
経営発達支援計画の概要 

実施者名 北上商工会議所（法人番号  5400005003639） 

実施期間 平成 30 年４月１日～平成 35 年３月 31 日 

目標 

 
（１）地域内事業者の減少の歯止め・新陳代謝 

①経営状況を把握するためのヒアリングによる経営状況調査 

      ②事業承継や後継者の育成支援 

      ③従前の支援に加えＩＴを活用した経営の促進 

④創業希望者に対する支援による新規事業者の増加促進 

（２）持続的発展を遂げるための経営内容の見直しへの支援 

      ①経営革新や事業計画を進め、新商品開発や新分野への参入支援 

      ②顧客ニーズや消費動向の分析 

      ③新たな販路開拓・販路拡大への支援 

      ④商談会・物産展による成約率向上のためのフォローアップ  

（３）地域資源を活用した経済波及効果 

      ①イベントを通じた交流人口の増加・滞在型観光・インバウンド促進 

      ②６次産業・農商工連携による地域資源を活用した新たなブランド創出 
 

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【指針③】 

  （１）市内企業に対する経営状況調査 

  （２）各種広報誌を活用した分析 

  ２．経営状況分析に関すること【指針①】 

  （１）巡回相談等による対象者の掘り起こし 

  （２）経営分析結果の活用 

  ３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

  （１）事業計画策定事業者の掘り起こし 

  （２）事業計画作成支援（既存事業者・創業希望者） 

  （３）事業承継に対する支援  

  ４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

  （１）事業計画策定後の伴走型支援（既存事業者・創業希望者・事業承継） 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

（１）小規模事業者を個別に支援するための需要動向調査  

  ６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

  （１）マスメディア・ＩＴを活用した支援 

  （２）物産展・商談会出展企業への支援 

  （３）販路開拓関連セミナーの開催  

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

  （１）北上市二大まつりの開催 

  （２）６次産業・農商工連携による地域ブランドづくり  

 

連絡先 

 
名    称：北上商工会議所 

住    所：〒024-0031  岩手県北上市青柳町二丁目１番８号 

電話番号：０１９７（６５）４２１１ 

Ｆ Ａ Ｘ：０１９７（６４）２６５６ 

Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.kitakamicci.jp 

Ｅ -mail：info@kitakamicci.jp 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

    

◆◆◆◆北上市の概要北上市の概要北上市の概要北上市の概要    

    

  北上市は、岩手県の県南で、北上平野（盆地）の 

ほぼ中央に位置し、中央部に平野が広がり、東部が 

北上高地の丘陵地、西部には奥羽山脈の山々が連な 

る。平野部の東端を南流する北上川と市の中央部を 

通る和賀川が合流し、田園地帯を潤す。 

古くから交通の要衝として栄え、国道４号、ＪＲ 

東北本線の南北幹線、国道 107 号、ＪＲ北上線の東 

西幹線が交差して旧来の市の骨格がつくられました。 

  面積は、東西 38km、南北 34km で総面積 437.55 ㎢ 

である。 

 

東北縦貫自動車道、東北新幹線などの高速交通体 

系も整備されたほか、東北横断自動車道秋田線の全 

線が開通。東北の十字路として交通の利便性が良い 

地域として注目され企業誘致が進んだほか、平成３ 

年４月には隣接する２町村（旧和賀町・旧江釣子村） 

との合併により人口は順調に増加。平成 10 年には 

９万人に到達しましたが、平成 20 年をピークに９万 

４千人程度を維持している。 

また、住み良さランキングにおいて、８年連続で 

県内１位を獲得するなど一定の評価を得ている。 

  産業においては、かつて農業を中心産業として栄え、農家の次男、三男の地元就業機会の確保

を目的に、昭和 30 年代から積極的な大手企業の誘致が功を奏し東北有数の工業都市として発展

し、工業出荷額では県内有数を誇る地域である。 

 

◆当地域の現状と課題◆当地域の現状と課題◆当地域の現状と課題◆当地域の現状と課題    
 

人口においては、平成 17 年の９万４千人台がピークで直近の国勢調査（平成 27 年）では９万

３千人台で推移しており、平成 22 年調査時に比べ微増している。世帯数は年々増加しており、

一世帯当たりの人口が減少傾向にあり核家族化が進んでいる。＜表１＞ 

 

事業所数および従業員数では、交通の利便性が高まったことにより交流人口も増え、大型ショ

ッピングセンターやロードサイドにナショナルチェーンが進出。このことに伴い、小売業・飲食

業が飽和状態となり既存店が苦戦する状況であるとともに、誘致企業の組織再編や中小・零細企

業経営者の高齢化等で事業所数が平成 26 年には平成 20 年対比で 4.7％減少している。（従業員

数 2.5％減少）＜表２＞ 
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当商工会議所の会員数は、平成 18 年４月の３商工団体の合併を機に増加したものの地域産業

の環境変化に比例して微減の傾向にある。＜表３＞ 

  

雇用については、大手企業の進出により有効求人倍率も平成 28 年 12 月において 2.34倍と高く

人材不足が慢性化しており、以前の調査においても人材確保に苦慮しているとの回答が多く見

られた。＜表４＞ 

 

また、地域イベントである「きたかみ展勝地さくらまつり」や「北上･みちのく芸能まつり」

は、通過型観光であり地域産業への波及効果が乏しく、江戸時代の温泉番付で西の大関紀州本宮

温泉と並ぶ東の大関と記された夏油温泉や県内随一の積雪量を誇る夏油高原スキー場への集客

も震災前まで回復しておらず、地域の観光資源を有効活用する手立てを講じるとともに滞在型

観光への転換が課題となっている。＜表５＞ 

 
＜表１＞北上市の人口                                                  （単位：人） 

 平成７年 平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 平成 28 年 

人口 87,969 91,501 94,321 93,138 93,127 

世帯数 28,247 31,023 33,629 34,068 36,799 

（出展：北上市統計書） 

 

＜表２＞ 北上市の事業所数および従業員数                             （単位：社、人） 

 建設業 製造業 
卸売      

小売業 

宿泊業     

飲食業 
サービス業 総数 

平成 21 年 
事業所数 440 418 1,180 731 1,840 4,609 

従業員数 3,944 13,885 9,220 4,148 17,457 48,654 

平成 26 年 
事業所数 402 402 1,106 672 1,809 4,391 

従業員数 3,695 14,658 8,205 3,724 17,169 47,451 

  （出展：北上市統計書） 

 

＜表３＞ 北上商工会議所の会員数                                       （単位：社） 
年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

会員数 2,129 2,134 2,132 2,099 2,106 2,081 

小規模事業者数 1,640 1,706 1,642 1,642 1,441 1,441 

 
＜表４＞有効求人倍率の推移                                            （単位：倍） 

 H28.4 H28.5 H28.6 H28.7 H28.8 H28.9 H28.10 H28.11 H28.12 

北上市 1.66 1.65 1.80 1.89 1.98 2.00 2.04 2.20 2.34 

岩手県 1.28 1.28 1.32 1.32 1.24 1.28 1.30 1.29 1.33 

（出展：北上公共職業安定所） 

 

