
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
七戸町商工会（法人番号 ６４２０００５００６１２７ ） 

実施期間 平成 30年 4月 1日から平成 35年 3月 31日 

目標 

 小規模事業者が社会環境や経済情勢等の変化に的確に対応し持続的

発展を遂げていく為、経営分析や顧客ニーズを踏まえた具体的なアクシ    

ョンプランに基づく経営を関係機関との連携を図りながら経営力向上

に向けた伴走型支援を行う。 

 また、事業承継・創業支援に取組み、事業所数の減少に努めるととも

に、特産品の開発や地域の賑わい創出による交流人口の増大を図り、小

規模事業者の売上・利益の向上に繋げ、地域経済の活性化に取組んでい

く。 

事業内容 

  上記目標を達成する為、以下の事業を推進する。 

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)小規模事業者の営業戦略確立の為、地域経済動向(景気動向)調査を

実施し事業計画策定支援を行う。 

 2.経営状況の分析に関すること【指針①】 

(1)財務状況や経営課題等を踏まえて経営分析を行い、事業計画の重要

性の気付きを促し、事業計画策定支援に繋げる。 

 3.事業計画策定支援に関すること【指針②】 

(1)地域経済動向や経営分析結果を踏まえ、成長性や収益性を勘案し分

類区分に応じた具体的な事業計画策定支援を実施する。 

(2)事業計画策定セミナー、事業承継セミナー、創業支援窓口の設置等

による事業計画策定支援策を強化する。 

4.事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 (1)事業計画を策定した全ての事業者に対し、予算実績差異分析や資

金繰り状況の確認など定期的な巡回によるフォローを行う。 

 5.需要動向調査に関すること【指針③】 

 (1)地域内の消費者ニーズ調査、物産販売施設や各種公表資料から需

要動向の把握を行い、個社の状況にあった需要動向の提供を行う。 

 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)物産展などの開催情報を発信し、出店から成約に至る個別指導や、

IT活用による販路開拓支援など新たな需要の開拓支援を行う。 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組 

   七戸町地域活性化協議会を設立し、地域活性化に向けて方向性を検

討し、賑わい創出や中心市街地の空洞化対策、新商品開発や特産品の

ブランド化などの事業に取組み、地域経済の活性化を図る。 

連絡先 

名称 七戸町商工会 

〒 039-2525 青森県上北郡七戸町字七戸 48-3 

℡0176-62-2521 FAX 0176-62-5229 mail nohe7@coral.ocn.ne.jp 



（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

 

1.七戸町の概要と課題 
 

(1)七戸町の歩み 

七戸町には 80 箇所以上の縄文遺跡が確認されてお

り、大規模な集落遺跡から出土した遺物からは 5,500

年前から 1,500年に渡って継続して人々が生活を営ん

でいたことがわかっており、なかでも二ツ森貝塚は世

界文化遺産の登録を目指している「北海道・北東北の

縄文遺跡群」の構成資産の一つとなっている。 

 室町時代、根城城主であった南部政光が七戸城を城

筑し城主として七戸に移り、七戸南部氏となり実権を

握り、街道整備を強化し北方に対する最前線としての役割を担った。 

 寛文 4 年(1664 年)には七戸重信が南部盛岡藩主に抜擢され、これにより当地に盛岡藩

直轄の代官所が置かれ江戸時代の終わりまで盛岡藩による代官政治が行われた。 

 七戸は奥州街道の宿場町として整備され、多くの旅人や物資の集積場として周辺経済

の中心地となり栄えた。明治時代に入ると一時期「七戸藩」が創設され、その後、明治 4

年には「七戸県」に移行、後に「弘前県」、最終的に「青森県」に統合された。 

  

(2)七戸町の概要 

【概要、位置、地形】 

七戸町は青森県の東部に位置し、西は八甲田連峰で県都青森市、南は十和田市、北東は

東北町に接し、東西約 31km、南北約 26km で総面積 337.23ｋ㎡の自然環境豊かな内陸部

の町である。地勢は、西側一帯が広大な国有林野で標高 1,000ｍを越える八甲田山系が連

なり八幡岳がそびえている。山麓から東に伸びる丘陵地帯はその大半が国営牧場などの

公有地で占められ、市街地は町の東部に集積し商店街を形成している。一方で集落は山

間に開けた平坦地や河川流域に沿って点在し水田地帯が広がっている。 

国道 394 号線が東西に横断し、それに交差して国道 4 号線が南北に縦断しており、み

ちのく有料道路で県都青森市と結ばれているほか、高速八戸道の延伸で現在工事が進め

られ一部供用となっている上北自動車道や下北半島縦貫道路が将来当地で接続する計画

であり、南部地域と津軽地域、下北地域との接合地となり交通の要衝となる位置づけに

ある。2010 年には東北新幹線七戸十和田駅が開業し、県民の利便性が飛躍的に向上とな

り、上北・下北地域の玄関口としてビジネスや観光に重要な役割を担っている。 

 

【気象】 

 七戸町の気象は年間を通じて変化があり、6 月から 7 月にかけては霧雨を伴ったヤマ

セ(オホーツク海気団より吹く低温多湿の東風のことで東北北部太平洋側にみられる) 

が特徴で夏は短く時に冷害をもたらすことがある。また、12 月から 3 月にかけては北西



の強い季節風が八甲田山系を超えて吹き降ろし、降雪の日が多く、平地でも 1ｍ前後の積

雪となることもあり青森県内でも豪雪地帯である。 

 

【人口と世帯】  

 七戸町の総人口は、平成 27年の国勢調査によると 15,709人で、世帯数は 5,585 世帯、

一世帯当たりの人員数は 2.81 人となっている。5 年前の平成 22 年に比べると 1,050 人

の減少で、昭和 60年と比較すると 6,633人の減少となり、一世帯当たり人員についても

1.01人の減少となっている。 

 人口減少の要因は少子化と若年層の域外流出が主な要因であり、大多数の市町村と同

様の傾向となっている。また、平成 22年市区町村別生命表(厚生労働省)によれば、2010

年の七戸町の平均寿命は、男性が全国平均よりも 2.1歳短い 77.5歳、女性も全国平均よ

り 1.4歳短い 85.0歳となっており、人口減少問題は当町において喫緊の課題となってい

る。 
〇総人口と世帯数の推移                                      (単位：人、世帯) 

(出所:国勢調査) 

【人口の推計】   

 国立社会保障・人口問題研究所による七戸町の人口推計をみると、2015年(平成 27年)

に 15,709 人であった七戸町の総人口は、2040 年(平成 52 年)には 42.8%減少し 9 千人を

割り込むと推計されており、その減少率は全国 1,741 市区町村中 130 位と高くなってい

る。また、2060年(平成 72年)には 5,131人まで減少すると示されており、年齢 3区分別

人口(年少:0～14歳、生産年齢: 15～64歳、老年: 65歳以上)では、生産年齢人口が急激

に減少すると推計されている。なお、生産年齢人口の減少並びに少子化は地域力の低下

や経済の縮小に繋がることから、少子化対策等人口減少問題に取組むことが重要な課題

となっており、「七戸町総合戦略」に基づき種々の施策が展開されている。 
〇総人口の推計                                               (単位：人) 

 2015 年 

平成 27 年 
2020 年 

平成 32 年 

2025 年 

平成 37 年 

2030 年 

平成 42 年 

2035 年 

平成 47 年 

2040 年 

平成 52 年 

2060 年 

平成 72 年 

総人口 15,709 14,012 12,693 11,399 10,158 8,993 5,131 

(出所:2020 年以降 国立社会保障・人口問題研究所 将来推計人口) 

〇年齢 3 区分別人口推計                                         (単位：人) 

 2015 年 

平成 27 年 
2020 年 

平成 32 年 

2025 年 

平成 37 年 

2030 年 

平成 42 年 

2035 年 

平成 47 年 

2040 年 

平成 52 年 

2060 年 

平成 72 年 

0～14 歳 1,604 1,315 1,090 907 773 683 370 

15～64 歳 8,419 6,888 5,952 5,191 4,511 3,751 2,155 

65 歳以上 5,686 5,809 5,651 5,301 4,874 4,559 2,606 

(出所:2020年以降 国立社会保障・人口問題研究所 将来推計人口) 

 

  
1985 年 

昭和 60 年 

1990 年 

平成 2 年 

1995 年 

平成 7 年 

2000 年 

平成 12 年 

2005 年 

平成 17 年 

2010 年 

平成 22 年 

2015 年 

平成 27 年 

総人口 22,342 21,237 20,209 19,357 18,471 16,759 15,709 

総世帯数 5,850 5,734 5,781 5,938 5,823 5,713 5,585 

一世帯当たりの人員 3.82 3.70 3.50 3.26 3.17 2.93 2.81 



【産業の状況】 

① 商業の現状と課題 

七戸町の卸売・小売業の事業所数は、平成 26 年の青森県商業統計調査では 163 事業

所、従業者数 971人、年間商品販売額は 22,792百万円となっている。平成 6年と比較す

ると事業所数は 147 事業所、従業者数では 211 人、年間商品販売額では 862 万円の減少

となっている。 

 また、平成 6年の個人事業者の割合は、73.2%であったのに対し、平成 24年では 49.4%

まで減少し、個人経営の事業所数の著しい減少傾向が続いている。 

事業主の高齢化と後継者不在が大きな要因であり、今後も小規模事業者の減少が予想さ

れることから、空き店舗の増加による商店街の空洞化など域内経済環境の弱体化が懸念

されている。 

事業者の減少に歯止めを掛ける為にもスムーズな事業承継や空き店舗利用等による新

規創業の支援、新商品や新役務の提供等による地元消費の喚起、地域の賑わい創出によ

る商店街活性化など、経営力強化にむけて売上や利益の増加に取組んでいくことが課題

である。 

 
〇商業の事業者数、従業者数 

  

事業所数 

 

従業者数 

(人) 

 

年間商品販売額 

(百万円) 
 うち個人 

 

平成６年 

卸売業 36 23 168 8,817 

小売業 274 204 1,014 14,837 

計 310 227 1,182 23,654 

 

平成 16 年 

卸売業 40 21 201 8,380 

小売業 191 122 1,009 13,505 

計 231 143 1,210 21,885 

 

平成 19 年 

卸売業 51 28 254 9,470 

小売業 172 104 946 13,561 

計 223 132 1,200 23,031 

 

平成 24 年 

卸売業 37 － 236 8,284 

小売業 131 － 703 11,008 

計 168 83 939 19,292 

平成 26 年 計 163 － 971 22,792 

(出所:青森県商業統計調査「青森県の商業」) 

 

② 工業の現状と課題 

 七戸町の工業の事業所数は、平成 25 年の青森県商業統計調査では 28 事業所、従業者

数 616 人、年間製造品出荷額は 637,573 万円となっており、前年と比較すると事業所数

は 3 事業所、従業者数では 77 人、年間製造品出荷額では 36,213 万円それぞれ減少とな

っている。事業所規模は 4人以上 29人以下が 8割を占め、企業体質も景気に左右されや

すい小規模零細企業が主で従業者数も女性が大半(縫製工場)となっている。今後は      

経営体質の強化と、就業・雇用の場を確保していく観点から交通の要衝・高速交通体系の

利を活かした販路拡大や売上増加にむけた推進活動が課題である。 



(出所:青森県工業統計調査「青森県の工業」) 

 

