
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
猿払村商工会（法人番号 ６４５０００５００２９４０） 

実施期間 平成２９年４月１日～平成３４年３月３１日 

目標 

地域経済の活性化や雇用創出を図るため、行政及び関係機関と連携しながら、競争

力のある地域ブランド「ホタテ」を使用した商品の販路開拓や新商品開発支援、経

営者の高齢化に伴う事業承継や新たな担い手育成のための創業支援、小規模事業者

の経営課題解決に向けた経営改善支援を実施し、経営の安定と持続、新陳代謝の促

進による、商工業の発展と中心市街地コミュニティの再生を図り、活力ある地域内

循環型経済の構築を目指す。 

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 

各種統計資料の分析により地域経済の動向を把握し、活用できる情報を精査し、巡

回訪問時に提供する。また、ヒアリング等から把握した新たな情報を分析し小規模

事業者の課題解決に向けた質の高い情報を提供する。調査結果は事業計画に反映さ

せる。 
２．経営状況の分析に関すること 

小規模事業者の持続的発展のため、企業情報の収集・分析を適時実施し、全国商工

会連合会の経営分析システムを利用し分析する。また、専門的課題については、北

海道よろず支援拠点のコーディネーター及びミラサポ等を活用し経営状況の分析

をする。分析結果については、経営指導員の巡回訪問・窓口相談、各種セミナー等

の開催を通じて、情報提供を行う。分析結果は事業計画に反映させる。 
 ３．事業計画の策定支援に関すること 
地域経済動向調査と経営状況の分析から得た情報に基づき、需要を見据えた事業計

画を策定するため、必要な伴走型の指導・助言を実施する。 
４．事業計画策定後の支援に関すること 

北海道、北海道商工会連合会、専門家等と連携し、経営課題の解決に向け、必要な

伴走型の指導・助言を実施し、小規模事業者の事業の持続的発展のため徹底したフ

ォローアップを行う。 
５．需要動向調査に関すること 

消費者ニーズ調査や小規模事業者の商品・製品・サービス分析等を行政や関係機関

と連携して行い、需要を見据えた商品・製品・サービス戦略を構築する。調査結果

は巡回訪問や広報により情報提供する。 
６．新たな需要開拓に寄与する事業に関すること 

特産品等の販路開拓・啓蒙普及のため、行政や関係機関と連携し、村外地域への

PR や販路開拓等の支援をする。また、新たな需要開拓のため、商談会、展示会、
即売会等の開催、参加を広報等で周知する。 
Ⅱ地域経済活性化に資する取組 

１．プレミアム付き商品券発行事業や地域通貨(商品券)の導入による地域活性化 

２．地域イベントによる地域活性化 

３．地域資源を活用した新商品開発による地域活性化 

４．中心市街地の商業及びコミュニティの再生による地域活性化 

連絡先 

猿払村商工会 担当者 経営指導員 堀籠光雄 

〒098-6231 北海道宗谷郡猿払村鬼志別東町 1番地 

℡01635－2－3076 FAX01635－3－4062 

e-mail sarufutu@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 

Ⅰ猿払村の概況 

（位置・地勢） 

猿払村は日本最北端の村である。宗谷総合振興局管内のほぼ中央に位置し、東はオホー

ツク海、西は丘陵性山地を境に豊富町、南は幌延町、浜頓別町、北は稚内市に隣接して

いる。東経は東端 141 度 57 分 45 秒、西端 142 度 20 分 50 秒、北緯は南端 45 度 02 分 55

秒、北端 45 度 23 分 55 秒に位置し、東西に約 29 ㎞、南北に 34 ㎞まで広がり、面積は

道内の村で最大の 590.0 ㎢を有している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（地形） 

総面積の 90％近くが山林（78.58％）や原野（8.87％）で占められ、手つかずの自然が

多く残っている。東部は豊富な水産資源を誇る約 33 ㎞に及ぶオホーツク海岸線に接し

西部・北部・南部は幌尻山・エタンパック山を中心に、標高 200～400ｍ前後の宗谷丘陵

が連なっている。中央部から東部にかけては、広大な耕地や原野が広がっており、猿払

村役場所在地の鬼志別を中心に大小 10 の集落が形成されている。また、宗谷丘陵を水

源として猿払川など 6水系が緩やかな流速で屈曲しながらオホーツク海に注いでおり、

下流域には大小の沼や湿原を形成している。 
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（人口の動き） 

猿払村の人口は減少傾向が続いている。昭和 30 年の 8,871 人（国勢調査）をピークに

減少の一途をたどり、昭和 50 年までの 20 年間ではホタテなどの資源枯渇や炭鉱閉山の

影響により人口が 5,000 人減少し、総人口が約 4 割まで減少した。昭和 46 年にホタテ

稚貝放流事業による主産業の資源管理型漁業への転換から漁場が再生し、ホタテ漁の安

定成長から人口減少が緩やかになっており、平成 22 年度国勢調査による人口は男性

1,344 人、女性 1,481 人、合計 2,825 人となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（漁業） 

猿払村の漁業はかつて資源枯渇による苦難の時代を経験した。しかし、漁港造成や孵

化放流育成事業など漁業者と行政が一体となって資源管理型漁業への転換に力を注ぎ

豊かなオホーツクの漁場を再び取り戻した。現在本村の天然ホタテ貝の水揚げ量は日本

一を誇るまでに安定成長を重ね、毛ガニやサケマスと同様に、オホーツク海の自然の恩

恵を受けた「さるふつブランド」として、本村の産業振興に大きな貢献をしている。さ

らに、資源管理型漁業の推進のため、猿払村漁業協同組合では、独自の試験研究体制の

整備を確立して生産技術の向上を目指している。 
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（農業） 

漁業と共に猿払村の基幹産業となっている農業は、酪農業を主力として安定した経営

の確立を推進している。村内の広大な農地のほとんどが、牧草畑で村営牧場を中心とす

る酪農専業地帯が広がっている。近年は農作業の分業化を推進し、コントラクターや TMR

センターを中心に、経営の近代化、農地の集積、後継者対策に努め、更なる経営の安定

化を目指している。後継者育成については、酪農ヘルパー制度の拡充、実習生の受け入

れ推進、酪農家同士の情報交換、農村花嫁対策など充実を図るとともに、積極的に新規

収納者の受け入れ態勢の整備に取り組んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ商工業の現状と課題 

１．現状と課題 

（現状） 

猿払村は上記に記述したように、日本一の天然ホタテ貝の水揚げ量を誇り、天然ホタ

テといえば「猿払村」というように「猿払産ホタテ」はブランドとなっている。また、

全国の所得ランキングで 5番目となる地域でもある。このことは、当然のことながら漁

業従事者の力であり、第 1次産業（漁業）が地域を支えているといっても過言ではない。

その一方、10 の集落が存在し、広域に分散しているため、商店や飲食店も点在している

が、経営者の高齢化や地区別の人口減少などもあり、商店数が急激に減少している。ま

た、村外事業者による宅配販売の影響もあり、商業、特に小売業の衰退が著しい現状に

ある。 

このような中で、商店街を形成する商業やサービス業は、まちなかの賑わい創出や地

域コミュニティを支える重要な役割を担っている。 

しかし、近年は少子高齢化や人口減少などによる過疎化が進展し、需要の減退やイン

ターネットによる流通構造の変化も重なり、商店のない集落が増え、中心集落の鬼志別

地区においても、廃業等による空き店舗が増え、中心商店街の空洞化が問題となってい

る。また、車で 40～50 分の稚内市、浜頓別町には、大型店や量販店、ドラックストア

等の買い物しやすい店舗があるため、消費購買力の流出が続いている。 

小規模事業者の経営環境は非常に厳しい状況下にあると言える。 

 