＜表５①＞ 県内・県外観光客入込数                                    （単位：千人） 

年次 平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 

総数 1,617 1,583 1,039 1,272 1,379 1,394 1,400 

県
内

 

計 1,173 1,136 750 918 982 951 965 

日帰 1,109 1,081 719 885 949 901 931 

宿泊 64 55 61 33 33 50 34 

県
外

 

計 444 447 289 354 397 443 435 

日帰 321 337 223 273 311 304 351 

宿泊 123 110 66 81 86 139 84 

（出展：北上市の概要） 
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＜表５②＞きたかみ展勝地さくらまつり入込数                             （単位：千人） 

 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 

入込数 415 475 494 413 416 

（出展：北上市の概要） 

 

＜表５③＞北上みちのく芸能まつり入込数                                （単位：千人） 

 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 

入込数 294 389 357 380 391 

（出展：北上市の概要） 

 

＜表５④＞夏油温泉・夏油高原スキー場入込数                            （単位：千人） 
 平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 

夏油温泉 23 21 9 9 9 8 13 

夏油高原スキー場 91 83 58 74 68 74 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          北上みちのく芸能まつり 

 

        北上展勝地さくらまつり 

 

このほか、平成 23 年に策定した総合計画のもと「豊かな自然と先端技術が調和した魅力あふ

れるまち」を目指した平成 28 年版の「北上市の概要」からみる工業および商業の現状は以下の

とおりである。 

 
（１）工業 

①事業所数・従業員数・製造品出荷額（従業員４人以上）             （単位：人、億円） 

区  分 事業所数 従業員数 製造品出荷額 

平成 26 年 232 12,783 3,777 

平成 25 年 240 12,809 3,723 

平成 24 年 254 12,679 3,477 

平成 22 年 252 13,909 4,301 

平成 21 年 263 13,447 3,640 
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 ②工業団地概要 
       団地面積（ha） 分譲率（％） 操業企業数 

北上工業団地 127.0 100.0 29 

飯豊西部中小企業工業団地 19.7 100.0 17 

村崎野西部工業団地 21.3 100.0 9 

北上機械鉄工工業団地 6.9 100.0 17 

和賀川東部工業団地 18.3 100.0 3 

北上南部工業団地 197.7 93.9 78 

後藤野工業団地 139.7 73.1 13 

竪川目工業団地 27.4 92.6 11 

北上流通基地 94.1 100.0 89 

北上産業業務団地 36.9 63.1 27 

 
（２）商業 

        ①商店数・従業員数・年間販売額（従業員 10 人未満）            （単位：人、万円） 

区  分 商店数 従業員数 年間販売額 

平成 26 年 

総  数 860 5,951 21,547,400 

 
うち卸売業 203 1,486 11,364,200 

うち小売業 657 4,465 10,183,200 

平成 24 年 

総  数 858 5,962 20,198,300 

 うち卸売業 196 1,407 10,996,800 

うち小売業 662 4,555 9,201,600 

平成 19 年 

総  数 1,096 7,719 23,090,040 

 うち卸売業 235 1,896 12,170,424 

うち小売業 861 5,823 10,919,616 

 

（３）主な大規模小売店（3,000㎡以上） 
名  称 核テナント 店舗面積 

北上ツインモールプラザ ㈱さくら野百貨店 24,795 

岩手中部ショッピングプラザ イオンリテール㈱ 22,584 

イオンタウン北上店 マックスバリュ東北㈱、㈱サンデー 9,596 

ＤＣＭホーマック北上藤沢店 ＤＣＭホーマック㈱ 9,302 

コメリパワー北上店 ㈱コメリ 9,096 

ニトリ北上店 ㈱ニトリ、㈱しまむら 5,440 

北上南ショッピングセンター ホーマック㈱、やまや 5,075 

ショッピングプラザ アピア ㈱ベルジョイス、ツルハ 4,968 

                        

    
名  称 核テナント 店舗面積 

北上ショッピングプラザ ㈱ベルジョイス、㈱しまむら、㈱薬王堂 4,629 

スーパーセンタートライアル北上店 ㈱トライアルカンパニー 4,400 

ジョイス北上江釣子店 ㈱ベルジョイス、㈱ツルハ 3,806 

ショッピングタウン アスピ ㈱ベルジョイス、㈱ダイソー 3,530 

サンデー北上江釣子店 ㈱サンデー 3,369 

Ｊ－Ｐｌａｚａ ㈱ベルジョイス、㈱ファーストリテイリング 3,367 

北上鬼柳ショッピングセンター ㈱ベルジョイス、㈱ツルハ 3,283 

    

     また、当地では「二子さといも」「アスパラガス」「きたかみ牛」「しらゆりポーク」など多く

の地域資源を有しており、農商工連携や６次産業の取り組みによる新商品開発が期待される。 
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地域の景況感については、半年の期間で実施している経営状況調査（平成 28 年１月～６月実

績、平成 28 年７月～12 月見通し）の結果（ＤＩ値）から、悪化が好転を上回っている業種が多

く見られており厳しい業況が伺われる。＜表６＞ 

 

＜表６＞ 経営状況調査（上半期の実績と下半期の見通し） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  業種別に見ると、２次産業である建設業においては売上高、採算とも悪化傾向にあり、仕入単

価も上昇傾向にあるなど今後の見通しについて厳しいとの認識を持っている。 

製造業においては、売上高、採算とも良好であるが、建設業同様、仕入単価の上昇にあり今後

の採算が危惧される。＜表６①＞ 

    卸・小売業や飲食業、サービス業である３次産業においては、消費者と密接な関係にあるこ

とから景気の影響を直接受けている。そのうえ、仕入単価も上昇傾向にあり、資金繰りに影響が

出てくることが懸念される。＜表６②＞ 

  これら懸念される要因を改善するため、需要動向調査を実施し新商品開発や販路拡大による

売上向上を図っていく必要性がある。 

  サービス業に含まれる観光業については、付帯調査として経営上の問題について聞いたとこ

ろ、人材確保の難しさや従業員の高齢化、後継者難を挙げる小規模事業者が多かった。 

  また、３次産業の今後の見通しについてＤＩ値が２次産業に比べ悪化が予想されるとの調査

結果から需要動向調査等を通じ新たな経営戦略を講じる必要性がある。 

   

＜表６①＞２次産業（建設業、製造業）の経営状況調査結果 
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＜表６②＞３次産業（卸・小売業、飲食業、サービス業）の経営状況調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

