
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
花巻商工会議所 （法人番号 ）７４００００５００３０４２ 

実施期間 平成３１年４月１日～平成３６年３月３１日 

目標 

【目標１】小規模事業者の経営計画作成支援を通して競争力のある企業育成を図る。 

【目標２】事業承継支援の推進を図る。 

【目標３】創業支援及び事業継続に向けた伴走支援による小規模事業者の維持・拡大 

【目標４】伴走支援者(個)と支援体制(組織)の支援力強化及び支援機関の連携による支

援環境の向上を図る。 

【目標５】地域資源の発信による交流人口の拡大を図る。 

事業内容 

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 

・花巻市景況調査、中心市街地通行量調査の実施 

・市内金融機関との情報交換会の実施 

・国等が提供するビックデータの活用 

２．経営状況の分析に関すること 

・経営指導員の窓口・巡回相談や市内経営支援機関の連携による経営分析の実施 

・経営セミナーを通じた経営分析の実施 

３．事業計画作成支援に関すること 

・経営指導員等による経営計画作成支援 

・経営セミナーの実施 

・専門家による個別相談会・専門家派遣制度の活用による事業計画作成支援 

・創業支援事業による小規模事業者の拡大と事業継続に繋げる伴走支援の実施 

・スムーズな事業承継に向けた事業計画作成支援 

４．事業計画作成後の実施支援に関すること 

・経営指導員等による巡回・窓口相談による実施支援 

・市内経営支援機関連携や専門家の活用による事業計画作成後の実施支援 

・創業者に対する事業計画の実施支援 

５．需要動向調査に関すること 

・国等が提供するビックデータの活用による需要動向の把握 

・市内経営支援機関等の連携による情報共有で需要動向を把握 

・商談会に招聘したバイヤーを通じての需要動向の把握 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

・いわて花巻ビジネスマッチング商談会の実施 

・各種商談会・展示会・セミナー等の情報提供と参加誘導 

・商談力向上セミナー、販路拡大セミナーの実施 

・情報発信ツールの活用による企業情報の発信 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

(1)県央広域観光エリアの開発 

(2)新しい「食」の取り組みによる中心市街地活性化事業 

(3)地域経済循環「はなまき小判」発行事業 

(4)地域活性化イベントへの取り組み 

ⅰどでびっくり市 

ⅱ宿場の雛まつり 

連絡先 
花巻商工会議所  経営支援課 
〒025-0075 岩手県花巻市花城町１０－２７ 

TEL0198-23-3381   FAX0198-23-2324   E-mail：hcci@hanamaki-cci.or.jp 
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平成 27 年 花巻市人口ビジョン 

（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

 

１．地域の現状 

 

（1）花巻市の概要 

  花巻市（以下、当市）は、平成 18 年に旧花巻市と、

隣接していた 3町（旧大迫町、旧石鳥谷町、旧東和町）

が合併し、現在のエリアとなった。 

当市は、岩手県のほぼ中央に位置し、総面積 90,839

㎢（全国市町村面積ランキング 40位（1,741市町村中））

（内可住地面積 35％）と広大な面積を有し、県都盛岡

市をはじめ、遠野市、北上市、西和賀町ほか多くの自治

体に隣接している。 

  国道 4 号線や東北縦貫自動車道、JR 東北本線や東北

新幹線が南北に貫くほか、沿岸と結ぶ東北横断自動車道

は当市で縦貫道と接続し、JR 釜石線は当市花巻駅で JR

東北本線と接続するなど、北東北における交通網の縦

軸・横軸の結節点となっている。 

  また、岩手県唯一の空港である「いわて花巻空港」を有し、札幌、名古屋、大阪、福

岡への国内線の他、台湾の定期便が就航するなど、岩手県の空の玄関口ともなっている。 

  広域的に設置される税務署、年金事務所、法務局、地方裁判所（支部）など国の出先

機関は当市に集中して設置されており、岩手中部圏域における中核の都市となっている。 

 

（2）花巻市の人口   

  平成 18 年の 1 市 3 町合併時に

106,000人あった人口が、平成 30年 9

月末現在 96,260人となった。 

  国立社会保障・人口問題研究所の人

口推計に準拠した国の「まち・ひと・

しごと創生推進本部」の推計による

と、本市の総人口は平成 27（2015）年

以降減少傾向を強め、平成 42（2030）

年においては 81,873 人と、現在（平

成 30（2018）年）と比較して 85％程

度になると推計されている。 

  年齢別にみると、平成 7（1995）年に年少人口（0～14歳以下）を老年人口（65歳以上）

が上回り、以後老年人口が増加傾向でありその差を広げている。生産年齢人口（15～64

歳以下）も減少傾向が続いており、今後も少子高齢化が加速していくことが予測されて

いる。 
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２．地域商工業の現状と課題 

 

（1）事業者数 

  花巻市の事業所数（非農林漁業）は 4,136 社であり、内 2,956 社弱が小規模事業者で

ある。平成 24年と平成 28年の事業所数を比較すると、事業所数で 2.9％減少となってい

るが、内小規模事業者数が 6.0％減少であり、小規模事業者の廃業（主に高齢化によるも

の）が散見される状況を裏付けている。 

  小規模事業者を業種別に見ると、ほとんどの業種で減少しているが、建設業が▲

10.4％、卸・小売業が▲13.7％と減少率が 10％を超えており、全国の減少率が建設業▲

3.0％、卸・小売業▲1.6％のところ、当市は著しい減少を示した。 

  建設業は、個人企業の建設業者（一人親方含む）が高齢・死亡により廃業するケース

が多い。東日本大震災の復興需要により沿岸を中心に一時活況を呈したものの、当市を

含む内陸地域については一定規模以上の企業に限定されたものであり、小規模事業者に

おいては、原材料価格の高騰や人件費単価の上昇などマイナス面が経営を圧迫する状況

となった。 

  小売業については、大型店の進出や地方ゆえの車社会により他地域への購買力流出が

続き、従来型の酒屋、食料品店等をはじめ小規模な商店は年々減少を続けている状況と

なっている。 

    平成 24年 平成 28年 増減（28-24） 増減率 

産業分類 総数 
小規模 

事業者数 
総数 

小規模 

事業者数 
総数 

小規模 

事業者数 
総数 

小規模 

事業者数 

C鉱業，採石業，砂利採取業 4 4 3 3 △ 1 △ 1 -25.0% -25.0% 

D建設業 371 335 338 300 △ 33 △ 35 -8.9% -10.4% 

E製造業 384 277 370 267 △ 14 △ 10 -3.6% -3.6% 

F電気・ガス・熱供給・水道業 2 1 1 1 △ 1 0 -50.0% 0.0% 

G情報通信業 21 14 19 13 △ 2 △ 1 -9.5% -7.1% 

H運輸業，郵便業 126 99 133 106 7 7 5.6% 7.1% 

I卸売業，小売業 1,115 765 1,043 660 △ 72 △ 105 -6.5% -13.7% 

J金融業，保険業 57 22 53 22 △ 4 0 -7.0% 0.0% 

K不動産業，物品賃貸業 193 174 175 157 △ 18 △ 17 -9.3% -9.8% 

L学術研究，専門・技術サービス業 139 116 141 117 2 1 1.4% 0.9% 

M宿泊業，飲食サービス業 590 443 565 425 △ 25 △ 18 -4.2% -4.1% 

N生活関連サービス業，娯楽業 529 464 504 444 △ 25 △ 20 -4.7% -4.3% 

O教育，学習支援業 105 81 113 86 8 5 7.6% 6.2% 

P医療，福祉 299 114 361 136 62 22 20.7% 19.3% 

Q複合サービス事業 48 27 45 23 △ 3 △ 4 -6.3% -14.8% 

Rサービス業（他に分類されないもの） 277 208 272 196 △ 5 △ 12 -1.8% -5.8% 

 
4,260 3,144 4,136 2,956 △ 124 △ 188 -2.9% -6.0% 

  
73.8% 

 
71.5% 

    
                            （資料：平成 24年、平成 28年 経済センサス 活動調査） 
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平成16年 平成19年 平成24年 平成26年

事業所数（店） 1,130 1,032 774 749

従業員数(人） 6,403 6,088 4,600 4,623

年間販売額（百万円） 103,384 100,512 79,784 83,635

小売業の推移

資料：平成 16･19･26 年商業統計、平成 24 年経済センサス活動調査 

資料：平成 26 年商業統計調査（岩手県） 

（2）当市の小規模事業者の現状と課題 

 

①小売業の現状と課題 

  花巻市の小売業は、事業所数、従

業員数、年間販売額とも著しい減少 

傾向が続いてきたが、従業員数及び

年間販売額は平成 26 年の調査で増

加に転じた。 

  当市は、大手スーパーマーケット

の出店やドラッグストア、コンビニ

エンスストアの増加、郊外に開発さ

れた 5 つのショッピングモールの

影響等で、地元の小売店が深刻な打

撃を受けている状況である。 

  また、県都盛岡市の新都市開発に

伴う大型商業施設の整備等により

商業（サービス業含む）における都

市間競争が激化しており、購買人口 

の流出が著しい状況にある。（地元

購買率 H15：91.5％→H20：87.2％（岩手県広域消費購買動向調査））ＪＲ東北本線沿いに

位置する人口規模が近い他市（北上市、奥州市、一関市）に比較した年間売上額では、

他 3市平均 146,000百万円に対し 83,861百万円であり 59％程度の売上額に留まっている

ことからも、相当程度流出していることを裏付けている。 

このような状況により、地場の小売業者は長期にわたり厳しい状況が続く中で廃業が

増加し、商店街に空き店舗が目立つ状況であるとともに、主に車で移動する農村部でも

旧来の商店はほぼ姿を消し、幹線道路にコンビニエンスストアが目立つようになってい

る。特に小規模事業者は売上不振が続く中、事業主の高齢・死亡とともに承継に至らな

いケースが多い。これを裏付けるように当商工会議所青年部員のうち、小売業は 9.4％

（13/138）となっている。 

当商工会議所の商業部会（卸売・小売業）の会員構成は、次の表の通りである。 

区分 事業所数  

卸売業 68 
 

    
 

衣服・身の回り品小売業 41 
 

飲食料品小売業 126 
 

機械器具小売業 58 
 

その他の小売業 180 
 

合計 473 
 

（内小規模事業者） 352 (74%) 

 

 

 



４ 
 

経営実態及び支援ニーズ調査結果（花巻商工会議所Ｈ29.3） 

平成24年 平成28年

事業所数（総数） 384 370

内小規模事業者 277 267

従業員数 8,369 8,143

製造品出荷額（百万円） ― 182,790

製造業の推移

資料：経済センサス活動調査 

区分 事業所数

食品 87 65 74.7%
金属製品 91 55 60.4%
土石製品 19 17 89.5%
電子情報 18 14 77.8%
繊維 18 12 66.7%
木・紙製品 22 20 90.9%
印刷 16 14 87.5%
その他 37 26 70.3%

合計 308 223 72.4%

内小規模
事業者数

花巻商工会議所 会員製造業事業者数

＜課題＞ 

  平成 29年度に実施した小規模事業者

向け支援ニーズ調査結果による小売業

の経営課題は、 1 位「売上不振」

（60.3％）2 位「顧客ニーズの変化」

（58.8％）3 位「販売価格の低迷」

（27.9％）4 位「仕入価格の上昇」

（26.5％）となっている。 

  前年と比較した売上の状況について

は、「増加」（ 11.8％）、「横ばい」

（33.8％）、「減少」（54.4％）である。 

  今後の展開で強化したいのは、「新規顧客の開拓」と「既存顧客の維持」であり、その

ために保有したい力は、「競合がまだ導入していないサービス」や「他地域の成功事例の

導入」などとしている。 

  これらのことから、多様な消費者ニーズを把握したうえで、小規模事業者ならではの

小回りと地域密着の利点を生かした潜在需要や新たな需要の掘り起こしと、既存顧客の

囲い込み戦略が課題となっている。 

   

②製造業の現状と課題 

  花巻市の工業出荷額は平成 28 年 1,828

億円(経済センサス活動調査)であり、平成

22 年の 1,843 億円（工業統計調査）と比

較し微減になっているが、東日本大震災の

あった平成 23 年に 1,566 億円まで落ち込

んだ出荷額が平成 24 年以降増加し、平成

28年に震災前の水準となったものである。 

  事業所数は微減を続けているが、7割以上を占める小規模事業者も微減にとどまってお

り、主要業種の中では最も減少率が低くなっている。 

  企業誘致はバブル崩壊後落ち込みを見せたが、市の多様な取り組み推進により平成 11

年度以降増加に転じ現在 30社以上となっている。一方で誘致企業と地元企業との経営感

覚や技術力の乖離が指摘される中、市では新規創業支援、産学官連携支援などを中心と

した内発型振興の活動拠点として、貸工場、貸研究室（インキュベーション機能）を有

する花巻市起業化支援センターを開所し、専任コー

ディネーターによる支援を行い、これまで入居企業、

卒業企業を合わせ 50社以上の企業を育てている。 

  当会会員製造業を見ると、金属製品製造業が最も

多く、精密機械から建設用金属製品まで多様な業種

があり、地場の企業でも従業員が 100 名を超える企

業があるなど、製造業の中で小規模事業者の割合が

最も低い。 

  続いて食品製造業が多く、菓子製造、農畜産物加

工等に小規模事業者が多い。 
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経営実態及び支援ニーズ調査結果（花巻商工会議所Ｈ29.3） 

平成24年 平成28年

事業所数（総数） 1,258 1,210

内小規模事業者数 1,023 986

従業員数 5,767 6,138

サービス業（技術サービス・宿泊・飲食・生活サービス）の推移

資料：経済センサス活動調査 

事業所数
内小規模
事業者数

理・美容業 108 101 94%
旅館・ホテル業 37 25 68%
飲食業 202 171 85%
その他サービス業 87 54 62%

計 434 351 81%

サービス業会員事業所数

＜課題＞ 

  平成 29年度に実施した小規模事業

者向け支援ニーズ調査結果による製

造業の経営課題は、1 位「売上不振」

（53.0％）2 位「原材料価格の上昇」

（25.8％）3 位「顧客ニーズの変化」

（21.2％）となっている。 

  前年と比較した売上の状況では、

「増加」22.4％、「横ばい」41.8％、

「減少」35.8％である。 

  小規模事業者が比較的多い食品製

造業に絞って、今後に保有したい商

品/サービスを見ると、「新商品を独自開発したい」が最も多くなっており、新規顧客開

発・既存顧客維持のための新商品開発が課題となっている。 

一方金属製品製造業の小規模事業者を見ると、今後強化したい内容で「利益率の改善」

が最も多く、このために保有したい技術/サービスでは、顧客ニーズに応える新技術や新

製品となっており、ここでも新商品開発が課題となっている。 

 

③サービス業の現状と課題 

  サービス業の事業所数は微減傾向となっ

ている。内小規模事業者においては、総数

の減少率をやや上回って減少している。 

  内訳を見ると、宿泊・飲食で 6％減少、理

美容を含む生活サービスで 5％減少となっ

ている。 

  小規模事業者の減少率を見ると、宿泊業で 16％減少しており他の業種に比較して高く

なっている。 

  美容業は、平成 28 年度末で 281 件（岩手県中部保健所調べ）、人口 1 万人あたり（花

巻市人口 9.7万人）29件で、全国平均 20.73件を大きく上回っている。 

  観光産業については、奥羽山脈に沿って点在する 12箇所の温泉群が「花巻温泉郷」を

形成しており、温泉利用客を中心とした年間 200 万人を超える観光客がある。東日本大

震災の風評被害等で一時大きな落ち込みを見せたが、当市より 50㎞南下した「平泉」の

ユネスコ世界遺産登録や、震災で脚光を浴びた「雨ニモ負ケズ」の宮沢賢治ゆかりの地

を訪れる観光客の増加などで震災前の水準に戻りつつある状況である。 

  また、岩手県唯一の花巻空港には平成 30

年 8月より台湾からの国際定期便が週 2往

復就航しており、外国人観光客の温泉利用

も増加傾向にある。 

  当部会のサービス業関連会員は 434企業

で、その内 351企業（81％）は小規模事業

者である。 

  中でも理・美容業は自宅併設型の旧来の
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経営実態及び支援ニーズ調査結果（花巻商会議所Ｈ29.3） 

平成24年 平成28年
事業所数（総数） 371 338

内小規模事業者数 335 300
従業員数 3,255 3,026

建設業の推移

資料：経済センサス活動調査 

資料：岩手県建築動態統計調査 

店舗が多く小規模事業者率が高い。 

  旅館・ホテル業は、花巻温泉郷に大規模旅館が多い一方で、風情ある伝統的な温泉街

の小規模旅館も根強い支持があり一定の存在感をもっている。 

 

