
経営発達支援計画の概要 

実施者名 利尻町商工会（法人番号 2450005003083） 

実施期間 平成 29 年 4 月 1日～平成 34 年 3 月 31 日 

目標 

１．将来にわたり地域経済の活力を失わないために、小規模事業者の経営力強化並びに事業承継・

創業・第二創業への支援を行い、安定した仕事の創出と雇用の維持を図り、小規模事業者が持

続的に経営できる体制づくりを目指します。 

２．観光によるまちづくりへの取り組みの推進と観光交流の拡大を目指し、地域活力の維持・地

域コミュニティ及び地域経済の活性化を図るとともに、小規模事業者の経営環境の改善を図り

ます。 

事業内容 

Ⅰ.経営発達支援事業の内容 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

  （１）小規模事業者への景気動向調査の実施 

  （２）関係機関の経済動向調査資料の収集及び提供 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

  （１）巡回訪問等による経営分析 

  （２）専門家派遣による経営分析 

  （３）ネット de 記帳を活用した経営分析 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

  （１）事業計画書策定者の掘り起こし 

  （２）事業計画セミナー及び個別相談会の開催 

  （３）円滑な事業承継・創業・第二創業に向けた支援 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

  （１）事業計画策定後の定期的なフォローアップの実施 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

  （１）観光客へのニーズ調査の実施 

  （２）展示商談会におけるニーズ調査の実施 

  （３）日常生活の消費者ニーズ調査の実施 

（４）消費動向調査情報の収集、分析及び提供 

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）関係機関が主催する商談会・展示会への出展支援 

  （２）インターネット販売の活用による販路拡大 

  （３）ふるさと納税返戻品を活用した販路拡大 

 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組み 

１．地域資源を活用した観光地域づくりによる地域経済活性化への取組み 

  （１）「観光開発部会」を設置し、観光交流拡大による地域経済活性化の方策の検討 

  （２）「体験・滞在型観光の転換による地域活性化」への取組み 

２．地域資源を活かした特産品開発の取組み 

 

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み 

 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 

    小規模事業者への経営支援に対して、的確な課題分析や効果的アドバイスを提示するた

め、他の支援機関と定期的に情報交換を行い、支援事例の共有化を図るとともに支援能力

の向上に努める。 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

    伴走型支援を実施するため、北海道商工会連合会や中小企業大学校等が主催する各種、

専門的研修会に年1 回以上参加し支援能力の向上を図るとともに、得られた知識、ノウハ

ウ等は、月1 回職員会議を開き報告し、全職員で共有する。 

 ３．事業の評価及び見直しをするための取組みに関すること 

    基本計画に記載の事業の実施状況及び成果について、行政及び観光協会等の有識者へ事

業成果の評価、見直し案の提示を行い、経営発達支援事業の実施効果を高める。 

連絡先 
〒097-0401 北海道利尻郡利尻町沓形字本町 53-1 

利尻町商工会 電話：0163-84-2210 
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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 

 

【利尻町の概要】 

  利尻町は北海道の最北端にある稚内市から、海上を 53km 隔てた利尻島の西南部に

位置しています。島の中央には 1,721m の利尻富士とも呼ばれる利尻山があり、利尻

富士町と接しています。また、利尻町の西方向は日本海、そして西北方向には利尻島

の姉妹島である礼文島があります。 

北海道本土との交通アクセスは稚内～利尻島（鴛泊）間のフェリーと利尻～札幌（丘

珠）、利尻～千歳間の航空機で結ばれております。又、礼文島と利尻島間もフェリー

で結ばれております。 

気候は、冬期間の季節風が強く、典型的な北方離島の厳しい自然状況下にあります

が、対馬暖流の影響下にあり四季を通じて夏は涼しく冬は積雪も少なく比較的温暖な

気候に恵まれております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

稚内港　⇔　利尻島（鴛泊港） 約1時間40分～50分
利尻島（鴛泊港）　⇔　礼文島（香深） 約45分
利尻島（沓形港）　⇔　礼文島（香深） 約40分
丘珠空港（札幌市）　⇔　利尻空港 約55分
新千歳空港　⇔　利尻空港 約55分

飛行機

フェリー

アクセス

 
 

 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年
最高気温( °C) -2.0 -1.7 1.8 7.6 12.6 17.0 21.1 23.1 20.2 14.2 6.6 0.7 10.1
平均気温( °C) -4.3 -4.1 -0.7 4.6 9.1 13.4 17.6 19.8 16.8 11.2 3.9 -1.7 7.1
最低気温( °C) -6.8 -6.9 -3.5 1.5 5.6 10.0 14.4 16.8 13.0 7.9 1.0 -4.2 4.0
降水量(mm) 60.4 43.9 37.7 43.4 67.8 49.4 86.9 108.2 111.7 127.9 109.6 72.8 923.6

1981年から2010年の平均値

 
（資料データ 気象庁）

 

利尻町
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【利尻町の現状と課題】 

１．人口の推移 

  利尻町の人口は 1955 年（S30）の 10,025 人をピークに漁業の主体であった鰊漁業

の衰退と若年層の都市への流出等で人口の減少が続き、現在の人口は 2,300 人を下廻

っており、さらに少子高齢化が進行する中、3 人に 1 人が高齢者となっており、人口

減は地域経済において極めて深刻な課題であります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人口 構成比 人口 構成比 人口 構成比 人口 構成比 人口 構成比 人口 構成比 人口 構成比

14歳以下 967 16.6% 743 13.9% 564 12% 536 13.1% 365 10.7% 300 10.2% 241 9.3%

15～64歳 3,911 67.1% 3,652 68.2% 3,046 64.6% 2,596 63.2% 2,072 60.6% 1,656 56.1% 1,465 56.6%

65歳以上 950 16.3% 957 17.9% 1,104 23.4% 972 23.7% 980 28.7% 995 33.7% 884 34.1%

合計 5,828 100% 5,352 100% 4,714 100% 4,104 100% 3,417 100% 2,951 100% 2,590 100%

H.22年S.55年 S.60年 H.2年 H.7年 H.12年 H.17年

 
（資料データ 国勢調査）
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２．産業別就業者 

  本町の基幹産業は水産業でありますが、観光業も水産業に次ぐ地域経済の活性化に

つながる重要産業であります。産業別就業者構成比は、第 1次産業が減少し第 2次お

よび第 3 次産業の割合が高くなっており 2010 年にはおよそ半分が第 3 次産業就業者

で占められています。 

  人口減少に伴っていずれの就業者数も減少傾向にありますが、第 1次産業就業者数

の減少が顕著で 2010 年の就業者数は 1985 年（S60）の約 24%となっており、これは利

尻町の基幹産業のひとつである漁業者数の減少であり深刻な状況であります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1985年（S60） 1990年（H2） 1995年（H7） 2000年（H12） 2005年（H17）

人口 構成比 人口 構成比 人口 構成比 人口 構成比 人口 構成比 人口 構成比

第1次産業 2,249 64.7 1,958 64.5 1,300 50.3 836 40.0 590 34.5 539 32.7

第2次産業 356 10.2 312 10.3 374 14.5 365 17.5 263 15.4 278 16.9

第3次産業 871 25.1 764 25.2 911 35.2 890 42.6 859 50.1 832 50.5

合計 3,476 100 3,034 100 2,585 100 2,091 100 1,712 100 1,649 100

2010年（H22）

 
（資料データ 国勢調査）
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３．観光客の入込状況 

  利尻島は、1974 年（S49）9 月に利尻礼文サロベツ国立公園に指定されて以来、最

北の離島という豊かな自然環境から礼文島とともに全国に知られ、多くの観光客が訪

れるようになりました。利尻島の観光は 5 月～9 月までに観光客が集中する夏季集中

型であり全体の 8割以上を占めています。年々増え続けた観光客も平成 15 年の 27 万

人をピークに減少傾向にあり平成 27 年度には 13 万 2 千人まで減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成27年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
入込総数 4,100 10,300 28,200 27,600 24,900 23,600 7,300 1,600 1,600 1,000 1,000 1,600 132,800
内道外客 1,800 5,600 16,100 11,000 5,500 11,100 4,600 0 0 0 0 0 55,700
内道内客 2,300 4,700 12,100 16,600 19,400 12,500 2,700 1,600 1,600 1,000 1,000 1,600 77,100
内日帰客 3,400 8,300 22,200 21,400 19,700 19,200 5,800 800 1,300 700 700 1,100 104,600
内宿泊客 700 2,000 6,000 6,200 5,200 4,400 1,500 800 300 300 300 500 28,200

宿泊客延数 800 2,200 6,600 6,800 5,700 4,800 1,700 900 400 400 400 600 31,300  
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平成27年度 5月～9月 10月～4月 合計
入込人数 114,600 18,200 132,800
割合 86% 14% 100%  

（資料データ 宗谷総合振興局産業振興部商工労働観光課）

 

区分
年度 計 道外客 道内客 日帰り客 宿泊客
H13 266,500 162,900 103,600 190,300 76,200 110.2
H14 266,800 154,400 112,400 189,500 77,300 100.1
H15 270,500 162,000 108,500 200,600 69,900 101.4
H16 248,600 145,100 103,500 199,300 49,300 91.9
H17 224,800 126,300 98,500 180,400 44,400 90.4
H18 216,800 120,400 96,400 178,300 38,500 96.4
H19 197,100 105,200 91,900 160,700 36,400 90.9
H20 189,000 98,000 91,000 152,700 36,300 95.9
H21 175,900 88,900 87,000 143,200 32,700 93.1
H22 170,000 86,700 83,300 134,300 35,700 96.6
H23 150,100 74,200 75,900 119,200 30,900 88.3
H24 151,500 71,800 79,700 120,400 31,100 100.9
H25 155,700 71,300 84,400 124,600 31,100 102.8
H26 139,900 60,000 79,900 117,100 22,800 89.9
H27 132,800 55,700 77,100 104,600 28,200 94.9

前年度対比
（％）

観光客入込数 左の区分

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料データ 利尻町）
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【地域産業の現状と課題】 