H27 猿払村業種別事業所数 
 建設業 製造業 小売業 飲食業 宿泊業 サービス業 その他 計 

総事業所数 15 9 21 4 7 37 14 107 

会員企業数 12 7 16 3 4 13 1 62 
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（課題） 

猿払村における小規模事業者の多くは、地域に根ざした商売を営んでおり、商圏が限

られていることから、地域経済の環境変化に影響を受けやすく、経営基盤の脆弱さから

商品開発力や価格競争力、販売力に弱みを抱えている。 

 小規模事業者の高齢化や人口減少に伴う廃業等により、地域内商業が壊滅的となって

いるため、既存事業者の経営力の強化や地域に必要な業種の誘致、創業等による雇用創

出が必要である。 

第一次産業（漁業）が、繁栄・安定期にあることから、如何にその恩恵を地域内に循

環させるか、小規模事業者へ波及させるかが重要であり、地域内循環型経済を確立する

ことが必要である。 

 むらの顔ともいえる中心市街地の商店街に、安心して暮らせるための、生活に必要な

業種・業態が消滅しつつあるため、中心市街地の商業再生と地域住民の交流の場、コミ

ュニティの再生が必要である。 

 

２．商工会の今までの取り組みと課題及び対応 

猿払村商工会では、地域に密着した唯一の総合経済団体として、事業者が抱える諸問

題に積極的に取り組むことにより、地域の商工業者の総合的な振興発展と併せて社会一

般の福祉の増進を図ってきた。 

これまでは、基礎的支援業務である金融・税務・経営・経理・労務の指導が中心であ

り、特に、水産加工業、建設業における労務管理等の指導や商業者の税務申告をするた

めの記帳指導のウェイトが高かった。 

今後は、小規模事業者からの基礎的相談に対応する受け身型指導から積極的な提案指

導に支援の形を変える必要がある。 

そのために、職員の資質向上はもとより、専門家等との連携により、小規模事業者へ

の積極的な提案を行っていくこととする。 

また、地域振興事業として、消費購買力の流出を抑制し、村内事業所の売上減少に歯

止めをかけるため実施した「暮らし応援商品券発行事業」や中心街ににぎわいを演出す

るため、環境美化運動で「ウェルカム花壇」の造成やメイン通りを歩行者天国にした「納

涼ビアガーデン」を実施したほか、小さなお子さんを抱える主婦層をターゲットにバス
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ターミナル内で、コミュニティカフェ「さるカフェ」を青年部が中心となって運営し、

活性化に向けた取り組みをしてきた。 

今後は、中心市街地の活性化を推進するために、既存事業の見直しと新しい企画によ

る賑わい創出を図る必要がある。 

そのためには、中心市街地である鬼志別地区への地域内交流人口を増やすために魅力

あるイベントを演出し、猿払村漁業協同組合や東宗谷農業協同組合猿払支部、各自治会

と連携しながら、地域住民の参加協力を導く周知徹底を図り、賑わいの創出を推進する。

 このことから、経営発達支援事業を円滑に実施し、小規模事業者の持続的発展に繋げ

ていく。 

 

３．経営発達支援事業の目標 

猿払村における小規模事業者は、地域経済の活性化や雇用の創出はもとより、地域社

会の活力を維持していく上でも、非常に重要な役割を担っている。 

このため、中心商店街の急激な衰退に歯止めをかけ、更に発展するためには、地域内

の経済活動を活発にすることが肝要であり、新陳代謝の促進、中心市街地商業の再生整

備に力を入れ、地域を将来に引き継いでいくことが必要であるとともに、商店街を形成

する小規模事業者を中心に持続的発展が遂げられるよう支援を強化し、その支援にあた

っては基幹産業の漁業がもたらす恩恵を地域内小規模事業者に波及させる取組みをし

っかり行うことが重要である。 

 

（小規模事業者の中長期的な振興のあり方） 

猿払村の猿払村第７次総合計画（H28～H37年の10年間）に盛り込まれる商工業の基本

方針では「企業や商店の維持・活性化」「商業の機能強化」「村内消費拡大」が掲げら

れており、“猿払村に住む人々が、生き生きと幸せに暮らす村”を目指している。 

地域の総合的経済団体である商工会は、上記の諸課題を解決することが、地域住民が

生き生きと幸せに暮らすことができることにつながるため、「地域内小規模事業者の売

上維持・拡大を図り、地域内経済の活性化を推進し、地域住民が安心で安全な生活がで

きる環境を将来に繋げる。」ことを中長期的な振興のあり方とした上で、下記の目標を

設定し、経営発達支援事業を推進する。 

 

（１）消費者ニーズに合った生産及びサービスの創出を図る。           

（２）新規創業や事業承継による新陳代謝の促進を行う。            

（３）地域コミュニティ再生計画策定及び中心市街地商業の再整備を行う。    

（４）地域ブランド「ホタテ」を使用した商品の開発及び販路拡大を図る。 

 
※第７次猿払村総合計画（抜粋） 

 商工業の基本方針と主要な取り組み 

   １．企業や商店の維持・活性化 

    企業間の連携や商店の後継者対策などを通して、企業や商店の維持・活性化を図ります。

(１)企業に対する支援 

(２)商業商店の後継者対策 

(３)企業間の連携の促進 

   ２．商業の機能強化 
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    村民への総合的なサービス提供など商業の機能強化を図ります。 

(１)行政と連携した鶩守り体制の維持 

(２)住民への効率的なサービス向上の検討 

３．村内消費拡大 

村内の商店等の村民による買い支えなど、村内購買意欲を高める取り組みを推進します。 

(１)村内購買意欲向上の取組み 

 

（実施方針） 

猿払村商工会は、小規模事業者の抱える課題（強み・弱み等）を的確に捉え、また、

地域の現状と課題を踏まえ、北海道、猿払村、支援機関等と連携を図りながら、個別経

営支援による小規模事業者の持続的発展と創業・第二創業による事業承継等ができるよ

う、経営分析を行い、事業計画策定や策定後の支援に繋げ、更に新たな需要開拓を支援

することで売上拡大を目指すとともに、地域経済の活性化に資する取組みを推進し、地

域内循環型経済の構築を目指し、目標達成に向けて具体的事業を推進していく。 

 

（具体的施策） 

小規模事業者への支援 

（１）小規模事業者の経営改善、消費者ニーズにあった店づくりを創出できるよう、多

くの小規模事業者の売上維持を目標に掲げ、その達成に向けて積極的に事業計画の策

定・実施を支援していく。 

 

（２）新規創業や小規模事業者の第二創業を支援し、事業承継のマッチング等を図るこ

とで、生活に必要な最低限の業種の確保、中心商店街の空き店舗を解消できるよう目標

を掲げ、その達成に向けて積極的に事業計画の策定・実施を支援していく。 

 