＜課題＞ 

  小規模事業者向け支援ニーズ調査結

果によるサービス業の経営課題は、飲

食業では圧倒的に「原材料価格の上昇」

（69.2％）が 1 位となっており、次い

で「売上不振」「顧客ニーズの変化」

（共に 46.2％）となっている。サービ

ス業その他では、1 位「売上不振」

（44.1％）、2 位「顧客ニーズの変化」

（31.5％）、3位「労働力不足」（25.2％） 

となっている。 

  また、サービス業その他では「後継

者問題」が 20％を超えており、他業種

に比較してやや高めである。 

  前年と比較した売上の状況については、「増加」（21.2％）、「横ばい」（40.9％）、「減

少」（38.0％）となっている。 

  今後の顧客獲得の為に保有したい商品/サービスについては、「競合がまだ導入してい

ないサービスを独自開発したい」が一番多く、次に、「競合もしくは他地域で成功してい

るサービスを導入したい」が多くなっており、いずれもまだ行っていない新たなサービ

スの導入を望んでいる。 

 

④建設業の現状と課題 

  花巻市の建設業事業所数は、平成 28年に 338

社で平成 24年に比較して 10％程度減少してい

る。内小規模事業者数においても同じく 10％

程度減少している。 

  小規模事業者数は全体の 88.8％となってお

り、全業種平均 71.5％を大きく上回っており、

民間工事業者、下請業者等が多い状況である。 

  新設住宅着工戸数を見ると、東日本大震災前

350 戸程度で推移していたが、平成 23 年の震

災の年落ち込み、平成 24 年以降増加に転じ平

成 25 年をピークにその後減少傾向に転じては

いるが、震災前の水準を上回る状況が続いてい

る。 

  岩手県の公共工事の状況も、震災以降件

数・請負金額とも増加し、件数は平成 27年以

降減少したものの請負金額は高止まりしてい
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区分 事業所数

土木・建築業 50 35 70.0%

木造建築業 37 35 94.6%

左官・塗装・板金等工事業 66 64 97.0%

電気工事・設備工事業 64 56 87.5%

その他建設業 21 19 90.5%

計 238 209 87.8%

花巻商工会議所  会員建設業者数

内小規模
事業者数

経営実態及び支援ニーズ調査結果（花巻商会議所Ｈ29.3） 

る。ただし沿岸の震災復興工事によ

るものが多く、当市建設業への影響

は限定的なものと推察される、ただ、

花巻市においては、平成 28年度に策

定した「都市機能誘導区域（立地適

正化計画）」における都市再生整備計

画、道路整備事業及び連動する整備

事業が進められており、現在進めら

れている災害復興公営住宅をはじめ、花巻総合病院移転に伴う関連支援事業等も計画も

あることから、建設業界の活性化が期待されている。 

  当所会員の建設業は、土木・建設業に比較的規模の大きい企業が多く、専門工事業者

は小規模事業者が多くなっている。 

 

＜課題＞ 

  小規模事業者向け支援ニーズ調

査結果による建設業の経営課題は、

「売上不振」と「労働力不足」が共

に 41.7％で 1位となっている。2位

が「技術力不足」28.3％、3位が「原

材料価格の上昇」26.7％と続いてい

る。 

  「後継者問題」は 25％となってお

り、運輸業に次いで 2番目に高い数

値を示した。 

  前年と比較した売上の状況では、

「増加」21.7％、「横ばい」38.3％、

「減少」40.0％である。増加と回答した企業の職種を見ても特別な傾向はなく、個別企

業の取り組みによるものと推察される。 

  今後の展開で強化したいのは、「新規顧客開拓」「既存顧客維持」「利益率の改善」「技

術の向上/スキルアップ」の四つに割れているが、そのために保有したい技術/サービス

では、競合がまだ導入していないもしくは他地域での成功事例等のあらたな技術サービ

スの導入を望んでいる。 

  これらから、「売上拡大のための、新たな技術／サービスの導入。（新技術開発支援、

成功事例情報の提供）」「労働力確保と労働力不足を補うための設備投資等での生産性向

上。」が課題となっている。 
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３．花巻商工会議所の小規模事業者支援 

 

＜経営発達支援計画認定以前＞ 

  花巻市は、平成 18年に隣接する大迫町、石鳥谷町、東和町と合併し新花巻市となった。

これに伴い商工団体も花巻商工会議所、大迫商工会、石鳥谷商工会、東和商工会の 4 団

体が合併し現在の花巻商工会議所となった。 

  合併後は、花巻商工会議所を本所とし、旧商工会地区に 3 つの支所を設置してそれぞ

れ経営指導員をはじめとした補助対象職員を配置。集団型のセミナー等は広域的に実施

するものの、巡回・窓口指導、マル経による金融支援、記帳指導・税務支援等の個別指

導は合併によるサービス低下が生じない体制で実施してきたところである。 

  また、旧花巻商工会議所が行ってきた毎月の経営・法律無料個別相談会やメンバーズ

ローンの活用、ホームページや地元メディアを通じた企業情報発信など、旧商工会地区

にとっては支援メニューの拡大となっており、総体として支援力は向上した。 

  しかし、商工会議所に求められるサービスが多様化する中で、これまでの小規模事業

者支援は課題が顕在化した企業の相談に対する受動的な支援姿勢であり、企業の課題や

支援ニーズを把握しそれに対する支援を積極的に行う姿勢や、相談に来た課題解決のみ

に終始し支援後のフォロー（伴走支援）が充分とは言えない状況にあった。 

 

＜第 1期経営発達支援計画の取り組みと評価＞ 

  第 1 期計画では、「今より良くなる小規模事業者を多く作る」ことにより、地域活力の

維持・発展を図ることを目標に、次の基本方針のもと経営発達支援事業を行った。 

・個者支援に対する支援意識の改革や支援体制を強化し、内部支援力の強化を図る。 

・市内金融機関や各産業支援機関等との支援ネットワークを構築し、小規模事業者支援

に関わる情報の共有や各機関の能力を集中させ、綜合的支援力の強化を図る。 

・小規模事業者に対して、「スタートアップ支援」→「ブラッシュアップ支援」→「フォ

ローアップ支援」→「継続支援」を持続させることで売上拡大を実現する。 

  内部支援力の強化については、課題に対する単発の支援から目標達成までの「伴走支

援」「戦略志向の改革支援」へと支援意識の醸成を図るための経営指導員間の意見交換等

の実施やチーム支援による情報共有など随時行ったほか、外部講師を招き、経営発達支

援計画への取り組み方についての全職員向け内部研修を行った。 

  これについて一定の成果があったものの、経営指導員間の OJTについては、「指導でき

る担当者の時間確保が難しい。」「OJTが仕組み化されていない」などの理由により充分に

行われてきたとは言い難い状況である。 

  外部講師による OFF-JTについては、多くの担当者が同じ内容の指導を受け支援に関す

る知識の基礎をつくったことに意義があり、その基礎知識が OJT の場で少なからず活か

された。 

  このことから第 2 期においては、OFF-JT と仕組み化を図った OJT との組み合わせによ

る支援力の強化が必要である。 

  市内支援機関のネットワークについては、市の産業支援メニューを活用する企業に対

して連携して支援する「地域イノベーション戦略会議」や、平成 30年 8月に新たに開設

した、無料の産業支援拠点「ビジカフェ」※１に経営指導員がコアメンバーとして参画す

ることで、効率的で有効的な連携強化が図られており、第 2 期においてもこのネットワ
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ークの活用については継続・拡充を図っていく。 

 

 

 

 

 

  小規模事業者に対しての伴走支援による売上拡大の実現。については、支援ニーズ調

査を行ったうえで、事業計画策定セミナーや販路開拓セミナー・商談会を開催し、これ

までの巡回窓口指導によるフォローや専門家による個別指導、各産業支援機関との連携

などにより伴走型支援へのスタートを切った。 

  支援事業の増加（伴走型事業補助金活用によるセミナー開催等）により、相談者の掘

り起し効果や相談内容の高度化、経営指導員の伴走支援に関する意識変化等で、総体的

には支援数の増加と継続した支援に繋がるケースが出てきており、爆発的にではないも

のの、売上拡大への具体的な取組み支援が散見される状況となっていることは、事業効

果として一定の評価ができるものと思っている。 

  しかしながら、支援者の掘り起し不足、担当者の支援力の差や温度差、支援時間確保

の難しさ、内部の支援の仕組みの不徹底等々で目標に対して十分な実績であると言えな

い状況であるとともに、支援者に対して売上の把握が徹底していないため、支援による

売上への影響を検証できていない状況となっている。 

  小規模事業者支援に対する長期的な視点でロードマップをひき、進捗をトレースして

いく仕組みを作ることと、支援対象者の売上を点検し目標達成に対する進捗把握を徹底

することで、支援の売上に対する貢献を検証していく必要がある。 

 

４．小規模事業者の中長期的な振興のあり方 

 

  当市の小規模事業者数は前述したように全産業にわたって減少傾向にあり、その経営

状況も売上不振をはじめとした経営課題も多く抱え、人口減少や少子高齢化の進展など

の環境変化によりますます厳しい状況が続くものとみられる。 

  一方で、当市は優れた生活環境と豊かな自然環境、温泉をはじめとした豊富な観光資

源があるほか、高速交通網の縦軸・横軸の結節点という恵まれた交通環境、それを活か

した当市の工業団地が岩手県の工業製品出荷額の 40％を占めると言われる北上川流域の

岩手県南工業振興圏の一画を占めているなど、事業者にとって今後も立地的メリットを

享受できる環境がある。 

  また、花巻市では平成 28年 6月に将来の少子高齢化を見据えた、持続可能な都市の形

成に向けた「花巻市立地適正化計画」を策定し、将来にわたって地域住民の生活環境を

維持していくために必要不可欠な施設の立地誘導や居住誘導区域の設定及び居住環境の

向上、公共交通の確保等の施策を示した。この計画に基づき、中心市街地においては地

域医療の中核である花巻総合病院の移転・新築、災害公営住宅の新築等のプロジェクト

が進展しており流動人口の環境も変化しつつある。 

  当市小規模事業者は、このような環境の中で変化に対応しつつ、持続的発展を継続さ

せていかなければならない。 

  そこで当所の第 2 期経営発達支援計画では、小規模事業者の現状と課題、これまでの

※１ ビジカフェ：一般社団法人ビジネスサポート花巻が事業運営を行う、市内の産業支援機関が連携して課題

解決に取り組む施設。相談者が気軽に訪れ、カフェのような雰囲気の中で相談や意見交換ができる。無料相談

は、毎週火曜日と木曜日。基本的に同法人コーディネーターが販路開拓・経営改善・創業相談等に対応するが、

支援内容により当所経営指導員も対応。無料相談が実施された日は、連携機関による運営委員会で情報共有し

今後の支援方針等を検討する。 
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取り組み、目標とする支援力等を踏まえて、中長期的な振興の在り方を次のように設定

する。 

 

①環境変化に対応した経営の推進 

  経営環境が激しく変わっていく中では、その変化に対応した経営が必須である。３～

５年を見据えた中期経営計画も環境変化により迅速に見直す必要性があり、変化に機敏

に対応できる計画や仕組みづくりが求められる。そのような時代であるからこそ伴走型

支援が重要であり、伴走可能な支援体制の構築を図っていく。 

 

②強みを活かした差別化戦略経営の推進 

  小規模事業者は、限られた顧客を大切にしながら大手にできない細やかなサービスを

展開して経営をしなければならない。大手・中小企業と比較して集客力・組織力・営業

力が強くない分、より強い差別化要因を探り出して訴求する必要がある。イノベーショ

ンはむしろ小規模事業者が起こすべきという思いを持って差別化戦略の推進を図る。 

 

③創業支援及び創業後の伴走支援による事業継続支援の推進 

  当市の事業者数が平成 24年から平成 28年までの 4年間で 2.9％減少（小規模事業者に

おいては 6.0％減少）している中で、創業支援による事業者数の拡大は産業振興だけでな

く、地域経済全体にも関連し、労働者の雇用にも関連する地域社会全体に関わる重要な

課題である。 

  創業支援は今後ますます強化すべき支援であって、当所においてはユニバーサルサー

ビスと位置付けて継続的に行うとともに、事業継続ための伴走支援とセットで展開する。 

 

④事業承継支援の推進 

  当所で平成 28 年度実施した小規模事業者に対する支援ニーズ調査では、「事業承継」

を経営課題としてあげた企業が全業種平均 23.3％であり 19ある選択肢の中で 5位と高い

割合を示している。 

  多くの経営者が事業承継の重要性に気付きはじめ、取り組みへの意識が高まってきて

いるものと思われる。 

  企業の持続は地域経済活動と雇用の維持に非常に重要であり、事業承継支援は地域経

済の活性化に寄与するものであるとともに、商工会議所自らの存立基盤を守ることでも

ある。 

  そのために、円滑で誤りのない事業承継支援を関係支援機関、専門家等との連携によ

り推進する。 

 

⑤多様化する支援ニーズに対応する内部支援力の強化と他の支援機関との連携強化 

  支援ニーズ調査結果における経営上の問題点は、いくつかの選択肢が強い傾向を示し

ているものの、選択肢 19個は全ていずれかの企業が選択しており、幅広い支援ニーズが

あることがわかる。 

  支援ニーズの多様化に加え、ビジネス環境が異なる支援先の企業環境を理解し適切な

支援をするためには、相当程度の支援力が必要であり効果的支援を行うためには経営指
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導員等の支援スキルの向上が不可欠である。 

  このためＯＪＴとＯＦＦ-ＪＴを組み合わせながら、継続した内部支援力の強化を図っ

ていく。 

  また、支援企業が市内のどの支援機関を窓口に選択しても、協力補完関係により高度

で専門的な支援を受けられるように現在ある支援ネットワークを強化・拡充しながら花

巻市の企業支援を総合的に向上させていく。 

 

５．経営発達支援事業の目標及び達成のための方針 

 

  以上の現状と課題及び小規模事業者の中長期的な振興のあり方を踏まえ、経営発達支

援計画の目標及び達成のための方針を下記の通り設定し実行する。 

 

【目標１】小規模事業者の事業計画作成支援を通して競争力のある企業育成を図る。 

  当市の小規模事業者は業種を問わず大・中規模企業との差が拡大し、事業所数を減ら

している現状の中、現状の延長線で将来を見ている多くの小規模事業者に対する経営分

析を通して「強み」を探り出し、それを活かした事業計画策定や実行支援していくこと

で将来にわたって競争力のある持続的に発展する企業をつくる。 

＜目標１を達成するための方針＞ 

地域経済の動向を把握し、業種ごとの需要動向等の情報を収集したうえで、経営分析

により強みを把握しそれを活かした事業計画の策定支援を行う。 

事業計画策定支援は外部専門家や他の支援機関との連携を効果的に活用しながら、当

所の経営指導員が支援する。 

支援内容は経営支援基幹システム「ＢＩＺミル」に格納し、経営分析表やローカルベ

ンチマークなどで見える化し事業者に提供するとともに、情報を経営指導員間で共有す

る。 

 実行後支援については、定期的な計画の実施状況の確認や売上等の把握など実行評価を

行い、実行阻害要因となる課題や新たな課題が生じたときは、専門家派遣事業の活用や

他の支援機関との連携を図りながら伴走支援を行う。 

 

【目標２】事業承継支援の推進を図る。 

  事業所内承継のリスクに対する準備や社外引継ぎ（Ｍ＆Ａ等）について、積極的に支

援ニーズの掘り起しを行い、必要な対応・支援を実施することで、円滑な事業承継を成

し遂げ世代を超えた事業の発展・継続を図る。 

＜目標２を達成するための方針＞ 

  支援ニーズ調査で「事業承継」を経営課題として選択した企業全ての訪問、また、事

業計画作成支援や金融支援の際も事業承継に関する啓発を行う。 

  そのうえで、現状認識・課題整理⇒解決策の提案⇒対策実行のサポートを、岩手県事

業引継ぎ支援センターや岩手県事業承継ネットワーク等との連携により支援する。 

  当所では現在（平成３０年４月から）事業引継ぎ支援センターの協力により、奇数月

に個別無料相談会を実施しているほか、毎月実施している経営個別相談会でも事業承継

に関する相談にも対応しており、これら相談会も活用しながら事業承継支援を展開する。 
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【目標３】創業支援及び事業継続に向けた伴走支援による小規模事業者数の維持・拡大

を図る。 

  創業セミナーや創業個別相談日の実施、市のまちなか創業支援事業補助金の申請支援

等を継続して実施していることで、当所を創業相談の窓口として利用される創業希望者

が増加している状況にあるが、さらにＰＲを強化して当所のユニバーサルサービスとし

て定着させる。 

その創業希望者に対しては、明確な目標設定と行動計画を網羅した創業計画の作成支

援をするとともに、創業後も目標達成に向けたフォローアップを徹底し、事業の持続化

支援を行う。 

 

＜目標３を達成するための方針＞ 

  現在毎月実施している経営個別相談会は創業相談にも対応しており、継続してこれを

実施する。 

８月に開設された「ビジカフェ」（一般社団法人ビジネスサポート花巻が運営する産業

支援拠点）との連携により創業者の掘り起し及び創業支援を行う。 

  中断していた創業セミナーを再開し継続することで潜在的な創業希望者の掘り起しを

図り、成功確率の高い創業計画の作成支援を行う。 

  創業に至った後は、定期的な計画の実施状況の確認や売上等の把握など実行評価を行

い、実行阻害要因となる課題や新たな課題が生じたときは、専門家派遣事業の活用や他

の支援機関との連携を図りながら伴走支援を行う。 

 