１．漁業の現状と課題 

  本町の基幹産業である漁業を取り巻く環境は、自然環境の変化の影響により主要漁

種であるコンブ、ウニ、ホッケといった水産資源が低迷しており、漁業経営は厳しい

現況にあります。このことから、これまでの「獲る漁業」から「つくり育てる漁業」

への転換を図り、栽培漁業の振興や漁場の開発を推進してきました。引き続き「つく

り育てる漁業」を推進し、コンブ、ウニ、ナマコ等の養殖増産対策等の促進により資

源の適正管理に努め、徹底した水産物の品質管理、流通対策が大きな課題です。 

  又、漁業従事者については、利尻漁業協同組合調べの組合員数の推移をみると、平

成 12年の 455人に対し、平成 27年が 248人と 15年間で 207人約 50%も減少しました。

又60歳以上の組合員の割合は68%であるなど高齢化と漁業後継者の不足が深刻な問題

となっております。 

  このため、漁協、町、北海道、国が連携して、町内漁業後継者に加えて、漁業就業

希望者を島内、道内のみならず、全国漁業就業者支援フェア等での PR など全国から

募集し、漁業体験研修等のほか、着業時の報償金の支給や住宅などの支援事業を行っ

ており、27 年度末で島外からの新規着業者が 10 人になり、若年層の着業者が増えつ

つあり事業の成果が表れ始めております。 

  又、リシリコンブ生産量の占める割合が非常に高く、安定生産が見込める昆布養殖

漁業については、着業者の高齢化が特に進み、着業者が減少傾向にあり、このままで

はリシリコンブ全体の生産量にも影響が懸念されることから、養殖昆布漁業の共同化

など経営形態の見直しを含めた対策を講ずる必要があります。 

 

数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額
ホッケ 261 25,555 583 42,689 421 44,685 203 32,059 729 127,511
ナマコ 91 364,548 81 171,756 81 253,973 95 299,759 87 326,803
天然コンブ 33 68,623 146 289,977 64 205,086 222 432,406 87 193,303
養殖コンブ 154 303,836 209 409,025 30 86,679 172 352,200 179 372,590
ウニ 51 421,189 69 598,904 38 468,783 34 419,820 45 584,131
その他 141 66,682 208 78,234 166 61,738 140 76,283 214 69,592
合計 731 1,250,433 1,296 1,590,585 800 1,120,944 866 1,612,527 1,341 1,673,930

利尻町合計　数量：トン　金額：千円
主要魚種別漁獲高の推移

漁種
H23 H24 H25 H26 H27

 
（資料データ 利尻漁業協同組合）

 

２．観光業の現状と課題 

  利尻島の観光入込客数は平成 15 年度をピークに減少し、観光産業に大きな影響を

与えています。近年団体客から個人客へと変化し、観光ニーズも多様化するなか、地

域の独創性のある観光資源の創出や受け入れる側のホスピタリティの高揚など、受け

入れ体制の充実が求められています。 

  平成 31 年の 20 万人を目標に自然景観はもとより、産業連携を図り地元の地域資源

を見直し、新たな観光資源としての活用を図るとともに、見せる観光から「知る」「体

験する」といった多様なニーズに対応できるサービスの提供や体制の確立に努めてお

ります。また、海外からの観光客を受け入れるための誘致活動や受け入れ体制の整備

が急務です。 
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神居海岸パーク 

 
 
 

 

   

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

実数 割合
一人旅 707 件 12.2%
夫婦 1,424 件 24.5%
家族旅行（子供連れ） 1,142 件 19.7%
その他の家族（両親・姉妹など） 617 件 10.6%
親戚を交えた家族旅行 183 件 3.2%
友人・知人 946 件 16.3%
地域やサークル・団体の仲間 222 件 3.8%
仕事・職場関係 412 件 7.1%
その他 153 件 2.6%
合計 5,806 件 100%  

（資料データ 北海道経済部観光局 平成 23 年度観光客動態・満足度調査）

ウニ取り体験１ 

ウニ取り体験２ コンブ作り体験１ コンブ作り体験２ 
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実数 割合
旅行代理店（パッケージツアー等） 1,407 件 27.2%
旅行代理店（フリープラン等） 1,456 件 28.1%
個人での直接手配 2,316 件 44.7%
合計 5,179 件 100%  

（資料データ 北海道経済部観光局 平成 23 年度観光客動態・満足度調査）

 

３．商工業の現状と課題 

  町内の小売業・サービス業は、少子高齢化、人口の減少、大型店やコンビニエンス

ストアの進出、通信販売やインターネットの普及等により、商業環境が大きく変化し、

厳しい状況にあります。加えて、依然と続く過疎化の進行と後継者不足や高齢化によ

る廃業者及び空き店舗の数が増えてきている状況にあり、後継者対策や空き店舗の利

活用等、誘客施設と魅力ある商店街の形成に向けた早急な対策が必要であります。 

  水産加工業については、特産品である利尻昆布とウニの製造加工が中心でありいず

れも利尻島のブランド品であり特産品であります。 

  昆布は、「とろろ昆布」や「出汁昆布」又ウニは「ウニ一夜漬」や「生ウニの塩水

漬」が特産品として観光客やネット販売による販売促進が図られています。 

  建設業についても、公共事業の削減により経営不振が続いており、本町商店にも影

響が及んでいます。このため、建設業の経営体質の強化や新分野進出の促進を図ると

ともに、恵まれた地域資源を活用した商品開発と販売ルートの開拓により、地域経済

の活性化が必要です。 

 

 

【地域小規模事業者の現状と課題】 

 

  利尻町の小規模事業者数は 124 事業所（平成 28 年商工会実態調査）で、業種別構
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成比は、小売業 29.1%、飲食・宿泊業 26.6%、サービス業 13.7%の 3 業種で約 7割を占

め、その中にあって観光関連業に携わる商業者の割合も大きく、また 2割強が建設業

で土木建築のいわゆる公共事業に大きく依存している小規模事業者であります。 

  人口の減少、少子高齢化、観光客入込数の減少等、小規模事業者を取り巻く環境は

非常に厳しく、また後継者がなく高齢化による廃業等、空き店舗が増え当町において

も商店街の空洞化が進んでおります。商店街の地域コミュニティとしての果たす役割

も非常に大きいことから早急な取り組みが課題です。 

 

建設業 製造業 卸売業 小売業
飲食業
宿泊業

サービス業 その他 計

小規模事業者数 28 4 2 36 33 17 4 124
業種別構成比 22.6% 3.2% 1.6% 29.1% 26.6% 13.7% 3.2% 100%
（内会員企業数） 23 3 2 28 21 9 4 90

利尻町の小規模事業者数

 
（資料データ 平成 28 年商工会実態調査）

 

 

【利尻町商工会の現状と課題】 

 

１．利尻町商工会のこれまでの取組み 

利尻町商工会では、小規模事業者に対し経営指導員等による巡回・窓口相談等を通

じ、節税への提案・助言等を含めた税務指導、日々の記帳業務の改善等に向けた記帳

指導、月々の返済額や金利負担の軽減・資金繰りを重視した金融指導、労働保険事務

組合制度を活用した労務指導等の経営改善普及事業の取組みを積極的に推進してき

ました。また、平成 21 年度から地域住民の暮らしの生活支援と町外への消費購買流

出の防止並びに地元商店の消費拡大による地域経済の活性化を目的に利尻町内限定

で使える「利尻町プレミアム商品券発行事業」の実施やスタンプシール発行事業や大

抽選会・年金の日セール等を利尻ハマナススタンプ会の事務局として実施していま

す。 

平成 24 年度に地元利尻町商工会青年部員を中心に地元住民の有志からなる「利尻

町商店街活性化協議会」を設立し当会職員（経営指導員）が事務局となり、地元商店

街の利用促進や中心市街地の賑わいの創出などに向けた様々な地域振興事業を地元

住民も交えた形で展開しています。 

平成 27 年度に当町での民泊の導入及び民泊に連動する特産品・体験メニューの開

発検討を行うため、地元行政及び町内各関係団体等と連携し小規模事業者地域力活用

新事業全国展開支援事業の調査研究事業を行いました。 

当町は離島という立地に加え、少子高齢化・人口減少など非常に厳しい商業環境で

すが、上記の取組みを継続して積極的に推進してきたことから僅かではありますが小

規模事業者にも変化が見られるようになり、小規模事業者持続化補助金では、巡回指

導等を重ねてもこれまで 1 件も申請が出来ませんでしたが、平成 27 年度補正では 7

件の申請を上げ 6件が採択されました。 
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２．利尻町商工会の課題 

利尻町商工会では、経営指導員等による巡回・窓口相談等で受けた経営課題にその

都度対応してきました。しかし、こちらから事業主に具体的に聞き取り調査等を行い、

経営上の課題を抽出し分析するまでには至っていませんでした。今後は事務局 4人体

制と限られた人数の中で経営発達支援事業を実施するにあたり、多様化するニーズに

対応するため職員の能力・資質向上はもとより、経営課題・指導内容等を職員間で共

有し支援する体制の構築と関係機関等との連携強化を進め、小規模事業者の経営上の

課題や解決方法に商工会が寄り添って行う伴走型支援に向けての体制を整えること

が課題です。 

 

平成 21 年度から地域住民の暮らしの生活支援と町外への消費購買流出の防止並び

に地元商店の消費拡大による地域経済の活性化を目的に利尻町内限定で使える「利尻

町プレミアム商品券発行事業」を行政の支援を受け継続して実施していますが、一定

の消費効果は得られているものの、コンビニや大型ドラッグストア等での利用が多

く、業種の違いによる偏りも生じていることから緩和策についての検討が必要です。

また、インターネットの普及やコープさっぽろの宅配サービス「トドック」の普及、

コンビニや大型ドラッグストアの進出もあり購買力の流出の抑制ができないことか

ら、その対応策の検討が課題です。 

 

利尻ハマナススタンプ会（事務局：利尻町商工会）によるスタンプシール発行事業

では加盟事業所が減少し、抽選会等のイベントへの来場者数も減少しています。今後

は地元消費者に対し魅力的なイベントの開催を検討し、地元商店への利用促進及び売

上増加の好循環を生み出すことが課題です。 

 

地域内の少子高齢化や人口減少により、小規模事業者においても高齢化や後継者不

足が深刻な状況で毎年廃業についての支援を行っています。現在も数年後を目途に廃

業を検討している個人事業主も多くいることから、廃業についての支援と同時に事業

承継・創業・第二創業についての支援強化を図ることが課題です。 

 