（３）地域ブランド「ホタテ」を使用した商品を持つ小規模事業者の新商品開発や販路

開拓を推進し、売上の維持拡大を目標に掲げ、その達成に向けて積極的に事業計画の策

定・実施を支援していく。 

 

地域経済活性化への支援 

（１）１０地区ある集落のうち、漁業関係者が多く居住する浜鬼志別、知来別、浜猿払

の3地区が地域内で経済的優位な位置づけであるため、コミュニティ複合商業施設等の

整備を推進し、中心市街地での買い物やサービスの提供、コミュニティ活動の参加など

集落間の交流により、漁業がもたらす恩恵を鬼志別中心市街地の活性化に繋げ、小規模

事業者の経済活動基盤の強化を図ることを目標に掲げ、その達成に向けて積極的に事業

計画の策定・実施を支援していく。 

 

（２）地域内における循環型経済を確立するため、暮らし応援商品券の利用促進や地域

通貨の導入による消費購買力の流出を抑止し、地域住民が地域で稼いだお金を地域で消

費する経済循環から、小規模事業者の経営安定を維持し、新たなサービスの創造を図る

ことを目標に掲げ、その達成に向けて積極的に事業計画の策定・実施を支援していく。
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（３）各種イベントや移住定住促進の取り組みと連動を図り、小規模事業者の観光事業

の取り組みを支援する。また、鬼志別バスターミナル内の「さるカフェ」の営業と特産

品（さるふつプリンや手作りパン、ケーキ等）の宣伝広告を強化し、浜鬼志別地区の「道

の駅さるふつ」から中心市街地鬼志別地区への観光客の流入増加を図り、小規模事業者

を持続的に発展させるための環境を整備し、にぎわいの創出を図ることを目標に掲げ、

その達成に向けて積極的に事業計画の策定・実施を支援していく。 
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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．地域経済動向調査に関すること【指針③】 

（現状と課題） 

一般的な統計調査から、個々の企業に合致したピンポイント情報を提供することは難

しいものがあった。小規模企業が持続的な発展を図っていくためには、個々の企業規模・

業種・業態、人材等の経営資源を把握したうえで情報提供を行っていく必要がある。 
 
（今後の取組み） 
今後は、巡回訪問による経営課題等のヒアリングや経営環境（後継者・売上・販路等）

の把握と併せて経済動向を調査・分析し、その内容を経営分析の基礎資料に活用する。

また、地域経済の環境変化に影響を受けやすい小規模事業者、特に小売業の経営環境課

題の改善に向けて積極的に活用する。 

 

（事業内容） 

経済動向調査では、現状把握以外に、企業の持続的発展を図るための経営課題の洗い

出しが必要と考えられる。 
 
（１）ヒアリング調査 
村内１０７件の小規模事業者を対象に毎年７件を抽出し、年４回定期的な巡回計画を

立て、各職員で分担し、ヒアリング調査を行う。ヒアリング項目は公表データと比較で

きるよう景況、業況、売上、利益、雇用等とし、巡回訪問時に情報提供する。この調査

結果から得られた地域の経済動向資料を調査・分析し、職員間で情報の共有を図り、小

規模事業者へ理解しやすい情報整理を行う。あわせて、経営分析の基礎資料として、事

業計画の策定資料として活用する。 

 
（２）公表データの活用 
国の経済センサス及び日本政策金融公庫の中小企業景況調査、地元金融機関の景気動

向調査、全国商工会連合会の中小企業景況調査、消費動向調査等から得られる情報を活

用し、全国、北海道の業種別、規模別景況 DI、流通動向等の抽出により比較分析し、商
機に結びつく情報を小規模事業者へ提供するとともに、上記（１）と併せて、経営分析、

事業計画の策定支援に活用する。  
 
（目標）  

調査結果は、DI指数にして前年対比ができるようデータベース化をし、巡回指導時に
情報提供を行うとともに、経営・金融の相談時等に提供していく。経済動向は経営環境
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の変化により大きく変動するため、各関係機関とも連携し、最新情報を提供する 
 

支援内容 現状 H29 H30 H31 H32 H33 

ヒアリング調査（景況調査） 0 4回(7社) 4回(7社) 4回(7社) 4回(7社) 4回(7社)

公表データの収集・分析 0 4回(7社) 4回(7社) 4回(7社) 4回(7社) 4回(7社)

公表データの提供 0 4回(7社) 4回(7社) 4回(7社) 4回(7社) 4回(7社)

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（現状と課題） 

現在の経営分析は、金融指導や決算指導時において把握した情報から分析したものを

配布するに留まっており、経営課題のために十分な活用は出来ていなかった。 
小規模事業者が持続的発展を図るためには、経営状況を正確に把握することが必要で

ある。 
 
（今後の取組み） 
経営情報は、企業の抱える経営課題を把握する上で非常に重要であることから、経営

指導員等の巡回・窓口相談時やよろず支援拠点等を活用し、経営分析等を実施する。分

析結果に基づき経営改善等の情報提供を行うとともに、商工会職員間で情報を共有する。

また、業種別・業態別に共通する経営課題があればセミナーの開催等を通じて、経営課

題を認識するとともに、ネット de記帳等から小規模事業者等の経営実態の把握を行う。
課題の認識、実態の把握内容から、専門的な課題、長期的な課題等については、北海道

商工会連合会、北海道よろず支援拠点等と連携し、北海道、地域金融機関、中小企業整

備基盤機構等の協力のもと、小規模事業者の抱える経営上の悩みに対して早期解決に向

けたサポートを行う。 

 

（事業内容） 

（１）巡回訪問やセミナー等による小規模事業者の経営分析 
巡回訪問、経営課題解決セミナーの開催、経営・金融の相談会において、次の①、②、

③などの分析により、個別の経営課題を抽出する。また、小規模事業者の総合的判断を

基に市場浸透、市場開拓、製品開発、多角化のカテゴリー別にピックアップし、後述３．

事業計画策定に繋げる。 
① 財務分析においては、収益性・生産性・安全性について分析することにより、課題
の抽出を行い、事業計画策定や経営力向上に活用する。 

② 顧客分析においては、現状の取引先との取引状況の推移や比較等の分析をし、ター
ゲット市場に対しての強み・弱みなどの分析をすることにより、販売計画や新市場

開拓計画策定に活用する。 
③ 設備分析においては、企業が有する設備状況により、生産能力や衛生面における課
題等を把握し、商品生産や販路開拓に対応していき経営方針の方向づけや事業計画

策定に活用する。 
 
【カテゴリー化】 
ⅰ市場浸透～今まで販売していた市場へ今まで販売していた商品やサービスを販売し続ける事 
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で市場浸透を進める事により、シェアの拡大を図る。 
ⅱ市場開拓～今まで販売していた市場以外の市場（新しい顧客層や未開拓の地域など）に今ま 