③ 農業の現状と課題 

 七戸町の基幹産業である農業は稲作のほか、にんにく、長いも、トマト等高品質の野菜

を主に栽培しています。平成 22年の農作物の作付面積は稲、野菜とも減少しており、農

業総生産額についても農産物価格の低迷も加わり減少傾向が続いています。 

平成 27年の農業就業人口は 1,416人、農家戸数は 959戸となっており、それぞれ減少

しているものの、専業農家戸数を見ると 299 戸と増加しており農地面積の拡大や集積化

が進んでいることが伺われます。 

 七戸町には青森県内で唯一、国土交通省の重点道の駅候補に選定され県内最大級の集

客(平成 28年度：年間 823千人)を誇る「道の駅しちのへ」があり、新鮮な地元野菜が並

ぶ直売所「七彩館」や特産品やお土産コーナーで賑わっています。 

一方で農業が七戸町の基幹産業であるにもかかわらず、農業所得が 350 万円以上の戸

数は全体の 5%に満たない状況であり、収益性の高い作物への転換や付加価値の高い農産

物の生産(6次産業化)、新たな市場の開拓、後継者不足(農業担い手の確保)等への対応が

課題である。 
〇農業戸数   〇農業就業者数  

  農家戸数(戸) 内、専業農家    就業者数(人) 

平成 17 年 1,764 246  平成 17 年 1,794 

平成 22 年 1,219 290  平成 22 年 1,595 

平成 27 年 959 299  平成 27 年 1,416 

(出所:農業センサス)                                (出所:国勢調査) 
 
〇耕地面積   〇農作物作付面積  

  田(ha) 畑(ha)    稲(ha) 野菜(ha) 

平成 12 年 3,494 1,049  平成 12 年 2,248 620 

平成 17 年 3,203 1,272  平成 17 年 2,051 530 

平成 22 年 3,206 2,269  平成 22 年 2,073 590 

(出所:国勢調査)                            (出所:農業センサス) 
 

２.小規模事業者の現状と課題 
(1)小規模事業者の現状 

七戸町商工会の地区内小規模事業者の多くを占める小売業・飲食業・サービス業は、

七戸町役場七戸庁舎の東側を中心に集中しており、古くから商店街を形成し商圏の拠点

としての役割を果たしてきた。しかし、道路交通網の発達と同時に近隣市町村の大型商

業施設への顧客流出が顕著となり、さらに平成６年に国道４号線バイパス近く(七戸町

中心市街地)に中央資本の大型ショッピングセンターが開業すると消費者の流れが大き

く変わり、その後も郊外にスーパーマーケットやホームセンター等が進出し、当町商店

〇工業の事業所数、従業者数 

 事業所数 従業者数(4 人以上の事業所) 製造品出荷額 

平成 24 年 31 693 人 673,786 万円 

平成 25 年 28 616 人 637,573 万円 



街の中心にあった地元資本のショッピングセンターや複数の食品スーパー等が次々と閉

鎖に追い込まれ商店街の衰退が一気に加速した。 

平成29年4月現在の管内業種別商工業者調査(七戸町商工会調)によると、商工業者数

は376者となっており、うち327者(86.9％)が小規模事業者である。平成23年と比較し6

年間で48 者の小規模事業者が減少している状況である。また、小規模事業者の82％が

卸小売業・飲食業・サービス業などの商業者で構成されている。 

前述の通り、小規模事業者を取り巻く環境は、近隣の主要都市である十和田市、おい

らせ町、八戸市、青森市等域外の大型商業施設への消費流出が大きく、加えて人口減少

による売上低下、事業主の高齢化や後継者不在等により廃業を余儀なくされるなど、小

規模事業者を取り巻く経営環境は一層厳しいものとなっている。 

平成26年に商工会で実施した商店街実態調査によると、中心商店街の29店舗のうち21

店舗の経営者が60才以上であり、そのなかで21店舗が後継者未定並びに不在(内、11店

舗は自分の代で閉店予定)といった調査結果となっている。 

小規模事業者の減少要因は、事業主の高齢化と後継者不在による廃業が増加している

こと。生活スタイルの変化やニーズの多様化等を背景に購買力や消費者の関心が域外や

郊外店、ネット販売等へ流出していること。少子高齢化による人口減少等環境変化への

対応が不十分であることなどが大きな要因となっている。 

中心商店街の低迷が町全体の商業の衰退に拍車をかけている状況であり、小規模事業

者の減少は地域経済にとって深刻な問題となっている。 

中央商店街経営者への実態調査(平成 26年) 

  
(出所:七戸町商工会アンケート調査) 

管内商工業者及び業種別構成比 

 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 平成２９年４月 

 商工業者 商工業者 商工業者 商工業者 商工業者 商工業者 商工業者 内小規模事業者 

商工業者数 424 427 398 391 392 385 376 327 87% 

(建設業) 52 50 47 44 44 44 44 11％ 37 11％ 

(製造業) 31 31 31 31 32 31 31 8％ 24 7％ 
(卸・小売業) 147 149 142 139 139 137 134 36％ 114 35％ 
(宿泊・飲食) 52 54 48 48 49 47 44 11％ 43 13％ 
(サービス業) 142 143 130 129 128 126 123 34％ 109 34％ 

(出所:七戸町商工会調べ) 
 

決まっている
32% 10人

後継者を
探している
6% 2人

自分の代で
閉店予定
36% 11人

その他
26% 8人

【後継者の確保状況】

n=31

その他の意見
・ 流動的（業態の
変化を念頭）

・ まだ決まっていない
・ 今の状態では継続
は無理

20代
0%

30代1…

40代…

50代5人…

60代13人
45%

70代6人
21%

80代以上
2人7%

【経営者の年代】

n=29



(2)小規模事業者の課題 
【共通課題】 

小規模事業者においては、事業主の高齢化と後継者不在、顧客ニーズの多様化、売上

増進策、人口減少社会への的確な対応など経営力向上に対する共通課題を有している。

小規模事業者が持続的発展を遂げていく為には個店の強みを再認識しその強みを最大限

発揮して差別化を図り、消費者の望むサービスや地元消費の増進策(売上増大)が必要で

あり、中長期的には既存客に留まらず新たな顧客創造にむけての積極的な事業展開が必

要である。 

 

【商業者の課題】 

商店街等小規模事業者は地域経済の活力の維持や地域住民の生活・福祉の向上につい

て重要な役割を果たしてきが、卸小売業・飲食業・サービス業などの商業者においては

人口減少・少子高齢化による消費購買力の低下や郊外の大型ショッピングセンター等へ

の顧客流出による既存店の客離れなど多大な影響を受けている。地元町内での消費を促

進し顧客の域外流出に歯止めをかけるために、地域住民の需要に応じた商店街の形成や

個店経営の取組みにより域外からも消費を呼び込むなど、環境の変化や需要の変化に即

応した経営の変革、売上増加、経営力の向上が課題となっている。 

  

【建設業等工業の課題】 

建設業においては、公共事業の減少、長引くデフレ等による景気回復の遅れにより工

事高が減少傾向にある。一般住宅等建築業については、増改築等の小規模な工事は堅調

に推移しているものの公共工事や新規住宅着工率の減少により売上高は伸び悩んでい

る。 
電気工事業・管工事業・左官業等については、ゼネコンや県内の大手建設業からの受

注に頼る部分が多く、域外での現場が多いことや資材の高騰による利益の縮小、人材不

足等の課題を抱えている。 
工業全体としても事業主の高齢化と後継者不在、人員不足等の共通課題を抱えており

小規模事業者の経営体質の弱体化が進んでいるため経営体質強化と持続的発展にむけて

の支援が課題となっている。 

  
 
３、商工会の現状 
(1) 商工会の現状 

平成29年4月現在の商工会員組織率調査によると、管内商工業者数376者のうち小規模

事業者数は327者であり、商工会組織率は66.5％である。管内商工業者の86.9％が小規

模事業者であり、82％が卸小売業・飲食業・サービス業などの商業者で構成されてい

る。後継者不足などによる廃業者や営業規模縮小などにより、商工会会員を脱会する業

者が毎年十数件発生することから近年は会員の減少が続いている。 

会員の減少は商工会組織の弱体化を招くだけでなく地域経済全体の衰退に繋がる大き

な問題として危惧しており、巡回による情報収集によると、本会の会員事業所の半数以

上が60歳以上の経営者であり、さらに後継者がいない事業所も多く、高齢化がより一層

進むことで廃業する事業所が増加することが懸念されている。 



平成26年に商工会で実施した商店街の実態調査では、中心商店街の29店舗のうち21店

舗の経営者が60才以上であり、うち21店舗が後継者不在または未定(内、11店舗以上が

自分の代で閉店予定)といった調査結果となっており事業主の高齢化と後継者不在が大

きな課題となっている。今後は個店経営力向上にむけての支援強化と事業承継・創業支

援に積極的に取組む必要がある。 
 

〇組織率調査表 

(出所:七戸町商工会調べ) 

 

(2) 商工会のこれまでの取組と課題 

七戸町商工会のこれまでの経営改善普及事業の取組としては、金融・税務・労務・記帳

指導を日常業務の中で行ってきましたが、経営力向上支援策等については、外部講師を

招聘しての全会員が対象となるような啓蒙セミナーの開催で終わり、個店の経営力強化

に繋がる専門的な対応とはいえず、セミナー後のフォローも弱く長年十分なものとは言

えない状況でありました。 

小規模事業者個々の経営状況や事情に合わせたきめ細やかな指導ができていなかった

反省点を踏まえ、平成 25 年度から平成 27 年度の 3 年間にわたり個店の経営力強化指導

を目的とした「商店街個店強化支援事業」と商店街に人の回遊を目的とした「商店街タウ

ンギャラリー事業」を同時開催しました。 

「商店街タウンギャラリー事業」は商店街を会場として町民の作成した油彩画や水彩

画・書道などの作品を商店街の空き店舗を借用して展示し、さらに営業中の店舗の一部

を展示スペースとして提供していただき、商店街をタウンギャラリーに見立て、街中に

人の流れを呼び込み、賑わいを創出して商店街の活性化、売上向上に繋げることを目的

としたイベントである。この事業については確実にお客様が店舗に足を運んでいただけ

る企画であり、現在も「七戸まちなか大芸術祭」として継続実施しております。 

メイン事業である「商店街個店強化支援事業」は、小規模事業者の経営力向上にむけた

指導の実施であり、専門家を導入し商工会と一体となって巡回訪問し、個店の悩みや強

み・弱み等をヒアリングしたうえでＳＷＯＴ分析を行い問題解決に向けた指導を展開し

ました。専門家から経営力強化指導を受けた事業所は 3年間で 29事業所、指導延べ回数

は 142 回に及んだものの、事業計画書の作成にまで至った事業所はなく、改善すべき問

題点等が明確になったにも係らず、商工会としてもその後の計画書作成の重要性認識や

気付きを促す具体的なアクションに繋げる支援体制が不十分なまま事業は終了となりま

した。 
伴走型支援としては小規模事業者持続化補助金申請や融資申し込み等の小数に限ら

れ、その支援内容も補助金申請にむけての計画書作成支援や認定後の請求手続き等に留

     平成２３年

４月１日 

平成２４年

４月１日 
平成２５年

４月１日 
平成２６年

４月１日 
平成２７年

４月１日 
平成２８年

４月１日 
平成２９年

４月１日 

商 工 業 者 424 427 398 391 392 385 376 

小規模事業者 375 375 348 341 345 335 327 

会 員 数 285 287 275 270 268 258 250 

組 織 率 67.2％ 67.2％ 69.1％ 69.0% 68.3％ 67.0％ 66.5％ 



まっていたことから、今後は小規模事業者の経営課題を踏まえたうえで事業計画策定の

必要性や重要性の理解を深め、事業計画に基づく小規模事業者の経営力向上と事業承継・

創業支援等に重点を置いた取組みを中長期的に展開し、伴走型支援・提案型支援の実施

を行っていくことが課題である。 

 
〇小規模事業者持続化補助金の取扱い支援状況 

平成 25年度補正 （申請なし         ） 

平成 26年度補正 （2事業所申請・2事業所採択） 

平成 27年度補正 （4事業所申請・4事業所採択） 

平成 28年度補正 （1事業所申請・1事業所採択） 

平成28年度2次補正 （8事業所申請・5事業所採択） 

(出所:七戸町商工会調べ) 

 