【目標４】支援担当者（個）と支援体制（組織）の支援力強化及び支援機関の連携によ

る支援環境の向上を図る。 

  小規模事業者の支援にあたっては、経営指導員等支援担当者の支援スキル向上が必須

であるとともに、経験・ノウハウ等を共有する仕組みの構築や必要な担当者の配置等を

整備し、組織としての支援力向上を図る。 

  また、現在も市内の産業支援機関や金融機関と連携する仕組み（地域イノベーション

戦略会議）を有し、定期的な情報交換を行っているが、さらに連携を強化して相互補完

関係を構築することで、市全体の産業支援力の向上を図る。 

 

＜目標４を達成するための方針＞ 

  ＯＪＴの一つとして、中堅以上の経営指導員が経営支援にあたる時は、任用 3 年以内

の若手経営指導員を同席させノウハウの共有を図る。また、当所が毎月実施している専

門家による経営・法律無料相談会やエキスパートバンク・ミラサポによる専門家派遣の

際は、必ず支援担当者が同席し高度な支援の習得に努める。 

  ＯＦＦ-ＪＴとして経済産業省・中小機構・日商等が行う支援担当者研修には若手経営

指導員等を積極的に派遣するほか、全職員向けの内部研修を毎年実施し、全員が同じテ

ーマで研修することでミッションやビジョンの共有を図る。 

  また、現在の市内の産業支援機関や金融機関と連携は（地域イノベーション戦略会議）、

必要に応じて実施されており一定の成果を上げているが、互いの垣根を低くし随時情報

交換、ノウハウの相互活用ができるような環境をつくり今まで以上の連携強化を図るこ

とで支援力を高める。 
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【目標５】地域資源の発信による交流人口の拡大を図る。 

  当市を訪れる 200 万人を超える観光客の多くは、花巻温泉郷に宿泊し県内他地域や県

外の有名観光地に流出する傾向となっている。 

  観光客の入込による小規模事業者への恩恵は、一部の小規模旅館に限定されている。 

  この観光客を市街地の交流人口にするべく、第 1 期計画にも掲げた、地元の偉人「宮

沢賢治」や日本一生産量を誇る雑穀の「稗」を地域資源とした取り組みを行ってきた。 

  いずれも若い取り組みであり、定着には相当の時間と努力を要することから、継続し

てこれらの取り組みやイベントを実施することで地域の発信を行い交流人口の拡大を図

る。 

 

＜目標５を達成するための方針＞ 

  現在当所で取り組んでいる、当市出身の童話作家宮沢賢治の童話のモデルになった地

を掘り起し、まちの魅力を高める「賢治・星めぐりの街づくり推進事業」や日本一の「稗」

を使った「ひえカレールゥ」による創作料理を展開する「花巻ひえカレープロジェクト」

を市街地に観光客を呼び込む仕掛けとして継続実施する。 

  また、当市の「宮沢賢治」をスタートに、隣の遠野市の「遠野物語」、沿岸の大槌町の

「ひょっこりひょうたん島」と釜石街道で結ばれており、広域観光ルート「日本メルヘ

ン街道」構想を実現に向けて具体化する。 

  支所地域においても、現在行っているイベント等拡充し市街地への誘客を図る。 

  花巻空港への台湾定期便就航に対する取り組みとして、キャッシュレス決済の推進や

インバウンドセミナーを実施する。 
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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３１年４月１日～平成３６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】 

 

＜第１期における取り組みと評価等＞ 

①花巻市景況調査の実施 

  調査対象企業 100 社、及び調査回数年 4 回計画通り実施した。地域の経済動向と経営

課題把握に有効であり、調査結果は毎回地元新聞社の記事としても掲載されている。評

価委員の評価も高いことから同様の方法で継続実施する。 

 

②花巻市中心市街地通行量及び交通量調査の実施 

  市内 18ヵ所日曜日・月曜日の 2日間の通行量及び交通量調査を計画通り年 1回実施し

た。結果は中心市街地に創業する店舗の立地選定等への活用や、市への提供等で有効活

用されているため継続実施するが、第 2 期では病院の移転や市街地の道路改良等に合わ

せ、調査地点の再検討を行う。 

 

③市内金融機関との情報交換会の実施 

  市主催の金融機関との情報交換会に平成 28年度 3回、平成 29年度 1回参加した。 

  評価委員は、当所主催ではないが同様の効果が認められるものであるとし、併せて市

内産業支援機関と金融機関が必要に応じて実施している地域イノベーション戦略会議

（平成 28年 4回、平成 29年度 2回、平成 30年度 3回（9月末現在））も重要な情報交換

の場であることから、実績に含めるべきであるとの指摘があった。 

この市内経営支援間との連携は、当所の経営改善普及事業に有効に機能していること

から、第 2期においてもより主体性をもって連携を図っていく。 

但し本計画においては、この取り組みを「Ⅲ-１-(１)市内経営支援機関との連携」に

記載する。 

 

④地域需要の実態調査と小規模事業者の実態・支援ニーズ調査の実施 

  (1)一般世帯向け消費者ニーズ調査（商品ごと購入状況、理美容利用状況等） 

       花巻東高校の協力を得て、１・２年生の家庭の消費動向を調査し、消費行動や、

花巻の店舗の選定理由など、経営支援に有用なデータの抽出ができた。 

基本的な消費行動の把握ができたことで、相当の期間全体の底上げに関する支援

が必要であることを認識したことから、第２期においては実施しない。 

  (2)観光客向けニーズ調査（観光客の行動、満足・不満点、お土産品ニーズ等） 

       温泉をはじめとした宿泊施設の協力を得て、観光客のニーズ等を調査し、温泉利
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用客の行動、観光スポットの利用状況、お土産品のニーズ等、経営支援に有用なデ

ータの抽出ができた。 

      観光業への全体的な支援が必要であることや、観光スポットの周辺を重点的に支

援する必要があるなど、当面の課題を把握できたことから第２期においては実施し

ない。 

  (3)小規模事業者向け経営実態及び支援ニーズ調査（経営実態、経営に対する意識、経

営に関する支援ニーズ等） 

      当所会員の小規模事業者向けに、経営の状況や経営課題、今後取り組みたいこと、

当所に求める支援等を調査し、個別の経営課題の把握や支援方針を定めるうえでの

基礎データが得られた。 

      地域の経済状況においては、花巻市景況調査により４半期ごとに補足するが、個

別の経営状況や支援ニーズについては変化が予想されるほか、支援の効果を検証す

る為にも３年に一度程度実施することが望ましいことから、第２期においても３年

に一度実施する。 

 

＜今回の申請における取組＞ 

花巻商工会議所では、平成２２年度より市内の中小企業者１００社を抽出し「景

況調査」を行っているほか、昭和５４年より「中心市街地通行量及び交通量調査」

を実施し、地域経済の現状把握に努め、当所の施策立案の参考や関係各所に情報

提供することでまちづくりの基礎資料として活用されてきた。 
今後も、これら調査を継続実施することで、花巻市内の経済動向、小規模事業

者に特化した経営に関わる環境等を調査・分析し、総括的な活用にとどまらず、

個別の小規模事業者支援のための基礎資料とするとともに、調査結果を会報、Ｈ

Ｐ、地元新聞などにより随時公表することにより、小規模事業者が随時現状把握

を可能とすることで経営発達への取り組みに資する。 
また、国等が提供するビックデータは、事業計画作成支援の際必ず活用するこ

ととし、必要な情報提供する。必要に応じ活用することで操作頻度を上げ、経営

指導員等のビックデータ活用スキルを向上させる。 
 

（事業内容） 

  (1)花巻市景況調査の実施（継続事業） 
当所会員の小規模事業者に対する、経営実態、課題等を把握するために、「花巻

市景況調査」を実施する。調査は、製造業・建設業・卸売業・小売業・サービス

業の５業種から、業種構成比により割り当て、合計１００社を抽出して行う。（日

商景況調査対象企業５０社を含む） 
調査項目は「業況」「売上」「収益性」「資金繰り」「従業員の増減」「設備投資動

向」「経営課題」の６項目で四半期ごとに当所経営指導員が訪問・聞取りで行う。   
調査結果は、報告書としてまとめ地元新聞、ＨＰによる公表を通じて市内の事
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業者に広く提供するとともに市内産業支援機関や金融機関等との情報共有、当所

における小規模事業者支援施策策定や行政への支援策提案の基礎資料とする。 
また、経営指導員間など組織内で情報共有することで、タイムリーに経営課題

等を把握し小規模事業者の支援方針の検討や事業計画策定の際活用する。 
   
(2)花巻市中心市街地通行量及び交通量調査の実施（継続・改善） 

    当市の中心市街地（１８ヵ所）における通行量（歩行者）及び交通量（自動車）

を年１回調査する。 
    調査は、６月下旬の日曜日と翌月曜日の２日間、業務委託により市内１８か所

に調査員を配置し、午前７時３０分から午後７時３０分までの１２時間で調査す

る。 
    調査結果を集計し歩行者及び車両の流れの現状を把握・分析することで、観光

業や商業・サービス業等振興施策の基礎データとして活用する。 
    また、調査結果を会報、ＨＰ等で広く公表し、小規模事業者が、環境変化、立

地性等を把握するデータとして活用し経営計画策定に活かす。 
    定点調査が基本であるが、花巻市内の総合病院の移転や復興公営住宅の建設、

市街地の道路整備等で交通量の変化が予想されるため、第２期においては調査地

点の見直しもしくは増設等の検討を行う。 
 
 (3)国等が提供するビックデータの活用（新規） 

    地域環境、業界環境、競合環境等を客観的に把握する為、「ＲＥＳＡＳ」「ＪＳ

ＴＡＴ ＭＡＰ」等より必要な情報をピックアップし提供することで、事業計画策

定支援に活かすとともに、小規模事業者の支援方針判断等に活用する。 
  ①地域経済分析システム（ＲＥＳＡＳ）の活用 
    観光マップ、目的地分析、流動人口メッシュ等で当市の観光業の実態把握。 
  ②地図で見る統計（ＪＳＴＡＴ ＭＡＰ）の活用 
    当市及び周辺地域の商圏範囲分析、商圏内人口・世帯数、顧客層分析を小売業・

サービス業の事業計画作成に活用。 
  ③家計調査年報の活用 
    商品別 1 世帯当たりの消費支出額の調査結果を、②の商圏分析等と組み合わせ

て潜在需要額を推計し支援事業者に提供する。 
  ④政府統計の総合窓口（ｅ－Ｓｔａｔ） 
    商圏人口、男女人口、年齢別人口、世帯数、持家・借家世帯数、男女別世代別

人口、事業所数、従業員数、世帯数増減データにより地域環境分析を行い、業種

別に必要データを提供する。 
  ⑤日経テレコンＰＯＳ ＥＹＥＳ 
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    売れ筋、死に筋、儲け筋等の市場情報を把握し、支援事業者に提供する。 
 
※現状のデータ活用スキルでの活用は以上であるが、活用頻度を上がることでス

キル向上を図り活用範囲を拡大する。 
 
※外部環境調査の体系 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4)小規模事業者向け経営実態及び支援ニーズ調査の実施（継続） 

      第 1 期平成２８年度実施した当調査を３年に１度実施し、経営実態及び支援

ニーズを把握するとともに、小規模事業者に対する支援の効果を検証するため

のデータとする。 
    調査内容：地域内小規模事業者の経営実態と経営に対する意識、経営支援に関する

ニーズを個別に調査し、経営分析・事業計画作成支援の基礎データを収集。 

調査方法：会員の内小規模事業者 1,200社に郵送により調査票を配付・回収。 

調査年度：（平成２８年度実施済）→ 平成３１年度 → 平成３４年度（３年毎） 

調査項目：「経営状況」「事業承継」「経営上強化したい課題」「当所の経営支援サービ

スの利用状況及び期待する支援」 
活用方法：・個別データを経営支援システムでデータベース化し、支援先の掘り起し

に活用。 
・傾向分析を行って支援方針立案の基礎データとして活用。 

              ・当所の小規模事業者に対する支援の効果を検証するデータとして活用。 
 

地域環境 

業界環境 

競合環境 

(1)花巻市景況調査 

(3)市内金融機関との情報交換 

(2)花巻市中心市街地通行量及び交通量調査 

ＲＥＳＡＳ 

ＪＳＴＡＴ ＭＡＰ 

家計調査年報 

ｅ－Ｓｔａｔ 

観光マップ、目的地分析、 
流動人口メッシュ 

商圏範囲分析、商圏人口・世帯数 
顧客層分析 

商品別 1 世帯当たり消費支出額 

事業所数、従業員数、 
男女・年齢別人口、世帯数他 

(4)ビックデータの活用 

日経テレコン 市場情報 
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（目標） 
支援内容 現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 
市内景況調査実施に伴

う小規模事業者訪問件

数 
100 100 100 100 100 100 

景況調査結果公表回数

（ＨＰ） 4 4 4 4 4 4 

通行量及び交通量調査  
実施回数 1 1 1 1 1 1 

上記交通量等調査結果

公表回数（ＨＰ） 1 1 1 1 1 1 

国等のビックデータを

活用した情報提供 
未検証 40 40 48 48 48 

経営実態及び支援ニー

ズ調査（回数） 
H28 年

度１回 1 － － 1 － 

経営実態・支援ニーズ

調査結果公表回数 
（ＨＰ） 

－ 1 － － 1 － 
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２．経営状況の分析に関すること【指針(1)】 

 

＜第１期における取組と評価等＞ 

①窓口・巡回相談、各種個別相談等による経営分析 

  窓口・巡回相談による会員接触数は毎年達成しているものの、経営分析を目的とした

接触が少なく（時間確保の難しさ等により）、窓口・巡回相談による経営分析数は目標を

大きく下回った。評価委員の評価では、経営分析を目的とした巡回等を増やす工夫をす

るとともに、毎月の専門家による経営個別相談会では経営分析を行っていると推察され

ることから、しっかりと検証し実績とするよう指摘があった。 

  窓口・巡回相談は経営指導員の基本であり、専門家による個別相談会は当所独自に継

続実施しており、これらの活動による経営分析の実施は継続して実施する。 

 

②市内経営支援機関の連携による経営分析の実施 

  当所、市担当課、花巻市起業化支援センター、市内金融機関で組織する「地域イノベ

ーション戦略会議」により共同で企業の現状分析、事業計画作成支援を行った。分析件

数は目標を下回っているものの、各支援機関からあげられる支援対象企業に対する当会

議での分析等の支援は多面的であり有効に機能している。 

  実績数は、市の支援メニューを活用する企業に限定されるが、市の支援メニュー活用

に誘導する企業をふやしながら継続実施する。 

 

③経営者としてのスキルアップを目的としたセミナーを開催し自ら経営分析する能力向

上支援を行う。 

  セミナーは目的に沿った有用な内容で実施したが、参加者数は目標（30 人）の６割程

度にとどまった。チラシ等による広範なＰＲのほか経営支援ニーズ調査結果の活用によ

り個別に勧奨も行ったが目標には至らなかった。しかし、経営分析のワークも盛り込ん

だセミナーでは実績数（１５～２０人）程度のほうが目配り可能となり適正と思われる

規模であった。 

  これによる経営分析数については、分析度合いにバラつきはあるもののセミナー参加

者は全員分析を行った。 

  第２期においても、経営分析と事業計画作成をセットにしたセミナーを継続して実施

する。また、セミナー内で行うＳＷＯＴ分析等の内容や決算データを、経営支援基幹シ

ステム「ＢＩＺミル」に入力しセミナー終了後に提供する。 

 

＜今回の申請における取組＞ 

各種経営相談においては、経営状況の分析を行うことを徹底し、経営支援基幹

システム「ＢＩＺミル」（以下ＢＩＺミル）を活用して、支援企業の強み、サービ

スの特徴、競合状況、財務データ等を蓄積し、経営分析表（簡易版・詳細版）、ロ

ーカルベンチマーク等により見える化した分析結果を提供するとともに事業計画

作成支援における基礎資料として活用する。 
経営セミナー等の際は、セミナー内で抽出された各参加企業のデータ（ワーク

シート等）を「ＢＩＺミル」に入力し、前述した経営分析表等を提供する。 
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また、当所、市内金融機関、花巻市の産業支援担当部局、花巻市起業化支援セ

ンターとの支援ネットワーク「地域イノベーション戦略会議」においては、各機

関からあがる支援案件に対して事前に「ＢＩＺミル」のヒアリングシートを提供

し経営分析を行い、経営分析結果をもとに支援についての協議を行う。 
 

（事業内容） 

  (1)窓口・巡回相談による経営状況の把握（継続・改善） 

      窓口相談、巡回訪問、各種個別相談会等相談の初期段階では、経営指導員等

が経営状況の把握シート（新規導入）を用いて、ヒアリングを行い「ＢＩＺミ

ル」を活用して簡易分析を行い、経営状況分析表（簡易版）を提供する。 
  
 
 
