総会や理事会において報告し、承認を受けて見直し等の方針を決定する。 

 これらの内容については、決定後遅滞なく知内商工会ホームページで計画期間中公表する。 

 （http:// www.shokokai.hokkaido.jp/shiriuchi/） 

 

（４）期待される効果 

 定期的かつ、外部の意見を取り入れた事業評価を行うことで、客観的な視点での事業の検証が図られ、

ＰＤＣＡサイクルに基づく、小規模事業者に寄り添った伴走型支援体制の構築が図られる。 

 

（５）目標 
項  目 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

委員会の開催 未実施 年１回 年１回 年１回 年２回 年２回 
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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 10 月現在）

１．組織体制 
 ①事 務 局  事務局長（１名）、経営指導員（１名）、補助員（１名）、記帳専任職員（１名） 

 ②実施体制  経営指導員と補助員が主として事業を実行し、記帳専任職員は補佐を行なう。 

        事務局長は事業進捗状況の確認と把握に努め事業の円滑な実施を図る。 

 ③評価体制  経営発達支援事業推進委員会の設置 

        知内町産業振興課長、北海道商工会連合会道南支所長、函館信用金庫知内支店長 

        中小企業診断士（専門家） 

 ④組 織 図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．連絡先 
 

 

 

 

 

 

 

実 施 機 関 知内町商工会 

住 所 北海道上磯郡知内町重内 66-77 

電 話 番 号 01392-5-5340 

ホームページ http://www.shokokai.hokkaido.jp/shiriuchi/ 

知内商工会 
                         総会 

理事会 

会長 

副会長 

監事 

部 会 

委員会 事務局 
（経営発達支援事業実施体制） 

 事務局長  （事務局統括）

経営指導員 （主担当者） 

補助員   （副担当者） 

記帳専任職員（副担当者） 

青年部 

女性部 

工業部会 

商業部会 

総務企画 

地域振興 

経営改善普及推進

金融審査 

理事 

経営発達支援事業推進委員会 
（外部有識者） 

経営発達支援事業の実施 

知内町内 小規模事業者 
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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） 

    

（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、道補助金、町補助金、特別賦課金、手数料、使用料、受託料、助成金、雑収入 

 

（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。 

 

 
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

必要な資金の額 30,960 31,623 32,218 32,826 33,447

 

・経営改善普及事業職員設置費 

・経営改善普及事業費 

・地域振興事業費 

・管理費 

・財政運営引当費 

・予備費 

17,265

6,955

2,142

4,568

0

30

17,503

7,163

2,227

4,600

100

30

17,745

7,377

2,316

4,650

100

30

17,990 

7,598 

2,408 

4,700 

100 

30 

18,238

7,825

2,504

4,750

100

30
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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 

１．地域の経済動向調査に関すること 

２．経営状況の分析に関すること 

３．事業計画策定支援に関すること  

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

５．需要動向調査に関すること 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

７．地域経済の活性化に資する取組 

連携者及びその役割 

 