4.小規模事業者の中長期的な振興の在り方 
(1) 中長期的な振興方針 

小規模事業者を取り巻く経営環境は、近隣主要都市の大型商業施設等域外への消費流

出が大きく、加えて人口減少による売上低下、事業主の高齢化や後継者不在等により廃

業を余儀なくされるなど厳しいものがあり、このような外部環境の変化によって様々な

経営課題が顕在化してきており、従来からの支援内容では対応できない部分も多くなっ

てきている。 

七戸町商工会としては咋年 1,452回(経営指導員等補助対象職員 4人、他に局長と記帳

指導員の合計 6人体制)の巡回・窓口指導を実施してきましたが、巡回件数も少なくその

ほとんどが金融・税務・労働・記帳といった基本業務であり、相談に対しては単発的な課

題解決に終始し、事業計画に基づく売上増加や販路拡大、事業承継等の経営力強化に繋

げる指導は少数に留まり、小規模事業者の減少傾向に対し歯止めが掛からない状況にあ

る。 

七戸町商工会は、これまでの取組みや課題、小規模事業者の現状等を踏まえ、様々な経

営課題に対応すべく向こう 10年間の中長期的な振興の柱として「経営力強化のための伴

走型支援の取り組み」、「事業承継・創業支援による小規模事業者の維持向上並びに持続

的発展への取り組み」、「地域資源を活用した地域活性化への取り組み」の三項目を掲げ、

事業計画策定と計画に基づいた経営課題の推進、需要動向や新たな需要開拓を見据えた

売上増加や販路開拓支援、事業承継・創業支援等を実施し、地域の総合経済団体として小

規模事業者に寄り添い産業の発展に努め、地域経済の活性化に取り組んでいく方針であ

る。 

七戸町総合計画では、商工業の振興策として大型店との共存共栄を図りつつ、既存小

規模事業者の柔軟な経営による差別化、地域志向の魅力ある経営活動の実現、それらに

よる町内消費活動の形成、空き店舗利活用や商店街活性化事業の展開、新規創業、事業承

継の支援を掲げ推進するとしており、これらの施策は商工会の目指す方向性とほぼ基軸

を共にするものであり、小規模事業者の支援については、今後も七戸町や他の支援機関・

支援団体等と連携しながら取組んでいく考えである。 



5.経営発達支援計画の目標と方針 

 
 ・中長期的な振興のあり方や地域の現状と課題を踏まえ、以下の目標と方針で取組む。 

 

（１）【目標】 

伴走型支援の強化を図り小規模事業者の経営力向上に努める 

 

【方針】 

小規模事業者においては環境の変化に素早く対応できないなどの特性があり、

事業者ごとにその課題も複雑化・多様化してきていることから、それぞれの状況

に合わせた支援が求められています。 

七戸町商工会はこれまで以上に巡回訪問の強化に取組むことを基本とし、経営

者と顔の見える良好なお付き合い(フェイスツーフェイス)を大切にして、その中

で得た経営情報や財務状況、強み・弱み等の生の情報を基に事業者の抱える経営

課題の把握に努め、経営分析や需要動向調査等の結果を踏まえて経営者と課題を

共有し、売上・利益の向上、経営改善、事業再生等、各事業者の課題に応じた事

業計画の策定を促し、経営力向上と持続的発展に向けた伴走型支援に取組んでい

きます。 

 

（２）【目標】 

事業承継・創業支援による小規模事業者の維持拡大並びに持続的発展を図る 

 

【方針】 

事業承継については、後継者難による事業者数の減少が顕著となっている現状

を踏まえ、事業承継が円滑に進められるよう税理士等専門家と連携を図り、きめ

細かな支援を行い事業者の維持に努めていく。 

創業支援については、七戸町の創業支援担当課と連携し創業支援セミナーを開

催するなど、当地区に於いて創業しやすい環境を整備し管内事業者数の維持拡大

に努めていく。 

事業承継・創業支援を実施した小規模事業者については，経営が落ち着き安

定するまで一定期間を要すると思われることから、計画の進捗状況や資金繰り状

況の把握に重点を置いた巡回訪問を増し、状況によっては小規模事業者経営発達

支援資金等の活用を図るなど伴走型支援を行っていきます。 

 

（３）【目標】 

地域資源を活用した地域活性化への取り組み強化    

 

【方針】  

  七戸町には、豊かな自然環境や「七戸城跡」を始め城下町の風情を残した貴重

な商家等の観光資源、「長いも、にんにく、トマト」等の高品質な農産物、300余

年の歴史を持つ「旧正まける日」に代表される伝統的な行事など豊富な地域資源



を有しているが、地域活性化にむけて各関連団体の連携や資源の利活用が充分に

活かされず、小規模事業者への経済効果も限定的なものとなっている。 

今後は、行政、地域金融機関、しちのへ観光協会、各実行委員会、地域の農・商

工業者、商工会が一体となって連携を図り、これら観光資源や伝統行事、高品質

の農産物等を活かした特産品の開発やブランド化などを検討する体制を整え、地

域の賑わいを創出して交流人口の増大を小規模事業者の売上・利益の増大などの

波及効果に繋げて地域の活性化と産業の発展に取り組んでいきます。 

 

《旧正まける日》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



経営発達支援事業の内容及び実施期間 

経営発達支援事業の実施期間（30年 4 月 1 日～35年 3月 31日） 
 

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】 
【現状の取組みと課題】 

これまでは、小規模事業者支援業務における地域の経済動向調査の重要性認識が低か

った為、同調査は実施しておらず、全国商工会連合会から実施依頼された小規模企業景

気動向調査(不定期実施)や、巡回訪問・窓口相談でのヒアリングによる少数企業の景況

把握に留まっていました。また、その活用方法も調査依頼先企業への配布と小規模事業

者持続化補助金推進に際しての必要最低限の限定的な利用に留まり、情報が活用されて

こなかったのが実態です。 

特に巡回訪問等による情報の入手に関しては、収集項目のひな型や様式等の定めがな

いため担当者の裁量によるばらばらの対応となり、情報の整理や分析も為されず組織的

なデータとして整備されてこなかったのが現状です。 

 

【今後の取組みと目標】 

地域の経済動向を調査収集し提供していくことは、経営状況の分析や需要動向調査と

ともに小規模事業者の営業戦略等に対する重要な要素であることを再認識し、今後は、

ヒアリングシートによる統一した調査方法を行うとともに、各種公表データも有効に活

用し、これまで不十分だった小規模事業者の地域経済動向の把握に努めるとともに、個

別の事業計画策定への活用やＨＰなどを通じて域内事業者に情報提供を行っていく。 

 

(事業内容) 

(1) 巡回訪問による地域内の景気動向の把握（新規） 

 統一のシートを用いて全職員の巡回訪問によるヒアリング調査を四半期毎に実施す

る。対象業種は管内小規模事業者の 93%を占める卸小売業、サービス業、宿泊・飲食業、

建設業からそれぞれ抽出し、業況(対前期、来期の見通し)等下記の項目に従って景気動

向の調査を行う。 

特に小規模事業者の大半を占める卸小売・サービス・飲食業の分析情報データは、消費

者ニーズを踏まえた新たな商品開発やサービス内容の見直し等、販路開拓や売上増強に

繋がる重要情報として注視しながら収集分析にあたる方針である。 

 

〇調 査 目 的 ：巡回訪問による生の情報を収集することで域内の経済動向を把握し、

経営の現況や課題、企業ニーズ等を的確に捉え事業計画策定支援に繋

げ、実効的な企業支援を実施していくことを目的とする。 

〇対 象 企 業 : 50社(卸小売業から 20社、サービス業から 16社、宿泊・飲食業から

7社、建設業から 7社) 



〇調 査 方 法 ：「地域経済動向に関するヒアリングシート」を用いて四半期毎(6 月、

9月、12月、3月)の定点観測を実施する。 

「企業情報カード」を新設しデータ整備をしていく。 

〇調 査 項 目 ：1.景況・業況(業界、自社、今後の見通し)、2.売上・採算(売上、生産、

利益)、3.価格(仕入単価、売上単価、受注単価)、4.在庫(増減、在庫

の過不足)、5.設備(実施、予定、内容)、6.客数、7.経営課題・問題

点(課題、問題点)、8.商工会への要望等(希望する支援策など) 

〇整 理 分 析 ：商店街地区、郊外地区、業種別、項目別にそれぞれ整理分析する。 

：各種センサスの傾向との整合性を分析して当地区の課題を抽出する。 

〇活 用 方 法 ：消費者ニーズを踏まえた新たな商品開発や提供する役務の見直しなど

小規模事業者の持続的発展にむけて事業計画策定の基礎資料として活

用する。 

また、全職員が必要な時に必要なデータを利用できるよう組織的に

データを蓄積し、商工会全体の共有情報として巡回訪問等を通じ小規

模事業者にタイムリーに提供する。 

併せて、商工会報やホームページ等で公表するとともに、七戸町や

地元金融機関など各支援機関との情報交換・意見交換の資料としても

活用し、相互連携のもと小規模事業者の事業展開に際して切れ目のな

い支援に活用する。 

 

(2) 青森県内における地域経済動向に関する情報収集(新規) 

 地域の経済動向に関する情報収集として上記(1)の調査を補完する意味で、中小企業庁

及び中小機構の「青森県版中小企業景況調査」、財務省東北財務局青森財務事務所の「県

内経済情勢報告」、青森県の「青森県景気ウォッチャー」、県内複数金融機関の「景気動向

調査」を参考に四半期毎に情報収集を行い、青森県内の広域的な地域経済動向の把握に

努め、特に地域外での事業展開を行っている小規模事業者や今後行おうと希望する小規

模事業者に対し事業計画策定や経営力向上の基礎資料として有効活用していく。 

 

〇調 査 目 的 : 販路拡大を目指す小規模事業者に対して、青森県内の景況・需要動向

などを把握し、事業計画策定支援に繋げるための基礎データとして活

用し実効的な企業支援を実施することを目的とする。 

〇調 査 方 法 : 各種公表資料を参考として、四半期毎(4 月、7 月、10 月、1 月)に青

森県の経済動向を分析・把握し、販路拡大を目指す小規模事業者の事

業計画策定支援に繋げる。 

〇調 査 項 目 : 青森県版中小企業景況調査～県内の景況、業況、売上、利益 

        : 県内経済情勢報告～県内の総括判断、個人消費、雇用情勢、企業収益 

        : 青森県景気ウォッチャー～県内 4地区業種別の景気動向、企業の声 

: 県内金融機関～県内の概況、家計消費、住宅投資、生産、一次産業 

等を調査収集する。 

〇整 理 分 析 : 青森県内の景況・需要動向などを把握し業種別、項目別、地域別に分

類整理し、各地区の経済情勢を年 4回比較分析する。 

〇活 用 方 法 : (1)に記載の活用内容のほか、販路拡大を目指す小規模事業者等に対



し、県内の需要動向等の情報を提供し、主に販売市場の選択等の経営

判断材料として活用し事業計画策定支援に反映させていく。また、(1)

と併せてＨＰ等に掲載し広く地域の事業者に提供する。 

 

 