当市の中心市街地も空き店舗が散見されることから中心市街地の活性化や個店の販路開拓・

拡大が求められるとともに、経営状況調査からも見られるように見通し、資金繰りが悪化すると

危惧されることから財務分析を通じた体質強化、経営基盤の確立が課題となっている。 

   

◆これまでの◆これまでの◆これまでの◆これまでの北上商工会議所の北上商工会議所の北上商工会議所の北上商工会議所の小規模事業者支援の取り組み小規模事業者支援の取り組み小規模事業者支援の取り組み小規模事業者支援の取り組みと課題と課題と課題と課題    

            

設立以来、地域の総合経済団体として地域や委員会等の意見を取り入れながら産業振興に取

り組んできている。「企業を育て地域を伸ばす商工会議所」をスローガンに中小企業の地域振興、

観光振興のほか、会員の意見を集約し国や県、市に環境整備等に関する提言・要望し、活力ある

地域づくりを担うなど面的支援を行ってきた。 

小規模企業者に対する支援としては、税務、労働等の支援のほか記帳指導、有益な共済制度の

情報提供や経営全般に関する相談に応じるなど表面的な支援となっていた。 

金融支援においても、小規模事業者経営改善貸付資金（マル経融資）における経営改善や資金

繰り、経営計画の見直しを図ってきた。小規模持続化補助金等の国の施策に取り組む小規模事業

者については、事業計画策定等に積極的に取り組んできた。 

個店の魅力づくりや販売力強化に関してはセミナーを開催し集団での支援は行ってきたが、

個者に対する販路開拓・拡大や後継者等については、「差別化」「魅力再発見」「分析」「深耕」を

意識した支援を行っていないのが現状である。 

このことから、今までの表面的な支援から潜在的な課題を分析・調査し小規模事業者の持続的

発展に資する必要がある。 

創業希望者に対しては創業前の金融・経営計画に対する支援のみであり、創業後のフォローア

ップがなされていなかったことからワンストップで支援する体制の構築が課題となっている。 

また、岩手県は社長の平均年齢が全国一である。地域産業の衰退は地域の雇用・技術の喪失に

繋がることから後継者の育成、事業承継が喫緊の課題となっている。 
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◆地域小規模事業者の中長期的な振興のあり方◆地域小規模事業者の中長期的な振興のあり方◆地域小規模事業者の中長期的な振興のあり方◆地域小規模事業者の中長期的な振興のあり方    

 

  上述のような小規模事業者の課題解決のため、以下のとおり小規模事業者の中長期的（向こう

10 年程度）な振興のあり方を策定する。 

 

（１）若手経営者や後継者等の人材育成に取り組み、創業や事業承継による小規模事業者の廃業 

      の歯止め・新陳代謝の促進を図っていく。 

      

（２）新商品・サービスの提供による販路拡大・開拓などの経営改善に努める。 

   

（３）地域資源を活用した地域ブランドを確立し交流人口を増加・賑わいの創出に努める。 

         

◆当◆当◆当◆当所所所所における経営発達支援事業の目標における経営発達支援事業の目標における経営発達支援事業の目標における経営発達支援事業の目標と方針と方針と方針と方針    

    

     地域小規模事業者の持続的な発展を目指し、金融支援をはじめ記帳指導や経営全般にかかる

支援、情報提供、各種共済制度の普及等小規模事業者の「かかりつけ医」としての役割を果たし

てきたが、抱える問題も多岐に亘っていることから専門医につなぐハブ的役割を備え、従前の支

援から一歩踏み込んだ＋αの支援を展開していく。 

商業の活性化に向けて消費者ニーズを的確に捉えるとともに、地域資源を生かした観光の振

興・賑わい創出を目指して、平成 30 年度から平成 34 年度までの目標を設定し、小規模事業者に

寄り添った効果的な伴走型支援として後述の経営発達支援事業を通じ実現していく。 

 

目標Ⅰ：地域内事業者の減少の歯止め・新陳代謝 

 

方針：①経営状況を把握するためのヒアリングによる経営状況調査の実施 

      ②各種調査結果を活用した比較・分析 

        ③高齢化が進んでいる経営者に対する事業承継や後継者の育成支援 

        ④従前の支援に加えＩＴを活用した経営の促進 

        ⑤創業希望者に対する支援による新規事業者の増加促進  

 

目標Ⅱ：経営内容の見直しによる小規模事業者の持続的発展 

 

  方針：①経営革新や事業計画を進め、新商品開発や新分野への参入等につながる支援 

        ②顧客ニーズや消費動向の分析 

        ③新たな販路開拓・販路拡大への支援 

        ④商談会・物産展による成約率向上のためのフォローアップ 

 

目標Ⅲ：地域資源を活用した経済波及効果 

   

  方針：①地域イベントを通じた交流人口の増加 

        ②地域の有形無形財産を活用した滞在型観光・インバウンドの促進 

        ③６次産業・農商工連携による地域資源を活用した新たなブランドを創出 
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以上の事業を行うため、岩手県、北上市、一般社団法人北上観光コンベンション協会との協 

力、岩手県よろず支援拠点、岩手県事業引継ぎ支援センター、㈱日本政策金融公庫盛岡支店、 

地域金融機関などの各支援機関と連携しながら、小規模事業者の経営力向上と持続的発展に対

する伴走型支援を行っていく。 

 

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 30 年４月１日～平成 35 年３月 31日） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

  Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

 

      １．地域経済動向調査に関すること【指針③】 

          地域内の中小企業の経済動向について、平成 22 年度から経営指導員を中心にヒアリ 

ングにより調査を行ってきたが、割合を把握するだけで分析等は行っていなかった。 

  今後は、集計方法をＤＩ値に改め、基本調査と付帯調査の２種類を調査項目とする。 

  基本調査は、日本商工会議所の LOBO調査項目と同一とし、全国と地域の動向を把握 

することでタイムリーな支援につなげる。 

付帯調査は、時節にあった項目とし、日々刻々と変化する地域の経済状況並びに企業 

の経営課題を的確に掴み、経営分析及び事業計画策定に活用するとともに、調査結果は 

小規模事業者及び関係機関に公表していく。 

また、調査により分析した資料は事業計画や創業支援の作成等に反映していく。 

     

（事業内容） 

（１）市内企業に対する経営状況調査（半期ごと） 

      基本調査と付帯調査により企業の現状を把握し、経営指導員等の企業支援に事業計画 

策定に活用していく。 

 

      ①調査項目：売上高、採算（経常利益）、仕入単価、従業員（臨時含む）、業況（自社）、 

                  資金繰りの６項目の実績と今後の見込みの基本調査と人材確保や後継 

者問題、賞与等の一時金支給など時節にあった付帯調査。 

      ②調査手段：市内 150社（６業種  各 25社）を地区内商工業者の構成比を考慮の上 

ピックアップし調査票を郵送。経営指導員等がヒアリングにより回収。 

※６業種 … 建設業・製造業・卸売業・小売業・飲食業・サービス業  

          ③分析手段：業種別、項目別にＤＩ値でグラフ化し、整理・分析を行う。 

          ④活用方法：調査結果については、当所会報折り込みで小規模事業者及び関係機関に 

発信するとともに地元紙に提供し、企業独自の経営に役立てる。 

                      商工会議所においては、経営支援の均一化を図るため職員会議で情報を 

共有し、会議所全体として戦略的な事業計画策定の参考資料とする。 

    