      簡易版経営分析により改善すべき経営課題の表面化や、新たな取り組みを希

望する企業をピックアップし詳細な分析に誘導する。 
      詳細な経営分析については、経営状況の分析シート（新規導入）を用いての

ヒアリングや決算書から「ＢＩＺミル」を活用して詳細な分析を行い、経営状

況分析表（詳細版）を提供する。 
 
 
 
 
 
      詳細分析結果は、経営指導員が説明の上、提供し事業主とともに理解を深め、

事業計画作成の基礎資料とする。 
      分析結果は、「ＢＩＺミル」に蓄積し、経営指導員同士が情報共有することで

互いの分析サポートや他企業の分析を進めるうえでの参考とする。また、担当

者を引き継ぐ際の支援経過確認ツールとしても活用する。 
 
  (2)市内経営支援機関の連携を活用した経営分析の実施（継続・改善） 

      当市の産業支援メニューは、当所、市担当課、花巻市起業化支援センター、

市内金融機関それぞれ作成支援した計画を、これらの支援機関連携によりブラ

ッシュアップ等の支援する「地域イノベーション戦略会議」があり、併せて地

域経済についての情報交換の場となっている。 
      当会議に提案される案件について、事前に経営状況の分析シート（(1)詳細版）

の提出を求め、「ＢＩＺミル」により経営分析を行う。 
      分析結果は担当支援機関に提供し、事業計画作成の基礎資料にするとともに、

簡易版用分析項目 
最近の業績／経営環境の見通し／経営課題／後継者の有無／経営計画の有無／販売促進方法 

詳細版用分析項目 
ＳＷＯＴ分析／収益性／成長性／生産性／効率性／安全性／売上・利益推移／損益分岐点分

析 
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連携機関による支援会議の際も支援の判断資料として活用する。 
 
(3)経営セミナー等を通じた経営分析の実施（継続・改善） 

    地域の小規模事業者や若手経営者を対象とした、経営者としてのスキルアッ

プに資するセミナーを開催することで、持続意欲、成長意欲がある経営者の掘

り起しを行い、セミナーを通じて自ら経営分析する能力向上支援を行う。 
    セミナー内ワーク等でＳＷＯＴ分析等を行った結果を、その場で「ＢＩＺミ

ル」により経営分析表を作成し提供する。提供した企業は引き続き財務資料か

ら詳細分析を行う。 
 

 (4)花巻市で新設された「ビジカフェ」の活用による経営分析（新規） 

      
 
 
 
 
     ビジカフェに経営分析のヒヤリングシート（簡易版・詳細版）を配備し、担当

コーディネーターが聞取り後、当所で「ＢＩＺミル」を活用して事業分析を行

う。分析結果は速やかに支援企業に提供するとともに、当所で行う経営計画作

成支援に誘導し基礎資料とする。 
 
    ※経営分析の流れ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ビジカフェ：平成 30 年 8 月に新設された一般社団法人ビジネスサポート花巻が事業運営を行う、市内

の産業支援機関が連携して課題解決に取り組む施設。相談者が気軽に訪れ、カフェのような雰囲気の

中で相談や意見交換ができる。無料相談は、毎週火曜日と木曜日。基本的に同法人コーディネーター

が販路開拓・経営改善・創業相談等に対応するが、支援内容により当所経営指導員も対応。無料相談

が実施された日は、連携機関による運営委員会で情報共有し今後の支援方針等を検討する。 

(1)窓口・巡回指導

による経営分析 
(3)経営セミナー

内での経営分析 
(2)市内経営支援

機関との連携に

よる経営分析 

(4)ビジカフェの

活用による経営

分析 

経営支援基幹システム「ＢＩＺミル」の活用による経営分析表の作成 

支援事業者へのフィードバック 

事業計画作成支援 
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（目標）   
支援内容 現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

巡回・窓口相談により接触
する会員数 700 700 700 700 700 700 

  上記による経営分析件数 8 40 40 48 48 56 

市内経営支援機関連携によ
る支援会議開催回数 3 5 5 5 5 5 

上記の支援に伴う経営分
析件数 3 5 5 5 5 5 

経営セミナー開催回数 
（参加事業者数） 

3 
（15） 

5 
（30） 

5 
（30） 

5 
（30） 

5 
（30） 

5 
（30） 

上記による経営分析件数 9 15 15 15 20 20 
ビジカフェの活用による経
営分析件数 － 12 12 12 12 12 

経営分析件数（合計） 26 72 72 80 80 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２３ 
 

３．事業計画作成支援に関すること【指針②】 

 

＜第１期における取組と評価等＞ 

①市内経営支援機関との連携による事業計画作成支援 

     当市の産業支援メニューを活用する事業者は、当所、市担当課、花巻市起業化支援

センター、市内金融機関それぞれの機関が作成支援した事業計画を、「地域イノベー

ション戦略会議」（支援機関連携会議）によりブラッシュアップ等の支援をするが、

第 1期の目標である年間 5件を若干下回る実績となっているが、他の支援機関からの

助言も得られることから有効な支援となっていることから継続して実施する。 

 

②経営セミナーの開催 

     事業計画作成セミナーを実施し、支援ニーズの掘り起しと事業計画作成の実践支援

を行った。参加人数は目標を下回ったものの、参加企業は事業計画作成に繋がってお

り開催効果は高いことから継続して実施する。 

 

③窓口相談・巡回相談や各種個別相談等による事業計画作成支援 

④金融相談、補助金申請支援の際の事業計画作成支援 

事業計画作成支援を目的とした接触が少なく（時間確保の難しさ等により）、窓口・

巡回相談による目標を大きく下回ったものの、マル経融資の増加や補助金申請支援の

増加により、総体で目標の 95％程度となった。 

評価委員の評価では、事業計画作成を目的とした積極支援を増やす工夫をするよう

指摘があった。 

    窓口・巡回相談は経営指導員の基本であるとともに、マル経や補助金活用の拡大も

活動目標であることから、第 2 期においても、これらを包括して事業計画作成支援の

実施を行う。 

 

⑤経営革新・事業再生等の高度な計画策定については、専門家による個別相談や専門家

派遣制度の活用により事業計画作成支援を行う。 

  毎月実施している専門家による個別相談会は、新商品開発や新分野進出等に係る計画

策定や、創業相談及び創業後の課題解決等で活用されており、事業計画策定支援に効果

的に機能している。第 2 期においても、経営個別相談会を継続するとともに創業個別相

談も併せて実施する。 

 

⑥花巻創業スクールの実施 

    平成 29年度は「花巻創業はじめの一歩塾」として創業支援事業を実施し、受講者 20

名（目標 30 名）、受講後の創業者 5 名となり、継続して支援を行っている。（平成 28 年

度中小企業庁の補助事業で行った「創業スクール」の実績を上回った。）平成 30 年度も

市内経営支援機関や金融機関から開催に期待感があったが、平成 30 年度伴走型小規模事

業者支援推進事業の留意事項で、「創業支援をメインとした内容は不適切」との指摘によ

り実施していない。 

  第 2 期においては、「創業させること」を目標とするものではなく、「創業支援事業実

施により小規模事業者数の拡大を図るとともに、事業継続につなげる伴走支援の実施」
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とし、事業計画作成支援と事業計画作成後の実施支援を行うこととする。 

 

⑦創業希望者に対し各種創業支援制度の斡旋をし、創業のスタートアップ支援を行う。 

    ①において、市内経営支援機関との連携により市の創業支援制度の斡旋を行ってい

るほか、日本政策金融公庫の創業融資、岩手県の創業資金制度、民間金融機関の創業

融資等に係る事業計画作成の支援をしていることから、当項目は①及び④に包括して

実施する。 

 

⑧経営スキルアップセミナー等を通して、成長意欲ある経営者の発掘と第二創業支援を

行う。 

    経営革新計画、経営力向上計画作成セミナーを実施した。経営革新計画申請には至

らなかったが、経営力向上計画は 2件の申請及び認定に至った。 

    第 2 期においては、事業計画作成セミナー②を改善・充実させる中で経営革新計画

作成に誘導する。 

 

＜今回の申請における取組＞         

    小規模事業者が経営課題を解決するため、上記１．の経済動向等の調査、上記２．

経営分析等の結果を踏まえ、主に経営分析詳細版を作成した事業者を中心に事業計

画策定支援を行う。 

    支援にあたっては、当商工会議所経営指導員が中心となって伴走型の指導・助言

を行う。成功確率の高い事業計画の作成支援を行うため、経営指導員間の支援情報

の共有、経営支援基幹システム「ＢＩＺミル」の活用により、計画書作成、データ

蓄積により相互支援等の連携を図る。 

市の産業支援施策に係る案件については、当商工会議所、市内各金融機関、花巻

市、花巻市起業化支援センター等の市内経営支援機関の連携（花巻市地域イノベー

ション戦略会議の活用）により多面的支援を行う。 

また、毎月行う専門家による個別相談会やエキスパートバンク・ミラサポの専門

家派遣制度の積極的活用で事業計画作成を行う。 

    事業承継支援ついても、将来目標に深くかかわる課題であることから、積極的に

支援を行いスムーズな事業承継の計画策定に繋げる。 

 
（事業内容） 

    

 (1)経営指導員等による事業計画作成支援（継続・改善） 

 ［２．経営状況の分析に関すること (1)～(4)］において、経営分析詳細版を作成

した事業者を中心として窓口、巡回相談の際に、経営分析結果や経済動向調査結果

を踏まえ経営面・環境面の現状把握を行い、ヒアリング等により事業計画作成シー

ト（新規導入）を作成する。 
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事業計画作成シート 

将来ビジョン 目標金額、将来の主力商品・サービス、新たな顧客 

新たな取り組み・ 
重点施策 

取り組みたいテーマ、テーマの分類、戦略の整理、ターゲット、顧客

ニーズ、ニーズに応える強み 

今後の展開でやる

べきこと 
販促活動（既存顧客・新規顧客）、設備計画、組織体制整備、スケジ

ューリング 
  事業計画作成シートのデータは、経営支援基幹システム「ＢＩＺミル」に入力し、

事業計画書を作成する。作成した事業計画書は事業者と経営指導員により成功確率

を高める改善を行う。 
  支援対象者については、内部（経営支援課＝伴走支援グループ）で情報共有し、

適切な支援策について検討を行い、支援担当者の後方支援を行う。 
 
※事業計画作成の流れ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  マル経等の金融相談（小規模事業者経営発達支援融資制度を含む）、国・県・市

補助金の申請時においても計画作成の好機と捉え、上記「※事業計画作成の流れ」

に従って事業計画の策定支援を行う。 
 
(2)市内経営支援機関との連携による事業計画作成支援（継続・改善） 

    当市の産業支援メニューを活用する事業者には、これまでも当所、市担当課、花

巻市起業化支援センター、市内金融機関それぞれの機関が作成支援した事業計画

を、「地域イノベーション戦略会議」（支援機関連携会議）によりブラッシュアップ

等の支援を行っている。他の支援機関との協力補完関係による高い支援力が生まれ

ることから、継続してこれを行う。 
    第 2 期においては、事前に当所で「ＢＩＺミル」により経営分析を行い、分析

結果を担当支援機関に提供し事業計画作成の基礎資料にするとともに、連携機関

による支援会議の際も支援の判断資料として活用する。 

《経営分析結果》 
・ＳＷＯＴ分析 
・財務分析 

《外部環境調査結果》 
・景況調査・交通量調査 
・ビックデータ 

経
営
戦
略
の
検
討 

事
業
計
画
作
成
シ
ー
ト
の
作
成 

「
Ｂ
Ｉ
Ｚ
ミ
ル
」
の
活
用
に
よ
る 

事
業
計
画
書
の
作
成 

事
業
計
画
書
（
実
行
計
画
） 

・見直し 
・ブラッシュ

アップ 
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 (3)経営セミナーの開催（継続） 

    経営のスキルアップを目的としたセミナーを開催する。 
事業計画作成意欲のある事業者の掘り起しを行うとともに、セミナーを通して現

状分析を行ったうえで、経営戦略の立案手法を学び、事業計画策定の実践を行い自

ら計画を作成できる知識を習得する。 
    メイン講師は外部講師を依頼し、経営指導員は講師のサポートとして事業計画策

定支援を行う。（経営指導員のスキルアップにも寄与） 
セミナー後は、経営指導員によるフォローアップを行い事業計画完成に向けて支

援を継続するとともに、経営革新計画、経営力向上計画策定に誘導する。 
  
 (4)専門家による個別相談会及び専門家派遣制度の活用による事業計画作成支援 

    （継続） 

      経営革新計画の策定、事業再生計画の策定等、高度な事業計画策定においては、

毎月実施している専門家による個別相談会へ活用誘導し、専門家の助言を得なが

ら経営指導員が事業計画作成支援を行う。 
ＩＴ、デザイン、マーケティング等の専門的支援が必要な際は、ミラサポ、

エキスパートバンクによる専門家派遣やよろず支援拠点の活用により、事業計

画策定支援を行う。 
創業希望者には経営個別相談の「創業支援」の活用により創業計画作成支援

を行うとともに、創業後の課題解決や事業計画見直しにも活用する。 
 

(5)創業支援事業実施により小規模事業者数の拡大を図るとともに、事業継続に繋げ

る伴走支援の実施（新規） 

支援機関連携による支援フロー（再掲） 

≪支援機関≫ 
花巻市 
花巻商工会議所 
 
 
 
花巻市起業化支援 

センター 
ビジカフェ 
花巻市内金融機関 

伴走支援チーム. 
（花巻ＣＣＩ、起業化Ｓ） 

  経営課題解決に向けて伴走支

援を行う。 

地域イノベーション 

戦略会議 
  提案された事業計画をブラッシュアップする。 

市
内
小
規
模
事
業
者
・
起
業
者 

相談 

伴走支援 

商工会議所による 
経営分析 
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      創業支援事業（創業計画作成塾等）を実施し、地域における創業希望者の掘り

起しを行うとともに、創業の心構えからビジネスプラン作成に必要な知識を学

び、創業計画策定の具体的な支援を行い小規模事業者の拡大を図る。 
      創業した事業者には、引き続き計画の実施状況の確認と検証を行い、必要なア

ドバイスを行う。実行阻害要因や新たな課題が生じた際は、事業継続のための事

業計画作成支援を行う。 
 
  （目標） 

支援内容 現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

経営指導員による事業

計画作成事業者数 
（巡回・窓口及び金融相

談、各種補助金申請支援

時の事業計画策定事業

者数等） 

38 40 40 48 48 48 

市内経営支援機関との

協調支援による事業計

画策定事業者数（ビズカ

フェとの連携含む） 

3 5 5 5 5 5 

経営セミナー開催回数 3 5 5 5 5 5 

上記による事業計画策

定事業者数 15 10 10 10 12 12 

個別相談会開催回数 
（毎月 1 回） 12 12 12 12 12 12 

個別相談、専門家派遣の

活用による事業計画策

定事業者数 
10 5 5 5 5 5 

創業計画作成支援塾 
開催回数 

（参加者数） 

0 
 

3 
（15） 

3 
（15） 

3 
（15） 

3 
（15） 

3 
（15） 

上記による創業計画作

成事業者数 0 8 8 8 8 8 

事業計画作成事業者数 
(合計)  68 68 76 78 78 
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(6)事業承継支援（新規） 

    事業承継支援においては、経営指導員によるヒアリング等で課題を整理し、

各種支援機関・専門家との連携によりスムーズな事業承継に向けた支援を行う。 
《事業承継支援における支援先の掘り起し》 

      ・支援ニーズ調査において事業承継を課題とした事業所 
      ・事業引継ぎ支援センターの協力による、奇数月の個別相談会の実施 
      ・窓口及び巡回相談の際の事業承継診断票の活用 
    《支援の方法》 
      ・経営指導員によるヒアリングによる課題の整理 
      ・岩手県事業引継ぎセンター及び事業承継ネットワークとの連携による支援 
      ・毎月実施している中小企業診断士による個別相談会の活用による事業承継

計画等の作成支援 
      ・年間 4 回開催する経営なんでも相談会における税理士の個別相談会の活用

による株価評価や事業承継税制に関する支援 
      ・中小機構の専門家相談の活用 
（目標） 

支援内容 現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

事業承継支援における

事業承継計画作成事業

者数 
0 8 8 8 8 8 
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４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針(2)】 

 

＜第 1期における取組と評価等＞ 

 