2.経営状況の分析に関すること【指針①】 
【現状の取組みと課題】 

これまでの経営状況の分析に関する取組としては、専門家を導入し巡回訪問でのヒア

リング調査からＳＷＯＴ分析を行い問題解決に向けた指導を行った経緯がありますが、

経営力強化に向けた事業計画書の作成にまで至った事業所はなく、改善すべき問題点等

が明確になっても経営状況の分析の重要性や事業計画作成の必要性を認識・理解させる

ことができず、経営力強化指導としては具体的なアクションに繋げる支援体制が不十分

となっていた。その後の対応も金融相談(28 年度 11 件)があった場合や小規模事業者持

続化補助金申請時(28 年度追加補正 8 件)の個別課題解決のための経営状況の分析に留ま

り単発の支援に留まっていた。 
また、毎年、決算申告は 70件余りを担当しているので決算データは把握しているが、

各種財務指標等を活用した財務分析は行っておらず、商工会としても経営分析の重要性

は認識しているもののその対応に欠け、小規模事業者における事業の検証や見直しに通

じるような経営状況の分析に関する取り組みが不十分であった。 

 
【今後の取組みと目標】 

小規模事業者が持続的発展を遂げていくためには、経営者自らが自社の経営状況を計

数面から理解していくことが重要である。今後は、巡回訪問により、共通の「経営状況に

関するヒアリングシート(ローカルベンチマークを参考に新たに作成する)」を用いて経

営概要の聞き取り調査や、セミナー・各種相談業務等を通して経営分析対象企業の掘り

起しを行う。 

実施にあたっては、経営分析の必要性を認識させ、経済動向や消費動向等の外部環境

を含めたＳＷＯＴ分析やネット de 記帳(全国商工会連合会)のシステム診断などを活用

した経営分析を行う。 

専門的な課題については、青森県商工会連合会のエキスパートバンクやよろず支援拠

点の専門家派遣制度等を活用し要因分析や課題解決に取組んでいく。 

分析結果は巡回訪問等を通じタイムリーに小規模事業者にフィードバックし共有する

とともに、経営者自らが自社の経営状況を把握していただくことで事業計画の必要性や

事業目標 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

巡回によるヒアリング景況調査回数 

景況調査件数 

- 

- 
4 回 

50 社×4 

4 回 
50 社×4 

4 回 
50 社×4 

4 回 
50 社×4 

4 回 
50 社×4 

青森県経済動向調査分析回数 - 4 回 4 回 4 回 4 回 4 回 

情報発信(会報、ホームページ等)回数 - 4 回 4 回 4 回 4 回 4 回 



重要性の気付きを促し、事業計画策定支援を実施していく。 

また、シート情報に基づき支援対象のグループ化を進め、それぞれのグループの経営

実態、課題等を踏まえた支援を行い事業計画の策定支援につなげていく。 

 

 (事業内容) 

(1) 巡回訪問等による経営状況の把握（拡充） 

これまでは、金融相談時などに経営状況の分析を行うに留まっていた。今後は、小規模

事業者の経営状況や経営課題の概要を把握するため、巡回訪問を通して共通のシートを

用いてヒアリング調査を実施する。調査に当たっては、現状の営業に甘んじ経営状況の

見直しに消極的であった小規模事業者に対しても経営分析の必要性や事業計画策定の重

要性を促し、業況や資金繰り、財務状況、強み・弱み、経営課題等の把握に努め、経営分

析対象企業の掘り起しを行う。尚、ヒアリング調査は職員の資質向上を目的としたＯＪ

Ｔも兼ね、事務局長以下補助員等との複数名で実施する。 

また、得られた事業者の財務状況や商品・サービス等の経営情報は、商工会全体の共有

情報としてデータ整備し保有体制を強化していく。 

 

(2) 経営戦略策定セミナーの開催（新規） 

巡回訪問等によるヒアリングシートを作成し掘起しを行った意欲的な事業者を中心と

してセミナーを開催し、小規模事業者の今後の進むべき方向性や経営の在り方など、経

営戦略考慮のための機会を提供して経営戦略策定を支援する。実施に当たっては、経営

分析の意義と必要性を認識(意識改革)させ、事業計画作成に繋げていくことを狙いとす

る。 

 

(3) 経営分析の実施（拡充） 

これまでは、融資申し込みや記帳指導の際に売上高や利益等の推移や基本的な指標比

率について話をする程度で具体的な分析は行っていなかった。今後は、小規模事業者に

経営分析の必要性を理解させ、財務状況や経営課題等を踏まえて経営分析を行い、経営

者自らに自社の経営状況を把握していただくことで事業計画の必要性や重要性の気付き

を促し、事業計画策定支援に繋げるため経営分析を実施する。 

 

調 査 目 的 ：ヒアリング内容や分析を通して事業者に経営の現況と課題等を理解さ

せ、事業計画策定の気付きに繋げていくことを目的とする。 

対 象 企 業 : セミナー開催や巡回訪問によるヒアリングシートの情報及び金融相

談、記帳指導等を通じて経営分析が必要と思われる小規模事業者。 

調 査 方 法 : [財務分析に関する項目] 

記帳機械化利用事業者は「ネット de記帳(全国商工会連合会)」のシス

テム経営診断などを活用し、決算申告に合わせて 3期分の比較貸借対

照表・損益計算書により収益性、安全性、資金繰りに重点を置いた調

査を行う。また、飲食店や食品小売、及びＰＯＳレジ使用事業者につ

いては売上分析を効率化するＡＢＣ分析等を実施し売上商品の構成

比から改良メニュー等を検討する。 
記帳機械化未利用事業者は「経営自己診断システム(中小企業基盤整



備機構)」や「ローカルベンチマーク(経済産業省)」を活用し売上持続

性、収益性、生産性、健全性、効率性、安全性、成長性等の項目を診

断する。     
：[財務以外のその他の経営資源に関する項目] 
財務以外のその他の分析としては、ベンチマークの４つの着目点であ

る①経営者(経営手腕、ビジョン、事業承継方針)、②事業(強みと課

題)、③取り巻く環境・関係者(取引企業、従業員項目)、④内部管理体

制(内部管理、コンプライアンス)に着目し、経済動向や消費動向等の

外部環境を含め、特許、許可、強み・弱み・機会・脅威等をヒアリン

グシートで洗い出しを行い、経営課題を明確にする。 

：専門的な課題については、青森県商工会連合会や専門家派遣制度(エ

キスパートバンク)、青森県よろず支援拠点等の支援制度を活用し、詳

細な要因分析を行い解決に努める。 

調 査 項 目 ：[財務分析に関する項目] 

システム診断を活用し 3期分の比較貸借対照表・損益計算書により収

益性、安全性、資金繰りの分析に必要となる流動性比率、売上高対営

業利益率などの一般経営指標(小売、サービス、建設等の各業種を勘案

し項目を選定する)を収集する。 

：[財務以外のその他の経営資源に関する項目] 

属性(住所、氏名、業歴等の基本情報)のほか、業況、商品、サービス、

得意技術、従業員等の資源内容(資格・技能取得状況)などヒアリング

シートに基づくベンチマーク項目、強み、弱み、機会、脅威、経営課

題等。 

整 理 分 析 ：財務分析の実施方法は、3 期分の比較貸借対照表・損益計算書により

売上高対営業利益率と損益分岐点から収益性の分析、流動比率、自己

資本比率から安全性の分析、売上債権回転期間、在庫回転期間から資

金繰り分析に重点を置いた分析を実施し、ＣＲＤの業界基準値との比

較分析を行う。併せて、レーダーチャートの分析機能を活用し平均値

との比較分析を行う。 
また、飲食店や食品小売店などは、材料費のロスを抑え勘に頼らな

い売れ行き予測を行うためＡＢＣ分析を行う。 

       ：財務以外のその他の経営資源の分析としては、ベンチマークを活用し

経営方針、経営者、事業、関係者、内部管理体制、特許、許可など小

規模事業者の経営資源を広く捉えて分析するほか、強み・弱み・機会・

脅威などＳＷＯＴ分析(定性分析)手法をベースとして行う。 

活 用 方 法 ：分析結果は、巡回訪問等を通じタイムリーに小規模事業者と情報共有

し、経営課題の解決に向けて事業計画策定支援の重要資料として活用

する。 

：小規模事業者の課題解決に向けたセミナー等の演題選定に活用する。 

：全職員が必要な時に必要なデータを利用できるよう組織的にデータ蓄 

 積し商工会全体の共有情報として活用する。 



 

 

3.事業計画策定支援に関すること【指針②】 
【現状の取組みと課題】 

これまでの事業計画策定支援に関する取組みは、各種補助金等の活用や融資申し込み

の際の支援といった限定的なもので、地域経済動向や需要動向等を踏まえた計画書とな

っておらず、経営状況の分析も不十分であり、本来目的とすべき経営発達や経営課題解

決のための事業計画策定支援は実施されてこなかったのが現状です。 

小規模事業者が持続的経営をしていくためには、従来の勘や経験だけによる経営から

脱却して自らがビジネスモデルを再構築し中長期的な視野にたった事業計画書に基づく

経営を行っていくことが重要であり、商工会としても小規模事業者の将来を見据えた事

業計画の策定支援に取組んでいくことが課題となっている。 

また、事業承継支援については、平成26年に七戸町商工会で実施した後継者に関する

アンケート調査の結果、「後継者が決まっている」は僅か32％にすぎず、後継者問題が

事業の継続において重要な課題となっています。今後は、後継者問題を抱えている事業

者の掘起しと早めに若手後継者の育成に取組むことが課題である。 

さらに、創業支援についても相談があった場合のみの対応で、創業対象者の把握も場

当たり的であったことから、今後は廃業が多くなってきている現状を踏まえ、創業対象

者の掘り起しを行っていくことが課題である。 

経営セミナーの開催においても参加者数は少なく、事業計画策定経験のない事業者が

多いことから事業計画がないまま経営を行っているのが実態であり、事業計画の必要性

を認識させていくことが重要である。 

 

【今後の取組みと目標】 

今後は、事業計画の策定が経営の持続的発展にいかに重要であるかを周知していくと

ともに、自社の経営状況を把握し強みを活かした新たなビジネスモデルを確立するな

ど、意欲を持って前向きに取組むことを促し事業計画の策定に繋げていく。 

事業計画策定支援の対象者は、巡回指導や経営戦略策定セミナーの受講者、経営分析

を行った事業者や計画策定を希望する事業者などから掘り起こしを行う。 

また、セミナーにおいては、個社別の経営課題をさらに深化させ、課題解決に向けて

地域経済動向や需要動向、経営分析結果等を踏まえ、成長性や収益性を勘案した実現性

の高い具体的なアクションプランを盛り込んだ事業計画策定を支援する。 

専門的な課題等については青森県商工会連合会や中小企業基盤整備機構等の専門家と

事業目標 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

経営状況の分析を目的とした事業者の

掘起しの為の巡回訪問述べ回数 
11 回 80 回 100 回 120 回 140 回 160 回 

経営セミナー開催回数 

(参加事業者数) 

- 

- 

1 回 

(10 者) 

1 回 

(15 者) 

1 回 

(20 者) 

1 回 

(20 者) 

1 回 

(20 者) 

経営分析件数 8 社 25 社 25 社 30 社 35 社 40 社 



連携し、指導を仰ぎながら事業計画の精度を高め、伴走型支援を行っていく。 

新規創業については、七戸町創業支援事業と連携を図り、商工会に創業相談窓口を設

置し、情報提供などワンストップでの支援体制を担い、事業所数の減少を抑えるために

も創業計画の策定支援を行う。 

 

 (事業内容) 

(1) グループ別による事業計画策定支援と考え方（新規） 

巡回指導並びに経営セミナー等を通じ経営分析を行った事業者については、経済動向

や需要動向を見据えた販売戦略やビジネスの在り方、小規模事業者の意向や経営課題等

を踏まえ 4 つのグループに分類し、分類グループに応じた個別の事業計画策定を支援す

る。 

 

【分類グループ】 

○成長発展型（経営革新など事業拡大に向けたビジネスを展開する先） 

成長発展型の事業者は、事業の拡大を目指し成長志向が旺盛で経営意欲の強い事

業者のグループとなるので、地域経済動向や経営状況の分析結果を踏まえ、自社の

強みを充分活かし新商品の開発や新たな需要の掘起しなどにより、販路拡大を目的

とした事業計画の策定を支援する。 

具体的には、事業計画策定支援セミナーの参加を積極的に呼びかけ、経営戦略等

の立案の必要性を啓蒙するとともに、中小企業診断士等の専門家の指導や助言を仰

ぎながら、課題の抽出→事業計画の策定→計画の実践→成果確認→対策実行といっ

た一連のマネジメントの確立を成功事例等も紹介しながら、業種別「事業計画作成

キット」などを活用して精度の高い事業計画の策定を支援する。 

また、セミナー後も専門家と連携を図りながら巡回等により支援の継続を行う。 

 