 （２）各種広報誌を活用した分析 

          中小機構の中小企業景況調査や日本商工会議所の LOBO調査の指標を活用し実績と見 

込みの乖離を比較・分析し、現状の把握と今後の経営戦略の資料として活用する。 
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①調査項目：売上高、採算（経常利益）、仕入単価、従業員（臨時含む）、業況（自社）、 

        資金繰りの６項目の実績と今後の見込み（経営状況調査の基本調査） 

    ②調査手段：上述の調査対象の市内 150社の調査結果を活用する。 

    ③分析手段：中小機構の中小企業経営調査と日本商工会議所の LOBO調査と比較する。 

    ④活用方法：実績と見込みの乖離を把握し、地域に即した事業計画策定に活用する。 

※中小機構の指標は４半期毎、日本商工会議所は毎月であるため、当所の調査時期で 

  のデータと比較とする。 

 

    （目    標） 

支援内容 直近年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

経営状況調査 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

比較・分析 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

公表回数 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

 

      ２．経営状況分析に関すること【指針①】 

          これまで当所では経営指導員等の巡回指導・窓口相談による各種施策や補助金等の情

報提供や労務・金融・税務等の経営一般に対する支援に留まり事業者の課題抽出まで掘

り下げたものではなかった。 

また、記帳代行、金融相談等の財務面での経営課題の解決には努めてきたが、経営に

関する分析をするまでには至っていなかった。 

  日々刻々と変化している経営環境に対応するべく、これまでの御用聞きなる指導体制 

ではなく、経営状況の分析を基にした事業者の根本課題を把握して経営体質の強化を 

提案できる指導体制に転換する。   

経営状況調査結果を資料とし、事業者の経営課題を抽出し課題解消に向けた個者支援 

に注力するとともに事業計画策定に結びつける。 

専門的な案件に対しては、エキスパートバンク、ミラサポ等の専門家派遣やよろず 

拠点と連携し課題解決に努め、持続的発展に資する。   

 

    （事業内容） 

    （１）巡回相談等による対象者の掘り起こし 

  経営指導員等の巡回指導・窓口相談により小規模事業者にヒアリング調査を行い、 

実態把握に努める。 

経営状況調査による地域動向とヒアリング調査結果をもとに、㈱日本政策金融公庫 

の「小企業の経営指標調査」を参考資料とし、経営状況と経営課題を経営指導員で検 

討し、現状について小規模事業者に示し、経営分析の重要性を認識してもらい対象者 

の掘り起こしを行う。 

ヒアリング結果については、シートにまとめ所内での共有を図る。   

           

        ①調査項目：売上高・採算・仕入単価・従業員・業況（経営状況調査と同一内容） 

借入金の有無・経営者の現状 

 

    （２）掘り起こしした事業者への支援 

  上記により掘り起こしした対象事業者に対し、以下により経営状況の分析を行い、 

現状を把握し、現状から見える結果から今後の事業計画策定につなげる。 
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①分析方法：J-NET21 の経営自己診断システムやローカルベンチマークを活用した 

            財務分析（記帳代行システム利用者以外） 

            記帳代行システム「ネット de記帳」による財務分析 

            （記帳代行システム利用者のみ） 

ヒアリングによる分析（経営資源、強み･弱みの把握） 

        ②分析項目：財務分析（収益性・効率性・生産性・安全性・成長性） 

                    経営資源と呼ばれる「ヒト（人的資源）」「モノ（物的資源）」「カネ（財 

                    務的資源）」のほか、知的財産である「ノウハウ」や特許等 

          ＳＷＯＴ分析（自社の強み･弱み、機会・脅威） 

        ③外部支援：より高度で専門的な分野については、エキスパートバンクやよろず支援 

拠点、ミラサポなどの専門家派遣を有効活用し連携をとりながら分析を 

進める。 

 

    （３）経営分析結果の活用 

          経営分析で得られた結果に見る対象事業者の強み・弱み、経営課題について共有 

し、強みの強化と弱みの解消、課題解決に向けた個者支援に活用していく。 

     

（目    標） 

項  目 直近年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

ヒアリング件数 － 75件 100件 125件 150件 150件 

経営分析件数 未実施 20件 30件 40件 45件 50件 

専門家による分析 未実施 ５件 ６件 ７件 ８件 10件 

  

      ３．事業計画策定支援に関すること【指針②】      

          小規模事業者の取り巻く環境が激変している中、小規模事業者が持続的に発展し続 

        けていくため、事業計画を策定しその計画を基にＰＤＣＡサイクルを回すことが重要 

である。しかしながら、事業者自らが事業計画を作成するには時間も経験も不足して 

おり、これまでの経営計画は持続化補助金やその他補助金申請、融資相談等に作成さ 

れる機会がほとんどで受動的なものであった。 

  そこで、経営状況調査対象事業所や巡回指導、個別相談会等を通じて策定事業者の 

掘り起こしを行い、経営状況調査や経営分析結果、需要動向調査を踏まえながら需要 

を見据えた事業計画策定支援を行う。 

  既存事業者ばかりではなく、創業希望者については認定創業支援事業により北上市 

や地域金融機関と協同で実施する企業塾等を通じ支援していくとともに、事業承継に 

ついてはエキスパートバンク（専門家派遣）やよろず支援拠点、事業引継ぎ支援セン 

ターとの連携により支援の充実を図っていく。 

 

    （事業内容） 

    （１）事業計画策定事業者の掘り起こし 

          経営状況調査や巡回指導、個別相談会等を通じて事業計画策定を希望する事業者の 

        ほか、事業計画策定セミナー等を開催し事業計画策定の重要性を理解いただき、策定 

を目指す小規模事業者の掘り起こしを行う。 

また、経営状況分析を行った小規模事業者に対し分析結果を示すことにより自主的 
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に計画策定を希望する事業者、経営指導員等によって計画策定が必要であると判断し 

た事業者に対して同セミナーの受講を促す。 

 

    （２）既存事業者に対する事業計画作成支援 

          上記により掘り起こしした事業所に対して、企業のライフサイクルにあわせた支援 

を実行するにあたり、現状把握・分析（経営資源・外部環境等）し課題を抽出したう 

えで、自ら事業計画を作成してもらう。その後、経営指導員等により生産性の向上・ 

経営力向上により付加価値をつけた計画書作成の支援を行う。 

  知的財産等判断が困難なものについては、金融機関や専門家と連携を図っていく。 

日々変化する経営環境において持続的な発展を遂げるには、経営の見直しが必要で 

あることを認識していただくためにも、事業計画策定が必要であることを職員の共通 

認識とし、計画的に作成支援に取り組む体制を整備する。 

 