①市内経営支援機関との連携による支援 

    第 1 期では、経営指導員等支援担当者が計画の実行評価を行い、多面的、多層的な

総合支援が必要と判断した際、連携支援会議を随時開催する目標を持っていたが、現

状では、市の産業支援メニューを活用する企業に関する支援に限定されている。 

    また、当案件の伴走支援については、当所と花巻市起業化支援センターの 2 組織の

支援担当者が事業計画作成事業者全てのフォローアップを行っている。 

    現状で上記の状況が有効に機能しており、事業計画作成から実行支援までの成果を

上げていることから、第 2 期においても市の産業支援メニューを活用する事業者には

支援機関連携で支援を行う。 

 
②経営スキルアップセミナーの実施 

    第 1 期では、事業計画の自己評価、評価に基づく見直し等の方法についてセミナー

を通して支援するとしたが、事業計画作成セミナーの中で、ＰＤＣＡサイクルによる

業務の継続的改善についても盛り込まれていること、また、販路拡大セミナーにおい

て事業実施の具体的方策等の支援がなされるため、それぞれ包括してこれを実施。 

    第 2 期においても、実施支援について必要な知識の提供は、事業計画作成・販路拡

大等のセミナーに包括して実施する。 

 
③巡回・窓口相談による支援 

    経営指導員による巡回・窓口相談によるフォローアップは、事業計画作成事業者の 

  ８割程度（実績把握値）となっている。また、計画の進捗観察等も「定期的」とは言

い難い状況である。 

    今後最も強化すべき支援と考えており、第２期においては、経営支援基幹システム

「ＢＩＺミル」の活用強化により、支援の進捗管理や支援実績把握の精度を向上させ

効果的に実施する。 

 
④専門家の活用による実施支援 

    毎月行っている「法律・経営相談会」年４回開催の「経営なんでも相談会」（法律、

経営、税務、労務、金融、）は、専門的課題解決に効果的に機能している。 

    毎月専門家による個別相談ができる環境は、計画の実施支援にとって有用な環境で

あり、第２期おいても継続して実施する。 

 
⑤創業計画に対する実施支援 

    創業計画作成支援を行った事業者に対しては、経営指導員による巡回・窓口相談、

専門家活用、専門家による訪問診断等で接触頻度も高く、１００％フォローアップし

ている。第２期においても継続して実施する。 
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＜今回の申請における取組＞ 

 

事業計画策定支援後は、経営指導員・補助員による巡回訪問及び電話等で、定

期的（未成熟期間は１ヶ月、安定期は四半期ごと）な計画の実施状況の確認と検

証を行い必要なアドバイスを行う。実行阻害要因となる課題や新たな課題が生じ

た際は、専門家派遣等による早期解決を支援する。 

また、事業者ごとに「スタートアップ支援」、「ブラッシュアップ支援」、「フォ

ローアップ支援」、「継続支援」の、どのステージにいるのか、またステージごと

の課題を見極め、最善の支援方法を選択し事業計画の実現、経営目標の達成をサ

ポートする。 

 

    ＜ステージ別支援スキーム＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事業内容） 

(1)巡回・窓口相談による支援（継続） 

経営指導員・補助員等による巡回・窓口相談により、計画の進捗観察を定期

的（未成熟期間は１ヶ月、安定期は四半期ごと）に実施し、課題発生時のアド

バイスや専門家による個別相談会への誘導、専門家派遣等による早期課題解決

を支援する。 

高度な支援課題は、内部（経営支援課＝伴走支援グループ）で情報共有し、

適切な支援策を検討しながら体系的に支援を行う。（下記支援フローによる） 

 

発
想 

   開
始 

黒
字
化 

発
掘 

－発掘（人・技術等） 

－醸成（起業家マインド） 

－育成（必要知識） 

－事業アイデア発想 

－ビジョン形成 

－ビジネスモデル化 

－戦略策定 

－事業計画策定（PL/BS/CF） 

－オペレーションシステム化 

（具体的実行システム策定） 

－資金調達 

－設立登記 

－雇用 等 

－販路開拓＆形成 

－資金繰り 

－各種課題解決 

－財務 

－労務 

－知財 

－人材育成 

－各種課題解決 

－中長期拡大戦略策定 

－PDCAサイクルの構築と観察 

－（事業承継、改善計画 等） 

持続 
発展 継続支援 フォローアップ支援 ブラッシュアップ

援 

スタートアップ支援 

Check1 
 
・事業アイデアの可

能性評価（機会の適
正、仮説検証等）  
・事業の目利き 

Check2 
 
・現状分析評価（財

務面、既存事業、執
行組織等） 
・実行可能性評価 

Check3 
 
・計画整合性評価 

・実行阻害要因分析
と解決方策の評価 
 

Check4 
 
・拡大性＆継続性評

価 
・事業将来性（PLC
の予測分析） 
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支援フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)市内経営支援機関連携よる事業計画作成後の実施支援（継続） 

花巻市産業支援メニューを活用する企業は、当所もしくは花巻市起業化支援セ

ンターの支援担当者が事業計画書の作成支援を行い、市担当課、金融機関を含め

た地域リノベーション戦略会議で計画のブラッシュアップを行う仕組みになっ

ている。 

事業採択後も事業者に対し、当所及び花巻起業化支援センターの支援担当者が

事業の実施支援を行う。 

実施支援は、計画の進捗観察を定期的（未成熟期間は１ヶ月、安定期は四半

期ごと）に実施し、課題発生時のアドバイスや専門家による個別相談会への誘

導、専門家派遣等による早期課題解決を支援する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (3)専門家の活用による支援（継続） 

現在実施している専門家無料相談会（弁護士・中小企業診断士は毎月 1回、税理

士・社会保険労務士は年４回、事業引継ぎ支援センターは奇数月）を有効的に活用

  支援担当者    
・進捗観察 
・実行評価 

 伴走支援グループ  
・事業計画評価 
・支援策協議 
・支援制度確認 

情報共有 

後方支援 

支
援
企
業 

定期的接触 

アドバイス 

随時相談 

専門家派遣 

市内経営新機関連携 

共
同 協

議 

支援機関連携による支援フロー（再掲） 

≪支援機関≫ 
花巻市 
花巻商工会議所 
 
 
 
花巻市起業化支援 

センター 
ビジカフェ 
花巻市内金融機関 

伴走支援チーム. 
（花巻ＣＣＩ、起業化Ｓ） 

  経営課題解決に向けて伴走支

援を行う。 

地域イノベーション 

戦略会議 
  提案された事業計画をブラッシュアップする。 

市
内
小
規
模
事
業
者
・
起
業
者 

相談 

伴走支援 

商工会議所による 
経営分析 
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し、計画の実施支援を行う。 

また、ＩＴ・デザイン等の専門的支援が必要と判断した際は、ミラサポ・エキス

パートバンク制度の活用による専門家派遣や岩手県よろず相談拠点への誘導等、個

別の事業者に対応した適切な支援を行う。 

専門家による個別相談の際は、必ず経営指導員が同席し情報共有を図り、課題解

決まで伴走支援を行う。 

 

    (4)創業者に対する事業計画の実施支援（継続） 

  創業計画を作成した事業者に対しては、経営指導員による巡回・窓口相談等によ

り計画の進捗観察を定期的（未成熟期間は１ヶ月、安定期は四半期ごと）に実施し、

課題発生時のアドバイスや専門家による個別相談会への誘導、専門家派遣等による

早期課題解決を支援する。 

  また、創業者は記帳・税務・労務といった経営のインフラ的な支援も相当程度必

要になることから、補助員・記帳専任職員と連携を密にして効果的に分担して支援

を行う。 

 

(5)事業承継計画作成事業者に対する計画の実施支援（新規） 

   事業承継計画を作成した事業者に対しては、経営指導員による巡回・窓口相談

等により計画の進捗観察を定期的（１ヶ月ごと）に実施し、事業承継完了までフォ

ローする。専門的課題発生時は事業引継ぎ支援センターや事業承継ネットワークと

の連携により早期課題解決を図る。 

 

（目標） 

支援内容 現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

巡回・窓口及び金融相

談、各種補助金申請時の

事業計画実施支援事業

者数 
（フォロー頻度） 

未成熟期 1 ヶ月ごと 
安定期四半期ごと 

38 40 40 48 48 48 

市内経営支援機関の協

調支援による事業計画

実施支援事業者数 
（フォロー頻度） 

未成熟期 1 ヶ月ごと 
安定期四半期ごと 

3 5 5 5 5 5 
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個別相談会開催回数 
経営・法律 12 回 
税務・労務  4 回 
事業承継    6 回 

12 12 12 12 12 12 

個別相談、専門家派遣に

よる事業計画実施支援

事業者数 
10 12 12 12 12 12 

創業計画に対する実施

支援事業者数 
（フォロー頻度） 

未成熟期 1 ヶ月ごと 
安定期四半期ごと 

6 10 10 12 12 12 

事業承継計画に対する

実施支援事業者数 
（フォロー頻度） 1 ヶ月ごと 

－ 8 8 8 8 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３４ 
 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

＜第１期における取組と評価等＞ 

①市内経営支援機関等の連携による情報共有で需要動向を把握 

    当所及び市担当課、花巻市起業化支援センター、金融機関（次長級）が連携して市

内企業の支援をする「地域イノベーション戦略会議」（平成２９年度２回）、市内金融

機関（支店長級）との情報交換会（平成２９年度１回）、花巻市起業化支援センターと

の企業支援打合せ（平成２９年度３回）、観光協会物産関係者情報交換会（平成２９年

度６回）により、地域内の需要動向把握を行った。 

    それぞれ経営支援における貴重な情報が得られるが、情報共有は報告書の回覧等に

留まっている状況である。 

    第２期においては、経営支援に有用な情報を整理分類し見える化する工夫をして情

報共有する。 

 但し本計画においては、この取り組みを「Ⅲ-１-(１)市内経営支援機関との連携」

の記載に含むものとする。 

 

②情報収集ツールによる需要動向の把握 

    事業計画作成支援の際に、日経テレコンＰＯＳ ＥＹＥＳにより売れ筋商品把握や市

場情報、ｅ-Ｓｔａｔによる商圏情報把握、Ｊ-Ｎｅｔ２１による先進事例の収集を行

い活用したことで一定の成果があったものと思っている。 

    しかしながら、現在のところ上記のサイト機能を十分に活かし切っているものでは

なく、ＲＥＳＡＳ等においても操作の初歩段階であり有効的な活用に至っていない状

況である。 

    第２期においては、経営指導員等の操作スキルの向上を図る工夫（ＯＪＴ、ＯＦＦ-

ＪＴ）をしながら、事業計画作成に資する情報を提供する。 

    但し本計画においては、この取り組みを「Ⅰ-１-(3)国等が提供するビックデータの

活用」に包括するものとする。 

 

※商談会に招聘したバイヤーを通しての需要動向情報の収集 

    平成２９年度に実施した商談会（いわて花巻ビジネスマッチング商談会）において、

参加バイヤーから商談後のアプローチが少ないとの指摘があり、商談中の課題を共有

する必要性を感じ、平成３０年度の商談会実施においては小規模事業者の商談の全て

に当所の経営指導員及び花巻起業化支援センターのコーディネーターを配置し、支援

担当者もバイヤーの生の声を聞き情報共有を図った。 

    このことでバイヤーの視点によるニーズを把握することができた。 

    第２期においても、同様の方法によりバイヤーの生の声による需要動向の調査を行

う。 
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＜今回の申請における取組＞ 

 

これまでの当所の需要動向調査は、各種調査結果の収集や国等が提供している各

種データの検索結果による市場情報等の提供をするなどに留まっており、個別事業

者の戦略に踏み込んだ需要調査には至らない状況となっている。 

事業計画策定の際の重要な判断材料となる需要動向については、個社の需要開

拓、販路開拓に繋がるような情報の収集が重要であることから、現状のマンパワー

で実施可能な個別商品の需要調査を行う。 

収集した情報は、個社の事業計画作成支援等の際に提供・活用し、実効性の高い

事業計画作成の支援を行う。 

また、収集したデータの整理分析を行い、当所の講習会開催計画立案、支援方針

策定の基礎資料として活用する。 

 

(事業内容) 

(1)「花巻まつり特産品フェア」来場者に対する需要動向調査の実施（新規） 

  当所が主催している当イベントは、花巻まつり（毎年９月第２金・土・日曜日）

に合わせ、花巻市内の食品・民工芸品を一堂に集め、まつりを訪れた市内外の方々

にむけて販売・商品ＰＲを行うものである。 
  入場者は４万人であり全ブース対面販売であることから、商品ニーズ調査の好機

と捕らえ来場者向けに、個社の商品に対するアンケート調査を行う。 
 

調査概要 花巻まつり特産品フェア会場において、個社の商品ブラッシュ

アップのため、消費者に対して商品評価のアンケート行う。 

調査日及び回数 毎年９月第２金・土・日（３日間） １年に１回 

調査対象事業所

数 
当フェア出店者数１００社の内、小規模事業者２５社 
（平成３０年実績） 

対象業種・商品 

◆観光客や地元贈答品の需要調査 
お土産品になり得る民工芸品・食品の製造業 
民工芸品（陶器、人形、染め物） 
食品（菓子、漬物） 

調査の実施方法 

・調査項目を記入したハガキを各店に５０枚（サンプル数）配

布し、購入した顧客にアンケート記入を依頼する。 
・購入した顧客は、帰宅後（商品の利用後）ハガキの調査項目

に評価を記入し投函する。 
・返信先は、花巻商工会議所とし事業者ごとに整理・集計し、

商品評価結果の分析を行う。 
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調査項目 

購入した店舗及び商品 
属性：年代、性別、住所 
商品評価：価格・味・量・見た目・パッケージ・その他（自由

記述） 

調査結果の活用 

分析結果は、事業者にフィードバックしその結果を基に事業者

と経営指導員等が一緒に商品ブラッシュアップの可能性等の

検討を行う。 
アンケート結果により顕在化した課題は、事業計画作成策定に

反映させる。 
 

(2)「花巻どでびっくり市」来場者に対する需要動向調査の実施（新規） 

  当所が主催している当イベントは、春秋２回、当市内の中心市街地に位置する約

２５０メートルの商店街を歩行者天国にして、既存店は店頭でのワゴンセール等、

特別出店者は露店にテントを張り、販売・商品ＰＲを行う 
  食品・工芸品・サービス等事業所ＰＲ、商品ＰＲの場となっており、毎回４０店

程度の出店と、１万３千人の来場者がある。 
  全ブース対面販売であることから、商品ニーズ調査の好機と捕らえ来場者向け

に、個社の商品に対するアンケート調査を行う。 
 

調査概要 
どでびっくり市会場において、個社に対しての店舗における顧

客満足度向上、または商品ブラッシュアップのため、消費者に

対して店舗・商品評価のアンケート行う。 

調査日及び回数 イベントは毎年５月下旬の日曜日、１０月上旬の日曜日の年２

回行うが、需要調査は１０月開催時１回。 

対象業種・商品 

◆一般消費者向け商品等の需要調査 
小売業（衣料、家電等買回り品）→店舗評価 
飲食業（食堂、テイクアウト）→商品評価 
食品製造（漬物、菓子）→商品評価 
※特産品フェアと重複しない事業者 

調査の実施方法 

・調査項目を記入したハガキを各店に５０枚（サンプル数）配

布し、購入した顧客にアンケート記入を依頼する。 
・購入した顧客は、帰宅後（商品の利用後）ハガキの調査項目

に評価を記入し投函する。 
・返信先は、花巻商工会議所とし事業者ごとに整理・集計し、

商品評価結果の分析を行う。 
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調査対象事業所

数 
どでびっくり市出店者数４０店の内、小規模事業者２０社 
（平成３０年実績） 

調査項目 

共通項目  属性：年代、性別、住所 
業種別項目 

小売業：店舗イメージ、接客、来店理由・頻度、その他（自

由記述） 
飲食業：価格、味、量、見た目、パッケージ・その他（自

由記述） 

調査結果の活用 

分析結果は、事業者にフィードバックしその結果を基に事業者

と経営指導員が一緒に商品ブラッシュアップの可能性等の検

討を行う。 
アンケート結果により顕在化した課題は、事業計画作成策定に

反映させる。 

 
 

(3)商談会に招聘したバイヤーを通しての需要動向情報の収集（新規） 

     平成２９年度より実施している「いわて花巻ビジネスマッチング商談会」を

第２期においても継続実施し、バイヤーと小規模事業者との個別商談に経営指

導員等支援担当者も同席し、バイヤーの視点やニーズ等生の声を聞くことによ

る需要動向の把握を行い、商品開発や販路拡大支援に繋げる。 

  〈バイヤーから得る情報〉 

    ・試食等による商品の評価（味・見た目・パッケージ・量目等） 

    ・百貨店、スーパーマーケット、ホテル売店等業態ごとのニーズ、取引条件 

    ・業界情報 

 

（目標）   
支援内容 現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

(1)特産品フェア 
調査対象事業者数 － 25 25 25 25 25 

(2)どでびっくり市 
調査対象事業者数 － 20 20 20 20 20 

(3)商談会 
調査対象事業者数 6 15 15 15 15 15 
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６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

 