○持続維持型（事業の維持・承継・再生を目指し、内外のニーズに対応したビジネスを

展開する先） 

持続維持型の事業者は、事業継続の意欲があり、事業の持続維持、事業承継、事

業再生を図る事業者が中心となるので、個社別の課題も多く存在することから巡回

や個別相談によりそれぞれの課題に応じた事業計画の策定を支援する。 

・事業の維持を目的とする事業者については、持続的経営のために事業計画策定の必

要性を普及しつつ、中小企業基盤整備機構の経営計画策定アプリ「経営計画つくる

くん」等のツールを活用しながら課題に応じた事業計画の策定を支援する。 

・事業承継の課題を抱えている事業者については、セミナーの参加を呼びかけ、中小

企業庁の事業承継ガイドラインに基づく「事業承継診断票」や「事業承継自己診断

チェックシート」を活用したヒアリング調査を改めて実施し、課題の整理を行うと

ともに事業承継にむけた計画策定の重要性を促していく。また、中小企業基盤整備

機構やよろず支援拠点等専門家と連携しながら、業種別の「事業計画作成キット」

などを活用して巡回により事業承継計画の策定を支援する。 

・事業再生を目標とする事業者については、経営悪化要因が債務超過や外部環境の急

変など課題も多いので、経営状況分析の結果から強みや課題を充分に把握する必要

がある。特に、高い技術力やノウハウを持ちながら、債務超過に陥り事業再生(経



営改善)や承継が進まないケースもあるので、金融機関や再生支援協議会等専門家

との連携を図りながら巡回頻度を増やし、「事業計画作成キット」を活用して事業

再生に向けた事業計画の策定を支援する。 

 

○基礎的支援型(地元ニーズに対応し地域の暮らしに密着したビジネスを展開する先) 

基礎的支援型の事業者は、自社の計数実績をしっかり把握していない先や事業の

方向性が定まっていない先が主で、地元ニーズに対応し地域の暮らしに密着したビ

ジネスを展開している事業者で、従来から金融・保険・税務・記帳などの基礎的支

援を必要とするグループとなるので、巡回を通じて事業計画策定の必要性を促すと

ともに経営分析の結果を踏まえながら、基本的な売上計画や利益計画等を中心とし

た次年度以降の収支事業計画の策定を支援する。 

 

○衰退・廃業型（高齢化、後継者難により事業継続の断念を考えている先） 

ヒアリングシート等の分析結果から高齢化・後継者難等により地域経済活動への

役割を終え市場より撤退を考えている事業者のグループとなるので、現状分析をし

っかり行い、金融機関等と連携を図りながら廃業までのスケジューリングを含めた

事業計画の策定を支援する。 

・尚、高い技術力や特許・ノウハウや一定のシェアー等の経営資源を有する個人事業

者については、七戸町の創業支援事業や事業引継支援センターの後継者人材バンク

等と連携し、創業を志す個人起業家とのマッチングを検討するなど、専門家の助言

等を頂きながら計画の策定を支援する。  

 

(2) 事業計画策定支援セミナーの開催（新規） 

 経営戦略策定セミナー受講者や経営状況の分析を行った事業者(前記で分類した事業

者)、事業計画策定を希望する事業者を対象として、事業計画策定支援セミナーを年 1回

開催する。 

 セミナー開催にあたっては、事業計画策定の意義や必要性の周知を図ることを目的と

し、自社の経営状況と経営課題を深く理解し、強みを活かした目標の設定や弱みをどの

ように克服していくかなど方向性を見出し、分類区分に応じ、それぞれの方針やプラン

に沿った計画の策定支援を中心として行う。また、事業計画の方針やプラン中で新商品

の開発や新サービスなどで具体的な販路拡大・売上向上への取組を検討する事業者につ

いては、既存の支援策として実施している小規模事業者持続化補助金などの申請に係る

事業計画策定支援も併せて行う。     

 

(3) 事業承継セミナー開催による事業計画策定支援（新規）  

平成 26 年に商工会で実施したアンケート調査によると、60 代の経営者は 45％、70 代

は 21％、80 代以上が 7％という結果になっており、高齢化が進む中で後継者問題が大き

な課題となっている。小規模事業者の事業が将来にわたり活力を維持していくためには、

後継者の人材育成に早期に着手し、円滑な事業承継によって事業価値をしっかり次世代

に引き継ぎ、事業の活性化を実現していくことが重要です。 

事業承継セミナーの開催にあたっては、持続維持型に分類され事業承継に課題を抱え

ている経営者のほか、巡回未実施の先からも 60歳以上の経営者や後継候補者、事業承継



に関心のある経営者等を対象として参加を呼びかけ、事業承継に向けた準備の必要性の

認識、経営状況・経営課題・経営資源の見える化(把握)、事業承継に向けた経営改善(磨

き上げ)といった事業承継の基本的な考え方や進め方などの習得を目的として実施する。 

計画策定支援の実施方法としては、中小企業庁の事業承継ガイドラインに基づき「事

業承継診断票」や「事業承継自己診断チェックシート」を活用し、経営状況や経営課題の

整理を行い、経営者自ら承継問題を検討するきっかけ作りとして計画的な着手を促して

いく。事業承継計画策定後は、個社の計画進捗状況に併せて巡回訪問による伴走型支援

を進めていく。 

また、専門的な課題については、青森県よろず支援拠点等専門家派遣による個別相談

会のほか、「後継者がいない」「事業の引継に不安がある」などの事業者については、青森

県事業引継支援センターと連携を図りながら、事業承継にむけた事業計画の策定を支援

する。 

 

(4) 創業支援窓口設置による創業支援（拡充） 

創業支援については、七戸町が産業競争力強化法に基づき創業支援事業計画の認定を

受け推進をしているところであり、当商工会はその中で創業相談窓口の設置、情報提供、

事業計画策定支援などワンストップでの支援体制を担っている。事業所数の減少を抑え

るためにも、今まで以上に七戸町創業支援事業との連携を図り創業支援を行っていく。 

創業窓口の設置に当たっては、商工会ホームページや七戸町広報誌により「創業支援

相談窓口設置」のＰＲ情報を掲載するなど広く情報発信し周知を図っていく。 

セミナー開催については、受講希望者の掘り起しが難しく商工会での開催は困難であ

ることから、七戸町創業支援事業で開催するセミナーについて、商工会ホームページや

会報で広く参加を呼びかけるなど連携し、新商品開発や農業者による 6 次産業化、若者

や女性の企業家を目指す対象者の掘り起しに努める。 

事業計画策定支援の実施にあたっては、セミナーに参加した創業予定者や創業後３年

以内の起業者を対象として、事業目標や経営理念、経営に対する想い、事業領域等を明確

にし、地域経済動向調査、需要動向調査などを踏まえ、将来性、収益性等総合的に勘案し

た事業計画の策定支援を行う。 

 

(5) 関係機関と連携した事業計画策定支援（拡充） 

上記(1)から(4)の事業計画策定において、専門的な分野の支援が必要な場合には、青

森県商工会連合会のエキスパートバンク制度やミラサポ等の専門家派遣制度を活用し、

個社に合わせた事業計画策定支援を行う。 

 

事業目標 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

事業計画策定支援セミナー開催回数 

(セミナー参加企業数) 

1 

(4) 

1 

(10) 

1 

(15) 

1 

(20) 

1 

(20) 

1 

(20) 

事業計画策定事業者数(巡回含む) 0 20 20 25 25 30 

事業承継セミナー開催回数 

(セミナー参加企業数) 
- 

1 

(10) 

1 

(15) 

1 

(20) 

1 

(20) 

1 

(20) 

事業承継計画策定事業者数 - 2 2 3 4 5 

創業計画策定事業者数 - 2 2 2 3 4 



4.事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】  
【現状の取組みと課題】  

これまでは、設備資金融資に係る導入後の設備確認や小規模事業者持続化補助金採択

後の報告書作成支援等にとどまっており、事業計画策定後の定期的なフォローまでには

至っていなかった。 

 

【今後の取組みと目標】 

今後は、事業計画を策定した全ての事業者に対して、計画策定後の進捗状況の確認を

目的とした定期的な巡回によるフォローアップを行う。確認にあたっては、財務指標を

用いた財務分析や予算実績差異分析、資金繰り状況等について確認を行い、計画と実績

の乖離が大きい場合は、新たな課題解決のための修正計画の策定を支援するなどＰＤＣ

Ａサイクルを確立し伴走型で小規模事業者の経営力強化に努めていく。 

事業承継・創業支援計画のフォローアップについては、事業が軌道に乗るまで２ヶ月

に1回の訪問を基本とし、場合によっては日本政策金融公庫との共同巡回も活用するな

ど資金繰りや売上の達成状況等に重点をおいたフォローアップを行う。 

また、より複雑化した課題等については青森県商工会連合会、青森県よろず支援拠点

や中小機構の専門家派遣制度などを活用し事業計画達成に向けた伴走型支援を行う。 

なお、事業計画策定後のフォローアップで把握した事業の進捗状況並びに商工会の対

応内容等については、都度「企業情報カード」に記入し管理するとともに、全職員が把

握できるよう組織的に情報を整備し、商工会全体の共有情報として整理する。 

 

(事業内容) 

(1) 事業計画策定者へのフォローアップ（新規）  

事業計画を策定したすべての小規模事業者に対し計画の進捗状況の確認や各種財務指

標等を活用した財務分析、利益を構成する売上高、変動費、固定費ごとに分けた予算実

績差異分析、資金繰り等についてフォローアップを行う。また、数値に表れない定性的

な評価については、事業者自身による評価とヒアリングにより分析し、収益確保にむけ

た方策などを指導していく。 

事業計画が順調に進み、さらなる売上や利益を積極的に確保したいと考える事業者に

ついては、新たな事業計画の策定を支援し経営力向上に向けた指導を行う。 

また、新たな課題が発生した場合には、計画の見直しについて助言などを行う。特

に、事業計画の実行がより専門性の高い課題により困難な状況となった場合などは、青

森県よろず支援拠点やエキスパートバンク等の専門家を活用し、商工会だけでは問題解

決が困難な課題に対しても伴走型で支援を行う。 

その頻度は少なくても3ヶ月に1度の巡回とするが、個々の事業者の進捗状況に合わせ

て必要な時に必要なだけの伴走型支援を基本とする。 

 

(2) 事業承継計画策定者へのフォローアップ（新規） 

事業承継計画策定後は、2ヶ月に1回の頻度を基本としたフォローアップを行う。フォ

ローアップは巡回訪問により行うこととし、現経営者と後継者や従業員等関係者間の意

識の共有化等の状況、計画の進捗や課題の整理などをヒアリングする。事業承継では、

計画遂行の遅延や計画実行の先送り等が承継の障害になることから計画の進捗状況につ



いては重点的に確認するとともに事業承継ガイドラインに基づく「事業承継計画票」を

活用し、その経過状況を管理する。また、相続税等の税負担が発生した場合など専門的

な課題が生じた場合には青森県商工会連合会、青森県よろず支援拠点などと連携して課

題解決にあたるほか、税理士など税務の専門家による個別相談を行うなど事業承継計画

の実現にむけたサポートを行う。 

 

(3) 創業計画策定者へのフォローアップ（新規） 

創業者に対する支援は、新たなビジネスモデルを構築し、軌道に乗せていくためにも

きめ細やかな支援が必要となることから、フォローアップの頻度を高め、重点的に2ヶ

月に1回の巡回訪問を基本とし、資金繰りや販路開拓の状況など創業計画の進捗状況の

確認しながら、経営、税務、金融等の総合的な指導を行っていく。 

また、経営資源が乏しい等の理由から計画を実行していない場合や、計画通りに動け

ず実施時期を逃し計画効果が薄れるような場合は、計画の変更見直しなどを指導する。 

 