で販売していた商品やサービスを投入する事により、成長を図る。 
ⅲ製品開発～今まで販売していた市場に従来販売していた商品やサービスとは全く異なる新し 

い商品やサービスを投入する事により、成長を図る。 
ⅳ多角化 ～今まで販売していた市場以外の市場に従来の商品やサービスとは全く異なる新し 

い商品やサービスを投入する事により、成長を図る。 
 
（２）専門家派遣の活用による経営分析 
併走型支援における経営分析において、内的・外的要因での高度な課題などの対応に

専門知識が必要な場合は、国の施策であるミラサポの専門家派遣事業や北海道商工会連

合会のエキスパートバンク事業等を積極的に活用し、各種分析手法を活用した経営分析

により、企業の経営体力、経営資源等を把握し、小規模事業者の経営改善、経営発達に

向けた事業計画の策定に繋げる。 
 
（３）ネット de記帳の活用による経営分析 
 ネット de記帳を活用した記帳データ等を活用し、収益性や安全性、生産性等の財務分
析を行い、計数把握による経営状況を説明することで、課題抽出の意識付けを行い、 小

規模事業者の経営改善、経営発達に向けた事業計画の策定に繋げる。 
 
（４）経営分析後のフォローアップ 
経営分析結果をもとに個々の企業の経営課題を抽出するとともに、企業の経営体力、

経営資源、将来性を考慮した指導・助言を実現する。 
 

（目標）  

経営分析を行うとともに、定期的なフォローアップ診断により、小規模事業者の強み・

弱みの明確化を図り、事業者自らがその事を認識できるよう支援していく。 
支援内容 現状 H29 H30 H31 H32 H33 

経営分析巡回訪問 
（経営分析対象事業者×巡回数 6） 

1 42 42 42 42 42 

ネット de記帳分析件数 10 10 11 11 12 12 

経営分析件数 1 7 7 7 7 7 

フォローアップ診断件数 0 1 7 14 21 28 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（現状と課題） 

これまでの小規模事業者に対する事業計画の策定支援は、巡回訪問、窓口相談等での

各種補助金の活用や金融支援等の機会を通じて実施するなど受動的取り組みにとどまっ

ていた。 
 
（今後の取組み） 
今後は、事業者が経営課題を解決するため、経営分析等の結果を踏まえ、小規模事業
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者の事業承継や創業・第二創業に向けた事業計画策定支援及び北海道、北海道商工会連

合会、専門家等と連携し、商工会からの巡回指導を中心とした積極的な提案による需要

を見据えた伴走型の指導・助言を行い、小規模事業者の事業の持続的発展を図る。 
 また、事業の持続的な発展、時代ニーズに対応した事業形態への転換等に必要な資金は、
「小規模事業者経営発達支援融資制度」を活用し、円滑な資金繰りを支援する。経営者

の高齢化等による廃業が想定される小規模事業者に対し、積極的な事業承継の推進と、

既存の小規模事業者への事業承継による事業拡大の推進を図るとともに、積極的な提案

による需要を見据えた伴走型の指導・助言を行い、小規模事業者の事業の持続的発展を

図る 
 

（事業内容） 

（１）セミナー、相談会による事業計画策定支援 
前述２．経営分析でピックアップした小規模事業者（既存事業所）に対して事業計画

策定セミナーを開催するとともに、個別相談会においては、前述１．経済動向調査や後

述５．需要動向調査により得た結果や情報を活用し、カテゴリー別に合った計画策定支

援を行う。 
ⅰ市場浸透 
カテゴリー 

今ある商品及びサービスを現市場で今以上に浸透させ拡充していくこ

とを主とした事業計画を策定する。 
ⅱ市場開拓 
カテゴリー 

今ある商品及びサービスを新規の市場参入及び顧客獲得していくこと

を主とした事業計画を策定する。 
ⅲ製品開発 
カテゴリー 

今ある市場に対して新商品や新サービスを開発し既存顧客の維持及び

新規顧客の獲得していくことを主とした事業計画を策定する。 
ⅳ多角化 
カテゴリー 

現状の市場及び顧客を維持させ、新たな市場参入や新商品・新サービ

スを開発し新分野を視野に入れた事業計画を策定する。 
 
加えて、前述の１．経済動向調査で得た事業所の状況をもとに事業承継に関する計画

策定も支援していく。 
創業・第二創業については関係支援機関と連携し地域内外に希望者の掘り起こしを行

い開廃業率の改善や空き店舗の解消に向けた取組みを行う。 
また、必要に応じてミラサポなどの専門家と連携して事業計画策定を商工会が小規模

事業者と伴走しながら支援する。 
 
（２）巡回訪問等による意識改革 
経営相談、巡回訪問時に、消費動向等のヒアリング（後述の５．需要動向調査の（１）

で行う。）に併せ、市場動向や補助金等の情報提供を行うとともに、事業計画策定の必要

性について啓蒙・動機づけを行う。 
 
（３）円滑な計画策定による各種相談時や金融機関等の施策活用 
事業計画の円滑な策定を図るための資金計画を行い必要に応じて金融相談の他に持続

化補助金、ものづくり補助金等各補助金の活用を関係支援機関と連携して行う。 
また、策定した事業計画を着実に成長に繋げていくため「小規模事業者経営発達支援

融資制度」を活用し、円滑な資金繰りを日本政策金融公庫と連携し支援する。 
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（４）創業・第二創業による事業計画策定支援 
行政のホームページや広報誌、商工会のホームページ、創業支援機関と連携しながら

起業を目指す者の掘り起こしを進め、必要に応じて、ミラサポやよろず支援拠点等の専

門家派遣により創業計画策定支援を行う。また、「猿払村商業振興条例」において、設備

投資に必要な助成措置を行政と連携し行う。 
※猿払村商業振興条例・・創業者が店舗等の整備を行う場合、整備費用の 2分の 1（上限 1,000
万円）を助成する。 

 
（５）事業承継による事業計画策定支援 

 親族への事業承継を希望する地域内小規模事業者が以前に比べると割合が低い状況か

ら、従業員等の親族外承継によって、地域にとって、地域住民にとって必要な業種・業

態の確保が必要である。前述１．地域の経済動向調査で得た経営環境をもとに支援を行

い、必要に応じて、経済産業局、中小企業基盤整備機構、北海道商工会連合会、専門家

等の連携による円滑な支援を行う。 

 

（目標）  

小規模企業の持続的発展のためには、少ない経営資源を効率的に活用することが重要

であり、そのためには事業計画の策定が必須であるため、計画期間中に地域内３５企業

の計画策定支援を行う。 
支援内容 現状 H29 H30 H31 H32 H33 

策定セミナー・個別相談会 0 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

事業計画策定支援者数 0 7 7 7 7 7 

創業・第二創業支援者数 1 1 2 2 2 2 

事業承継支援者数 0 1 1 1 1 1 

 

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） 

これまで、小規模事業者への「事業計画」実施後の支援は、課題が生じた際の実施

に留まっていた。 
 

（今後の取組み） 
今後は、定期的に、行政の行う支援策等の広報を巡回指導と案内により周知すると

共に、４半期に１度巡回訪問し、計画実施後の進捗状況の確認を行う。必要に応じて、

事業計画の見直しや金融支援など、金融機関・専門家と連携し、各種情報の共有化を

図り、経営課題の解決に向け、事業承継、創業・第二創業等、必要な指導・助言によ

るフォローアップを実施する。 

 

（事業内容） 

（１）施策周知によるフォローアップ支援 
事業計画遂行にあたり、国、北海道、猿払村の行う支援策等の広報、案内により周知

し、フォローアップを実施する。 
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（２）巡回訪問によるフォローアップ支援 
事業計画の進捗状況を確認するため４半期に１度巡回訪問し、必要な指導・助言を行