 

【小規模事業者の中長期的な振興のあり方】 

 

  利尻町過疎地域自立促進計画（平成 28 年度～平成 32 年度）では、本町の町づくり

目標を「資源蘇生の町づくり」の実現を目指し、利尻町に存在する恵まれた資源を最

大限活用し、新たな魅力を創造するとともに活力ある町づくりを進めるとし、この実

現に向けて本町の有する潜在的な可能性を生かすため、本町には未利用の地域資源が

数多く存在し、その利活用による商品化やサービス化を図るとともに水産業や観光

業、商工業との連携を図りながら付加価値を高め、波及効果による新たな産業の創出

も図るとしております。 

  同計画の商工業や観光業の推進すべき主な施策は次のとおりです。 

 

 １）商工業 
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  ①原魚・原藻の安定した確保 

  ②地場特産品の調査 

  ③市場動向調査の実施やインターネット等を活用した販路の拡大 

  ④総合加工施設の整備推進支援 

  ⑤商店街の活性化と経営基盤の強化 

  ・商店街振興のために必要な整備（コンブロード・街路灯） 

  ・空き店舗を活用した活性化対策の推進 

  ・地域資源を活かした土産品開発 

  ⑥後継者の育成支援 

 

 ２）観光業 

  ①観光資源の開発・活用 

  ・漁業と連携した水産業施設等の見学対応化の推進 

  ・インタープリターの育成強化と密度の濃い島内ツアー実施体制の確立 

  ・ブランド特産品の更なる高付加価値対策の推進 

  ・地域ならではの食文化の観光資源化 

  ②観光情報の発信 

  ・観光案内業務から「島のコンシェルジュ（総合案内）」としての役割強化 

  ・豊富で利用価値の高い情報をリアルタイムで提供するインターネットの活用 

  ③受入体制の充実 

  ・漁業者、水産加工業者、商工業者が連携した観光産業への取組体制の構築 

  ・観光事業者による「ゆっくり島専科」をスローガンとした中長期滞在プランの 

創出（歴史・文化・芸術性を付加したプラン） 

  ・外国人観光客の受入体制の強化 

 

  利尻町商工会は前述した現状と課題を踏まえ、小規模事業者の中長期的な振興のあ

り方として、上記の利尻町過疎地域自立促進計画に基づく商工業・観光業の施策や「基

幹産業である水産業と観光業の連携によって生じる新たな観光資源を積極的に活用

し小規模事業者に活力を与える」ことなど、行政と関係機関団体と連携し、商工会が

策定する経営発達支援計画の効率的な実施を図り、小規模事業者の経営課題を解決す

ることで中長期的経営の持続的発展を目指します。 

 

 

【利尻町商工会における経営発達支援事業の目標】 

 

  上記の中長期的な振興のあり方を踏まえ、以下に本経営発達支援計画の目標を設定

します。 

 

  １． 将来にわたり地域経済の活力を失わないために、小規模事業者の経営力強化

並びに事業承継・創業・第二創業への支援を行い、安定した仕事の創出と雇用

の維持を図り、小規模事業者が持続的に経営できる体制づくりを目指します。
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  ２． 観光によるまちづくりへの取り組みの推進と観光交流の拡大を目指し、地域

活力の維持・地域コミュニティ及び地域経済の活性化を図るとともに、小規模

事業者の経営環境の改善を図ります。 

 

  当会は上記の目標を達成するため、下記の実施方針により行政・各支援機関・観光

協会等の関係機関と連携・協力し実施します。 

 

 

【小規模事業者支援に対する実施方針】 

 

１．経営力向上に関する取組み 

  経営指導員による巡回・窓口相談等により、小規模事業者の強み・弱みを抽出し、

需要調査等で得た情報を利用して経営計画を作成します。計画作成後のフォローアッ

プを定期的に実施し、事業主の思いや外部環境の変化に随時対応し経営力向上を図り

ます。 

 

２．事業承継、創業・第二創業に関する取組み 

  事業承継や創業・第二創業の掘り起こしを巡回等で行い、事業承継希望者が店舗兼

住宅に住んでいる場合町営住宅に入居できるように、行政と連携を取りながら新規創

業者へ円滑に事業承継できる体制を作っていきます。創業・第二創業希望者に関して

は行政や金融機関等と連携し、創業に関する費用や手続き等の支援を推進します。 

 

３．地域資源を活用した商品の販路開拓に関する取組み 

  「利尻ブランド」のブラッシュアップを行い、既存商品の高付加価値化による商品

力強化を図り、関係機関が実施する商談会、アンテナショップ等への出店や「利尻町

ふるさと納税」返礼品提供事業を積極的に推進し、潜在的顧客の発掘による新たな需

要開拓に向けた支援を行い販路開拓・拡大を図ります。 

 

４．観光を主とした地域活性化に関する取組み 

  「島でゆっくり島専科」を合言葉に、新たな観光ニーズに応えるため産業連携を図

り地域資源を活用した利尻ならではの旅行メニューの開発を行い、地域一体となった

おもてなしから滞在時間の延長と満足度向上を目指し、新規観光誘客・観光リピート

率向上を目指します。また地域ぐるみの受け入れ体制を構築する中で観光振興から観

光地域づくりの転換を目指します。一方、観光情報の発信として、SNS やホームペー

ジを活用した情報発信を行うとともに満足度向上を図るため、観光案内強化や増加す

る外国人観光客の受入体制の充実を図ります。また、観光客のニーズを把握し、町内

の小規模事業者への情報提供を行い、多様なニーズに対応できる体制やサービスの提

供のための支援を積極的に行い観光交流の拡大を図ります。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（平成 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） 

  これまでの地域経済の実態把握は、経営指導員による巡回訪問や窓口相談での聞き

取り、行政や金融機関等との会議等での情報収集や日本政策金融公庫等による研修会

での内部資料から把握しているだけで、調査は実施しておらず、小規模事業者の経営

課題の抽出や情報提供するまで至っていないのが現状です。 

 

 （今後の取組み） 

  今後は、巡回訪問による小規模事業者へのヒアリング調査や関係機関からの統計資

料等の情報収集を実施し、経営分析や事業計画策定の基礎資料として活用します。 

 

 （事業内容） 

 

 （１）小規模事業者への景気動向調査の実施 

 

 【目  的】 

  地域小規模事業者全 124 事業所を対象とした、巡回訪問によるヒアリング調査（毎

年 1回）により、小規模事業者の実感している経営状況、今後の事業の方向性、経営

課題を把握し、事業計画策定のための基礎データを取得します。 

 

 【調査内容】 

  事業計画策定に必要な小規模事業者の経営状況等の調査 

  ①．経営状況（業況、売上、仕入、利益、資金繰り 等） 

  ②．将来像 （後継者、廃業後の店舗利用 等） 

  ③．経営課題（直面している経営上の問題点 等） 

 

 【分析方法】 

  全国商工会連合会の中小企業景況調査の分析方法を参考とし、情報をデータベース

化し DI 値による前年度比較や業種別の比較、全国との比較による分析をします。 

 

【効  果】 

 本調査から業種別の景況感の把握し、今後の見通しや影響を巡回訪問やホームペー

ジ等により年 1回情報提供します。また、事業計画策定における地域の小規模事業者

の実態把握に活用できます。 
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 （２）関係機関の経済動向調査資料の収集及び提供 

 

 【目  的】 

  全国、北海道内、地域における業種別のマクロ的な経済情報や景気動向を定期的（四

半期毎）に収集・提供することで、データに基づく事業計画策定支援に活用します。

 

 【収集情報】 

  ①．北海道商工会連合会「中小企業景況調査報告書」（業況、経営上の問題点 等）

  ②．日本政策金融公庫「全国中小企業動向調査」（景況、価格動向 等） 

  ③．稚内信用金庫「主営業地域の経済概況」（宗谷管内漁種別漁業生産高 等） 

④．地域経済分析システム RESAS（人口、観光、産業、自治体比較等） 

 

 【提供方法】 

  収集した情報は業種別に整理し、「地域経済動向レポート」として当会のホームペ

ージにより（作成予定）、年 4 回更新し提供します。また、小規模事業者には巡回訪

問・窓口相談等で個別に必要な情報を提供します。更に、RESAS の地域データを活用

した「地域経済レポート」を年 1回作成し巡回訪問等で提供します。 

また、巡回訪問時にはタブレット端末を携帯し、中小企業庁のホームページ等を閲

覧しながら最新の情報を提供します。 
 

【効  果】 

地域外の情報収集及び上記（1）の小規模事業者への景気動向調査との比較分析を行
い、外部環境等が把握でき、地域小規模事業者と共有することで、事業計画策定に向

けた有効な基礎資料として活用できます。 

 

 （目標） 

現状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度
アンケート調査 未実施 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回
経済情報の収集・提供 未実施 4 回 4 回 4 回 4 回 4 回  

 

 

 ２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 （現状と課題） 

  これまでは経営指導員が決算申告指導や融資等の金融指導の際に経営状況を把握

と簡易的な財務分析のみで、事業計画に繋がる経営分析は行っておりませんでした。

今後は事業計画を策定するにあたって事業所の強み・弱み等といった定性的な分析も

絡めながら総合的な経営分析を実施する必要があります。 

 

 （今後の取組み） 

  今後は小規模事業者の成長発展と持続的発展に向けて、経営指導員の巡回・窓口相

談等で得た情報（事業所の強み・弱み）と財務内容等に基づき経営分析を行うことで

経営課題を分類（事業承継、資金繰り、販路開拓等）し、事業所に応じた事業計画策
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定につなげます。 

 

 （事業内容） 

 

 （１）巡回訪問等による経営分析 

 

 【目  的】 

  地域小規模事業者を対象（124 事業所）にして、事業者が気づいていない経営課題
を発見し、マーケティング戦略等の提案指導等を行うなど個別事業所に応じた伴走型

支援に繋げます。 

 