(4) 関係機関と連携した事業計画策定者へのフォローアップ（拡充） 

上記(1)から(3)の事業計画策定者へのフォローアップについて、専門的な分野の支援

が必要な場合には、青森県よろず支援拠点や青森県事業引継ぎ支援センター、青森県商

工会連合会のエキスパートバンク制度、中小機構の専門家派遣制度等を活用し、個社に

合わせた事業計画達成に向けてのフォローアップを行う。 

 

 

5.需要動向調査に関すること【指針③】 
【現状の取組みと課題】 

小規模事業者の多くは、自社が提供する商品・サービス等の需要動向を把握しておら

ず、消費者のニーズに合致しているか否かの把握が為されないまま従来の経験に基づく

経営が行われている。また、消費トレンド等の情報に対しても関心が薄く、需要予測を

マーケティング戦略に活用していないのが現状である。 

また、七戸町商工会においても、持続化補助金申請や融資申し込みの際、事業計画策

定等で情報が必要な場合にインターネット検索などにより収集を行い対応している程度

で定期的な情報収集や支援への活用は実施してこなかった。 

地域内の消費動向等の情報について目的を持って収集し、分析結果については新たな

販路開拓や新商品の開発に活かし、売上向上のために需要動向情報を提供していくこと

が課題である。 

事業目標 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

事業計画策定後のフォローアップ巡回件数 5 
80 

20×4 

80 

20×4 

100 

25×4 

100 

25×4 

120 

30×4 

事業承継計画策定後フォローアップ巡回件数 0 
12 

2×6 

12 

2×6 

18 

3×6 

24 

4×6 

30 

5×6 

創業計画策定後のフォローアップ巡回件数 0 
12 

2×6 

12 

2×6 

12 

2×6 

18 

3×6 

24 

4×6 



 

【今後の取組みと目標】  
小規模事業者の販売する商品や提供するサービス等についての評価を消費者からアン

ケート調査(①地域内の消費者ニーズ調査、②物産販売施設でのアンケート調査)を行い、

さらに、③各種公表資料を活用した需要動向調査を加え、消費者ニーズや市場動向を補

足し、町内の消費者需要動向を整理分析する。 

調査結果は、巡回等を通じて個社に提供し、買い手のニーズを踏まえた商品開発や特

産品のブランド化など、マーケットインの考え方を浸透させ、事業計画策定や販路拡大

に向けた新たな需要の開拓に寄与する事業を実施する際に効果的に活用していく。 

 

(事業内容) 

(1) 地域内の消費者ニーズ調査（新規） 

管内の小規模事業者に於いては、個社の商品の魅力を向上させ地域内需要の確保に繋

げて行くことが重要であり、今後は、事業計画策定支援を行った事業者の販売する商品

や提供するサービス内容についての評価を収集し整理分析のうえ提供していく。 

具体的には、管内の小規模事業者の半数以上を占める食品製造、卸小売、飲食業の商

業者においては、交流人口の増大が新たな売上拡大に繋がることから、これらの購入者

が域外からも多数集まる当地最大の商業イベントである「旧正まける日」(例年2月開

催、29年2月は総計50社出店、入込み総数25,000人)の来町者に対し、主に菓子や農産加

工品などの食品製造販売業が新たに開発した商品やお土産品を含む飲食料品(農産加工

品含む)に係る商品の満足度を図ることを目的としアンケート調査を実施する。消費者

動向を分析し域外を含む消費者の望む商品やサービス、加工食品やお土産品などの情報

を提供していくことで、商品の改良等で新たな販路拡大を支援する。 

 

①調査概要・目的 

 ・食品製造販売業、農産物加工販売業、飲食業等の提供する新たに開発した商品やお土

産品を含む飲食料品等の消費者ニーズを調査対象とする。 

 ・「旧正まける日」の買い物客を対象として、加工食品やお土産品などの客観的な評価

について、試飲や試食を通じたヒアリングによるアンケート調査を実施し、需要動

向の把握に努め情報提供することで新たな商品開発等を支援する。 

・年 1回「旧正まける日」に実施し、調査件数は 200件(1社当り 50件)を目標とする。 

②調査項目 

・来場者の属性(居住地、性別、年齢、世帯人数)、パッケージ、価格、味、量、満足度、

要望・改善点等 

③活用方法 

・項目別に分析し巡回訪問等を通じて調査対象事業者のほか事業計画策定事業者等へ

個社別に提供し、地域需要を捉えた商品やサービスの改良などに活用していく。 

・今後、新たな需要開拓や売れる商品づくりなど販売戦略に必要な事業計画策定支援

の基礎資料として活用していく。 

 

(2) 物産販売施設での需要動向調査（新規） 

七戸町には第三セクター方式で㈱七戸物産協会が運営する年間82万人の利用客のある



観光物産拠点施設「道の駅しちのへ」があり、地元の特産品・お土産品・農産物(加工

品含む)を取り揃え、販売施設やレストラン等が併設されている。現在、七戸町長期総

合計画に基づき観光情報発信拠点施設(防災拠点機能も含む)の建設が進んでおり、今後

視察客等の来町で年間来場者数も益々伸びるものと考えられる。 

 今後は、「道の駅しちのへ」に商品を納入している地元の小規模事業者納入品目の中か

ら、食品に係るお土産品(主にお菓子類)や農産加工品を扱う事業者について、観光客等

を対象にアンケート調査を実施すると共に、同社からも部門別売上やお土産品などの売

れ筋商品、消費者の需要動向情報を提供していただき、アンケート調査と併せて分析し、

納入事業者のお土産品開発や特産品開発など新たな需要の開拓につなげる個社支援に活

用する。 

 

①調査概要・目的 

 ・観光客等買い物客を対象として、管内納入業者のお土産品(お菓子)、農産物加工品な

どの商品について、客観的な評価についてアンケート調査を実施し、観光客等の需

要動向の把握に努める。 

 ・消費動向や需要動向、買物利用状況を分析し商品開発等を支援する。 

・年 1回実施し、調査件数は 200件(1社当り 50件)を目標とする。 

②調査項目  

・顧客の属性(居住地区、年代)、価格、パッケージ、満足度、商品やサービスについて

の意見・改善点等    

③活用方法 

・整理分析した調査結果は、巡回訪問を通じ、特産品製造業者、菓子製造業者、お土産

品製造業者、飲食店など個社別にフィードバックし、観光客の需要動向から新たな特

産品、お土産品等開発のヒントや既存商品の改良、サービス・接客対応等の向上に活

かしていく。 

 

(3) 業界紙、各種統計調査等による需要動向調査 （新規） 

町内の消費動向や買物利用状況並びに観光客等の消費者ニーズの把握については、消

費者自身から生の情報を収集し需要動向を把握していくが、業界紙や「日経テレコンＰ

ＯＳ」、「消費動向調査」（内閣府）等を活用し、市場での同類製品の売上ランキング状

況や消費者の意識・物価の見通し等を把握し、(1)(2)の調査を補完する。 

調査結果は、個社別に巡回等を通じ事業者に提供していくとともに、新商品開発や販

路拡大等の事業計画策定支援に繋げていく。 

 

①調査概要・目的 

・調査対象は特定個社を対象とせず業種別・商品別を調査対象とする。 

・「日経テレコンＰＯＳ」等を活用し小規模事業者が提供する商品、サービス等の需要

動向を把握し消費者アンケート調査を補完する。 

・売れ筋ランキング情報や類似商品等の市場動向を把握し、既存商品の改善や新商品

開発等の一助となる情報を提供していく。 

・調査は地域内の消費者ニーズ調査時と物産販売施設での需要動向調査時の計 2 回実

施する。 



②調査項目 

 ・日経テレコンＰＯＳ：地域別、品目別、売れ筋、市場の動向、競合他社商品との比較、

商品の販売動向 

 ・消費動向調査：消費者の意識、物価の見通し、個人消費動向 

 ・業界紙：各種レポート情報、商品開発等の参考となる情報 

 

③活用方法 

・地域別、品目別等の需要動向について、関係機関が発行する機関誌や業界紙、各種統

計調査等から目的を持って情報を収集・整理・分析し、巡回を通じて事業計画策定事

業者、道の駅への地元納入業者等の個社に情報提供し、事業計画策定や新商品の開

発、新たな需要の開拓(販路開拓)に寄与する事業を効果的に実施するために活用し

ていく。 

 

 

 

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】 
【現状の取組みと課題】 

七戸町商工会管内の小規模事業者は、域外(近隣市町以外)への販路開拓ノウハウを持

ち合わせていない為、町内での取引が主な売上を占めている。 

また、商工会が単独で商談会等を開催することは困難であることから、これまでは、全

国商工会連合会や関係機関が主催する商談会や物産展などの開催情報の提供に留まり積

極的なものではなく、小規模事業者への新たな販路開拓に寄与するような事業は特に行

ってこなかった。 

 

【今後の取組みと目標】  

小規模事業者のもっとも大きな課題として販路拡大が挙げられ、域外でのビジネスを

展開する必要性が求められてきている。今後は、青森県や七戸町、青森県商工会連合会等

関係機関が開催する物産展や展示会の開催情報を積極的に情報発信し出店等提案してい

く。多くの管内小規模事業者に広く情報発信していくことで、物産展等の出展者や商談

に望む企業を増やすことに繋がり、商談会の価値も向上していくものと考えられる。 

支援対象者は、事業計画策定支援を行った事業者や新たな販売機会・商談機会を希望

する事業者に対し、個社の商品や経営資源等分析結果を勘案し、商談会の目的や場所な

ども考慮した上で最適な提案を行う。 

また、商談を効果的に行えるよう、申込手続きや出店前後の指導などに取り組み、併せ 

事業目標 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

地域内の消費者ニーズ調査回数 

調査支援事業者数 
0 

0 

1 回 

4 社 

1 回 

4 社 

1 回 

4 社 

1 回 

4 社 

1 回 

4 社 

物産販売施設での需要動向調査回数 

調査支援事業者数 
0 

0 

1 回 

4 社 

1 回 

4 社 

1 回 

4 社 

1 回 

4 社 

1 回 

4 社 

統計調査等による需要動向調査 

調査支援事業者数 
0 

0 

2 回 

8 社 

2 回 

8 社 

2 回 

8 社 

2 回 

8 社 

2 回 

8 社 



てＥＣサイトを活用した販路開拓支援や商工会報、新聞等を利用した商品広告の発信な

ど小規模事業者の販路開拓支援を実施していく。 

 

 (事業内容)     

(1) 物産展・商談会等を活用した販路開拓支援（新規） 

「ニッポン全国物産展」（出展者 350名、来場者数 150,191名）は全国から食品製造事業

者などが中集まり、大手百貨店やスーパーなどのバイヤーによるＢtoＢの商談が行われ

ている。また、「青森の正直 商談会」（出展者 100 名、県内外バイヤー300 名参加）や

「FOOD MATCH AOMORI2017」（出展者 50名、県内外バイヤー300名参加）は、青森県内の

商工業者を対象として県内外へ特産品の販路開拓支援が行われている。 

今後は、首都圏や域外に新たな販売機会を求める事業者に対し経営分析結果や需要動

向調査結果を踏まえ、当地域の農産物などの地域資源を活用した食品加工業者や農商工

連携事業者等の出店を支援し、販路拡大を目指す機会として活用する。 

出展希望者に対しては、出店申し込み手続き等の事前支援のほか、商品提案書の作成

や運営・プレゼン方法、商品陳列方法やバイヤー等との交渉術などについて専門家と連

携し、商談会をより効果的なものとしていくため伴走型で販路開拓を支援する。 

また、出店後のフォローアップとして、物産展、商談会等参加企業に対して商談成立内

容等のアンケート調査を行い、調査結果からの反省点や次回に向けた課題等を抽出し今

後の対策とするなどマネジメントサイクル(PDCA)に努めていく。 

 