＜第１期における取組と評価等＞ 

(1)製造業者に対する販路拡大支援 

   ①県内への販路拡大を目指す事業者に対する支援 

     食品・お土産品等製造業者対象の商談会への参加誘導 

       ＢｔｏＢの商談機会を創出するための「いわて花巻ビジネスマッチング商談会」

を開催し、新たな販路開拓の支援を行った。バイヤー１４社、サプライヤー１６社、

商談数３９、成約数７であり、一定の成果があったと考えており、第２期において

も継続して実施する。 

   ②県外への販路拡大を目指す事業者に対する支援 

     ⅰ食品系製造業者対象の商談会への参加誘導 

       東北の大消費地である仙台エリアや関東の企業と商談できる「伊達な商談会」

（東北六県連、仙台商工会議所主催）や信用金庫協会等が開催する、「ビジネスマ

ッチ東北」に、花巻信用金庫との連携により出展誘導を行った。 

       「伊達な商談会」は当所経由の出展はなかったが、「ビジネスマッチ東北」は１

５企業参加、商談件数 162、成約数 8（商談継続 52）となった。 

       第２期においても継続して参加誘導を行う。 

     ⅱ工業系製造業への販路拡大支援 
       第１期で、いわて産業振興センターが提供している「受発注あっせん情報」をＦ

ＡＸ等で提供するとしたが未実施となった。 

       評価委員は、毎月主要情報を会報に強制的に掲載するなど情報発信する工夫をさ

れたいとの指摘があった。第２期においては改善して継続する。 

   ③輸出を目指す事業者への支援 

       海外展開支援組織の実施するセミナー等の情報提供を行った。 

       第１期においては、参加実績及び海外展開に関する支援要請の実績もなく、小規

模事業者への各種相談による接触や支援ニーズ調査においても、海外市場に活路を

見出そうとする小規模事業者は現在ないことから、第２期においては継続せず、相

談があった場合は随時対応する。 

   ④商談力向上セミナーの開催 

       商談会等への出展成果を高めるため、「商談力向上セミナー」を実施した。参加

者数は目標を下回ったものの、支援ニーズ調査結果でも販路開拓は今後の展開で強

化したい内容の第２位になっていることから、第２期においても参加者拡大の工夫

をし継続して実施する。 

   ⑤出展の環境整備支援 

       展示会等に出展する費用の調達支援のため、国・県・市の補助金活用を提案し補

助事業計画書の作成支援を行うとしたが、支援実績はなかった。 

当支援は、事業計画の実施支援でもあることから、第２期においては、事業計画

作成後の実施支援において包括して行うこととする。 
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(2)小売・卸・サービス業者に対する販路拡大支援 

 ① 販路拡大セミナーの開催 

「ＩＴ活用による販路拡大セミナー」を 1年 1回実施し、小売・サービス業の

販路拡大・集客拡大等に関してのホームページの有効性や活用方法等の支援を行

った。 

  毎回当セミナーに関しては関心が高く、参加者数は目標を達成した。 

  ＳＮＳの販路開拓等にも関心が高まっており、第２期においても継続して実施

する。 

② 花巻商工会議所の情報発信ツールの活用 

  以下、第 2期においてもすべて継続実施する。 

ⅰ．会報による企業情報の発信 

    毎月１日発行（2,400 部）の会報で毎回小規模事業者の会員企業の紹介を行

ったが、客数増加等の報告もあり一定の成果がある。 

ⅱ．ホームページによる企業情報の発信 

    当所公式ホームページの会員紹介リンク集への登録企業の募集を行い企業情

報の発信を行った。登録企業数が伸び悩んでいるが、第２期においてはＰＲの

強化を図り拡大する。 

ⅲ．ＣＡＴＶによる企業情報の発信 

    花巻市内で展開している花巻ケーブルテレビ（市内中心部 3,000 世帯加入）

において、当所番組内で毎月１社１４回放送の市内企業の紹介を行っている。 

    地域情報に関心が高い加入世帯に対する情報発信として効果が高い。 

ⅳ．地元コミュニティＦＭでの企業情報の発信 

    地元ＦＭ局「エフエムワン」の当所番組内において、月 2 社、各 2 回の企業

情報発信を行っている。 

「エフエムワン」は、花巻市内全域をカバーし、花巻市内ラジオ聴取率 1 位

となっていることから、市民向け情報発信には有効性が高い。 

     

③他団体情報発信ツールの活用 

第１期では、花巻観光協会のＨＰ、観光協会が製作するお土産品ガイドブッ

クや食べ歩きマップ等の掲載提案等行うとしたが、巡回・窓口相談により通常

行われているアドバイスであり、第２期計画では記載しない。 

 

④イベントによる企業情報の発信 

    当所が中心となって実施している「花巻まつり特産品フェア」において、既

存商品や新商品のＰＲの場を提供している。出展数約 100 企業で目標達成して

おり、売上も目標の９５％強となっている。市外からの来場者も２０％程度あ

り市内外への商品ＰＲの機会として効果が高いと認められることから、第２期

においても継続して実施する。 
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       ※上記の第１期「新たな需要の開拓に寄与する事業」に関しては、支援事業者の

売上・利益を追跡する仕組みがなく、取り組みの成果を検証する重要な指標が欠

けていたと認識している。 

  第２期においては、経営分析によって把握した数値が支援によりどう変化した

かを可能な限り検証できる仕組みを作り、事業効果をしっかりと評価し当所事業

の改善に繋げていく。 

 

＜今回の申請における取組＞ 

 

平成２８年度に実施した小規模事業者向け経営実態及び支援ニーズ調査結果に

おける「経営上の問題点」は「売上不振」が１７．５％で１位、「今後強化したい

内容」では、１位「既存顧客維持」３３．６％、２位「新規顧客維持」２９．９％

となっている。 
既存顧客の維持は、売上確保のうえで重要であり既存顧客に支持されるための取

組みは継続しなければならない一方で、人口減少や少子高齢化による年齢別人口の

変化等外部環境が変化する中で、新規顧客の獲得や新市場への参入の取り組みが極

めて重要となっていく。 
そこで、本事業で取り組む需要開拓に関する支援は、需要動向調査や事業計画策

定支援で得た情報を整理・評価し、販路開拓のためのアプローチ支援を行うととも

に、支援対象者ごとに下記の「販路開拓支援のプロセス」※１により、新たな販路の

開拓と安定した販路形成のための支援を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
（事業内容） 

     （１）製造事業者に対する販路拡大支援 

      ①食品系製造業者への販路拡大支援   

 

        いわて花巻ビジネスマッチング商談会への参加誘導 （継続・改善） 

          関東方面及び岩手県内への販路拡大を目的に、「いわて花巻ビジネスマッチ

※１【販路開拓支援のプロセス】 
 

１販売対象検討 
  ・ニーズ調査 
  ・チャネル想定 
   

２商談計画検討 
  ・アプローチリスト 
  ・商談ツール検討 
   

３アプローチ 
  ・展示会・商談会 

・直接商談 
   

４レビュー 
  ・評価 
  ・課題抽出 
   

５アフターフォロー 
  ・改善 
  ・新規開拓 
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ング商談会」※２を実施し、関東方面の百貨店やスーパーマーケットのバイヤー

や県内主要百貨店や大型店、温泉施設、お土産品店を扱う商社等のバイヤーと

市内食品系製造業者のＢtoＢの商談機会を創出することで、新たな販路開拓の

支援を行う。 

          参加者の掘り起しは、花巻観光協会と連携しながら会報・ＨＰ等で周知する

とともに、支援ニーズ調査で把握した県内への販路拡大を課題とする事業者を

ピックアップして参加誘導を行う。 

          参加にあたっては、バイヤー企業のニーズ情報の把握及び提供、商品概要書

等の商談ツール開発支援等、販路形成に繋がる支援を行う。 

          小規模事業者の個別商談には、当所経営指導員（花巻市起業化支援センター

コーディネーターと連携）等の支援担当者が同席し、商談内の課題を共有する

とともに、バイヤーから得る情報を商品開発や販路拡大に繋げる。 

    〈バイヤーから得る情報〉 

・試食等による商品の評価（味・見た目・パッケージ・量目等） 

      ・百貨店、スーパーマーケット、ホテル売店等業態ごとのニーズ、取引条件 

      ・業界情報 

          商談成立（未成立）後も、前述した「販路開拓支援のプロセス」※１により、

定期的な（未成熟期は 1ヶ月、安定期は四半期）フォローアップ支援を行う。 

         
 
 
 
 
 

 

        他団体等で実施する商談会・展示会への参加誘導（継続） 

          東北六県商工会議所連合会等が行う、東北の大消費地である仙台エリアや関

東の企業と商談できる「伊達な商談会」※3への参加誘導を行う。また、食品系

製造業者及び観光業（温泉旅館等）の県外への販路拡大・企業ＰＲを目的とし

て、信用金庫協会等が開催する、ビジネスマッチングイベント「ビジネスマッ

チ東北」※４に、花巻信用金庫との連携により出展誘導するほか、ＨＰ等での広

範な周知、出展が有効と思われる事業所に対する巡回及び電話・ＦＡＸ等での

周知を行う。 

          出展にあたっては、バイヤー企業のニーズ・条件等の情報把握及び提供、商

談先選定、商品概要書等の商談ツール開発支援等、販路形成に繋がる支援を行

う。 

          商談成立（未成立）後も、「販路開拓支援のプロセス」※１により、定期的な（未

※２「いわて花巻ビジネスマッチング商談会」 

関東方面の百貨店やスーパーマーケットや県内の温泉施設、主要百貨店、大型店、商社等と

の新たな取引創出を目的とした商談会であり、花巻観光協会との連携により平成 29 年度より

開催。 

平成 30 年度は、バイヤー14 社、出展者 16 社で、出展者アンケートによると 9 割に商談成

果があったと回答している。 
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成熟期は 1ヶ月、安定期は四半期）フォローアップ支援を行う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②工業系製造業への販路拡大支援（継続・改善） 

工業製品系製造業の販路拡大に対しては、いわて産業振興センターが提供して

いる「受発注あっせん情報」を情報更新された都度関連業種の企業にＦＡＸ等で

提供するほか、当所ホームページに受発注情報のリンクを貼り随時情報提供を行

う。 

また、製造業向けの受発注商談会への斡旋、取引斡旋制度の活用により受注開

拓支援を行う。 

  斡旋にあたっては、取引への可能性等を評価し、阻害要因等の課題があるとき

は花巻市起業化支援センター※５コーディネーター等と連携をとりながら解決に

向けた支援を行う。また、必要に応じて専門家派遣制度を活用し取引に繋がる支

援を行う。その後も取引の可否を問わずＰＤＣＡサイクルの構築支援と定期的観

察（未成熟期間は 1ヶ月、安定期は四半期）を実施し継続・拡大支援行う。 
               

 
 
 
 

     ③商談力向上セミナーの開催（継続） 

上記商談会や直接商談の成果を高めるために、「商談力向上セミナー」を実施

し商談会の活用法や効果的な自社商品のＰＲ方法等の研修を行う。 

    商談ツール開発等の商談準備などの基礎知識から、提案力強化、商品力強化の

方策を学ぶ。 

    セミナー受講後は、各種商談会・展示会への参加誘導を行い販路形成に繋がる

支援をする。 

※３「伊達な商談会」 

東北六県商工会議所連合会・仙台商工会議所が主催する、事前予約型個別商談会で、1 年

を通して定期的にカテゴリーごとにバイヤーとの商談ができる。 

事前予約によりバイヤー企業とサプライヤー企業の希望を考慮したうえで一対一の商談

を行うため、「成立率が高い」「バイヤーが求めるポイントがわかる」などとされており、当

地域の小規模事業者にとっては直接商談より当商談会への参加が効果的である。 

 
※４「ビジネスマッチ東北」 

東北地域におけるビジネスマッチングを目的に 2006 年から実施している東北最大のビジ

ネス展示会。 

400件を超える出展、来場者 8,000 名で、出展者対象の事前セミナー、開催日に行うバイ

ヤーとの個別商談会、開催後のアフターフォロー相談会があり、出展者をバックアップして

いる。 

当地域からも、平成 29年 15 社出展し、商品・サービスのＰＲ、商談を行い成果をあげて

いることから、東北エリアへの販路拡大に効果的なイベントである。 

 

※５「花巻市起業化支援センター」 

花巻市が設置している、地域からの新たな産業創出や地域企業の研究開発・新商品開

発・新事業展開などを図る新たな取り組みを支援するための中核施設。 

貸研究室 8室、貸工場 13棟のレンタル施設や専任コーディネーター3名を擁する。 
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    商談成立（未成立）後も、「販路開拓支援のプロセス」※１により、定期的な（未

成熟期は 1ヶ月、安定期は四半期）フォローアップ支援を行う。 

 
（２）小売・卸・サービス業者に対する販路拡大支援 

 

① 販路拡大セミナーの開催（継続） 

「ＩＴ活用による販路拡大セミナー」を 1年 1回実施し、小売・サービス業の販

路拡大・集客拡大等に関してのホームページの有効性や活用方法を学ぶととも

に、ホームページの開設または効果的リニューアルの方法を学び、販路拡大・売

上拡大を図る。 

   セミナー等により、ＩＴによる販路拡大に関心をもち、また、具体的に取り

組む事業者には、ＢtoＣのためのネットモール活用、ＳＥＯ対策、メールマー

ケティング等 Web戦略の検討支援を行う。Web構築にあたっては、ミラサポやエ

キスパートバング制度の専門家派遣を活用し、売上拡大につながるＩＴ活用支

援を行う。HP等の開設後は、アクセス解析等の効果測定を行い、PDCAサイクル

により改善支援を行う。 

  
② 花巻商工会議所の情報発信ツールの活用（継続） 

ⅰ．会報による企業情報の発信（継続） 

    毎月１日発行（2,400 部）の会報で小規模事業者の会員企業の紹介を行って

いるが、掲載した飲食店等の客数が増加するなど、一定の効果が認められるこ

とから、小規模事業者を中心とした企業紹介記事を継続して掲載し、集客・取

引拡大の支援を行う。 

ⅱ．ホームページによる企業情報の発信（継続） 

    当所公式ホームページの会員紹介リンク集への登録企業を拡大（現在 38社）

し、小売・サービス業の一般消費者向け情報発信（ＢtoＣ）と、製造業等の事

業者向け情報発信（ＢtoＢ）の支援を行う。 

    Facebookページとの情報連動や、観光協会等の関連団体や会員企業との相互

リンク等を進め、閲覧数の向上を図り、販売促進や取引拡大に効果のある情報

発信を行う。 

    登録企業の拡大については、会報に毎月募集記事を掲載するとともに、ホー

ムページや FacebookページによりＰＲを行う。 

ⅲ．ＣＡＴＶによる企業情報の発信（継続） 

    花巻市内で展開している花巻ケーブルテレビ（市内中心部 3,000 世帯加入）

の自主放送チャンネル内に、「ＣＣＩアワー」と題する番組を有しており、当所

からの市民向けのお知らせと、市内企業の紹介を行っている。 
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    月 1回の収録で、同一放送を 1ヶ月 14回放送されており、地域情報に関心が

高い加入世帯に対する情報発信として高い効果が期待されることから、小売・

サービス業の小規模事業者を中心に企業情報発信を行い、集客・取引拡大の支

援を行う。 

ⅳ．地元コミュニティＦＭでの企業情報の発信（継続） 

    地元ＦＭ局「エフエムワン」に、会員企業の代表者等が出演し自社のＰＲを

行い、次の出演者（企業代表者）を紹介して繋いでいく「笑っていいとも in

花巻」という企画番組を有しており、月 2社、各 2回放送されている。 

「エフエムワン」は、花巻市内全域をカバーし、花巻市内ラジオ聴取率 1 位

となっていることから、市民向け情報発信には有効性が高い。 

    （当番組のバックナンバーは動画で配信されており、随時見ることが可能） 

    当番組を継続し、企業情報の発信をすることで、当地域内での集客・取引拡

大の支援を行う。 

 
③イベントによる企業情報の発信 

    毎年 9月の第 2金・土・日に行われる花巻まつりは、来場者 10万人を超える

当市最大のイベントである。 

    このまつりに合わせて、地場産品（食品関連・工芸品等）のＰＲや販売促進

を目的に「花巻まつり特産品フェア」を当所が中心となって実施している。 

    当フェア会場にも期間中 4 万人程度の来場があり、市内外の一般消費者に対

する既存商品や新商品のＰＲの場としての効果があり、出展を競う状況である。 

    現在、出展数約 100 企業であるが、出展企業に対する販売促進等の支援を行

うとともに、来場者アンケート調査を実施し、商品ニーズや商品に対する意見、

提供方法等について把握し、商品開発や販路拡大の参考とする。 

    また、新たに出展者アンケートを実施し支援課題の掘り起しを行い、販路拡

大につながる事業計画作成に誘導し継続支援する。 
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（目標） 
  支援内容 現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