  （３）創業希望者に対する事業計画支援 

     創業希望者に対しては、北上市が認定を受けた創業支援事業計画に基づき、創業塾 

受講者を募り、創業希望者を把握する。創業塾では事業立ち上げから労務・財務・金 

融の４つのステップをクリアした後に経営計画を自ら作成していただき、創業塾終了 

後に経営指導員等が経済動向や需要動向、市場調査、地域経営状況調査【指針③】の 

結果を踏まえて、実現可能な計画書にブラッシュアップを図る。 

計画書のブラッシュアップに際しては、地元金融機関や日本政策金融公庫との連携 

により資金繰りの面においての資金計画を作成しバックアップ支援を行う。 

卒塾した創業希望者に対しては、積極的にワンストップ支援にあたっていく。 

 

  （４）事業承継に対する支援 

     経営者が高齢化する中、事業存続は喫緊の課題で迅速な対応が重要である。 

潜在的な事業承継を必要とする小規模事業者を把握するため事業承継に関するセミ 

ナーを開催するほか、巡回訪問により小規模事業者向けに承継意志を確認するための 

アンケート調査を実施する。巡回訪問において把握した事業承継を考える事業者に対 

して事業承継診断を実施し、承継のステージごとの進め方や承継方法の選定（親族承 

継、従業員承継、Ｍ＆Ａ）、計画書の作成等を支援する。 

  評価が難しい知的財産を含めた自社の価値の適正査定のほか、既存事業者の持続的 

発展に資する事業計画作成の支援とは異なり、専門性を有するものであることから、 

中小機構や岩手県事業引継ぎ支援センター、よろず支援拠点、金融機関等と連携し、 

マッチングを含め事業者にとって有益な事業承継が行えるよう総合的な支援を図る。 

 

  （目  標） 

項  目 直近年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

事業計画策定セミナー １回 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

既存事業者向け事業計画 － 10件 12件 15件 15件 15件 

創業塾（※） １回 １回 １回 １回 １回 １回 

創業希望者向け事業計画 － ５件 ５件 ７件 ８件 10件 

事業承継セミナー 未実施 １回 １回 ２回 ２回 ２回 

事業承継計画 － ２件 ２件 ３件 ４件 ５件 

  （※）認定を受けた創業支援事業計画において連携する金融機関が実施 
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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】 

          上記において作成支援した事業計画を実現させるためには、引き続きの支援が必要 

        であり、事業計画策定後の実施支援として、定期的な巡回相談を行うとともに進捗に 

応じて支援対象者に適した頻度で指導・助言、エキスパートバンク（専門家派遣）な 

どを通じ課題解決に努め、フォローアップを行っていく。 

 

（事業内容） 

    （１）既存事業者に対する実施支援 

          事業計画策定後、担当経営指導員が四半期ごとに巡回により進捗状況を確認し計画 

内容の検証と見直しに必要な支援・助言を行う。   

    計画通り進んでいる者に対しては引き続き指導を継続し、進捗に遅れが見られるも 

のについては、専門家を招聘して課題を抽出し解決に努める。 

  また、国や岩手県、北上市のほか支援機関等の各種支援策の情報を提供し、フォロ 

ーアップに努める。 

  進捗状況や各種支援の活用状況については、電子カルテに入力し共有し、伴走型支 

援として継続活用していく。   

 

（２）創業計画に対する実施支援 

    創業希望者に対しては、セミナーを通じて作成した計画書を基に融資制度や販路開 

拓など必要な知識習得を重点に支援を行っていく。経営経験がないことから既存事業 

者に比べてより密な指導を必要とすることから２ヶ月ごとに巡回または窓口相談を実 

施し、創業前後において資金繰り表を作成。計画を基に創業された方には対しては、 

経営が軌道に乗り利益確保ができるよう必要に応じて計画修正などの支援を行う。 

  また、創業希望者と創業者の交流会を開催し創業者の意識高揚の醸成を図る。 

  進捗状況や各種支援の活用状況については、電子カルテに入力し共有し、伴走型支 

援として継続活用していく。 

   

    （３）事業承継計画に対する実施支援 

    事業承継に対しては、四半期ごとに巡回訪問により計画の進捗状況を確認するほか 

事業承継診断で得た情報を基に様々な支援策の情報提供を行い、親族承継、従業員承

継、Ｍ＆Ａなどについて岩手県事業引継ぎ支援センターやよろず支援拠点、金融機関

等と連携し推し進める。 

  後継者に対してのセミナーを通じ、事業承継の基礎知識や後継者として必要な知識

習得をサポートする。また、岩手県では事業承継ネットワーク構築事業を実施するこ 

とから、中小機構および岩手県とも連携して計画作成に努める。 

  進捗状況や各種支援の活用状況については、電子カルテに入力し共有を図り伴走型 

支援として活用していく。 

 

（目  標） 

項  目 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

事業計画支援回数 40回 48回 60回 60回 60回 

創業計画支援回数 30回 30回 42回 48回 60回 

事業承継計画支援回数 ８回 ８回 12回 16 回 20回 
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  ５．需要動向調査に関すること【指針③】  

          当所では今まで小規模事業者向けの販路開拓・拡大に繋がる取り組みとして新商品 

や新役務の内容検討に際しては「日経テレコン」が主であり、地域の需要動向を把握 

したのもではないのが現状であった。 

          小規模事業者が新商品や新役務の提供を行う際には、顧客ニーズを踏まえる必要性

がある。しかしながら、小規模事業者においても新商品の販売や新役務を提供するに 

あたって、需要調査等を行っておらず好機を逸している可能性が高いことから、新た

な販路開拓・販売促進のため需要動向調査を実施し積極的にサポートしていくととも

に基礎資料として蓄積・活用していく。蓄積されたデータは専門家等の支援を受け、

経営指導員が精査・分析を行い、個社の商品・サービスに対する消費者ニーズを把握

し物産展や商談会など新たな需要開拓の際に活用する。 

          需要動向調査作成に際しては、日本商工会議所をはじめとした商工会議所ネットワ

ークや国・県の支援機関の各種調査データを収集・活用していく。 

 

    （事業内容） 

    （１）小規模事業者を個別に支援するための需要動向調査 

          経営状況分析【指針①】を行った小規模事業者が事業計画の策定や新商品の開発、 

新役務の提供、販路開拓を図るためには消費者ニーズを把握する必要がある。 

小規模事業者が消費者ニーズを把握する手段としてアンケート調査を実施する際に    

        市場動向・需要動向の情報を収集・整理分析し提供するとともに、当所が調査実施を 

支援していく。 

 