(2) ネットを活用した販売促進支援（新規） 

ホームページを持ってない小規模事業者に対しては、全国商工会連合会が提供する 100 

万会員ネットワーク「ＳＨＩＦＴ」等を利用したホームページの作成支援を行い、事業所

のＰＲや取扱商品、新商品、取扱いサービス等の紹介を行い、物産展等に参加できない事

業者も含めて低コストでネット販売が出来るよう販路開拓を支援していく。 

システム「ＳＨＩＦＴ」の具体的な手続きについては、青森県よろず支援拠点や青森県

商工会連合会等と連携してＨＰ作成の専門家のアドバイスを受けながら小規模事業者用

のＨＰを立ち上げ、店舗ＰＲのほか、逸品商品や一押し、お得情報、買い物かごの設置な

どについて、商工会が解りやすく指導し、設定や入力等の作成手続きのハードルを下げ

て支援する。 

さらに、売れるページ作りにむけ、掲載内容のリニューアルや自社のホームページの

見せ方の手法などについて、専門家を交えてブラッシュアップするなど事後のフォロー

を実施する。 

また、全国商工会連合会の特産品ＥＣサイト「ニッポンセレクト.com」の活用により、

事業計画書の策定支援を行った事業者のうち主に食品の製造販売業者に対し商品の出展

を促し、インターネットを使った販売促進の在り方など新たな需要の開拓に繋がる支援

を行う。 

具体的には、遠方の顧客を意識した商品の選定や出品のサポートを青森県よろず支援

拠点等の専門家を交え、商品・パッケージ・価格・見せ方などのアドバイスによるフォロ

ーを実施し新たな需要の開拓による売上増加を図る。 

 

 



 

 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組 
【現状の取組みと課題】 

小規模事業者を取り巻く環境は、域外の大型商業施設への消費流出が大きく、加えて

人口減少による売上低下、事業主の高齢化や後継者不在による廃業が見られるなど、中

心商店街の空洞化が一層進んでおり、商店街の活力低下が懸念されている。 

町内では、これまで一年を通して多彩なイベントが開催され、実施協力が行われてき

たが、地域の賑わい創出対策や中心市街地の空洞化対策、地域特産品のブランド化、地

域経済の活性化対策等について各関係者が一体となって協議検討する場がなかった。 

従って、一過性の賑わいで終わり、集客力があり豊富なイベント行事も各団体の繋が

りが充分に活かされず、小規模事業者や商店街の売上貢献にも限定的で、地域経済活性

化にむけて関係者間の連携が有効的に機能されていないという反省がある。 

 

【今後の取組みと目標】    

今後は、行政や地域の各種団体等を構成メンバーとして「七戸町地域活性化協議会(仮

称)」を立ち上げ年 2回協議会を開催する。各種団体等の横の繋がりを強化するとともに、

地域が一体となって以下の当地域の活性化に関する取り組みや情報を共有し同じ方向を

向いて、これからの七戸町における賑わい創出や中心市街地の空洞化対策、地域活性化

への方向性等を検討し、今後、小規模事業者の新商品開発支援や特産品のブランド化、賑

わい創出のイベント開催等に取り組み、ＰＤＣＡサイクルを回しながら地域経済の活性

化を図る。 

         

(事業内容)   

(1) 「七戸町地域活性化協議会(仮称)」の設置（新規） 

七戸町、七戸町金融団、(一社)しちのへ観光協会、各イベント実行委員会、商工業者

(道の駅ほか小規模事業者)、そして七戸町商工会で構成する「七戸町地域活性化協議会

(仮称)」を設置する。 

横の繋がりを強化するとともに、地域が一体となって情報を共有し同じ方向を向いて、

これからの七戸町における賑わい創出対策や中心市街地の空洞化対策、七戸ブランドの

確立等、総合的に地域経済活性化に向けての方向性を検討していく。 

協議会での検討結果を踏まえ、今後のイベント開催や賑わい創出等に取り組み地域経

済の活性化を図る。 

 

事業目標 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

物産展等の情報提供回数 随時 随時 随時 随時 随時 随時 

物産展等出店事業者数 0 3 社 3 社 ４社 5 社 5 社 

商談成約件数 0 3 件 5 件 7 件 8 件 10 件 

IT を活用した月間新規取引

件数 
0 2 社×5 件 3 社×7 件 5 社×10 件 7 社×10 件 10 社×10 件 



(2) 七戸町ブランドの確立（新規） 

七戸町は、豊かな自然環境や「七戸城跡」を始とし城下町の風情を残した商家など歴史

的建造物があり、また、東北新幹線「七戸十和田駅」、重点道の駅に選定された「道の駅

しちのへ」など観光拠点・交通の要衝としての高い機能を有する町である。 

また、七戸町の特産品としては長いも、にんにく、トマト等の生産が盛んで、特に八甲

田山系の肥沃な大地に恵まれ、昼夜の寒暖差の激しい当地で栽培された七戸産長いも(青

森県が全国１位の生産量)は、きめが細かく粘りがあり、みずみずしい食感が特徴で“な

がいも発祥の地”として全国の市場から高い評価を得ている。 

 しかしながら、すばらしい物産や観光資源を持ち合わせていながら企画力や取り組み

が弱く、いずれもブランド化されていないのが現状である。 

平成 29 年 4 月、七戸町では観光・物産の振興を図る目的として、「七戸町観光物産推

進協議会」を設立しており、今後、七戸町の自然・食・文化を活かした七戸町ブランド化

を検討していく考えである。 

七戸町商工会は、その構成メンバーとなっており、今後、町の観光資源や高品質の特産

品等の地域資源を最大限訴求活用しながらブランド化を目指し観光交流人口の増大に努

め、特産品の付加価値を高めて小規模事業者への波及効果に繋げ経営力向上を支援し地

域経済の活性化に取り組んでいく。 

 

 

Ⅲ.経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 
１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 
【現状の取組みと課題】 

これまでの他の支援機関との連携については、日本政策金融公庫のマル経連絡協議会

参加時の金融に関するものや経営改善普及事業等での関係事案が生じた際の税理士派遣

による税務に関するもの等、担当者間の限られた中での情報交換にとどまっており、他

の支援機関で行っている小規模事業者への支援状況やノウハウなどは、組織的に入手管

理する体制(仕組みづくり)は行っていなかった。 

経営発達支援事業の実施に当たっては、七戸町商工会全体としての支援能力の向上が

求められることから、他の支援機関との情報交換や連携の強化に努めスキルアップが課

題である。 

 

【今後の取組みと目標】 

今後は、小規模事業者の経営支援に関係する他の支援機関（地域金融機関、信用保証

協会、税理士等専門家）の支援ノウハウ、支援の現状、新たな施策情報等についての情

報交換を行い、七戸町商工会全体としての支援能力の向上並びに職員のスキル向上に努

めていく。 

 

(事業内容) 

(1) 行政、地域金融機関等との情報交換の実施（拡充） 

これまでは、個別案件が発生した都度それぞれの支援機関と情報交換する程度あった

が、今後は、七戸町、七戸町金融団（青森銀行七戸支店、みちのく銀行七戸支店、青森

県信用組合七戸支店）、青森県信用保証協会十和田支所、七戸町商工会三役と年１回



(次年度以降は年２回)の「金融懇談会」を開催し、地域経済動向、景気動向、資金調達

や資金需要動向、信用保証状況、小規模事業者の商品やサービス等の市場動向など金融

面から見た支援ノウハウ等について情報交換する。 

また、得られた情報については、今後の小規模事業者の経営計画策定支援における重

要な管内金融情報となるので、業種別に分類整理し相談業務に活用していく。 

 

(2) 地域の支援機関との情報交換の実施（拡充） 

青森県商工会連合会を通じ日本政策金融公庫青森支店主催による「小規模事業者経営

改善貸付事務連絡協議会」が年２回開催され、金融公庫青森支店管内の商工会(21商工

会)が一同に会し地域金融の動向について情報交換を行っている。 

今後は、この機会を活かし資金需要等の情報交換だけでなく、金融公庫や他の商工会

等の支援ノウハウ、地域内外の経済情勢、支援状況、新たな販路開拓や新商品開発に活

かせるような市場動向等について年２回情報交換しお互いの支援能力向上に努めてい

く。 

また、「上十三地区商工会連絡協議会(事務局担当～七戸町商工会、他管内 10 商工会

長で構成)」、「上十三地区商工会事務局長連絡協議会(管内 11 商工会の事務局長で構

成)」、「上十三地区商工会経営指導員協議会(管内 11 商工会の経営指導員で構成)」、

「上十三地区商工会職員協議会(管内 11商工会の全職員で構成)」がそれぞれ開催され研

修会や情報交換会が行われているので、今後は小規模事業者の経営課題とその解決に向

けた経営分析、事業計画の策定ノウハウ等、経営発達支援事業に関わる支援能力向上を

目的とした議案を取り入れて開催し、青森県よろず支援拠点や青森県商工会連合会のエ

キスパートバンキンク等と連携し有効的な小規模事業者の伴走型支援に努めていく。 

 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること    
【現状の取組みと課題】 
これまでの経営指導員等の資質向上対策は、青森県商工会連合会の実施する職種、職

階別の研修に連合会から受講指定された職員がそれぞれ参加するというものであり、参

加者による修得が中心となり、職員間での共有する機会もなく、小規模事業者を支援す

る商工会全体としての能力の向上や組織としての共有の在り方に課題があった。 

 

【今後の取組みと目標】  

今後の経営指導員等の支援能力向上については、記帳指導や税務指導といった従来の

支援能力に加え、経営発達支援計画事業の推進にあたり、小規模事業者の利益確保や経

営力向上に資する支援ノウハウの修得が重要となるため、青森県商工会連合会の実施す

る研修だけでなく中小機構主催の中小企業支援担当者研修会等に積極的に参加し、これ

まで当商工会で特に不足していた「小規模事業者の事業計画策定支援」、「創業・事業承継

支援」、「経済動向調査、経営分析、需要動向調査」、「地域資源の活用」等の知識修得に努

めていく。 

各種研修会参加後は、得られた情報・知識について全職員参加による研修報告会を開

催し情報の共有と支援能力の向上に努める。 

また、補助員等の職員については、経営指導員等とのチームを編成し、巡回訪問への同



行を通じて現場での実践的なＯＪＴによりヒアリングポイントや応酬話法等を学びスキ

ルアップを図る。 

さらに、毎月１回「経営発達支援事業連絡会議」(職員会議と併催)を開催し支援事業の

進捗や支援情報等について組織全体としての共有を図り、職員の資質向上と支援能力の

向上に努め、支援ノウハウなどは七戸町商工会の財産として蓄積していく体制を構築し

ていく。 

 

(事業内容) 

(1) 青森県商工会連合会や中小機構主催の研修会への参加及び報告会の開催（拡充）  

経営指導員等職員は、小規模事業者がその時々で抱えている課題を把握し、解決に導

くための伴走型支援のスキルが求められている。そのため、青森県商工会連合会が主催

する義務的な職員研修会だけでなく、中小機構主催の中小企業支援担当者研修会のほか

各団体が主催する研修会に経営指導員以外の職員も積極的に派遣し、小規模事業者の支

援ノウハウの習得を図る。また、各種研修会参加後は全職員参加による「研修報告会

(勉強会)」を開催し支援ノウハウや情報の共有を図り支援能力の向上に努める。 

また、得られた支援ノウハウや各種情報については、一度の研修報告会に留まらず、

職員会議、朝礼、ミーティング等で繰り返し指導することで職員全体のスキル向上を図

り、新たな販路開拓や新商品開発等、小規模事業者の利益確保に資する支援ノウハウの

習得に努めていく。 

・青森県商工会連合会が主催する職員研修会（職種、職階別） 

・中小機構主催の中小企業支援担当者研修会（年間二人派遣） 

 