商談会出展支援者数 31 30 30 35 35 40 
 成約件数目標 15 15 15 18 18 20 
受発注斡旋情報の提供回

数 
未実施 12 12 12 12 12 

商談力向上セミナー開催

回数 1 1 1 1 1 1 

 内商談会出展数 5 5 5 8 8 10 
販路拡大セミナー開催回

数（ＩＴ活用） 1 1 1 1 1 1 

当所ホームページによる

会員企業情報発信数 40 50 70 90 110 130 

会報・ＣＡＴＶ・ＦＭ等

情報発信ツールの活用に

よる企業情報の発信 
48 48 48 48 48 48 

特産品フェア出店数 100 100 100 100 100 100 

 内会員小規模事業者

出店数 25 25 25 25 25 25 

 入場者数（好天の場合） 4 万人 4 万人 4 万人 4 万人 4 万人 4 万人 

 売上目標（出店者合計） 
（単位万円） 2,300 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 
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Ⅱ．地域の活性化に資する取り組み 

 

  ＜第１期における取組と評価等＞ 

１．県央広域観光エリアの開発 

    当所が取り組んでいる「賢治（宮沢賢治）・星めぐりの街づくり推進事業」を土台と

して、花巻市の「宮沢賢治」、遠野市の「遠野物語」、大槌町の「ひょっこりひょうた

ん島」は、釜石街道で結ばれており、広域観光ルート「日本メルヘン街道」と名づけ

て、広域観光エリアを提案している。 

    第１期では、各自治体や商工団体、観光協会などに働きかけを行い、共通認識を持

つべく各地の現地視察や情報交換会を行った。 

    第２期においては、JR 東日本および JR 釜石線沿線の自治体で構成する「釜石線沿

線活性化委員会」の協力を得ながら、当広域観光エリアの観光客拡大に向けた具体的

な計画策定と事業実施を行っていく。 

     
２．新しい「食」の取り組みによる中心市街地活性化事業 

    当市が日本一の生産量である雑穀の「ひえ」を使った「ひえカレールウ」を開発し、

このルウを活用した創作料理を展開する「花巻ひえカレープロジェクト」が平成 24

年度からスタートした。 

    地域資源を活かした新しい「食」の取り組みにより地域発信を行うものであり、商

工会議所が中心となって、県、市、ＪＡ、観光協会など関係団体が一体となり実行委

員会を組織している。 

    この取り組みを通じて、温泉等を訪れる多くの観光客を中心市街地に誘導すること

で、市街地のにぎわい創出を図るとともに、参加店の来店動機の創出を図り、個店の

売上拡大に資する展開を目指す取り組みである。 

    第１期においては、「いわて希望ファンド助成金」や岩手県の協力金等で運営して

きたが、２９年度で全て終了したことで予算的に自立化に迫られ、参加店負担金制度

を導入したことで、最大４２店舗あった参加店が２０店舗へと激減した。 

    意欲ある店舗が残ったものと前向きに捉え、第２期においても当市のご当地グルメ

として定着させるためにＰＲの強化、販売促進、新メニュー開発に取り組むこととし

ている。 

 
３．地域経済循環「はなまき小判」発行事業 

    当所、花巻市、商店街振興組合と連携し、域内商業・サービス業の売上拡大等活性

化を図るため、花巻市域内で消費を推進する地域商品券「はなまき小判」（プレミア

ム付き(8％)商品券）の発行事業を平成１８年度から実施している。 

    第１期の目標では、毎年５万５千枚の発行予定であったが、会員・消費者の期待感
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が高く地域内の消費喚起に繋がっているものと判断し、平成２８年度は８万枚、２９

年度は当所７０周年記念により２万枚増の１０万枚、３０年度は８万枚発行してい

る。毎年３日以内で完売する状況であり、内外から評価が高い事業となっている。 

    第２期においても登録店拡大を図りながら継続して実施することとしている。 
 

４．地域活性化イベントへの取り組み 

   中心市街地の活性化の一環として、以下、各種イベントを展開した。 

①どでびっくり市 

 花巻市の中心市街地において小売店ワゴンセール、海産物、農産物等を特価で販売

する商業イベントを春、秋年２回実施している。 

  毎回中心市街地に大きな賑わいを創出し、消費者との交流や参加店舗のＰＲ、売上

拡大に貢献している。課題は出店者数が伸び悩みとなっている点である。 

  第２期においては、経営相談等の機会を捉えながら出店誘導を行うなど出店者拡大

を図りながら継続して実施する。 

 

②宿場の雛まつり 

 大迫地域の目抜き通りの商業者が保有する伝統的な雛人形を展示・公開することに

より、来街者人口の増加による中心市街地の賑やかさの創出と、冬期間の集客力の向

上を図り小売・サービス業の売上拡大による地域経済の活性化に資することを目的で

平成９年より継続実施しているイベント。 

  岩手県内で伝統的雛人形を展示公開するイベントを最初に取り組んだのが、当市大

迫地区であり知名度も高い。しかし、同様のイベントが各地区で行われるようになっ

たことで、客足が分散するようになり来場者が伸び悩みの状況となっている。 

  伝統的な雛人形が狭い地区に密集して残っているのは、全国でも珍しいと専門家も

評価するものであり、素材のアドバンテージを活かしながら、さらに差別化を図る工

夫をし継続実施していく。 

 

＜今回の申請における取組＞ 

 

１．県央広域観光エリアの開発（継続） 

当所が取り組んでいる「賢治（宮沢賢治）・星めぐりの街づくり推進事業」を土

台として、花巻の童話作家宮沢賢治、遠野の民話を収集した佐々木喜善、作家井上

ひさしのひょっこりひょうたん島縁の大槌など、花巻から遠野、釜石、大槌を結ぶ、

岩手県央を民話や物語に因んだ広域観光ルートを「日本メルヘン街道」と名づけて、

広域観光エリアを提案している。 

  当エリアは、各自治体の観光資源に加え、SL銀河号の運行、釜石の橋野高炉跡・

世界遺産登録の取り組みなど、魅力満載であり、観光客の誘客に発信力を高める
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狙いがある。 

    第１期では、関係自治体及び各商工団体、観光協会の交流による情報交換や互い

の現地視察などで共通認識の醸成を図った。 

    第２期では、JR東日本および JR釜石線沿線の自治体で構成する「釜石線沿線活

性化委員会」の協力を得ながら、関係自治体、商工会議所、観光協会とも連携し、

具体的な観光客拡大の方策を探るとともに、各種団体パンフレットへの「日本メ

ルヘン街道」ロゴ掲載や旅行商品の造成を図る。 

     これにより、同エリアの観光客拡大に大きな期待を持てるとともに、当地域の

特有の資源である花巻温泉を中心とした温泉群や市内の宿泊業・飲食業の活性化

に繋がる。 

 
（目標） 

  支援内容 現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

関係会議等開催回数 3 3 3 5 5 5 
 

２．新しい「食」の取り組みによる中心市街地活性化事業（継続） 

    当所が平成２３年、２４年に行った「地域力活用新事業∞全国展開プロジェクト」

によって、当市が日本一の生産量である雑穀の「ひえ」を使った「ひえカレールウ」

を開発した。このルウを活用した創作料理を展開する「花巻ひえカレープロジェク

ト」が平成２４年度からスタートしている。 

    この取り組みは、地域資源を活かした新しい「食」の取り組みにより地域発信を

行うものであり、商工会議所が中心となって、県、市、ＪＡ、観光協会など関係団

体が一体となり実行委員会を組織している。 

    取り組みを通じて、温泉等を訪れる多くの観光客を中心市街地に誘導すること

で、市街地のにぎわい創出を図るとともに、参加店の来店動機の創出を図り、個店

の売上拡大に資することを目指し、次の事業を展開する。 

    (1)誘客・販売促進事業 

            ・リーフレットの製作展開 

            ・メディア活用 

            ・学校給食への活用による地元への浸透 

            ・イベント出店 

            ・ホームページ、ＳＮＳを使ったＰＲ 

       (2)商品拡大事業 

            ・取扱店舗の拡大、メニュー拡大 

            ・ひえカレールウの新たな用途開発 

            ・共通メニューの調査研究 

            ・来店者アンケートの実施 
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（目標） 
  項目 現状 31 年度 32年度 33 年度 34 年度 35 年度 

ひえカレー商品数 21 22 30 30 40 40 
ひえカレー提供店数 20 21 25 25 30 30 
ひえカレー来店前認

知度 
（アンケート調査結果で

検証） 

58％ 60％ 65％ 70％ 75％ 80％ 

ひえカレー商品販売

額 
－      

     ※販売額は現在未検証のため、目標は 31 年度に実態把握の上設定する。 

 

３．地域経済循環「はなまき小判」発行事業（継続） 

   当所・花巻市・商店街振興組合と連携し、花巻市域内で消費を推進するため地域

商品券「はなまき小判」を発行し、域内商業・サービス業の売上拡大等活性化を図

る。 

（事業内容） 

 （1）プレミアム付き商品券を発行する。8％プレミアム付き 1,000円券発行 

   (2) 発行枚数 80,000枚 

 （3）取扱登録店 300店以上 

（目標） 
  項目 現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

登録店 321 330 340 340 350 350 
販売枚数 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 

 

４．地域活性化イベントへの取り組み（継続） 

   中心市街地の活性化の一環として、以下、各種イベントを展開する。 

①どでびっくり市（継続） 

 花巻市の中心市街地において「市」を開催し、かつて賑わっていた時代を復活さ

せることにより、地域内での商業基盤の確立と中心市街地の活性化を目的に実施。 

  中心市街地に立地する上町商店街（250ｍ）を会場（歩行者天国）に小売店ワゴ

ンセール、海産物、農産物等を特価で販売する商業イベントを春、秋年２回実施。

実行委員会（当所・花巻市・上町商店街振興組合）の構成組織として支援・実施す

る。 

  これにより、参加店及び会場となる商店街に立地する店舗の売上拡大を図るとと

もに、新たな顧客の創造を図る。 

  参加店は、日頃の会員接触や事業計画作成支援等の中で、当イベントを商品ＰＲ
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や新商品・新サービスのテスト販売等への活用を提案するなど、参加店舗の拡大を

図る。 

   
 （目標） 

  項目 現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

参加出店数(春･秋各) 37 40 40 45 45 45 
来場者数 13,000 14,000 14,000 14,500 14,500 14,500 

 
②宿場の雛まつり（継続） 
 大迫地域の目抜き通りの商業者が保有する伝統的な雛人形（享保雛・古今雛等）

を一定期間展示・公開することにより、来街者人口の増加による中心市街地の賑や

かさの創出を図ると共に、冬期間の集客力の向上を図り小売店舗をはじめとした売

上拡大による地域経済の活性化、更には、大迫地区中心市街地の活性化に資するこ

とを目的に開催する。 

実行委員会（当所・花巻市・花巻観光協会・大迫共通商品券協同組合）の構成組

織及び運営事務局として実施する。 

   

 開催期間：2月中旬～3月 3日 

 メイン会場：大迫交流活性化センター（市内民家等から借上げした伝統的な雛人

形を一堂に展示） 

 展示会場：大迫町中心市街地内（30か所） 

             （伝統的な雛人形を保有する商店等が、店頭・店内等に展示） 

  来場者拡大の取り組み：各種集客イベントの開催 

                        ＰＲの強化（ホームページの充実、ＳＮＳの活用） 

（目標） 
  項目 現状 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

展示会場等の数 30 31 32 33 34 35 
来場者数 13,000 14,000 14,000 15,000 15,000 16,000 
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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 

＜第１期における取り組みと評価等＞ 

  (1)市内経営支援機関との連携 

第 1期では、多面的、多層的な総合支援が必要と判断した際、支援機関連携

支援会議を随時開催する目標を持っていたが、現状では、市の産業支援メニュ

ーを活用する企業に関する支援に限定している。当案件の伴走支援について

は、当所と花巻市起業化支援センターの 2組織の支援担当者が事業計画作成事

業者全てのフォローアップを行っている。 

    現状においては上記の状況が有効に機能しており、事業計画作成から実行支

援までの成果を上げていることから、第 2 期においても市の産業支援メニュー

を活用する事業者には支援機関連携で支援を行う。 

     また、平成３０年に開設された「ビジカフェ」（Ⅰ－２.－(4)、Ⅰ－５－(2)

に記述）（市内企業向けの、気軽に経営相談できる施設）は、当所支援担当者も

コアメンバーとして参画しており、連携による支援の拠点施設として活用する。 
 

 (2)岩手県内の商工会議所との情報交換 

「経営指導員会議」や「相談所長会議」、「指導課長会議」等で、支援のノウハ

ウ（経営発達に資する取組等に関する情報収集）、支援の現状、支援上の課題

等について情報交換を行っているほか、案件により他の商工会議所担当者と個

別に情報交換を行った。重要な情報収集の場であり第２期においても継続す

る。 

 
(3)岩手県よろず支援拠点の活用 

新商品開発・デザイン・ＩＴ等専門的な支援が必要の際は、岩手県よろず支援

拠点を有効活用し成果を上げている。よろず支援拠点には支援担当者が必ず同行

し、高度な支援ノウハウ・支援テクニック等の収集及び情報交換を図った。 

具体的支援成果があることから継続して実施する。 

 
  (4)岩手県内産業支援機関との連携 

岩手県や政府系金融機関、いわて産業振興センター等の支援機関との連携によ

り、各機関が持つ有益な情報の収集、支援ノウハウの活用を行った。 

  特に日本政策金融公庫との連携により、マル経資金の第１期の利用実績が２７

年度依然と比較して 200％となっている。 

具体的支援成果があることから継続して実施する。 
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(5)市内金融機関との連携 

定期・不定期の情報交換会等を通じ、市内経済動向の共有、資金需要の動向、

支援の現状等、経営支援に関する情報の交換を行った。 

         また、高額の融資案件については、マル経資金と市内金融機関との連携による

協調融資を行っている。 

          具体的支援成果があることから継続して実施する。 

 

＜今回の申請における取組＞ 

  (1)市内経営支援機関との連携（継続・拡充） 

     要支援者が、どの支援機関を訪れても、同様の支援サービスが行われるよう、

各支援機関の支援能力、支援施策等を互いに情報共有し、相互活用により総合

支援ができるような環境をつくる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

各支援機関で支援した事業計画を、地域イノベーション戦略事業会議で評価し

必要なアドバイスを行ったうえで、伴走支援チーム（花巻商工会議所、花巻起業

化支援センターの支援担当者）により継続支援を行う。 
    また、新たに設置された「ビジカフェ」を有効活用し、掘り起された支援案件

を上記支援フローの活用により継続支援する。 
     ・地域イノベーション戦略会議  年回 3 回 
     ・ビジカフェ運営会議          週 2 回（火曜日と木曜日） 
     ・伴走支援チーム打合せ        随時 
 

伴走支援チーム. 
（花巻ＣＣＩ、起業化Ｓ） 

  経営課題の伴走支援を

行う。 

 

地域イノベーション戦略会議 
  提案された事業計画をブラッシュ

アップする。 

 

市内経営支援機関との連携支援フロー 

≪支援機関≫ 
 

花巻市 
 
 

花巻商工会議所 
 
 

花巻市起業化支援

センター 
（ビジカフェ） 

 
 
 
 

花巻市内金融機関 

市
内
小
規
模
事
業
者
・
起
業
者 

相談 

伴走支援 

花巻市 
支援窓口機能 
各種産業支援施策  

（補助金・融資等） 

花巻商工会議所 
支援窓口機能 
日本公庫制度融資斡旋 
労務（労保事務組合） 
記帳（記帳代行） 
税務（申告指導） 
専門家派遣 
共済制度斡旋 
各種講習会・相談会 
企業情報提供 
ＰＯＳ情報提供 

花巻市起業化支援ｾﾝﾀｰ 
  創業支援 
  研究・技術開発支援 
  貸工場 

花巻市内金融機関 
  融資商品 
審査能力・財務診断 

相互活用する主な支援施策 
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  (2)岩手県内の商工会議所との情報交換（継続） 

「経営指導員研修会」（年２回）や「相談所長会議」（年１回）、「指導課長会議」

（年１回）等で、支援のノウハウ（経営発達に資する取組等に関する情報収集）、

支援の現状、支援上の課題等について情報交換を行う。 
     
  (3)岩手県よろず支援拠点の活用（継続） 

新商品開発・デザイン・ＩＴ等専門的な支援が必要な場合は、岩手県よろず支

援拠点へ支援要請する。当拠点利用の際は支援担当者が同行し、高度な支援ノウ

ハウ・支援テクニック等の収集及び情報交換を図る。（随時活用） 
 
  (4) 岩手県内産業支援機関との連携（継続） 

岩手県や政府系金融機関、いわて産業振興センター等の支援機関との連携に

より、小規模事業者の事業計画策定及び実施支援に際し、各機関が持つ有益な

情報の収集・交換を行い、支援ノウハウの習得をする。 
   【岩手県商工労働観光部経営支援課】及び【県南広域振興局経営企画部】 ⇒ 県

の産業振興施策の情報収集及び活用（補助金、制度融資等）。（年５回程度） 
   【いわて産業振興センター】 ⇒ 設備貸与、受発注取引情報の収集、商談会・

研究会の活用。（月１回） 
   【日本生活金融公庫盛岡支店国民生活事業】及び【岩手県信用保証協会】⇒ 意

欲ある事業者情報の交換、金融的な側面からの企業支援の際の協調、経営改善

貸付、創業資金等制度融資の活用。 
     特に、経営改善貸付（マル経）については、日本政策金融公庫との連携を強

化し利用促進を図る。 
     （日本公庫 月１回、信用保証協会 月３回） 
 
  (5)市内金融機関との連携 

市内金融機関との情報交換会（支店長級）との懇談会（年２回）、地域リノベ

ーション戦略事業会議（次長級）（再掲）等（年３回程度）を通じ、市内経済動

向の共有、資金需要の動向、支援の現状、支援ノウハウ（資金調達・資金管理）、

その他金融情勢からみた経営支援に関する情報の交換を図る。 
         また、成長戦略や創業等において高額な融資が必要となる場合等は、日本政策

金融公庫との協調融資の促進など、事業計画の実施段階における金融支援等でも

連携を図っていく。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

＜第１期における取り組みと評価等＞ 

  以下の取り組みは、支援担当者の支援力の底上げに繋がっているものであり、第
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2期においても継続して実施する。 