★支援対象：経営状況分析実施小規模事業者のうち、事業計画の策定、新商品の開発 

や新役務の提供、新たな販路開拓を図ろうとする小規模事業者 

 

＜卸・小売業、サービス業＞       

①調査手段：事業者と経営指導員が協議しアンケートを作成。 

           事業者の顧客リストをもとにアンケート調査を実施（郵送・聞き取り） 

                    １事業者に対し 50以上の回答を求める。 

        ②集計分析：集計及び分析は経営指導員が行い、当地域の消費購買動向調査等の統計

資料を活用して精度を上げたものを業種ごとにまとめる。 

                    売れ筋商品の把握、不良在庫を抱えないためにも日経テレコン POS EYES 

を活用するほか調査項目によるクロス分析を行う。 

        ③活    用：調査結果は、個店ごとに集計し巡回訪問を通じて個別に事業者に提供す 

るとともに、事業計画や事業者の販路拡大や商品・サービス提供戦略の 

見直し等の支援に活用する。 

        ④調査項目：Ⅰ．年代  Ⅱ．性別  Ⅲ．居住地域  Ⅳ．来店手段  Ⅴ．来店頻度 

                    Ⅵ．雰囲気  Ⅶ．購入方法  Ⅷ．当店を選んだ理由   

 

        ＜飲食業＞ 

        ①調査手段：事業者と経営指導員が協議し、アンケートシートを作成。 

店舗に来店いただいた顧客に対して実地調査を実施。 

１事業所に対し 50以上の回答を求める。 

        ②集計分析：集計および分析は経営指導員が行い、消費者の嗜好や要望を把握する。 
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        ③活    用：調査結果は、個店ごとに集計し巡回訪問を通じて個別に事業者に提供す 

るとともに、顧客データの更新と事業計画策定や販路拡大や商品・サー 

ビス提供戦略の見直し等の支援に活用する。 

        ④調査項目：Ⅰ．年代  Ⅱ．性別  Ⅲ．居住地域  Ⅳ．来店頻度  Ⅴ．来店理由 

                    Ⅵ．満足度（商品・価格・接客態度・量）  Ⅶ．味  Ⅷ．雰囲気   

  

＜食品製造業＞ 

①調査手段：「伊達な商談会」を活用し、バイヤーのニーズ、トレンド、売れる商品 

            等の情報を収集する。  

②活    用：物産展・商談会出展に際しての商品構成等において活用するとともに、 

小規模事業者が新商品の開発に際し収集した情報を提供していく。 

当所においては情報共有できるよう整理するとともに、小規模事業者支 

援のデータとして活用する。 

③調査項目：Ⅰ．売れ筋商品  Ⅱ．パッケージデザイン  Ⅲ．価格帯   

Ⅳ．ボリューム  Ⅴ．ターゲット層  Ⅵ．コンセプト 

 

    （目    標）   

項  目 直近年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

需要動向調査実施件数 未実施 ８件 ８件 ８件 ８件 ８件 

（卸・小売業） 

（サービス業） 

（飲食業） 

（食品製造業） 

 

（2） 

（2） 

（2） 

（2） 

（2） 

（2） 

（2） 

（2） 

（2） 

（2） 

（2） 

（2） 

（2） 

（2） 

（2） 

（2） 

（2） 

（2） 

（2） 

（2） 

分析件数 未実施 ４件 ４件 ４件 ４件 ４件 

  

      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】    

          小規模事業者は、経営資源が乏しいため、単独では販路開拓に向けた取り組みに積 

極的に臨みにくい状況にあるにも関わらず、当所では新たな需要の開拓に関連した取 

り組みを行ってきていないのが現状である。このような現状を打開するには、物産展 

や商談会、集客が見込めるイベント等への出店、インターネットを活用した広報活動 

等により、商品やサービスの認知度を向上させ、小規模事業者の新規顧客・需要拡大 

を図っていく必要がある。 

特に、物産展や商談会については、地域外に販路を求める食品・土産品製造業や小 

        売に対しては北上観光コンベンション協会と連携を図り、ふるさと納税等を活用して 

        テストマーケティングを実施し販路開拓に努める。 

広報やＩＴ支援については特に業種を問わずやる気のある企業を支援していく。 

  また、個店の魅力向上として組織される「きたかみ逸品研究会」を通じ、自店の逸 

品を発掘・開発し、自店の個性化・魅力化を図っていく。 
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（事業内容）  

    （１）創業者、新商品開発・新役務を提供する小規模事業者に対する支援 

          地域内において新事業を始めた企業や新商品開発・新役務の提供する企業をピック 

        アップし、マスメディアに対し積極的に情報発信し販路拡大に取り組む。地元紙であ 

る岩手日日新聞や岩手日報、北上市から情報発信するＦＭ放送を通じ、記事や番組と 

して取り上げてもらいＰＲを図っていく。 

          大手との差別化を図る小規模事業者の逸品についても、自店の個性化・魅力化を発 

        信するためマスメディアを活用し、地域外の販路拡大、顧客獲得につなげる。 

また、なかなか広告宣伝にコストをかけられない創業間もない小規模事業者等につ 

いては、自社の商品やサービス等を容易に発信できるＳＮＳによる情報発信を促す。 

特にも、ＦａｃｅｂｏｏｋはＳＮＳの中でも広い年代層に利用されており、潜在的 

な顧客に向けた情報発信ツールとして活用することで販路拡大に繋がっていく。 

 

    （２）卸・小売業、食品製造業に対する支援 

          販路開拓に積極的に取り組む小規模事業者に対して、銀座に立地する「いわて銀河 

プラザ」で行われる北上市および北上・西和賀観光雄連絡協議会のイベントと北上市 

の友好都市である千葉県流山市で開催される「流山市民まつり」への出店者に対し、 

レイアウトや品揃えについて、岩手県よろず支援拠点のマーケティングやブランド化   

の専門家と連携し、域外での販路開拓支援を行っていく。 

  北上観光コンベンション協会と連携してふるさと納税の返礼品の人気品目を明確に

して顧客ニーズを洗い出し、物産展でのテストマーケティングを実施することで域外

の販路開拓を支援するほか、きたかみ逸品研究会を通じて既存商品および新商品を個

店の逸品として域内の消費者へのアプローチを図っていく。 

  また、北上信用金庫との連携により「ビジネスマッチ東北」や宮城県商工会議所連 

合会主催の「伊達な商談会」、中小機構主催の東北３県の復興支援テスト販売会として 

開催される「みちのくいいもんうまいもん」への参加を促すほか、参加前に商談・成 

約につなげるためのセミナーの開催、専門家派遣を活用しての後方支援を行う。 

         出展にあたっては、需要動向調査【指針③】の分析結果をもとに商品構成等につい 

て支援を行うとともに、出展終了後にＰＤＣＡサイクルを回し今後の売上拡大、販路 

拡大に繋がるフォローアップを経営指導員が行う。  

 