(2) 外部専門家との帯同訪問による職場内人材育成プログラム（ＯＪＴ）（拡充）  

これまで専門家派遣制度を利用する機会は年1回程度と少なく、個社からの依頼によ

るもので経営指導員だけの対応としていた。 

今後は、職場内人材育成プログラムとして、外部専門家と商工会職員との帯同訪問の

機会を増やし、面談の仕方、ヒアリングのポイント、事業計画策定支援のポイントなど

具体的な支援ノウハウについて学習(OJT)し、経営指導員等の資質向上に向けての職場

内研修の充実を図る。 

また、経営状況の分析等支援事業の実施に当たっては、事務局長と経営指導員2名を

中心とする二人一組の3チームを編成し、巡回訪問への同行を通じて現場での実践的な

ＯＪＴにより、面談の仕方、ヒアリングポイント、分析手法等、支援ノウハウを直接伺

い見ることにより、職場内での事業者支援のスキルアップを図る。 

 さらに、得られた情報や資料等については、「経営発達支援事業連絡会議」や職員会

議、朝礼、ミーティング等で商工会全体の共有情報として蓄積保存し、今後の事業計画

策定支援等に活用していく。 

 

(3) 「経営発達支援事業連絡会議」と支援ファイルの保存整備による情報共有（新規） 

毎月1回、「経営発達支援事業連絡会議」を開催し、組織内で小規模事業者の支援策

について意見交換や情報交換を行い、個社支援のノウハウが経営指導員だけに偏らない

ようにするとともに、小規模事業者の経営状況の分析結果、地域経済の動向調査結果等

について組織内で共有し、円滑な支援体制の構築を図る。 



また、経営発達支援事業の実施状況や小規模事業者の経営状況の分析結果、各種調査

結果、支援ノウハウや成功事例(支援業務事例)等については、七戸町商工会の共有サー

バーに保存し七戸町商工会全体の財産として蓄積し、職員の資質向上に向けた勉強会や

行政等との情報交換に活用していく。 

さらに、経営状況の分析時に作成する「企業情報カード」についても、事業者ごとに

ファイリングし紙ベースでデータ蓄積するほか、ＰＤＦファイルとして七戸町商工会の

共有サーバーに保存し情報の共有化を図る。これにより、各事業者の支援内容や支援経

過が一目で把握できるようになると共に、職員が人事異動等で交替した場合でも、個社

支援ツールとして活用でき七戸町商工会の支援スキームとして体制整備が図られる。 

  

 

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 
【現状の取組みと課題】 

これまで七戸町商工会で実施してきた経営改善普及事業、地域総合振興事業に関して

は事業計画書に基づき実施してきましたが、事業実施後の検証改善による次年度の計画

立案を行う仕組みは構築されていませんでした。 

 

【今後の取組みと目標】 

今後、本事業実施においては数値目標に基づく進捗管理が重要となることから、事務

局内で進捗状況及び事業内容の検証を実施すると共に、外部有識者を交えた「七戸町商

工会経営発達支援事業評価委員会」を設置し、事業の計画・実行・評価・改善を実施

し、ＰＤＣＡサイクルの構築を図っていきます。 

 

(事業内容) 

(1) 事務局内での検証・評価の実施 

内部評価については、事務局内で「経営発達支援事業連絡会議」を毎月１回開催し、事

業の進捗状況を確認しながら事業内容を検証し見直し案や改善案を検討する。 

 

(2) 正副会長会議での評価・見直し方針の決定 

 経営発達支援計画の事業実施状況や成果の検証結果(見直し案や改善案等)は、半期ご

と(10 月、4 月)に正副会長会議に報告し承認を受ける。正副会長会議は改善案等の報告

を踏まえ今後の方針を決定する。 

 

(3) 理事会での評価・見直し方針の決定 

経営発達支援計画の事業実施状況や成果の検証結果(見直し案や改善案等)は、半期ご

と(10月、4月)に理事会に報告し承認を受ける。理事会は改善案等の報告を踏まえ、Ｐ

ＤＣＡサイクルによるマネジメントを実施し今後の方針や事業などを決定する。 

 

(4)評価委員会による外部評価の実施 

七戸町商工会に、外部有識者(税理士、日本政策金融公庫を予定)、七戸町、青森県商

工会連合会、七戸町商工会三役、商工業者代表(七戸中央商店街協組、道の駅しちのへ

を予定)、七戸町商工会職員で構成する「七戸町商工会経営発達支援事業評価委員会」



を設置し、毎年度終了後の4月に年1回評価委員会を開催する。 

評価委員会は、経営発達支援計画の事業実施状況とその成果や効果について評価・検

証を行うとともに、ＰＤＣＡサイクルによる事業のマネジメントを実施し、見直し案や

改善案の提言まで行い、理事会に報告する。 

 

(5) 結果の公表 

理事会で承認された事業の成果、評価、見直しの結果については、七戸町商工会ホー

ムページや広報に掲載し公表する。 

URL      http://www.aomorishokoren.or.jp/shokokai/shichinohe/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aomorishokoren.or.jp/shokokai/shichinohe/


（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（平成 29年 11月現在） 

（１）組織体制   経営発達支援事業計画を効率的かつ効果的に実施する為の体制を

構築する。 

組  織   七戸町商工会    

事務局人員  事務局長 1人、経営指導員 2人、補助員 1人、記帳専任職員 1人 

          記帳指導員 1人、合 計 6人 

                   

          

          

           

          

          

           

          

          

           

          

          

           

          

          

           
           
          

  
 

 

（２）連絡先  七戸町商工会  郵便番号 039-2525 

住所   青森県上北郡七戸町字七戸 48-3 

                電話番号     0176-62-2521 

                ファクシミリ番号 0176-62-5229 

 

   担当者  事務局長    川 上 俊 弘 (かわかみ  としひろ) 

        総括経営指導員 芦 沢 賢 一 (あしざわ けんいち) 

        経営指導員   高 田 正 尚 (た か だ まさなお) 

 

URL      http://www.aomorishokoren.or.jp/shokokai/shichinohe/ 

E-MAIL  nohe7@coral.ocn.ne.jp 

七戸町商工会 会 長 

    
七戸町商工会 三役会 

七戸町商工会 監事会 

七戸町商工会 理事会 

七戸町商工会経営発達                

支援事業評価委員会  
 

事務局長 川上 俊弘 
 

総括経営指導員 芦沢賢一、経営指導員 高田正尚 
 
 

記帳指導員 沢尻修子 
 

補助員 関 光太 
 

記帳専任職員 田中日登美 
 

mailto:nohe7@coral.ocn.ne.jp


（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                  （単位 千円） 

 30年度 

(30 年 6

月以降) 

31年度 32年度 33年度 34年度 

必要な資金の額 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

 

1.地域経済動向調査 

 

2.経営状況の分析 

 

3.事業計画策定支援 

 

4.事業計画策定後の実施支援 

 

5.需要動向調査 

 

6.新たな重要の開拓に寄与する事業 

 

200 

 

400 

 

600 

 

200 

 

200 

 

400 

200 

 

400 

 

600 

 

200 

 

200 

 

400 

200 

 

400 

 

600 

 

200 

 

200 

 

400 

200 

 

400 

 

600 

 

200 

 

200 

 

400 

200 

 

400 

 

600 

 

200 

 

200 

 

400 

 

（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 

 

1.商工会自主財源 

 

2.会費収入 

 

3.負担金 

 

4.七戸町補助金 

 

5.県補助金 

 

6.国補助金 

 

 

 

 

 

（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。 



（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 

小規模事業者を取り巻く経営環境は、人口減少等による売上低下や事業主の高齢化、

後継者不在等の経営環境の変化によって様々な経営課題が顕在化してきており、商工会

単独の支援内容では対応できない部分も多くなってきている。 

 専門的な経営課題や創業支援等については、上部団体である青森県商工会連合会をは

じめ各支援団体との連携を強化し、小規模事業者の経営課題に対し的確な支援を実施し

ていく。 

連携者及びその役割 

【上部団体】: セミナー・研修・講習会等の開催、専門家派遣、情報交換、他 

1.青森県商工会連合会 会長 竹林秋雄 

 〒030-0801 青森県青森市新町 2丁目 8-26 青森県火災共済会館 5F ℡017-734-3394 

2.全国商工会連合会 会長 石澤義文 

〒100-0006 東京都千代田区有楽町 1-7-1             ℡03-6268-0088 

 

【行政機関】: 地域経済動向調査、創業支援、地域経済活性化事業、情報交換、他 

1.七戸町 町長 小又 勉 

〒039-2792 青森県上北郡七戸町字森ノ上 131-4          ℡0176-68-2111 

2.青森県 知事 三村 申吾 

〒030-0801 青森県青森市長島 1丁目 1-1             ℡017-722-1111 

 

【金融機関等】: 地域経済動向調査、地域金融動向調査、支援ノウハウ等情報交換、他 

1.日本政策金融公庫青森支店国民生活事業 事業統括 朝広 純一 

〒030-0861 青森県青森市長島 1丁目 5-1             ℡017-723-2331 

2.青森銀行七戸支店 支店長 古村 大輔 

〒039-2525 青森県上北郡七戸町字七戸 154-2           ℡0176-62-2151 

3.みちのく銀行七戸支店 支店長 神 晃一郎 

〒039-2525 青森県上北郡七戸町字七戸 210            ℡0176-62-2181 

4.青森県信用組合七戸支店 支店長 李沢 利彦 

〒039-2525 青森県上北郡七戸町字七戸 218-3           ℡0176-62-2175 

5.青森県信用保証協会 会長 長谷川 義彦 

〒030-8541 青森県青森市新町 2丁目 4-1 青森県協同ビル５Ｆ   ℡017-723-1356 

 

【支援機関】: 専門家派遣、支援事業の実施協力、講演会・セミナー開催、情報交換、他 

1. (公財)21 あおもり産業総合支援センター 理事長 今 善典  

 〒030-0801 青森県青森市新町 2丁目 4-1 青森県協同ビル７Ｆ      ℡017-777-4066 

2. (独法)中小企業基盤整備機構 理事長 高田 担史 

 〒015-8453 東京都港区虎ノ門 3-5-1               ℡03-3433-8811 

 

【関係団体】: 需要動向調査、連携、情報交換、他 

1.(一社)しちのへ観光協会 理事長 田中 忠則 

〒039-2501 青森県上北郡七戸町字荒熊内 207           ℡0176-58-7109 



2.七戸商店会協同組合 代表理事 宮沢 公生 

〒039-2525 青森県上北郡七戸町字七戸 123-20           ℡0176-62-2075 

3.七戸中央商店街協同組合 代表理事 福田 勉 

〒039-2525 青森県上北郡七戸町字七戸 48-3 七戸町商工会館内    ℡0176-62-2521 

4.株式会社七戸物産協会 代表取締役 宮沢 公生 

  (道の駅しちのへ) 

〒039-2501 青森県上北郡七戸町字荒熊内 67-94           ℡0176-62-5777 

 

連携体制図等 

 
(金融相談)                       （専門化派遣、実施協力、研修）           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                情報交換   連携        連携     情報交換      相談 

 

 

 
連携 情報交換 協力                連携 情報交換 協力 

 

 

 

 

 

 

 
（実施協力）                                   （実施協力） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小規模事業者の持続的発展を支援 

・青森県商工会連合会 

・全国商工会連合会 

・中小企業基盤整備機構 

・２１あおもり産業総合

支援センター(青森県よ

ろず支援拠点)、(青森県

事業引継ぎ支援センタ

 

 

 

・日本政策金融公庫青森支店 

・青森県信用保証協会  

・七戸町金融団 

(青森銀行七戸支店) 

(みちのく銀行七戸支店) 
(青森県信用組合七戸支店) 

七 戸 町 商 工 会 

 
・七戸町観光物産推進協議会 

・七戸物産協会 

(道の駅しちのへ) 

 
・しちのへ観光協会 

・七戸商店会協同組合 

・七戸中央商店街協同組合 

 

地 域 経 済 の 活 性 化 

青森県、七戸町 
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