 【分析手法】 

  ①．決算資料等による財務分析（収益性、成長性、健全性等） 

  ②．小規模事業者への経済動向調査の内容をもとに、巡回訪問等でヒアリングし、

事業者毎に外部環境・内部環境を事業者の強み・弱み、取扱商品やサービス毎

などに分類・整理をし、把握できた内容から SWOT 分析・クロス SWOT 分析等の

経営環境分析を実施します。上記①の財務分析内容を踏まえ、事業ドメインの

整理等戦略方針の決定から具体的実行策の策定に繋がる支援を事業者に寄り

添った「伴走型支援」で行います。 

 

 【効  果】 

  小規模事業者への景気動向調査から事前に事業主の景況感等を読み取り、ヒアリン

グをする中で小規模事業者の経営課題を財務面・経営面の両方から抽出・分類化（整

理）することで事業者の戦略策定から戦略実行までの経営戦略プロセスを伴走型支援

にて行い、より実効性の高い・より効果的な事業計画策定に繋がります。 

 

 （２）専門家派遣による経営分析 
 
【目  的】 
巡回訪問等において掘り起こした小規模事業者のうち新事業展開や IT利活用など
の高度かつ専門的な経営課題を抱える事業者を対象として「よろず支援拠点」等支援

機関の専門家派遣制度を活用し、経営分析を行い事業計画策定に繋げます。 
 
 【方  法】 
  「よろず支援拠点」等支援機関の専門家派遣制度を活用し、巡回訪問による基礎的

な経営分析で得た情報を基に高度な経営分析を実施し、明確になった経営課題解決に

向けて専門家と連携して支援します。 
 
【効  果】 
専門家が持つ高度なノウハウを活用し課題解決に取り組めると同時に商工会職員

も同行することで支援ノウハウを吸収でき支援能力の向上に繋がります。 
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 （３）ネット de 記帳を活用した経営分析 

  

【目  的】 

  ネット de 記帳システムの利用事業者（5 事業者）を対象に、ネット de 記帳を活用

した記帳データ（財務諸表）から経営分析を行い、係数から経営状況を把握し課題抽

出を図ります。 

 

 【分析手法】 

  「ネット de 記帳」利用事業者については、同システムの経営分析機能を活用し、

仕訳データ及び財務諸表を基に損益分岐点分析やキャッシュフロー分析等を行い、財

務面から見た経営課題の抽出を行います。又、決算データを入力することで財務分析

ができる全国商工会連合会の「経営分析システム」を活用し、「ネット de 記帳」未利

用事業者についても「ネット de 記帳」利用事業者と同様の経営分析を行い経営課題

の抽出を行います。 

 

 【効  果】 

  仕訳データ及び財務諸表を活用した係数での分析を行うことで、より精度の高い経

営診断が可能になることから、財務面での経営課題の抽出から改善策の提案・解決ま

で小規模事業者に寄り添って支援を行うことができます。 

小規模事業者にも経営分析や資金繰り等で「係数概念」の認識が向上し、経営環境

の変化等にも柔軟に対応できる経営力の強化が図られます。又、ネット de 記帳未利用

事業者への経営分析支援に併せ、ネット de 記帳システムの普及促進を継続して行い、

利用事業者の拡大を図ることで、今後、より効率的に経営分析支援等を行うことがで

きます。 

   

 （目標） 
現状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

経営分析に係る巡回指導件数 0 30 30 45 45 60
経営分析数 0 10 10 15 15 20  

 

 

 ３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 （現状と課題） 

  これまでの事業計画の策定支援については、融資書類作成時や小規模事業者持続化

補助金の申請時など一部の事業者に限った支援に留まっており、経営力向上に向けた

事業計画の作成支援までは至っていなかったのが現状です。自らが事業計画策定の必

要性を理解し、事業計画に基づく計画的経営が持続的発展に有効であることを意識付

けすることが課題です。 

 

 （今後の取組み） 

  今後は、事業者と寄り添っての経営課題の解決と小規模事業者の持続的発展を図る

ために、地域の経済動向調査と事業者それぞれの経営状況等の分析結果に事業継承や
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創業・第二創業・経営革新を踏まえた事業計画策定支援に取組み、併せて北海道商工

会連合会等関係機関や専門家等と連携しての伴走型支援を行い事業計画策定後の実

現性の向上に繋げます。 

 

 （事業内容） 

  

（１）事業計画書策定者の掘り起こし 

  

【目  的】 

  小規模事業者に対し、巡回訪問等を通じて他地域での事業計画成功事例や効果等の

情報提供や金融支援等を行っている事業所へのピンポイントでのアプローチなどの

啓発活動等を積極的に行い、計画的経営の意義・必要性への意識向上を図り、事業計

画策定に繋げます。 

 

 【手  法】 

  ①．巡回訪問、窓口相談時に事業計画に基づく計画的経営の必要性や意義を他地域

の成功事例等の情報提供など通じ啓発し、事業計画策定を目指す小規模事業者

の掘り起こしを行います。 

  ②．専門家等との連携による事業計画策定セミナー及び個別相談会の開催に合わ

せ、開催周知時に巡回訪問等にて計画的経営への必要性等の認識を高めるため

の説明指導等を行い、事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起こしを行い

ます。 

  ③．商工会で支援した持続化補助金等採択事業者及び融資実行事業者に対しては、

伴走型支援を行いながら積極的にアプローチを行い事業計画策定支援者に繋

げます。 

  ④．小規模企業白書に記載されている事業計画策定後の効果や意識の変化等を商工

会のホームページに掲載と巡回訪問時にタブレット端末を活用し啓発します。

 

 【効  果】 

  小規模事業者の計画的経営に対する意義や必要性への意識が向上し、商工会が専門

家等と連携し、それぞれの支援事業者に寄り添って継続的に支援することで地元地域

での成功事例を生み出し、その事が次に事業計画策定を目指す小規模事業者の増加に

繋がります。 

 

 （２）事業計画セミナー及び個別相談会の開催 

  

【目  的】 

  掘り起こしを行った経営計画策定支援希望事業者に対し、経営分析により明確にな

った経営課題の解決のための専門家等と連携し事業計画策定セミナー及び個別相談

会（年 1回開催）を開催し、事業計画策定に向けての支援を行います。 

最終的には、経営計画策定支援者自らが PDCA サイクルを行い持続的発展が図れるよ

う伴走型支援により導き、事業計画の実現性の向上による経営力強化に繋げます。 
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 【方  法】 

  事業計画策定セミナー及び個別相談会の開催 

  開催内容 ・「事業計画策定について」等 

  開催回数 ・セミナー（集団）については 1回/年 

       ・個別相談会（個別）については、基本的にはセミナーと同日開催とし

ますが、個別相談会終了後の事業所の事業計画策定支援（巡回訪問等）

の進捗状況により、必要に応じ専門家派遣を活用し対応します。 

  対 象 者 ・巡回訪問等において掘り起こした事業計画策定を目指す小規模事業者

   

 【効  果】 

  経営課題を念頭に置いた計画的経営が促進され、利益の確保や売り上げの向上によ

り廃業の歯止めに繋がります。また、計画的経営の必要性の意識が向上し、又、実現

性の高い経営計画を策定することで、各事業者の経営力強化による持続的発展が期待

できます。 

 

 （３）円滑な事業承継・創業・第二創業に向けた支援 

  

【目  的】 

  人口減少や少子高齢化の進行により地元商工業者の後継者不足が深刻な状況にあ

り、又、離島という地理的要因もあり新規創業者の掘起しも厳しい状況ではあるが、

地域活力と地域雇用の維持を図るため、行政や金融機関等と情報共有や連携を図り、

事業承継や創業・第二創業に係る支援を強化し、空き店舗や不足業種の情報発信体制

構築と事業承継予定者と創業希望者とのマッチングについての仕組みづくりと対象

者への支援強化に取組み、地域の「活力」と「雇用」の維持を図ることを目的としま

す。 

 

 【方  法】 

  ①．「事業承継」、「創業・第二創業」に関する計画書策定セミナー及び個別相談会

の開催回数は各１回／年。尚、個別相談会については、基本的にはセミナーと

同日開催としますが、個別相談会終了後の事業所の事業計画策定支援（巡回訪

問等）の進捗状況により、必要に応じ専門家派遣を活用し対応します。 

    対象者は事業承継、創業・第二創業を希望又は予定する小規模事業者。 

  ②． 行政や金融機関等との連携により、当町で創業を希望する予定者又は創業予

備軍に対して、空き店舗や不足業種等の情報（リスト化したもの）をホームペ

ージにて利尻町内外へ発信し、円滑な創業に向けた支援や創業資金及び各種施

策補助金の活用について支援を行います。又、事業承継希望者が店舗兼住宅に

住んでいる場合もあることから、町営住宅等へ入居できる体制を行政と連携を

図り構築します。 

  ③．行政や町内関係機関等との情報共有や巡回訪問等により、潜在的な新規創業者

（地元住民の他、移住者・地域おこし協力隊なども含む）の掘起しを図り、起

業に繋がる情報・ノウハウなどを積極的に提供し、必要に応じ専門家等とも連
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携した支援を行います。 

 

 【効  果】 

 行政や金融機関・地元関係機関等との連携を密にし、事業承継や創業・第二創業に

関わる支援体制の構築を図り、専門家とも連携した伴走型支援を行うことで、適切な

タイミングでの円滑な事業承継や創業・第二創業が図られるとともに、後継者不在に

よる廃業や地域活力・雇用の低下を食い止め、地域コミュニティの維持、更には向上

に繋がります。 
 

（目標） 
現状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

計画策定セミナー・個別相談会開催
回数

未実施 1 1 1 1 1

事業計画策定数 6 10 10 15 15 20
事業承継、創業・第二創業計画
策定セミナー回数

0 1 1 1 1 1

事業承継、創業・第二創業計画
策定数

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） 

  これまで事業計画策定後の実施支援は必要に応じた時だけの、不定期に行うだけで

した。事業者自身が策定した事業計画が初期の目的を達成できるよう適切なフォロー

アップの支援が課題です。 

 

 （今後の取組み） 

  今後は、事業計画策定事業者へ定期的なフォローアップを行うことで、進捗状況の

確認を実施し、PDCA サイクル機能により目標達成ができるよう支援し、必要に応じて

専門家や関係機関等とも連携して計画実現に向けて支援します。 

 

 （事業内容） 

 （１）事業計画策定後の定期的なフォローアップの実施 

  