    （３）製造業に対する支援 

            ザ・ビジネスモール 

            域外に新たな販路を求める小規模事業者に対して、容易にＩＴを活用した販路の 

拡大、ビジネスマッチングに繋がる日本全国の企業を応援する商取引支援サイト 

「ザ・ビジネスモール（運営：大阪商工会議所）」の活用について促進する。 

サイトを活用するにあたり、商談成立の精度をあげるための訴求についての支援

を行う。企業情報サイトにＨＰを掲載することで、より多くの情報提供が可能とな

ることから、自社独自のホームページの作成を希望する小規模事業者に対しては、

経営指導員の支援のほか、よろず支援拠点等の専門家を活用し支援していく。 

   

  （４）ＩＴ等を活用できない小規模事業者に対する支援 

            セミナーの開催 

            上記のほか、ＩＴを活用できない小規模事業者向けに販路開拓関連のセミナーと 
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してＰＯＰや売り方戦略、接客等に関するセミナー開催する。 

            セミナー受講者には、経営指導員等が定期的に巡回しセミナー後の取り組みと売 

上の状況を把握し、事業計画策定【指針②】につなげ持続的発展のための伴走型支 

援を行っていく。 

 

（目    標）   

項  目 直近年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

マスメディアを活用した

情報発信 

（活用後の売上効果） 

未実施 
５件 

（5％） 

５件 

（5％） 

５件 

（5％） 

５件 

（5％） 

５件 

（5％） 

物産展・商談会出展企業

（成約・受注件数） ３件 
５件 

（3） 

５件 

（3） 

５件 

（3） 

５件 

（3） 

５件 

（3） 

ビジネスモール活用促進 

（活用後の売上効果） 
未実施 

３件 

（3％） 

５件 

（3％） 

８件 

（3％） 

10件 

（3％） 

10件 

（3％） 

ホームページ作成支援 

（受注件数） 
未実施 

２件 

（1） 

３件 

（1） 

３件 

（1） 

３件 

（1） 

３件 

（1） 

ＳＮＳ活用促進 

（活用後の売上効果） 
未実施 

２件 

（5％） 

２件 

（5％） 

４件 

（5％） 

４件 

（5％） 

５件 

（5％） 

セミナーの開催 

（参加事業所数） 

１回 

（10） 

１回 

（10） 

１回 

（10） 

１回 

（10） 

１回 

（10） 

１回 

（10） 

 

  Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

 

    当所では、北上市の中期総合計画における豊な自然や温泉、歴史、文化など多様な資源を 

  活用し、広域連携による滞在型観光に注力するとともに地域色を生かしたイベントによる賑

わいづくりや産業観光などの魅力ある新たな観光を展開し、地域資源を活用した経済波及効

果による地域小規模事業者の中長期的な振興の実現を目指している。 

    しかしながら、地域資源の魅力を十分に活用した土産品や観光商品の開発が進んでおらず

域外からの集客が頭打ちとなっているのが現状である。 

インバウンドや滞在型観光の構築によりまだまだ伸びしろのある観光産業においては、地

域資源である「雪」「さくら」「温泉」を有効活用しての誘客事業の実施や定住自立圏の市町

を絡めた広域観光振興による地域活性化に取り組まなければならない。 

    このことから、域外からの誘客を図るため既存イベントに更なる磨きをかけ、さらに魅力

あるものにするため、実施主体である北上市および北上観光コンベンション協会、商工会議

所において共通課題・共通認識を持ち検討していくこととする。 

また、地域産業の強化を図るため、地域資源を活用した６次産業・農商工連携による新た

な北上ブランド品開発のため、北上市はもとより花巻市農業協同組合や北上観光コンベンシ

ョン協会との連携を図り、平成 23 年度に地域力活用新事業∞全国展開プロジェクトを活用し

て生まれた北上ブランド「北上讃菓」３品に続く地域の食ブランドを新規開発し、地域ブラ

ンドとして確立させ新たな需要獲得・販路開拓に取り組む必要性がある。 

    これらを踏まえて、地域経済の活性化に資するため以下の取り組みを行っていく。 
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（事業内容） 

    （１）北上展勝地さくらまつりの開催 

          当地域には、青森県弘前市・秋田県大仙市（角館）とともに「みちのく三大桜名 

所」のひとつである展勝地は「さくら名所 100選」にも選ばれるなど、県内有数のさ 

くらの景勝地があり、約２㎞にも及ぶ桜並木のほか、約 150種の様々な桜が 1 万本あ 

ると言われる。 

  さくらまつり期間中は 40 万人を超える観光客が訪れるが、課題として市内に滞在・ 

滞留する魅力を十分に活かしきれていないことから通過型となっていることである。 

課題解決のために、観光ガイドの育成やインバウンドの受け入れ態勢を強化する等 

地域経済の活性化に資するとともに、「雪」「さくら」「温泉」を融合させた観光商品の 

開発や北上市旅館ホテル組合と連携しての宿泊パックによる夜桜ツアーや市内飲食店 

とのタイアップにより滞在型にシフトすることで市内飲食店の賑わいの創出を図って 

いく。 

  本まつりは、北上市と北上観光コンベンション協会、北上商工会議所が主催となり 

開催しているが、その他まつりに関わる関係団体との連携・協力体制を構築し実施し 

ていく。 

    

（２）北上みちのく芸能まつりの開催 

          北上市は民俗芸能の宝庫と言われ、国の重要無形民俗文化財である鬼剣舞をはじめ 

        鹿踊、春田打、神楽など数多くの民俗芸能を保有している。 

多様な民俗芸能の保存と伝承を目的に、昭和 37 年に「北上みちのく芸能まつり」が 

開催され、現在では市内はもとより市外、県外から 130余の団体が一堂に会して民俗 

芸能を披露しており、県内外の 100団体を超える民俗芸能が集結する全国でも稀なま 

つりであり民俗芸能の宝庫と呼ばれている。また、最終日には「トロッコ（灯ろう） 

流しと花火の夕べ」と題して、北上川を流れる灯ろうと大空に大輪を咲かせる花火の 

コントラストはすばらしく、多くの観光客を魅了している。 

      組織編成としては、北上市、北上観光コンベンション協会、北上商工会議所、北上 

市教育委員会、北上警察署により運営委員会が組織されており、その下に実行委員会 

が組織されている。運営委員会は開催まで３回、実行委員会は 10回程度の会議を重ね 

意識の共有を図りながら進める。 

前述のさくらまつり同様、通過型イベントとなっていることから、鬼剣舞衣装着付

け体験や夏油高原のトレッキングなど自然や歴史、文化の多様な観光資源を活用した

滞在型観光による交流人口の増加を図り地域経済への波及効果に努める。 

また、外国人観光客に対応する体制を構築し、魅力ある自然、歴史、文化の体験・

情報発信により外国人に対して地域のあらゆる魅力を訴求することでインバウンドに

よる地域経済の活性化に資する。 

このまつりが伝統芸能披露の聖地として今まで以上に認知されることで、伝統芸能 

の保存・継承につながり、まつりの魅力度向上で交流人口の増加と地域経済への波及 

が期待されるところである。 

    事業実施にあたっては、北上市、北上観光コンベンション協会、夏油高原活性化タ

スクフォース、北上市旅館ホテル組合、北上料飲店組合と情報共有し実施していく。 
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  （３）農商工連携による地域ブランドづくり 