連  携  者 役   割 効  果 

北海道 

札幌市中央区北 3条西 6丁目 

知事 高橋 はるみ 

Ⅰ－６ 新たな需要の開拓 物産展等の情報・ノウハウの提供 

経済産業省  北海道経済産業局 

札幌市北区北 8条西 2丁目 

局長  児島 秀平 

Ⅰ－３ 事業計画策定支援 

Ⅰ－６ 新たな需要の開拓 

ものづくり補助金や農商工連携等の支援策に

関する助言 

農林水産省  北海道農政事務所 

札幌市中央区南 22 条西 6丁目 2-22 

所長  鶴見 和良 

Ⅰ－３ 事業計画差亭支援 

Ⅰ－６ 新たな需要の開拓 

6次化や農商工連携等の支援策に関する助言 

中小企業基盤整備機構北海道本部 

札幌市中央区北 2条西 1丁目 1番地 7 

本部長 戸田 直隆 

Ⅰ－２ 経営状況の分析 

Ⅲ－２ 職員の資質向上の取組み

専門家派遣による経営分析等への助言 

中小企業大学校の研修による職員の資質向上 

北海道よろず支援拠点 

札幌市中央区北 1条西 2丁目 

コーディネータ 中野貴英 

Ⅰ－２ 経営状況の分析 

Ⅰ－３ 事業計画策定支援 

専門家派遣による経営分析等への助言 

専門家派遣による経営計画策定への助言 

全国商工会連合会 

東京都千代田区有楽町1丁目7番 1号 

会長 石澤 義文 

Ⅰ－６ 新たな需要の開拓 

Ⅲ－２ 職員の資質向上の取組み

物産展等の情報・ノウハウの提供 

WEB 研修による職員の資質向上 

北海道商工会連合会 

札幌市中央区北 1条西 7丁目 1番地 

会長 荒尾 孝司 

Ⅰ－２ 経営状況の分析 

Ⅰ－３ 事業計画策定支援 

Ⅰ－６ 新たな需要の開拓 

Ⅲ－２ 職員の資質向上の取組み

専門家派遣による経営分析等への助言 

専門家派遣による経営計画策定への助言 

物産展等の情報・ノウハウの提供 

発達支援を通じた職員のレベルアップ 

知内町 

上磯郡知内町字重内 21-1 

町長 大野 幸孝 

Ⅰ－６ 新たな需要の開拓 

Ⅱ    地域経済の活性化 

町のネットワーク活用・商品開発等への助成 

知内町観光協会 

上磯郡知内町字重内 66-77 

会長 岡田 寿典 

Ⅰ－６ 新たな需要の開拓 

Ⅱ    地域経済の活性化 

展示会等の情報・ノウハウの提供 

日本政策金融公庫函館支店 

函館市豊川町 20-9 

支店長 久木田眞郎 

Ⅰ－３ 事業計画策定支援 

Ⅰ－４ 事業計画実施支援 

事業資金計画に関する助言または融資 

事業資金に関する助言または融資 

函館信用金庫知内支店 

上磯郡知内町重内 13-11 

支店長 北見 孝幸 

Ⅰ－３ 事業計画策定支援 

Ⅰ－４ 事業計画実施支援 

事業資金計画に関する助言または融資 

事業資金に関する助言または融資 

北海道銀行木古内支店 

上磯郡木古内町字本町 330 

支店長 館山 浩 

 

 

Ⅰ－３ 事業計画策定支援 

Ⅰ－４ 事業計画実施支援 

事業資金計画に関する助言または融資 

事業資金に関する助言または融資 
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木古内商工会 

上磯郡木古内町本町 217-3 

会長  北島 孝雄 

Ⅱ    地域経済の活性化 北海道新幹線木古内駅を起点とした渡島西部 4

町への効果的な観光客誘致 

福島町商工会 

松前郡福島町三岳 32-1 

会長  小笠原 幸助 

Ⅱ    地域経済の活性化 北海道新幹線木古内駅を起点とした渡島西部 4

町への効果的な観光客誘致 

松前商工会 

松前郡松前町福山 116 

会長  熊谷 喜久夫 

Ⅱ    地域経済の活性化 北海道新幹線木古内駅を起点とした渡島西部 4

町への効果的な観光客誘致 

新はこだて農業協同組合 

北斗市本町１丁目１番２１号 

代表理事組合長 畠山 良一 

Ⅰ－６ 新たな需要の開拓 地域資源の活用方法や手段の助言 

上磯郡漁業協同組合 

上磯郡知内町字涌元３４番地１先 

代表理事組合長 山崎 博康 

Ⅰ－６ 新たな需要の開拓 地域資源の活用方法や手段の助言 

網野中小企業診断士事務所 

札幌市東区北 19 条東 9丁目 6-18 

代表 網野征樹 

Ⅰ－１ 経済動向調査 

Ⅰ－２ 経営状況の分析 

Ⅰ－３ 事業計画策定支援 

Ⅰ－４ 事業計画実施支援 

Ⅰ－５ 需要動向調査 

Ⅰ－６ 新たな需要の開拓 

現状分析に基づく的確な支援策の策定、中小企

業支援策の活用、経営戦略の立案、PDCA サイク

ルの確立、ニーズ調査、販路開拓支援 
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連携体制図等 

 

 

 

 

日本政策金融公庫 

函館信用金庫知内支店

北海道銀行木古内支店 

木古内商工会 

福島町商工会 

松前商工会 

中小企業基盤整備機構

北海道よろず支援拠点

網野中小企業診断士事務所

知内町観光協会 

新はこだて農業協同組合 

上磯郡漁業協同組合 

知内商工会 

自治体等 

金融機関 

渡島西部4町商工会 

広域連携協議会 

上部機関 

支援機関 知内町特産品 

販売促進協議会 

北海道 

北海道経済産業局 

北海道農政事務所 

知内町 

全国商工会連合会 

北海道商工会連合会