【目  的】 

  事業計画を策定した小規模事業者に対し、定期的に経営環境の変化や現在の需要動

向に合致しているかを確認し、必要に応じて修正を行い目標達成に向けた伴走型の支

援を行います。 

 

 【方  法】 

  ①．事業計画策定後、定期的（3 カ月に 1 度）に巡回訪問し、事業計画の進捗状況

を確認します。 
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  ②．事業承継、創業・第二創業での事業計画策定者にはより伴走型支援が必要なた

め、1ヵ月に 1回巡回訪問し、事業計画策定の進捗状況を確認します。 

  ③．資金的支援が必要な場合は、日本政策金融公庫と連携し「小規模事業者経営発

達支援資金」を積極的に活用し支援を行います。  

  ④．目標達成のため、必要に応じて専門家派遣による支援や小規模事業者持続化補

助金等の各種補助金の活用による支援を行います。 

 

 【効  果】 

  定期的な巡回訪問によるフォローアップを行うことで、策定された事業計画の PDCA

サイクルが機能し、又、必要に応じての専門家派遣や金融支援・各種補助金の活用を

行うことで、目標達成に向けた計画実行から経営力向上が図られ、小規模事業者の持

続的発展に繋げることができます。 

 

 （目標） 
現状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

フォローアップ事業者数 未実施 10 10 15 15 15
フォローアップ件数 未実施 40 40 60 60 80
フォローアップ事業者数
（事業承継、創業・第二創業）

未実施 1 1 1 1 1

フォローアップ件数
（事業承継、創業・第二創業）

未実施 12 12 12 12 12

　※フォローアップ件数は「事業計画策定支援者数」×4回/年
　※事業承継、創業・第二創業のフォローアップ件数は「事業計画策定支援者数」×1回/月  

 

 

 ５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

 （現状と課題） 

  これまでは需要動向を把握するための調査などは行っておらず、経営指導員の経験

によるアドバイスが中心であり、小規模事業者が提供する商品・サービスへの適切な

消費者ニーズの把握・提供においては不十分でした。 

 

 （今後の取組み） 

  今後は観光客ニーズ調査等の需要動向調査を実施し、地域内外需要の動向等を把握

し、小規模事業者に随時提供し経営力の向上に努めます。 

 

 （事業内容） 

 （１）観光客へのニーズ調査の実施 

  

【目  的】 

  当町の宿泊施設に宿泊する観光客に対し、アンケートによる観光ニーズ調査を実施

することで、観光客のニーズを把握・分析し、観光に関係する事業者（宿泊業・飲食

業・観光土産品製造販売業）へ情報提供及び改善等の支援を行い、観光満足度の向上
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を図り利尻町の基幹産業である観光業を発展させます。 

 

 【調査内容】 

  観光客満足度調査に必要な事項 

  （観光客の属性、旅行目的、日程、宿泊先の感想、食事の満足度、改善点等） 

  ※北海道「観光客動態・満足度調査」を参考にします。 

 

 【調査方法】 

  巡回訪問で商工会職員が地域内宿泊施設の事業者へ本調査の趣旨・手順等を説明し

ます。 

宿泊される観光客のチェックインの際、事業者から宿泊客へ本調査への説明・協力

依頼を行い、アンケート用紙を手渡します。 

回収は、宿泊された観光客がチェックアウトの際、事業主又は従業員がアンケート

用紙を直接受け取ります。 

 

 【調査対象者】 

  地域内の主な宿泊施設（4施設）の宿泊キャパシティ（463 人）のうち 60%（278 人）

の回収を目指します。 

 

 【提供方法】 

  収集した情報は「全体」、「食事」、「お土産品」等の分類ごとに整理・分析を行い、

宿泊業・飲食業・観光土産品製造販売業の事業所へ巡回訪問等で提供します。 

  尚、改善点等の記載があった宿泊施設には、個別に記載内容を提供し、改善に向け

た支援も行います。 

 

 （効果） 

  収集したアンケート調査結果を整理・分析・情報提供することで、改善点等が明確

化し、経営改善（観光満足度の向上やリピーターの獲得等）に向けた支援をより効果

的に行うことができるとともに地域経済の活力向上にも繋がります。 

 

（２）展示商談会におけるニーズ調査の実施 

  

【目  的】 

  町内人口の減少が進む中、経営力強化を図るためには地域外での販売戦略が必要に

なると考えられるため、既存商品や付加価値を付け改良した商品等を展示商談会に出

品し、調査実施・分析・反映することで商品開発や販路拡大に繋げます。 

 

 【調査内容】 

  展示商談会に出展した事業所の商品に対するニーズ調査に必要な事項（バイヤー等

に対する調査） 

・販路（百貨店、スーパー、コンビニ等） 

・商品を仕入れたいと思った理由（商品で最も気に入った点） 
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・商品に対する要望（どうすれば商品を仕入れる可能性があるか、価格）等 

 【調査方法】 

  展示商談会で当町ブースに訪れたバイヤーに対し、商品の説明等を行い合わせてア

ンケート用紙に上記項目を聞き取り調査します。 

 

 【調査対象者】 

  展示商談会で当町ブースに訪れたバイヤー。 

 

 【提供方法】 

  収集した情報は提供する商品・サービス毎に整理・分析し、地域外消費者ニーズと

して展示商談会に出展した事業所へ巡回訪問や窓口相談時に情報提供を行います。

又、展示商談会に出展できなかった事業者についても、上記商談会等で得た分析デー

タを提供し、販路拡大等の販売戦略検討に展示商談会が効果的であることの説明及び

出展に関わる事務手続き等の支援も行います。 
 

 （効果） 

  バイヤーへのアンケート調査を分析しニーズを把握することにより、既存商品等へ

の改善などの支援や新たな商品・サービスの開発への支援を効果的に行うことかで

き、売上向上により効果のある客層・市場等への販路開拓・拡大に繋がります。 

 

（３）日常生活の消費者ニーズ調査の実施 

 

 【目  的】 

  衣類や家電製品等の生活用品の消費購買が町外に流出していることから地域内の

潜在需要に応えていないと考えられるので、主な消費購買力の流出地である稚内市の

大型店や繁盛店を現地調査することで、地域内消費者の商品サービスごとのニーズを

把握・情報を衣類や家電製品等生活用品を扱う地域小売業者へ提供することにより小

売業事業者への事業計画策定に繋げます。 

 

 【調査内容】 

  ニーズ調査に必要な事項 

   稚内市への主要流出先店（西條（地元総合スーパー）、ケーズデンキ等）の商品

構成、陳列状況、訴求 POP、客層、サービス等 

 

 【調査方法】 

  職員若しくは調査員を稚内市に派遣し、消費者目線で消費者のニーズに対応した商

品やサービスは何か、を統一フォーマットにより調査を実施します。 

 

 【提供方法】 

  調査した結果は提供する商品・サービス毎に整理し、消費者ニーズとして衣類や家

電製品等生活用品を扱う地域小売業者へ巡回訪問や窓口相談時に情報提供を行いま

す。 
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 （効果） 

  消費流出先の店舗の商品サービスを調査することで、消費者のニーズを把握がで

き、地元消費者への訴求・販促、新たな商品・サービスの開発など事業者毎の販売戦

略支援が効果的に行うことができ、又、町内の消費流出の抑制にも繋がります。 

 

 （４）消費動向調査情報の収集、分析及び提供 

  

【目  的】 

  地域内の人口減少により消費購買力が低下する中、地域外の顧客を獲得するために

マクロ的な市場動向や売れ筋商品（衣類・日用品・家電等）などの情報を四半期毎に

収集・分析（データ化）し、事業計画に反映させるための基礎資料等として活用する。

 

 【収集する消費動向情報】 

  ①．北海道「価格動向調査」（生活物資の全道平均価格） 

  ②．総務省統計局「家計消費状況調査」（衣類、家電、家具等のインターネット購

入額／月） 

  ③．日本経済新聞社「日経テレコン POSEYES」（伸びる市場・縮む市場の各商品） 

 

 【提供方法】 

  収集した情報は商工会のホームページに掲載し、小売業を中心とした事業所には定

期的な巡回訪問時に各個店の取り扱う商品・サービスの品目ごとに提供し、事業計画

策定時等の資料として活用できます。また、タブレット端末を携帯することにより随

時必要な情報を取得・提供できるようになります。尚、消費動向情報は四半期毎に収

集・提供を行い、リアルタイムで必要な情報については、その都度収集・提供を行い

ます。 

 

 【効  果】 

  各種消費動向情報の定期的な提供により、地域外の消費者購買動向の把握ができ、

事業計画に反映させるための参考資料や中長期的な経営戦略を検討する資料などと

して活用することで経営力強化が図られます。 
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 （目標） 
現状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 提供先業種等

観光客ニーズ調査回数 未実施 1 1 1 1 1

観光客ニーズ調査
提供小規模事業者数

- 40 40 40 40 40

バイヤー向けニーズ調査回数 未実施 1 1 1 1 1
バイヤー向けニーズ調査
提供小規模事業者数

- 1 2 2 2 2

人気店調査回数 未実施 2 2 2 2 2
人気店調査
提供小規模事業者数

- 38 38 38 38 38

消費動向情報収集回数 未実施 4 4 4 4 4

消費動向情報収集
提供小規模事業者数

- 46 46 46 46 46

飲食業
宿泊業

土産品小売業

展示商談会
出展事業者数

小売業

製造業
卸売業
小売業

 
 

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】 

  

（現状と課題） 

  現在、一部の事業所ではインターネット販売や催事出店、利尻町ふるさと納税返礼

品事業により販路開拓や販路拡大の取組みを行っていますが、未実施の事業所も含め

て、既存商品のブラッシュアップによる商品力の強化や新商品開発等による営業力強

化が課題となっています。 

 

 （今後の取組み） 

  巡回訪問等において、既存商品のブラッシュアップ等に係る支援を必要に応じて専

門家派遣を行うなどの支援強化を図り、商談会・展示会への出展支援を重ね、それぞ

れの事業者がインターネット等を活用した通信販売等ができる体制づくりを行うな

ど、事業者の現状から販路開拓・販路拡大に関わる一連の支援を伴走型支援で行いま

す。 

 