うとともに、事業実施に障害がある場合は、その原因を分析し、計画の見直しを行い、

高度な課題に対してはミラサポなどによる専門家と連携し、小規模事業者と一体となっ

た伴走型支援を実施する。 
 

（３）個別相談会によるフォローアップ支援 

 巡回訪問による事業計画の進捗支援の他に専門家を招聘して、経営指導員と専門家に

よる計画の遂行を支援し、目標を達成していくために必要に応じて事業計画の見直しな

どのアドバイスを行うための相談会を実施する。 

 

（４）融資制度利用者へのフォローアップ支援 

 事業計画の進捗状況を確認するため４半期に１度巡回訪問し、前述の２．経営分析に

おいてカテゴリー別に分類した小規模事業者に対し事業計画の遂行状況を把握し必要な

支援を行うとともに、小規模事業者経営発達支援融資制度を活用している場合には、日

本政策金融公庫へ報告し、情報共有を図る。 

また、事業実施に障害がある場合は、重点的に巡回訪問を実施しその原因を分析し、

計画の見直しを行い、高度な課題に対してはミラサポなどによる専門家と連携し小規模

事業者と一体となった伴走型支援を実施する。 

 

（５）創業・第二創業者へのフォローアップ支援 

 事業計画の進捗状況を確認するため毎月１度巡回訪問し、必要な指導・助言を行うと

ともに、ネット de 記帳による計数的把握を義務づけ、基礎的支援を行う。事業実施に障

害がある場合は、その原因を分析し、計画の見直しを行い、高度な課題に対してはミラ

サポなどによる専門家と連携し、小規模事業者と一体となった伴走型支援を実施する。

 

（６）専門家の活用によるフォローアップ支援 

 専門的な知識や対応が必要な場合は、国の施策であるミラサポの専門家派遣事業や北

海道商工会連合会のエキスパートバンク事業等を活用し、専門家と連携しながら、小規

模事業者と一体となった伴走型支援を実施する。 

 

（目標）  

小規模企業の持続的発展のためには、少ない経営資源を効率的に活用することが重要

であり、そのためには、経営環境の変化に即応した見直しが必要である。計画期間中に

地域内３５企業のフォローアップ支援を行う。 
支援内容 現状 H29 H30 H31 H32 H33 

ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ支援事業者数 0 7 14 21 28 35 

ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ個別相談会 0 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

施策情報提供回数 0 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 
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５．需要動向調査に関すること【指針③】 

（現状と課題） 

これまでは、小規模事業者への巡回訪問を中心に、必要に応じて各機関が発行してい

る需要動向等の情報や暮らし応援商品券発行事業の実施時における利用分析結果を提供

することにとどまっていた。 
 
（今後の取組み） 
需要動向調査では、消費者ニーズを知るとともに、地域内企業の商品・製品、サービ

スに関する市場動向に対して、成長があるか、持続可能なのかを知ることが重要である

ため、業種・業態・商品・サービス別の需要動向の情報提供できるよう専門家等と連携

し調査を実施する。また、調査により得られた情報は広報や巡回訪問を中心として各企

業に提供するとともに、企業の経営体力、経営資源、将来性を考慮した指導・助言を実

現する。 
 

（事業内容） 

（１）外部情報ツールを活用した情報収集・分析・提供 

インターネットの活用（日経テレコン POS 等）や各種機関による消費・需要調査（家

計消費状況等）のツールにより情報を収集し、小規模事業者の目線「プロダクトアウト」

から消費者の目線「マーケットイン」にシフトする機会とするため、消費動向【売れ筋

商品等トレンド（日経テレコン POSEYES）、消費動向指数等（家計消費状況調査、消費者

意識基本調査）、商品開発・経営戦略事例（稚内信用金庫機関誌）】について分析を行い、

調査分析結果を巡回指導時に提供するとともに、小規模事業者（小売・サービス・製造

業）の売れ筋商品を参考にした新商品の開発、品揃えの改善による販路開拓など需要を

見据えた経営の促進を図るため経営分析、事業計画策定支援、事業実施支援、新たな需

要の開拓に寄与する事業に活用する。 

【支援対象者】 

 ・村内小売、サービス業、製造業 

【データ活用】 

・日経テレコン POSEYES は、食料品小売業の取扱商品の見直しに活用する。 

・消費者意識基本調査は、食料品小売業・製造業の既存商品やサービスのブラッシュ

アップに活用する。 

・稚内信用金庫機関紙は、飲食業、製造業の地域資源を活用した商品の開発等に活用

する。 

【提供方法】 

・月 1回の定期的な巡回訪問時及び商品開発の際や事業計画策定時に提供する。 

  

（目標）  

経営分析、事業計画策定、事業実施、新たな需要開拓を支援し、売上・利益の確保に

繋げる。 

支援内容 現状 H29 H30 H31 H32 H33 

外部情報収集 0 12 回 12 回 12 回 12 回 12 回 

分析提供支援件数 0 2 件 5 件 7 件 7 件 10 件 
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 ※外部情報収集・分析・提供は、地域ブランド「ホタテ」地域資源「さるふつ牛乳」を使用した商
品を取扱う３業種からピックアップし行う。 

  

（２）観光客の需要動向調査の実施 
人口減少・地域購買力が低下する中で、地域外からの来訪者を増加させることが重要

となることから、観光ニーズを把握するため、「道の駅さるふつ」において、個人観光客

をターゲットに地域ブランド「ホタテ」地域資源「さるふつ牛乳」を使用した料理や商

品に関するアンケート調査を行う。猿払村観光協会と連携し、観光ニーズ【観光客の属

性・購買動向、村内で提供している既存特産品（メニュー）の認知度・満足度（価格・

容量等）、既存特産品（メニュー）への要望、新商品（メニュー）の要望等】の分析を行

い、調査分析結果を巡回指導時に提供するとともに、小規模事業者（食品小売・飲食・

宿泊・製造業）のご当地商品の改良や新商品の開発、販路開拓など、需要を見据えた経

営の促進を図るため事業計画策定支援、事業実施支援、新たな需要の開拓に寄与する事

業に活用する。 

【支援対象者】 

  ・地域ブランド「ホタテ」地域資源「さるふつ牛乳」を使用した料理や商品を持つ

サービス、小売、製造業。 
【活用内容】 

・飲食、宿泊業は、ホタテラーメン、ホタテカレー、ホタテ飯（定食）の観光ニーズ

調査を行い、観光ニーズにあったメニュー・サービスの提供に活用する。 

・食品小売、製造業は、ホタテカレー（レトルト）、ホタテステーキ、ホタテ饅、ホ

タテソーセージ、ホタテチャウダー、ホタテ飯の素、ホタコロ（チーズ）の観光ニー

ズ調査を行い、観光ニーズにあった商品の改良や開発に活用する。 
  

（目標）  

経営分析、事業計画策定、事業実施、新たな需要開拓を支援し、売上・利益の向上及

び認知度向上に繋げる。 
支援内容 現状 H29 H30 H31 H32 H33 

観光ニーズ調査 0 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

分析提供支援件数 0 2 件 5 件 7 件 7 件 10 件 
※アンケート調査は、毎年 1 回、7 月開催の観光祭りで行う。猿払村観光協会と連携し、100 人程