  (1)各種研修への積極的派遣 

日本商工会議所等が主催する各種研修への積極的な派遣を行った。 

中小企業大学校で開催される研修には、経営指導員が年 1回以上参加する目標

を掲げ、長期の支援担当者研修や短期のテーマ別研修への派遣を行い目標通り実

施した。 

当所が主催するセミナー等へも受講する企業と一緒に聴講し、支援に必要な基

礎知識の習得を行った。 

   

(2)専門家支援への同席・同行による支援ノウハウの習得 

当所が毎月実施している、専門家による個別相談会やエキスパートバンク専門

家派遣の際は、支援担当者が同席・同行し、専門家の、指導・助言内容や支援ノ

ウハウを学ぶことで、伴走型の支援能力向上を図った。 
 

  (3)経営指導員会議の実施 

セミナー企画や支援方針等の課題に応じて実施した。第 1 期においては定期

的な（2カ月に 1回）開催を目標としたが、定例化には至らなかった。 

支援実績・支援事例等の共有は随時行っており、経営指導員間の連携は図ら

れているものと考えている。 

支援力向上のための内部研修を、年 3 回実施する目標を掲げ、マル経融資推

薦手続等の内部研修（経営指導員全員による審査会前の点検等）は随時行ったが、

外部講師を招聘した研修会（ＯＦＦ-ＪＴ）を 1回開催するに留まった。 

第 2期においては、場当たり的ではない情報共有の場の創出と、「ＢＩＺミル」

を活用した、組織としてのノウハウ蓄積を図る。また、経営指導員会議に合わせ、

外部・内部講師による経営指導員対象の支援力向上に資する研修を年間 3回以上

開催し、支援力の底上げを図る。 

 

＜今回の申請における取組＞ 

(1)各種研修への積極的派遣（継続） 

日本商工会議所等が主催する各種研修への積極的な派遣を行う。 

中小機構が行う支援担当者研修には、若手経営指導員等が年間 1名以上の派遣

を行い支援力の向上を図る。 

当所が主催するセミナー等へも受講する企業と一緒に聴講し、支援に必要な基

礎知識の習得を行う。 

   
(2)専門家支援への同席・同行による支援ノウハウの習得（継続） 

当所が毎月実施している、専門家による個別相談会やエキスパートバンク専門
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家派遣の際は、必ず支援担当者が同席・同行し、専門家の指導・助言内容や支援

ノウハウを学び、伴走型の支援能力向上を図る。 

 
  (3)経営指導員会議の実施（継続） 

     経営指導員会議を 2 カ月に 1 回（定期的に）開催し、支援事業の進捗把握、

支援実績・支援事例（失敗も含む）等の共有を行うとともに、支援実績を経営

支援基幹システム「ＢＩＺミル」を活用して蓄積・共有しデーターベース化す

ることで、組織としてのノウハウ蓄積を図る。 

また、当会議に合わせ、外部・内部講師による経営指導員等対象の支援力向上   

に資する研修を年間 3回以上開催し、支援力の底上げを図る。 

 

  (4)中堅経営指導員と新人経営指導員の同伴支援によるＯＪＴの実施（新規） 

          新規の相談案件や高度な相談対応の場合は、中堅以上の経営指導員が支援す

る場に、支援経験が少ない新人経営指導員等が支援の場に同席・同行し、相談者

理解の方法、支援の進め方を実地で見聞きし、具体的な支援方法の習得を図る。 

  支援先を共有することで、中堅から新人への支援に関するアドバイスも具体的

になり実践力の向上が期待できる。 

         中堅以上の経営指導員は、相談現場でのＯＪＴの実施を意識し新人経営指導員

を相談の場に誘導する形で実施する。 

 

３．事業の評価及び見直しをするための仕組み関すること 

＜第１期おける取り組みと評価等＞ 

      第１期の評価委員の評価では、実績のカウントについて相当の漏れがあると 

推察されることから、実績カウントの方法を再検討されたい。また、未実施のじ

ぎょうについては、実施できなかった事情も理解するが実施に向けた工夫が必

要。等の指摘があり第２期において改善する。 

 

(1)経営発達支援計画の実施状況について、実績と事務局の内部評価を行った上

で、行政・有資格専門家等の外部有識者による評価会議を開催し、事業の実施

状況への評価、改善意見等をまとめ、会頭へ報告した。 

  (2)評価・見直しの方針は、総務企業委員会の審議を経ることとしたが、大きな

見直しが生じなかったため、ホームページへの公表のみとした。 

  (3)事業の成果・評価については、当所常議員会へ報告を行った。 

       (4)事業の成果・評価の結果は当所ホームページ（http://hanamaki-cci.or.jp/）

で計画期間中公表を行った。 

 

＜今回の申請における取組＞ 

    以下の通り全て継続して実施する。 

(1)行政・有資格専門家等の外部有識者による評価会議を開催し、事業の実施状
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況、成果の評価、改善提案を行い、その結果を会頭へ報告する。 

      評価委員（中小企業診断士・税理士・信用金庫理事長・市役所担当課長） 

  (2)評価・見直しの方針は、総務企業委員会の審議を経て会頭が決定する。 

  (3)事業の成果・評価・見直しの結果については、当所常議員会へ報告し承認を

受ける。 

  (4)事業の成果・評価・見直しの結果を当所のホームページで計画期間中公表す

る。（http://hanamaki-cci.or.jp/） 
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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３０年１１月現在） 

（１）組織体制 

①実施体制 

   ・中小企業相談所長が事業を総括し、全経営指導員（８名）及び経営指導員経験

者（支所長）で事業実施を行う。 

   ・実働グループのリーダーは経営支援課長とし、現場管理を行う。 

   ・定期的に経営指導員会議を行い、情報共有、意見交換、進捗確認を行い、効果

的・効率的運営を行う。 

   ・市内経営支援機関との連携窓口は経営支援課長とし、全体会議・個別会議（個

別経営サポート会議）で常に情報共有を行い、質の高い支援に努める。 

   ・支援案件の中で、補助員、記帳専任職員の得意な支援能力（労務、記帳経理、

PC、各種共済等）を必要とする場合は、随時要請する。 

    
 ＜実施体制図＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②花巻商工会議所事務局全体の組織 

    理事・事務局長 

          兼中小企業相談所長 １名 

    総務課        ６名（内経営指導員２名、補助員１名） 

    企画振興課      ３名（内経営指導員２名、記帳専任職員１名） 

    経営支援課       ３名（内経営指導員２名、記帳専任職員１名） 

大迫支所 
経営指導員経

験者(支所長) 
１名 

石鳥谷支所 
経営指導員 

１名 

東和支所 
経営指導員 

１名 

中小企業相談所長 

経営支援課長 

本所 
経営指導員 
６名(課長含) 

 

・調査企画、集計・分
析 
・セミナー企画 
・創業相談会企画 
・支援ネットワークと
の連携 

・調査実施 
・伴走支援（経営分析・経営計画策定・第二創業・経営革新支援） 
・セミナーサポート 

地
域
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
戦
略
事
業
会
議 

連携 

ビ
ジ 

カ
フ
ェ 

連携 

経営支援基幹システム「ＢＩＺミル」への支援実績・ノウハウの蓄積 
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    大迫支所       ３名（支所長(指導員経験者)１名、記帳専任職員１名） 

    石鳥谷支所      ４名（内経営指導員１名、補助員２名） 

 

    東和支所       ３名（内経営指導員１名）           

      計       ２３名 

    

※補助対象職員の人数 

     経営指導員 ８名、補助員 ３名、記帳専任職員 ３名 

 
＜事務局組織図＞ 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

（２）連絡先 

 

花巻商工会議所（本所）経営支援課 

 025-0075 岩手県花巻市花城町 10-27     
TEL0198-23-3381 FAX0198-23-2324 

  ホームページ：http://hanamaki-cci.or.jp/ 

花巻商工会議所 大迫
おおはさま

支所 

 028-3203 岩手県花巻市大迫町大迫 3-203   
TEL0198-48-3230 FAX0198-48-3730 

花巻商工会議所 石鳥谷
いしどりや

支所 

 028-3101 岩手県花巻市石鳥谷町好地 6-10-3 
TEL0198-45-4488  FAX0198-45-4469 

花巻商工会議所 東和
とうわ

支所 

  028-0114 岩手県花巻市東和町土沢 8-60 （花巻市東和総合支所内１Ｆ） 
TEL0198-42-3155  FAX0198-42-3156 

 

 

 

 

 

事務局長兼中小企業相談所長 

本所 
 
総務課長 
主任 
主事(２名) 
嘱託(２名) 

総務課  
企画振興課長 
主事(２名) 
 
 

企画振興課  
経営支援課長 
主任 
嘱託 
 

経営支援課  
支所長 
主事 
嘱託 

大迫支所  
支所長 
支所長代理 
支所次長 
主事 

石鳥谷支所  
支所長 
支所長代理 
嘱託 
 

東和支所 
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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） 

 31年度 

( 31年 4

月以降) 

32年度 33年度 34年度 35年度 

必要な資金の額 27,550 27,050 27,050 27,550 27,050 

 

経営改善普及事業（既存事業） 

経営計画作成セミナー 

販路拡大セミナー 

創業支援事業 

経営支援基幹システム 

商談会開催 

支援スキル向上セミナー(OFF-JT） 

経営実態･支援ニーズ調査 

 

 

25,000 

500 

400 

200 

450 

300 

200 

500 

25,000 

500 

400 

200 

450 

300 

200 

－ 

25,000 

500 

400 

200 

450 

300 

200 

－ 

25,000 

500 

400 

200 

450 

300 

200 

500 

25,000 

500 

400 

200 

450 

300 

200 

－ 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

 

国補助金、県補助金、市補助金、会費収入、事業収入 

 

（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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営発達支援事業の内容 連携して実施する事業の内容 

１．地域の経済動向調査に関すること 
・市内金融機関との情報交換会の実施 

 (金融機関及び花巻市役所) 

２．経営状況の分析に関すること 

・市内経営支援機関との連携による経営分

析（分析先の掘り起し等） 

・ビジカフェとの連携による経営分析（分

析先の掘り起し等） 

３．事業計画策定に関すること 

・市内経営支援機関との連携による経営計

画作成支援 

・専門家による個別相談会 

・専門家派遣制度の活用 

４．経営計画策定後の実施支援に関する

こと 

・市内経営支援機関との連携による経営計

画作成後の実施支援 

・花巻市起業化支援センターとの協働によ

る伴走支援 

・専門家による個別相談会 

・専門家派遣制度の活用 

５．需要動向調査に関すること 
・市内経営支援機関との連携による需要動

向把握 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に

関すること 

・観光協会と連携した商談会開催 

・他団体が開催する商談会への誘導 

・いわて産業振興センターの受発注情報の

活用 

・市内のメディアを活用した企業情報発信 
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連携者及びその役割 

 

連携者 

（名称・代表者・所在地） 

連携する経
営発達支援
事業の番号 

連携における役割 

花巻市（商工観光部） 

市長 上田東一 

花巻市花城町 9-30 

1.2.3. 

4.5 

・小規模事業者に対する各種産業支援メ

ニューの情報提供 

・地域イノベーション戦略事業の実施主

体として各種団体の調整及び取り纏め 

・要支援企業の提案 

・行政情報の提供 

一般社団法人ビジネスサポート花巻 

理事長  中島健次 

花巻市二枚橋 5-6-3 

1～6 以下二つの産業支援機関の運営母体 

 

花巻市起業化支援センター 

花巻市二枚橋 5-6-3 
1～6 

・商品開発、技術改善の相談助言等 

・製造技術関連のアドバイス 

・経営計画の策定と実行支援の連携 

（連携支援の伴走支援グループ） 

ビジカフェはなまき（新設） 

花巻市大通り 1-3-5 
1～6 

・支援を求める企業や創業者の窓口 

・支援先の掘り起し 

・経営計画の策定と実行支援の連携 

岩手銀行花巻支店 

支店長  宮崎孝志 

花巻市上町 6-12 

1～5 

・市内金融機関との情報交換会(支店長) 

・地域イノベーション戦略事業会議(企業

支援担当者)による連携 

・金融に関する連携支援 

東北銀行花巻支店 

支店長  中島憲博 

花巻市上町 7-4 

1～5 

・市内金融機関との情報交換会(支店長) 

・地域イノベーション戦略事業会議(企業

支援担当者)による連携 

・金融に関する連携支援 

北日本銀行花巻支店 

支店長  伊藤和昭 

花巻市上町 4-16 

1～5 

・市内金融機関との情報交換会(支店長) 

・地域イノベーション戦略事業会議(企業

支援担当者)による連携 

・金融に関する連携支援 

花巻信用金庫 

理事長  漆沢俊明 

花巻市吹張町 11-10 

1～5 

・市内金融機関との情報交換会(支店長) 

・地域イノベーション戦略事業会議(企業

支援担当者)による連携 

・金融に関する連携支援 

日本政策金融公庫盛岡支店 

国民生活事業 

事業統轄  松田勝彦 

盛岡市菜園 2-7-21-2F 

4.6 

・事業計画作成の実施支援、販路拡大に

おける資金調達 

・マル経融資、創業資金の相談対応・情

報提供 
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連携者 

（名称・代表者・所在地） 

連携する経
営発達支援
事業の番号 

連携における役割 

岩手県信用保証協会 

会長  杉村孝 

盛岡市永田町 6-2 

4.6 
・事業計画作成の実施支援、販路拡大に

おける資金調達 

・制度融資の相談対応・情報提供 

いわて産業振興センター 

理事長  熊田淳 

盛岡市北飯岡 2-4-26 

6 
・各種産業支援情報の提供 

・受発注情報の活用 

岩手県よろず支援拠点 

チーフコーディネーター 星野剛 

盛岡市北飯岡 2-4-26 

3.4.6 
・デザイン、マーケティング、IT等の専

門的支援での活用 

 

岩手県事業引継ぎ支援センター 

統括責任者  高橋明 

盛岡市清水町 14-17 

3.4 ・事業承継に関する専門的支援 

岩手県商工会議所連合会 

会長  谷村邦久 

盛岡市清水町 14-12 

3.4.6 
・エキスパートバンク活用の窓口 

・職員研修の企画運営 

・各種情報の提供 

一般社団法人花巻観光協会 

会長  佐々木博 

花巻市葛 3-183-1 

6 
・商談会開催の連携 

・観光関連情報の提供 

弁護士  細井洋 

盛岡市中央通 2-1-27 
3.4 

・毎月実施している法律個別相談会の相

談員。経営計画作成支援及び作成後の実

施支援において活用。 

中小企業診断士 土岐徹朗 

盛岡市緑が丘 3-26-25 
3.4.6 

・毎月実施している経営個別相談会の相

談員。経営計画作成支援及び作成後の実

施支援において活用。 

税理士  酒井利政 

花巻市石神町 93-19 
3.4 

・年間 4 回実施している経営なんでも相

談会の税務相談員。経営計画作成支援及

び作成後の実施支援において活用。 

社会保険労務士  照井郁夫 

花巻市四日町 3-10-1 
3.4 

・年間 4 回実施している経営なんでも相

談会の労務相談員。経営計画作成支援及

び作成後の実施支援において活用。 
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花巻市 
ビジネスサポート花巻 
  花巻市起業化支援センター 
  ビジカフェ 
市内金融機関 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

花巻商工会議所 

経営指導員による経営支援 
経営・法律無料相談会 
経営なんでも相談会 
各種セミナー等 

市
内
小
規
模
事
業
者
・
創
業
者 

相談 

相談 

連
携 

伴走支援 

岩
手
県
よ
ろ
ず
支
援
拠
点 

エ
キ
ス
パ
ー
ト
バ
ン
ク
等 

岩
手
県
信
用
保
証
協
会 

日
本
政
策
金
融
公
庫 

事
業
引
継
ぎ
支
援
セ
ン
タ
ー 

日
本
商
工
会
議
所 

岩
手
県
商
工
会
議
所
連
合
会 

連
携 

花
巻
観
光
協
会 

連
携 

い
わ
て
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー 

情
報
収
集 

課題により活用 

市
内
経
営
支
援
機
関
連
携 

花巻市産業支援メニューによる支援 
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