 （事業内容） 

 （１）関係機関が主催する商談会・展示会への出展支援 

  

【目  的】 

  町内人口の減少が進む中、経営力強化を図るためには地域外での販売戦略が必要に

なると考えられるため、関係機関が主催する商談会や展示会への出展支援を行い、新

たな需要獲得に向けたターゲット層の把握や商品認知度の向上及びバイヤー等との

交流による商談機会の創出とアンケート調査の集計結果を基にした出展商品のブラ

ッシュアップ支援を行い、商品力強化に繋げます。 

  

【対 象 者】 

  事業計画策定の結果、商談会等への出店が有益であると見込まれる小規模事業者 

 

 【方  法】 

  ①．道内バイヤーとの商談を目的とした展示商談会「北の味覚 再発見」 
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（主催：北海道商工会連合会）への出展支援（札幌市） 

  ②．首都圏での需要開拓を目的とした展示商談会「なまらいいっしょ北海道フェア」

（主催：北海道商工会連合会）への出店支援（東京都） 

  ③．首都圏での需要開拓を目的としたアンテナショップ「むらからまちから館」 

（主催：全国商工会連合会）への出品支援（東京都）等 

 
【支援内容】 
出店申請事務手続きや随行支援、出展費用の補助金活用について積極的に支援を行

います。又、出展時にはバイヤー等へのアンケート調査支援、出展後にはアンケート

調査により既存商品の付加価値向上に向けたアイディアを探り、差別化による商品力

強化に繋げることができます。 
 

 【効  果】 

  商談会等への出展により、新たな需要獲得に向けたターゲット層の把握や絞り込み

が可能になると共に、バイヤー等へのアンケート調査により既存商品の付加価値向上

に向けたアイディアを探り、ブラッシュアップへの支援を行い、差別化による商品力

強化に繋げることができます。 

 

 （２）インターネット販売の活用による販路拡大 

 

【目  的】 

  当町で水産加工品等の地域特産品の販売を行っている事業所では、季節による売上

変動が大きく、又、地域外への販売手法は旧態依然としてダイレクトメールや新聞折

り込みによる事業所が多いことから、インターネットを活用していない事業者に対

し、新たな販路拡大の販売手法として「インターネットを活用しての販売」を提案し、

システムの構築などの支援を積極的に行い、効率的に通年での売上の安定化を目指し

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の内、インターネットを活用し

た販売が有効な自社商品を製造販売する水産加工業者及び地域資源を活用した特産

品を製造販売する事業者。 
 

 【方  法】 

  ①．全国商工会連合会の簡易ホームページ制作ソフト「SHIFT」を活用しますが、

IT の活用が得意ではない事業者やホームページを持たない事業者もいること

から、IT を活用するメリット等の説明など、初歩から事業者に寄り添った支援

を行い、ホームページ作成支援に繋げ、最終的には、随時更新作業を事業者自

らができるようになるよう操作等の支援を行う。 

  ②．小規模事業者持続化補助金等の各種補助金を活用したインターネット販売シス

テムの構築に関わる支援（ホームページの作成）及びより効率的且つ効果的な

インターネットの活用（ホームページのリニューアル等）についての支援を行
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う。 

 

 【効  果】 

  インターネットを活用した販売を行うことで、効率的・効果的に商圏の拡大を図り、
季節による売上変動を緩和させ年間を通して安定的な売上の確保が図られるととも

に、小規模事業者の経費負担を軽減させ経営資源の向上に繋がります。 

 

 （３）ふるさと納税返戻品を活用した販路拡大 

  

【目  的】 

  地域資源を活用した特産品を製造販売する事業者に利尻町が実施している「利尻町

ふるさと納税」に関わる返戻品事業を積極的に活用し、年間を通しての売上の安定化

を目指します。 
 

 【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の内、地域資源を活用した自社

商品（水産加工品等特産品）を製造販売する事業者。 
 

 【方  法】 

  利尻町が実施している「利尻町ふるさと納税返戻品事業」へ積極的に推進を図るた

め、行政と連携を図り本事業へ参加していない特産品製造販売事業者には、当町や他

地域での成功事例等の情報提供を行い、参加事業者の掘り起こしを図り事業参加に伴

う事務手続き等の支援を合わせて行い、又、現在参加している事業者には、現状を踏

まえての改善等の支援を行うなど、ふるさと納税サイトを利用しての販路拡大を図り

ます。 

 

 【効  果】 

  ふるさと納税サイトを活用しての販売を行うことで、商圏の拡大を図り季節による
売上変動を緩和させ、年間を通しての安定的な売上の確保が図られるとともに、行政

と連携しての地域資源を活用した特産品等の販路開拓と地域 PR を促進することで、

離島特有の地理的要因の改善が図られます。又、今後は地元地域内での異業種連携に

よる新商品開発・販売に繋がります。 
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 （目標） 

現状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

商談会・展示会
出展事業者数

未実施 1 2 2 2 2

商談会・展示会
成約件数

未実施 1 1 1 1 1

商談会・展示会
成約商品対前年度売上増加率

未実施 5% 5% 5% 5% 5%

アンテナショップ
出店事業者数

未実施 1 1 2 2 2

アンテナショップ
出店事業者売上額

未実施 10 万円 10 万円 15 万円 15 万円 20 万円

SHIFT登録件数 8 5 5 5 5 5

ネット販売システム構築数 2 1 1 1 1 1

SHIFT登録・ネット販売システム構
築による売上増加額

未実施 10 万円 10 万円 15 万円 15 万円 20 万円

ふるさと納税返戻品
出品事業者数

6 1 1 1 2 2

ふるさと納税返戻品出品による
各事業所対前年度売上増加率

― 5% 5% 5% 5% 5%
 

 ※ふるさと納税返戻品は平成 28 年 6 月から開始のため、対前年度売上増加率は平成

29 年度から記載しています。 

 

 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組み 

  

 １．地域資源を活用した観光地域づくりによる地域経済活性化への取組み 

  

（現状と課題） 

  これまでの利尻町の観光産業は、観光客は訪れるものの自然景観を観るだけの観光

が主流であり地元との関わりが非常に薄く、本当の利尻の魅力を感じないまま島を離

れてしまうため、リピーターが少なく、観光客入込数も年々減少傾向にあります。ま

た、地域経済にとっても地元との関わりが少ないため恩恵が少ないのが現状です。 

  昨年利尻町商工会が中心となって利尻町、利尻町観光協会、利尻漁協沓形支所、利

尻町商店街活性化協議会、利尻町商工会女性部、利尻町商工会の構成メンバーによる

「利尻町まちづくり活性化推進委員会」を組織し、地域活性化策全般について協議し、

構成メンバーがそれぞれ活性化策を共有して取り組んできましたが、観光について十

分に地域資源が活かされていないとの反省に立ち、当該委員会に「観光開発部会」を

組織し、新たに地元 NPO、島の女衆、利尻高校生、利尻郷土史研究会、利尻町文化協

会をメンバーに加えて、地域一体となって観光交流の拡大に向けた取組みを検討し、

地域資源の魅力を十分に活かした島づくりを進め、多くの人に来町していただくため

の創意工夫が課題です。 

 

 （事業内容） 
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 （１）「観光開発部会」を設置し、観光交流拡大による地域経済活性化の方策の検討 

  

【方  法】 

  官民の連携と地域コミュニティ、高校生の協働による「観光開発部会」を年 3回開

催し、地域活性化に係る下記テーマの協議を通して取組み内容を共有し地域をあげて

事業を展開します。 

  

【構成メンバー】 

 利尻町、観光協会、利尻漁協沓形支所、商店街活性化協議会、NPO、島の女衆、 

利尻郷土史研究会、利尻町文化協会、商工会女性部、利尻高校生、商工会 

 

【テ ー マ】 

 ①漁業と観光の連携による観光資源の発掘 

  ・ブルーツーリズムによる漁村活性化 

 

 ②大型クルーズ客船沓形港寄港による歓迎事業の取組み 

  ・ホスピタリティの強化と商店街への誘客（年間 10 隻 3,800 人） 

 

 ③観光客や修学旅行生を対象にした民泊事業の取組み 

  ・地域コミュニティの協力。漁業者世帯、一般世帯、高齢者世帯での民泊体験。 

 

 ④商店街復活事業の取組み 

  ・空き店舗の多い商店街を地域ブランドである「利尻昆布」に特化したストリート

とし、観光名所として再生。 

  ・利尻高校生の商品開発事業とタイアップし、空き店舗でお菓子屋さんなどの高校

生による店舗経営 

  ・昆布を使った商品開発 

 

 ⑤地域の山菜や雑海藻等による特産品開発 

 

【効  果】 

  「利尻町まちづくり活性化推進委員会」に新たなメンバーを加えた「観光開発部会」

の設置により観光に特化した地域活性化策が検討され、地域経済の活性化について、

地域一帯となって取組む体制が整備され、観光交流の拡大による地域活力の維持・増

進並びに小規模事業者の持続的発展が期待されます。 

 

（２）「体験・滞在型観光の転換による地域活性化」への取組み 

   

従来の通過型観光から脱皮し、地元住民とのふれあいや漁業者や水産加工業者との

交流による漁業体験更には生活体験の提供により観光交流人口の拡大を図ります。 

 

 ①平成 27 年度より観光協会が事業主体となり、利尻漁業協同組合の支援より、海岸
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船入澗を海浜公園として整備した「神居海岸パーク」は、観光客にウニ採り体験、

昆布干し体験や昆布つくり体験が出き、観光客の体験ゾーンとして大変喜ばれてい

ます。平成 28 年度は 3,200 人の利用があり、特に個人客で若い層の利用が多いこ

とから次年度以降も大いに集客数が期待されます。 

  今後の施設利用の増大を図るための課題は、漁業者からの安定供給でありますが、

本事業の開始にあたり漁業協同組合との協議において、毎年度当初に年間使用する

ウニの数量を協議し、ウニ採取時に漁業者から生きたウニを計画的に供給していた

だくことで協議を終えており、又買取価格についても漁業者に不利益を与えないこ

とで安定的供給が得られることから、「日本一のウニ」のウニ採り体験ができそれ

を食べることの出来る施設として「利尻の神居海岸パーク」を町や商工会のホーム

ページ、そして何よりも体験していただいた観光客の皆様に発信していただき、利

尻町の体験施設の核となる施設として全国に知らしめ、観光交流人口の増大を図り

ます。 

 