度に聞き取る。 
 
（３）特産品の需要動向調査の実施 
猿払村と連携してふるさと納税の返礼商品について、支持される特産品、注文が集中

する時期や地域等を分析し、需要動向【特産品順位、男女、年齢、月次、四半期、年間、

都道府県別、価格帯別、感想コメント）】調査を行う。猿払村と連携しながら分析を行

い、調査分析結果を巡回指導時に提供するとともに、小規模事業者（小売・製造業及び

特産品の開発を目指す事業者）の新商品の開発、販路開拓など需要を見据えた経営の促

進を図るため事業計画策定支援、事業実施支援、新たな需要の開拓に寄与する事業に活

用する。 

【支援対象者】 
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  ・地域ブランド「ホタテ」地域資源「さるふつ牛乳」を使用した商品を提供してい

る食品小売業（２社）、製造業（５社）、旅館業（１社）の32セットメニュー。 

【活用内容】 

・ふるさと納税返礼品の市場にあった特産品の改良・開発及びインターネット販売等

の販路開拓に活用する。 

・製造計画や供給体制の管理に活用する。 
  
（目標）  

経営分析、事業計画策定、事業実施、新たな需要開拓を支援し、売上・利益の確保に

繋げる。 
支援内容 現状 H29 H30 H31 H32 H33 

特産品調査 0 4 回 4 回 4 回 4 回 4 回 

分析提供支援件数 0 8 件 8 件 8 件 8 件 8 件 
※猿払村企画政策課と連携し、四半期に１度実施する。 
 
（４）消費者ニーズ調査の実施 
村内事業者の６割を超える事業者（小売業・飲食業・サービス）は地域内商圏が主だ

った小規模事業者であり、常に変化していく地域消費者ニーズに対応していくことは持

続的発展に必要なため、消費者ニーズ調査を実施し、消費動向【顧客属性、家族構成、

商店街の利用頻度、購入商品・サービス、品揃え、価格、接客、個店・商店街への要望

等】や地域住民の消費者ニーズについて情報収集を行う。専門家と連携しながら分析を

行い、調査分析結果を巡回指導時に提供するとともに、以下の手順で該当する小規模事

業者（家電、食料品、衣料品小売・サービス業）の需要を見据えた経営の促進を図るた

め事業計画策定支援、事業実施支援、新たな需要の開拓に寄与する事業に活用する。 

 

＜調査の詳細及び調査結果の活用手順＞ 

 ①調査対象 村内1,200世帯の10％である120世帯 
（猿払村と連携しながら村の広報誌に調査票を折込み配布） 

 ②調査品目 村内企業の取扱食料品（生鮮・一般）、衣料・身の回り品（実用衣料・高

級衣料・靴・カバン）、家具・什器（家具・インテリア・家電）、文化品

他（時計・眼鏡・カメラ・医薬品・化粧品・書籍・文具・楽器・CD・ス
ポーツ用品）、理美容、外食 

 ③調査内容 
  ・品目別購入場所（村内商店、村外、近隣都市大型店、インターネット・テレビ販

売、宅配等）、品目別品揃え・価格・接客満足度、村内・村外での購買頻度（その

理由）、来店交通手段、村内にあれば購入する商品・あっても購入しない商品 
 ④調査結果の分析 各調査項目をクロス集計による分析 
 ⑤調査結果の提供 巡回指導時に提供 
 

＜活用方法＞ 

 ①小売業（家電・食料品・衣料品） 

  調査した品目別に、消費者ニーズと商品ラインナップのミスマッチをあぶり出し、
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消費者ニーズに合致した仕入れや適正な商品管理により、利益率の向上に繋げる。

また、購買流出が止まらない現状から、村外への購買動向を把握するとともに、商

品・サービスを村外で（近郊の量販店、インターネット通販等）購買している理由を

抽出し、品目・サービス別に量販店等に対抗できる販売戦略（ターゲット、コンセプ

ト等）を経営分析による強み、弱み、ニーズ調査から見出し新たな需要の開拓を図る

 

 ②サービス業（飲食・旅館、ホテル） 

  調査結果から、サービス内容、料金、接客などの見直しの機会とし既存顧客の維持

や新たな顧客の獲得及び売上向上に繋げる。 
 
（目標）  

経営分析、事業計画策定、事業実施、新たな需要開拓を支援し、売上・利益の確保に

繋げる。 
支援内容 現状 H29 H30 H31 H32 H33 

消費者ニーズ調査 0 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

分析提供支援件数 0 2 件 5 件 7 件 7 件 10 件 

 
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） 

これまで、小規模事業者に対する販路開拓等の支援は、物産展開催・参加等に関する

周知活動にとどまっていた。 
 
（今後の取組み） 
今後は、地域ブランド「ホタテ」を活用した乳製品、水産加工品等の販路拡大のため

のマーケティングや認知度向上を図るため、ITを活用した積極的情報発信を行うととも
に、消費者ニーズや需要動向に基づき、専門家や北海道商工会連合会、中小企業基盤整

備機構などと連携し、地域内での販売機会の拡大と地域外での物産販売等の積極的参加

や大規模展示会、商談会等への積極的出展を支援する。 

 

（事業内容） 

（１）マスメディアや ITを活用した需要開拓支援 
マスメディア（HP・新聞・雑誌・テレビ等）を利用し、商品（地域ブランド「ホタテ」
を使用した商品やご当地オリジナル商品）やイベントなどの情報提供やフェイスブック

やツイッターなどの SNSを利用した宣伝活動支援を行い、地域内外での小規模事業者の
需要の開拓、売上の拡大を図る。そのほか、全国商工会連合会によるホームページ作成

支援ツール「SHIFT」や「ニッポンセレクト.com」を活用し、全国に向けて商品情報を
発信し、新たな販路拡大に繋げる。 

 
（目標）  

宣伝活動や情報発信支援により売上の拡大及び新たな販路拡大に繋げる。 

支援内容 現状 H29  H30 H31 H32 H33 

宣伝活動支援者数者数 0 1 3 5 7 10 
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売上前年対比２％増を達成した件数 0 1 1 2 3 5 

SHIFT 登録事業者数 0 1 3 5 7 10 

売上前年対比３％増を達成した件数 0 1 1 3 5 5 

ニッポンセレクト登録事業者数 1 1 2 3 4 5 

売上前年対比３％増を達成した件数 0 1 1 2 3 3 
※毎年、前年対比 2～3％の売上拡大を目指す。 

 