 ②平成 27 年度全国展開支援事業の調査事業で「民泊」の調査事業を実施し、この調

査事業を受けて、平成 28 年度 NPO による「民泊」のモニターツアーにより東京か

ら 30 名の学生が参加しました。 

  地域住民の協力により、一般家庭や漁師の家庭、更には商売をしている事業者の家

庭に民泊し、食事などの生活体験や昆布干しや昆布集めの漁業体験を行いました。

参加者からはいままでに経験したことのない体験に感動し、島の人々との交流が出

来たことに大変満足をされて離島しました。 

  今後の民泊事業の実施にあたり、今年度モニターツアーで得た様々な知見をもと

に、次のことを基本に島の活性化に向けた取り組みを実施している「NPO 法人利尻

ふる里島づくりセンター」を中心に「利尻町まちづくり活性化推進委員会」の全面

的な協力のもと、平成 29 年度民泊事業に取組みます。 

 

  ア．利尻の「人」に会いに行く、顔の見える交流ができる島づくり 

    民泊事業を通じて、住民と観光客の交流を生み出すことにより、満足度が高く

再訪意欲も高い観光地づくりを目指します。 

 

  イ．眠っている資源の有効活用 

    海産物の岩のり・ふのり・ぎんなん草・わかめの根株や山菜の根曲り竹の竹の

子など価値を十分に活かせていない資源が多いため、これらの積極的活用によ

り、観光消費拡大を目指します。 

 

  ウ．地域の様々な産業に波及する消費の仕組み構築 

    民泊により、民泊事業者にだけお金が落ちるのではなく、地域の様々な産業に

お金がまわり、地域全体がメリットを享受できるよう民泊と連携した消費（特

産品開発、体験メニュー開発など）仕組みをつくります。 

 

  エ．地域が主役の受入体制の構築 

    修学旅行等の誘致には、旅行会社を介する場合が多いですが、民泊の質、体験
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の質を担保するためにも、地域と学校が直接結びつくことで、地域に十分なお

金が落ちる仕組みをつくります。 

 

 【効  果】 

  利尻町を訪れる観光客の宿泊客数は約 20%と非常に低い状況にあります。全国的に

知名度がありブランド品となっている「利尻昆布」「ウニ」の提供の他、島の家庭で

ごく普通に食べている魚やその他の海産物、また山野菜などを提供し、更には地元の

生活文化を体験し、人々とのふれあいによって満足度が高まると考えられますので、

島全体の価値を高める効果が期待されることから、リピーターとなりさらには口コミ

によって観光客の増加と宿泊客の増加による観光地域としての地域経済の活性化が

図られます。また、これらの取組みを通じて、小規模事業者の事業の持続的に発展さ

せるための環境を整備します。 

 

２．地域資源を活かした特産品開発の取組み 

   

利尻町には「利尻昆布」「ウニ」といった特産品が全国的にも知名度がありブランド

品となっています。しかしながら、何十年もの間それ以外の特産品は本格的に開発さ

れてきませんでした。当地域には、未利用のまま眠っている資源（むしろ目を向けて

こなかったといった方が正しいですが）で、山菜や岩のり、ふのり、ぎんなん草など

の雑海藻、また家庭料理の代表的なものとして古くから伝わる「ホッケの蒲鉾」など、

現在ごく普通に一般家庭で食されているものの、これまで本格的に商品化されたこと

はなく、今後付加価値をつけて地域の特産品として開発していく価値があります。そ

の手法としては、先述した「観光開発部会」と漁業者、加工業者、そしてその特産品

を利用する宿泊業者が開発に取組み、まず地産地消で地元の宿泊施設（民泊も含む）

で観光客の皆様に提供し、観光客目線で改善点を抽出しながら、よりよいものへとブ

ラッシュアップしていきます。そして「売れる利尻の特産品」となるよう小規模事業

者の伴走型支援による販路拡大の支援を行います。 

 

（目標） 
現状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

「観光開発部会」会議 未実施 3 3 3 3 3
特産品メニュー開発数 0 0 0 1 0 1

民泊年間受入人数
モニターツアー

30人
50 100 150 200 300

 
 

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み 

 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 

    

これまでの他の支援機関との情報交換については、経営改善普及事業で案件があっ

た都度行っており、定期的に行うまでには至っていませんでした。 

今後は、他の支援機関と連携し定期的な情報交換の場を設け、積極的に参加し支援

ノウハウの吸収や蓄積を図り、得たノウハウ等は月 1 回開催の職員会議で共有する取

り組みを行い、全職員の支援能力の向上に努めます。 
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  ①他地域の商工会との情報交換（目的：支援ノウハウの吸収、支援能力向上等） 

   ・北海道商工会連合会や宗谷管内商工会職員協議会が実施する「経営指導員研修

会」において、他地域の経営指導員と地域動向や小規模事業者の情報交換を行

い、支援事例等の共有及び支援ノウハウの吸収を図り、支援能力の向上に努め

ます。 

・隣接する礼文町商工会・利尻富士町商工会と行っている「利礼三町広域連携協

議会」において、「経営支援会議」を開催し、他商工会の支援ノウハウ・支援現

状・課題等を情報交換し、経営発達支援事業にフィードバックし支援力向上を

図ります。 

 

 ②金融機関との情報交換（目的：金融支援能力の向上等） 

   ・日本政策金融公庫が年 2回開催する「小規模事業者経営改善貸付推進協議会」

において、地域経済の状況や各融資制度の活用事例等について情報交換を行

い、資金繰り等の金融支援能力の向上に努めます。 

・稚内信用金庫利尻支店職員と四半期に 1 回、地域経済動向や金融支援ノウハウ

について情報交換を行い、資金繰り等金融支援の向上に努めます。 

 

 ③税務署との情報交換（目的：税務支援能力の向上等） 

   ・稚内税務署で年 1回開催する「税務指導協議会」において、管轄地域の経済動

向や税制改正等の情報交換を行い、小規模事業者に対する税務支援能力の向上

に努めます。 

 

 ④行政機関との情報交換（目的：補助金等活用による支援能力の向上等） 

   ・宗谷総合振興局で年 1回開催する「施策説明会」においての管内経済動向や小

規模事業者対策予算について情報収集し、北海道が行う補助金・助成金制度等

を活用しての支援を行います。 

   ・利尻町役場まちづくり振興課と毎月 1回、地域小規模事業者の経営課題等につ

いて意見交換し、支援策の要望や地元行政と連携した販路開拓等の支援を行い

ます。 

 

  ⑤専門家との情報交換（目的：販路拡大や経営力強化などの支援能力向上等） 

   ・専門家を招聘した場合には、企業支援に加え支援ノウハウ等の情報交換を積極

的に行い、伴走型支援能力の向上に努めます。 

 

 ２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

   

職員の資質向上については、北海道商工会連合会や中小企業基盤整備機構などが主

催する研修会等へ参加することで対応していましたが、職員間での支援ノウハウ等の

共有をするまでには至っていない現状であり、今後経営発達支援事業を効果的に推進

し小規模事業者への伴走型支援を行うためには、上記１の取組みの他、下記の方法取

り入れ、小規模事業者への伴走型支援に当たる全職員の支援能力向上に努めます。 
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  ①経営指導員の支援能力の向上 

    経営指導員は、経営発達支援計画に基づいて小規模事業者の伴走型支援を実施

するため、専門的知識の習得と指導能力向上の為、北海道商工会連合会や中小企

業基盤整備機構が主催する研修会に年 1回以上参加します。また、全国商工会連

合会「Web 研修」を受講し、各種施策メニューの知識の習得や企業診断ノウハウ

の吸収を図り支援能力向上に努めます。 

 

  ②補助員の支援能力の向上 

    経営指導員が行う支援業務の補佐をする補助員の支援力向上は必要不可欠で

あることから、上記①の経営指導員と同様に北海道商工会連合会や中小企業基盤

整備機構が主催する研修会に年 1回以上の参加の他、経営指導員の巡回訪問や個

別指導に同行し、小規模事業者に行う伴走型支援を通じ指導・助言方法等を間近

で学ぶことなどの OJT による支援能力向上を図ります。また、全国商工会連合会

「Web 研修」を積極的に受講し、支援能力向上を目指した知識の習得に努めます。

 

  ③記帳専任職員の支援能力の向上 

    これまでの記帳専任職員は記帳指導業務が中心でありましたが、小規模事業者

への伴走型支援の積極的推進の為、今後は北海道商工会連合会が主催する職種別

研修会等に年に 1 回以上の参加と全国商工会連合会「Web 研修」を積極的に受講

し、係数分析の知識を習得に努め、財務諸表からの助言や指導・支援を行い、利

益を確保することを重視した指導能力の向上に努めます。また、より高度な記帳

指導のスキルアップを図るため、小規模事業者の支援内容が財務に関する案件時

には、経営指導員の巡回訪問や個別指導時に同行し、間近で指導・助言方法等を

学ぶなどの OJT による支援能力向上にも努めます。 

 

  ④職員間での支援ノウハウの共有 

毎月 1回職員会議を開催し、上記の取組みで得られた知識やノウハウ、展示会

等でのバイヤーへのアンケート調査結果や小規模事業者の経営分析結果等の報

告を行い、事務局長を含めた全職員で共有します。支援の経過や分析結果等は個

社ごとのファイリングやデータを共有サーバーで管理することで情報の蓄積を

します。 

研修会等に出席した職員は、受講してきた研修内容について職員会議の中で説

明させる取組みを行い、職員それぞれが研修会で得た情報や知識等を職員間で共

有し、研修資料についても、いつでも閲覧できるよう所定の位置にファイリング

し保管することで事務局長を含めた全職員で共有します。 

 

 ３．事業の評価及び見直しをするための取組みに関すること 

 

毎年 1 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。 
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  ①利尻町役場まちづくり振興課長及び利尻町観光協会会長、稚内信用金庫利尻支店

長、松井会計事務所等の有識者により、事業の状況、成果の評価・見直し案の提

示を年に1回会議を開催し行います。 

②正副会長会議において、評価・見直しの方針を決定します。 

③事業の成果・評価・見直しの結果について理事会に報告し承認を受けます。 

④事業の成果・評価・見直しの結果を総会資料及び商工会ホームページで計画期間

中公表し、地域の小規模事業者が常時閲覧可能な状態とします。 
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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 

①実施体制 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 名の4 名

体制で実施します。 

事務局長 

事業全体の統括及び行政、連携機関との連絡調整。 

経営指導員 

事業の円滑な推進に関わる業務全般。 

補助員 

事業の円滑な推進に関わる業務全般の補助及び事務全般。 

記帳専任職員 

事業の円滑な推進に関わるデータの管理及び共有データの作成。 

 

②商工会の組織 

会 員 102名 

役 員 会 長 中川原 潔 

副会長 寺嶋 秀明、畑宮 宗聡 

理 事 津田  守、惣万  徹、七尾 啓二、宮道 義昭、山本 隆夫 

中原 憲彰、柴田  諭、吉安 太門、佐藤  悟、江刺家 美次 

難波 貴宏、菅原 郁夫、成田  納、高橋 哲也、惣万 奈々子 

監 事 正部川 寛、浜田 久治 

青年部 部 長 高橋 哲也 副部長 小杉 道治、惣万 典 

女性部 部 長 惣万奈々子 副部長 永井 由美子、江刺家 祐子 

事務局 事 務 局 長 大腰 敏 

経営指導員 荒木 克則 

補 助 員 小松 彰 

記帳専任職員 藤原 佳之 
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利尻町組織図 
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（理事会）

監 事

会 長

副 会 長

理 事 会

事 務 局

青年部

女性部

商業部会

工業部会

観光・サービス部会

金融審査委員会

 
 

（２）連絡先 

経営発達支援事業担当者 

利尻町商工会 経営指導員 荒木 克則 

〒097-0401 北海道利尻郡利尻町沓形字本町53-1 

電話番号 0163-84-2210 FAX 番号 0163-84-2210 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ rishiri17@tea.ocn.ne.jp 
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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） 

 平成29年度 

(H29 年 4 月以降) 
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 24,300 25,400 26,200 27,200 28,000

 

経改事業費 
 職員設置費 

 事業費 

 

地域振興事業費 

 

22,800 

13,300 

9,500 

 

1,500 

23,900

13,900

10,000

1,500

24,700

14,200

10,500

1,500

25,700 

14,700 

11,000 

 

1,500 

26,500

15,000

11,500

1,500

（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、手数料収入、受託料収入 

 

（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。 
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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 

①アンケート調査の実施による小規模事業者の景況感の把握及び課題抽出 

②マクロ的な経済動向の調査及び分析 

 

2．経営状況の分析に関すること 

①経営環境の分析による課題抽出及び改善策の提示 

②高度な経営課題の支援 

 

3．事業計画策定支援に関すること 

①計画経営に向けたセミナー及び個別相談会の実施 

②円滑な事業承継に向けたセミナー及び創業及び第二創業の個別相談会の実施 

 

4．事業計画策定後の実施支援に関すること 

①各種施策及び補助金の活用 

②小規模事業者経営発達支援資金の活用 

③小規模事業者持続化補助金の活用 

 

5．需要動向調査に関すること 

①需要動向調査の実施による地域内消費者ニーズ並びに観光客ニーズの把握 

②マクロ的な消費動向の調査及び中長期的な市場ニーズの把握 

 

6．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

①商談会、展示会への参加による商品力の向上 

②ネット販売システムの構築による販路開拓 

③ふるさと納税返戻品を活用した販路拡大 

 

7.地域経済の活性化に資する取組み 

①「観光開発部会」の設立による観光交流拡大の方向性の検討 

②地元住民とのふれあい交流や漁業体験等の生活文化の提供 

③地域資源を活かした特産品開発の取組み 

 

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 

①他の支援機関との連携による、支援ノウハウの蓄積及び支援事例等の共有 

②経営指導員等の支援能力向上に向けた研修会及び Web 研修の受講 

③経営発達支援計画の評価、見直しに関する仕組みづくりの連携 
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連携者及びその役割 

1. 名称 北海道経済産業局 局長 児嶋秀平 

住所 〒060-0808 北海道札幌市北区北 8 条西 2 丁目 札幌第 1 合同庁舎 

電話 011-709-2311 

役割 小規模事業者支援の各種施策及び地域経済動向の情報収集に関する連携。 

 

2. 名称 北海道 知事 高橋はるみ 

住所 〒060-8588 北海道札幌市中央区北 3 条西 6 丁目 

電話 011-231-4111 

役割 小規模事業者支援の各種施策に関する連携（中小企業課）。 

観光交流による地域活性化に向けた取組みの連携（観光局）。 

 

3. 名称 全国商工会連合会 会長 石澤義文 

住所 〒100-0006 東京都千代田区有楽町 1 丁目 7 番 1 号 

電話 03-6268-0088 

役割 マクロ的な経済動向や小規模事業者支援策の情報についての連携。 

Web 研修を活用した職員の支援能力向上に関する連携。 

 

4. 名称 北海道商工会連合会 会長 荒尾孝司 

住所 〒060-8607 北海道札幌市中央区北 1 条西 7 丁目 1 番地 

電話 011-251-0101 

役割 北海道の景況感調査に関する情報収集及び創業、事業承継等による専門家派遣

の連携。 

販路開拓、商談展示会への出店支援に関する連携。 

 

5. 名称 中小企業基盤整備機構北海道 本部長 戸田 直隆 

住所 〒060-0002 北海道札幌市中央区北 2 条西 1 丁目 7 ORE 札幌ビル 6 階 

電話 011-210-7470 

役割 経営分析や事業計画策定及びフォローアップ支援に関する専門家派遣の連携。

 

6. 名称 北海道中小企業総合支援センター 理事長 伊藤 邦宏 

住所 〒060-0001 北海道札幌市中央区北 1 条西 2 丁目 経済センタービル 9 階 

電話 011-232-2001 

役割 経済動向の収集及び創業計画策定、フォローアップ支援に関する連携。 

市場開拓及び販路拡大支援に関する連携。 

 

7. 名称 宗谷総合振興局 局長 坂本明彦 

住所 〒097-8558 北海道稚内市末広 4丁目 2-27 

電話 0162-33-2516 

役割 地域動向及び地域づくり交付金等の施策に関する連携。 
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8. 名称 中小企業大学校旭川校 校長 飯田利彦 

住所 〒078-8555 北海道旭川市緑が丘東 3 条 2 丁目 2 番 1 号 

電話 0166-65-1200 

役割 経営指導員等の資質向上に向けた研修受講に関する連携。 

 

9. 名称 日本政策金融公庫旭川支店 支店長 斉藤 清和 

住所 〒070-0034 北海道旭川市四条通 9-1704-12 朝日生命旭川ビル 

電話 0166-23-5241 

役割 金融動向の収集及び経営発達支援資金によるフォローアップに関する連携。 

 

10.名称 稚内税務署 署長 吉田 浩 

住所 〒097-0001 北海道稚内市末広 5丁目 6番 1号 稚内地方合同庁舎 

電話 0162-33-1155 

役割 地域経済動向及び税制情報の情報発信に関する連携。 

 

11.名称 税理士法人 松井会計事務所 所長 松井 眞実 

住所 〒097-0022 北海道稚内市中央 4丁目 15 番 38 号 

電話 0162-22-3500 

役割 事業の評価及び見直しをするための取組みに関する連携。 

 

12.名称 利尻町 町長 保野 洋一 

住所 〒097-0401 北海道利尻郡利尻町沓形字緑町 14 番地 1 

電話 0163-84-2345 

役割 地域産業の動向及び地域課題についての意見交換。 

プレミアム商品券事業による地域経済活性に向けた取組みの連携。 

地域資源及びイベントを活用した地域活性化に関する連携。 

 

13.名称 利尻町観光協会 会長 谷 智晴 

住所 〒097-0401 北海道利尻郡利尻町沓形字緑町 14 番地 1 

電話 0163-84-2345 

役割 観光開発部会よる地域活性化に対する取組みの連携。 

 

14.名称 稚内信用金庫利尻支店 支店長 三上 新一 

住所 〒097-0401 北海道利尻郡利尻町沓形字本町 34 

電話 0163-84-2525 

役割 地域金融動向の収集及び金融支援のノウハウ等に関する連携。 

 

15.名称 利尻漁業協同組合沓形支所 支所長 柴田 克至 

住所 〒097-0401 北海道利尻郡利尻町沓形字本町 93 番地 

電話 0163-84-2456 

役割 観光開発部会による地域活性化に対する取組みの連携。 
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16.名称 利尻ハマナススタンプ会 会長 酒井 税 

住所 〒097-0401 北海道利尻郡利尻町沓形字本町 53-1 

電話 0163-84-2210 

役割 ポイントカード事業の活性化による資金の域内循環に関する取組みの連携。 

 

17.名称 利尻町商店街活性化協議会 代表 高橋 哲也 

住所 〒097-0401 北海道利尻郡利尻町沓形字本町 53-1 

電話 0163-84-2210 

役割 観光関発部会による地域活性化に対する取組みの連携。 

 

18.名称 NPO 法人利尻ふる里・島づくりセンター 代表 吉安 高嶺 

住所 〒097-0401 北海道利尻郡利尻町沓形字本町 53-1 

電話 0163-84-2514 

役割 観光関発部会による地域活性化に対する取組みの連携。 
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連携体制図等 

相
談 支

援

小規模事業者

利尻町商工会

○北海道

○利尻町

連携体制図等

相
談助

言

連
携

○北海道経済産業局

○北海道

○全国商工会連合会

○北海道商工会連合会

○中小企業基盤整備機構北海道

○北海道中小企業総合支援センター

○宗谷総合振興局

○中小企業大学校旭川校

○日本政策金融公庫旭川支店

○稚内税務署

○税理士法人松井会計事務所

○利尻町

○利尻町観光協会

○稚内信用金庫利尻支店

○利尻漁業協同組合沓形支所

○利尻ハマナススタンプ会

○利尻町商店街活性化協議会

○NPO法人利尻ふる里・島づくりセンター

 
 

 

 

 

 

 