（２）需要動向に基づく商品開発及び販路開拓支援 
地域ブランド「ホタテ」を使用した既存商品やご当地オリジナル既存商品を持つ小規

模事業者の商品改良及び新しい商品開発を支援するため、需要動向調査の分析結果を基

に、猿払村や猿払村観光協会と連携し、支援を行う。開発（改良）した商品等は、「観光

まつり」や「道の駅まつり」等のイベントや展示即売会等で試食会を行い、併せてアン

ケート調査を実施し分析を行う。調査結果は小規模事業者へフィードバックし商品力の

向上による販路開拓支援に繋げる。また、地域住民に、商品や新商品等の認知度の向上

を図るとともに愛着を深めてもらうことで、販路の開拓、売上の拡大に繋げる。 
 
（目標）  

新商品等の開発支援を行い、需要の開拓、売上の拡大に繋げる。 

支援内容 現状 H29  H30 H31 H32 H33 

新 商 品 開 発 事 業 者 支 援 0 2 2 2 2 2 

試食アンケート調査 0 1 1 1 1 1 

 
（３）展示会・商談会等への参加支援 
地域ブランド「ホタテ」を使用した商品やご当地オリジナル商品を都市圏（東京・札

幌・旭川等）において開催される物産展【さっぽろオータムフェスト（さっぽろオータ

ムフェスト実行委員会）、北の恵み食べマルシェ（北の恵み食べマルシェ実行委員会）、

ニッポン全国物産展（全国商工会連合会）】や展示会・商談会【北の味覚、再発見（北海

道商工会連合会）、】へ出展し、小規模事業者が地域ブランド「ホタテ」を使用して開発

した商品（特産品）のＰＲ及びその商品（特産品）の販路開拓と認知度向上を図るため、

猿払村や関係団体と連携し、ビジネス機会の創出に繋がる出展支援を行い、需要の開拓、

売上の拡大を図る。また、出展することによりバイヤーや消費者から出された率直な意

見や課題に対し、商工会が伴走型支援を行い、必要に応じて専門家を活用しながら課題

の解決に取り組み、小規模事業者の受注件数や売上の増加に繋げる。 
 
（目標）  

ビジネス機会の創出に繋がる出展支援を行い、販路の開拓、売上の拡大に繋げる。 

支援内容 現状 H29  H30 H31 H32 H33 

展示会等の出展事業者支援 0 1 3 3 3 3 

展示会等商談成立件数 0 3 9 9 9 9 
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Ⅱ地域経済の活性化に資する取組 

（課題と取組概要） 

 これまで、中心市街地の商業を活性化させるため、鬼志別商店会、商業振興協同組合

が中心となって、カード事業や各種売出し等を実施してきたが、平成２６年中に両組織

が相次ぎ解散に至ったため、商工会が前面に立って商業活性化に積極的に取り組む必要

がある。 

 商工会商業部会で実施している従前の年末連合大売出し事業をブラッシュアップし、

行政と連携しながら、魅力あるイベントを展開し、参加する事業所の売上維持を図る。

 行政・猿払村漁業協同組合・東宗谷農業協同組合と連携し、中心商店街での買い物に

よる集落間交流人口の増進を図り、また、国や行政、専門家等と連携し、中心市街地の

コミュニティの再生につながる調査研究を実施し、空き店舗、事業承継、創業等の問題

を解決する策を講じ、まちなかの賑わい創出事業を行う。 

 

（事業内容） 

（１）納涼ビアガーデンの内容を充実させ、参加者で作り上げるイベントとして、行政

と連携しながら、夏のひと時を楽しく演出し、集落間交流人口の増加とマンネリ化の解

消を図り、小規模事業者の売上向上に繋げる。 

 

（２）年末連合大売出しの内容を充実させるため、東宗谷農業協同組合と連携し、参加

店を増加させる魅力ある抽選会を開催することにより、集落間交流人口の増加と地域住

民のコミュニティの再生を図り、小規模事業者の売上維持に繋げる。 

 

（３）中心市街地のコミュニティ再生のため、また、生活に必要な業種を確保するため、

行政や専門家等で構成する「中心市街地商業再生協議会」の中で協議し、情報共有を図

り、コミュニティ複合商業施設の整備等、商業再生を図る上で必要な調査研究等を行い、

中心商店街の小規模事業者の売上維持・拡大に繋げる。 

 

（４）地域内循環型経済を構築するため、プレミアム付商品券事業を継続し、消費購買

力の流出を抑制するとともに地域通貨（商品券）を導入し、行政や関係団体で行う行事

の記念品等に使用を展開できるよう行政と連携しながら推進し、小規模事業者の売上維

持に繋げる。 

 

（５）現在、商品化されている帆立カレー、ソフト貝柱、ほたて飯等の特産品のほかに

さるふつブランド「ホタテ」を活用した新商品の開発をするため、行政や専門家と連携

しながら早期開発を進め、ふるさと納税や観光客の土産品のラインナップの充実を図り、

小規模事業者の売上拡大や地域知名度アップをすることで地域活性化に繋げる。 
 

（目標）  

 中心市街地の商業及びコミュニティの再生につながる賑わい事業を行い、小規模事業

者の売上維持・拡大に繋げる。 

支援内容 現状 H29  H30 H31 H32 H33 

納涼ビアガーデン参加者数 100 110 120 140 160 200 
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年末売出参加店 10 11 12 13 14 15 

プレミアム商品券購入者数 900 950 1000 1050 1070 1100 

 

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 
これまで、他の支援機関との連携については、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の機会に限られており、支援ノウハウ等の情報交換

は限定的なものとなっていたが、小規模事業者の持続的発展等を円滑に推進するため新

しい枠組みによる情報交換を行い支援ノウハウの向上を図る。 

 

（連携及び情報交換の内容） 
（１）地域産業との連携及び情報の交換 
猿払村、猿払村商工会、猿払村漁業協同組合、東宗谷農業協同組合が集まる「産業間

連携会儀」において、業界の情報提供、振興事業等について情報交換を年１回行うこと

により産業特性情報を共有し、地元の小規模事業者の事業に活かすことができる。 
 
（２）行政との連携及び情報の交換 
猿払村産業課と猿払村商工会で年２回開催する「地域振興会議」において、商工業振

興策や振興事業等について、意見・情報交換を行うことにより小規模事業者への支援メ

ニューの幅を広げることができる。また、猿払村、猿払村商工会、専門家等で「中心市

街地商業再生協議会」を設け、猿払村商業のあり方について、年４回意見・情報交換を

行い、商業及びコミュニティの再生に向けたアクションプランの策定を行う。 
 
（３）金融機関との連携及び情報の交換 
日本政策金融公庫主催による「経営改善貸付推薦団体連絡協議会」において、各地域

の経済動向と金融支援の状況等に関する情報交換、模範事例等の情報共有を年２回実施

することにより、新たな支援ノウハウにより小規模事業者の多様な支援ニーズに対して

適切に対応することができる。また、猿払村産業課と稚内信用金庫と猿払村商工会で年

１回開催する「中小企業振興資金事務担当者会議」において、地域の経済動向と金融支

援の状況等に関する情報交換を行い、小規模事業者の支援ニーズに対して適切に対応す

ることができる。 
 
２．経営指導員等の資質向上等に関すること 
当商工会は小規模商工会であり、経営指導員の小規模企業支援能力はもちろん、産業

間連携のためのコーディネート能力、提案力が求められる中で経営指導員を始めとする

職員は事業の効果的・効率的に支援業務に従事できるよう下記の研修を受講し資質向上

を図る。 
 
（資質向上の内容） 
経営指導員：中小企業大学校における「中小企業支援担当者研修」を年１回受講する

とともに、北海道商工会連合会の「業種別支援能力強化研修」、「専門分

野別支援能力強化研修」により質の高い経営支援を提供する。 
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補 助 員：北海道商工会連合会が実施する「ブロック研修」を年１回、「専門研修」

を２年に１回受講することにより経営指導員の補佐的役割としての小規

模事業者への支援スキルの向上を図る。また、全国商工会連合会が実施

する「Web 研修」は、これまで経営指導員のみが受講していたが、今後
は補助員も積極的に受講することにより、販路開拓支援など高度なスキ

ルの習得と様々な支援事例等を参考にノウハウの蓄積、向上を図り、小

規模事業者への支援に対応できる体制を構築する。 
記帳指導職員：北海道商工会連合会が実施する「情報化支援システム研修」を受講する

ことにより、記帳指導による財務分析から税務・金融スキルの習得と情報

収集スキルの向上を図る。 
 
（職員間の情報共有） 
これまでは、支援係る情報等は経営指導員に集中して蓄積される傾向であったが、小

規模事業者の経営分析結果、支援経過や地域内外の成功事例、支援ノウハウ等を商工会

基幹システム等によりデータベース化し共有することで、組織としての支援を行い、職

員の異動等で支障が生じないよう体制を整える。また、職員間による知識共有を図るた

め、専門家や経営指導員とともに、補助員等の職員が小規模事業者を支援する実践を通

じて、指導・助言内容、情報収集方法を習得するため定期的な「支援スキル向上研修」

を開催する。また、支援経験の浅い職員については、ＯＪＴにより経営支援の機会を与

え伴走型の支援能力の向上を図る。 
 
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
証を実施する。 
 
（評価及び見直し内容） 
（１）中小企業診断士（１人）、猿払村（産業課２人／課長・係長）の有識者により、年

１回、事業実施状況、成果の評価・見直し案の提示を行う。 
 
（２）上記の有識者と連携し、総務委員会で各年度の評価・見直しの方針を決定する。

 
（３）事業の成果・評価・見直しの結果については、理事会へ報告し、総会で承認を受

ける。 
 
（４）事業の成果・評価・見直しの結果を猿払村商工会の総会資料やホームページで計

画期間中公表する。（http://www.shokokai.or.jp/01/0151111000/index.htm） 
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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 

猿払村商工会経営指導員が総括・実務責任者となり、補助員、記帳指導職員が補佐す

る体制とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）連絡先 

猿 払 村 商 工 会 

・住 所 〒098-6231 北海道宗谷郡猿払村鬼志別東町 1番地 

・電 話 01635-2-3076 

・ＦＡＸ 01635-3-4062 

・e-mail sarufutu@rose.ocn.ne.jp 

 

総会

理 事 会 
会 長 １人 
副会長 ２人 
理 事１２人 

監事２人 

・総務委員会 
・金融委員会 
・労務委員会 
・街づくり委員会 

事務局 

・商業部会 
・青年部 
・女性部 

○経営指導員１人 
 （堀籠光雄） 
・経営発達支援事業の全般を統括し、役割

分担、支援方針と事業計画の明確化等を担

当。また、対象事業者の課題を明確化し課

題解決に必要な支援を計画する。また、必

要に応じて支援機関と連携し、併走支援を

行う。 

○補助員１人 
（小原健太） 
経営指導員の業務をサポートしながら支援

技術の向上を図る。 
○記帳指導職員１人 
（木村友哉） 
経営指導員の業務をサポートしながら支援

技術の向上を図る。 



２３ 
 

（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 12,904 11,904 11,904 11,904 11,904

 

経営改善普及事業 
旅費 

指導事務費 

小規模事業施策普及費 

伴奏型小規模事業者 

支援推進事業 
 

地域振興事業費 
商業振興費 

指導強化対策費 

記帳機械化対策費 

 

 

1,229

500

600

29

1,150

10,625

9,750

725

150

1,229

500

600

29

150

10,625

9,750

725

150

1,229

500

600

29

150

10,625

9,750

725

150

1,229 

500 

600 

29 

150 

 

10,625 

9,750 

725 

150 

1,229

500

600

29

150

10,625

9,750

725

150

（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、村補助金 

 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 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みに関すること 

８．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み 

 

連携者及びその役割 

１．中小企業庁 

代表者：中小企業長官 宮本 聡 

住 所：東京都千代田区霞ヶ関１丁目３番地１ 

役 割：ミラサポによる専門家派遣、施策普及支援 

２．北海道経済産業局 

代表者：北海道経済産業局長 児嶋 秀平 

住 所：札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎 

役 割：施策普及支援、情報提供 

３．北海道 

代表者：北海道知事 高橋 はるみ 

住 所：北海道札幌市中央区北３条西６丁目 

役 割：施策普及支援、経済動向調査 

４．猿払村 

代表者：猿払村長 伊藤浩一 

住 所：北海道宗谷郡猿払村鬼志別西町１７２－１ 

役 割：施策普及支援、経済動向調査、特産品開発・販路開拓支援、情報発信 

５．日本政策金融公庫旭川支店 国民生活事業 

代表者：事業統括 斉藤 清和 

住 所：北海道旭川市４条通９－１０７４－１２ 

役 割：金融支援、経済動向調査、情報共有 

６．稚内信用金庫 鬼志別支店 

代表者：支店長 赤瀬義範 

住 所：北海道宗谷郡猿払村鬼志別南町１８３ 

役 割：金融支援、経済動向調査、情報共有 

７．独立行政法人中小企業基盤整備機構 北海道本部 

代表者：本部長 戸田 直隆 

住 所：北海道札幌市中央区北２条西１丁目１番地７ 
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役 割：専門家派遣、施策普及支援、経営分析支援、情報発信、情報共有 

８．北海道よろず支援拠点 

代表者：コーディネーター 中野 貴英 

住 所：北海道札幌市中央区北１条西２丁目 

役 割：専門家派遣、経営分析支援、情報発信、情報共有 

９．猿払村観光協会 

代表者：会長 鳥谷部徹雄 

住 所：北海道猿払村浜鬼志別２１４－７ 

役 割：情報発信、情報提供 

10．猿払村漁業協同組合 

 代表者：組合長 安田順一 

 住 所：北海道宗谷郡猿払村浜鬼志別 

 役 割：特産品開発・販路開拓支援、情報発信、情報共有 

11．東宗谷農業協同組合猿払支所 

代表者：組合長 佐藤裕司 

住 所：北海道宗谷郡猿払村鬼志別西町５１ 

役 割：特産品開発・販路開拓支援、情報発信、情報共有 

12．株式会社 コムズワーク（専門家／中小企業診断士） 

代表者：代表取締役 竹之内久 

住 所：北海道札幌市西区北１２丁目７－１０ 

役 割：調査・分析、中心市街地商業・コミュニティ再生計画策定、情報発信、情報共有 

13．北海道商工会連合会 

 代表者：会長 荒尾孝司 

 住 所：札幌市中央区北 1条西 7丁目プレスト１．７ビル４階 

 役 割：専門家派遣、人材育成事業、特産品開発事業、情報発信、情報共有 
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 
１．経営改善普及事業 
２．地域活性化事業 

経営発達支援事業 理事会 
常任委員会 
（総務・金融・労

務・街づくり） 

部会 
（商業部会） 

青年部 
女性部 

中小企業庁 
北海道経済産業局 
北海道 
猿払村 
日本政策金融公庫 
北海道商工会連合会 
稚内信用金庫 
中小企業基盤整備機構 

猿払観光協会 
猿払村漁業協同組合 
東宗谷農業協同組合 
各関係機関 

計画・実行 

見直し・改善 

連携

販路開拓・新商品開発事業 
事業承継、創業・第二創業事業

地域イベント事業 
中心市街地活性化事業 事務局 

調整 