          北上市、北上観光コンベンション協会、北上市物産開発推進協議会、花巻農業協同 

組合と連携し、平成 23 年度に北上市特産の「二子さといも」を活用した特産品「北上 

讃菓」３品を開発したが、それに続く新商品開発、新たな地域ブランドを創出する。 

          新商品開発には市内の特産品を活用することで農商工連携が図られるとともに、地 

        域ブランドとして全国に発信することで地域経済の活性化にも繋がる。 

          また、農商工の連携から農業者の６次産業化により生産者から製造・販売へと新規 

事業による創業等につながり、地域経済の起爆剤としての役割が期待される。 

新商品開発・地域ブランド選定には、岩手県、北上市、北上観光コンベンション協 

会、北上市物産開発推進協議会、北上市旅館ホテル組合、花巻農業協同組合と連携し 

て仮称「きたかみスイーツコンテスト」を開催し選定する。 

  選定した新商品等については、南いわて食産業クラスター形成ネットワークとの連

携を図り、商談会等への参加を促進し販売機会の拡大を図っていく。 

 

（目    標） 

項    目 直近年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

さくらまつり入込数 48 万人 49万人 50 万人 52 万人 55 万人 55 万人 

芸能まつり入込数 39万人 40 万人 42 万人 44 万人 50 万人 50 万人 

       

     ※ 展勝地さくらまつり … 平成 33 年度に展勝地開園 100 年を迎える 

     ※ 北上みちのく芸能まつり … 平成 33 年度に 60 回目を迎える 

 

    （目    標） 

     項    目 直近年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

仮称スイーツコンテスト 

開催数 
未実施 １回 １回 １回 １回 

「北上讃菓」 

新商品開発数 
未実施 － １品 １品 １品 

      

  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り組み    

       

      １．他の支援機関との連携による支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

          現在、専門家派遣や岩手県よろず支援拠点との支援機関と連携をしているが、支援 

ノウハウの情報交換等は行われていなかった。  

  今後は小規模事業者の持続的発展に資するため、多面的視点からの支援が必要とさ 

れていることから、各種支援機関と情報交換を行い支援能力の向上を図っていく。 

   

（１）経営計画策定・販路開拓に関するノウハウ等の情報交換（年５回） 

          岩手県内商工会議所経営指導員研修、日本商工会議所や中小企業基盤整備機構、い 

わて産業振興センター、他支援機関主催による研修会等に積極的に参加し、県内およ 

び全国の小規模事業者に対する支援ノウハウ、取り組み状況等の情報交換を行うとと 

もに連携を図っていく。 
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（２）金融支援に関するノウハウ等の情報交換（年４回） 

          日本政策金融公庫盛岡支店が開催する経営改善貸付連絡協議会において、商工会議

所と商工会の経営指導員等により地域の景況や小規模事業者に対する支援事例等や融

資案件に対する取り組みなどの情報交換が行われることから、円滑な資金調達のノウ

ハウ等情報共有が図られる。 

          また、地域内の金融機関（岩手銀行、東北銀行、北日本銀行、北上信用金庫）との

定期的な情報交換会を開催、地域内の金融情勢、資金需要等情報共有を図っていく。 

     

（３）創業支援に関するノウハウ等の情報交換（年４回） 

      北上市が認定を受けた創業支援事業計画に基づき構成されるメンバー（北上市・北 

        上信用金庫・北上商工会議所）で定期的に情報交換を行うほか、いわて起業家育成資 

金を取り扱う市内金融機関（岩手銀行・東北銀行・北日本銀行・七十七銀行等）、北上 

市産業支援センターやよろず支援拠点と連携を図り、施策の有効活用と事業計画作成 

支援のノウハウ、支援の現状や課題等を共有し支援力の向上に努める。 

 

    （４）事業承継に関するノウハウの情報交換（年２回） 

          いわて産業振興センターが開催する事業承継会議に参加し情報交換するほか、商工 

会議所・商工会・金融機関・士業等で構成する事業承継ネットワークを通じ、ミラサ 

ポ・よろず支援拠点との連携、支援ノウハウの共有を図っていく。 

  専門医である岩手県事業引継ぎ支援センターとは積極的に情報交換を行い、事業承 

継にかかる税制や補助金等の活用ノウハウを吸収していく。   

     

  ２．経営指導員等の資質向上に関すること 

          各種研修会を通じ、小規模事業者支援に必要な知識習得のため、経営指導員等が個 

別に有する支援ノウハウの共有を図り、組織全体で支援力の向上を図っていく。 

 

          ①全ての職員が支援できる体制の構築 

            当所では、平成 18 年の三商工団体合併後に、岩手県のマスタープランに従い職員 

数を 24名から 18名体制へと迫られている。これまでの経営計画の策定や補助事業 

等、経営支援には特定の職員のみが携わり、支援効果は限定的であった。 

このような体制のあり方を改め、特定職員に依存しない、経営指導員に限定しな 

い、全職員が経営計画作成支援、経営発達支援が可能となるような体制を目指すた 

め職員の資質向上策を講ずる。 

②資質向上支援策 

  外部での研修を受講する場合には、一定の知識を持って受講することが望ましい 

ことから、研修の効果を高めるために事前に知識習得を図る。 

  具体的には、中小企業大学校での経営指導員研修には、受講可能な能力を有する 

職員を毎年計画的に１名以上派遣する。併せて中小企業基盤整備機構や日本商工会 

議所、岩手県商工会連合会が主催する研修についても計画的に受講機会を与え、専 

門的な知識習得、資質向上に取り組む。  

  補助員および記帳専任職員に対しては、岩手県商工会議所連合会が主催する補助 

員等研修会の参加より、経営支援に資するスキルアップを図っていく。 

  また、全職員Ｗｅｂ研修を受講するほか、経営指導員が行う日々の巡回指導等に 

可能な限り若手職員を帯同するなどＯＪＴにより資質向上を図る。 

 



20 

 

 

③組織内での情報・ノウハウを共有する体制 

    支援ノウハウの共有について十分ではなかったことから、ＴＯＡＳ（商工会議所 

トータルＯＡシステム）を活用した指導実績の蓄積、小規模事業者の事業データの 

共有を図り、支援内容（経営計画・経営分析等）を全職員が閲覧できる環境整備を 

整える。実際の支援事例や経営革新、経営改善事例については小規模事業者の特性 

や傾向を把握できるように情報収集に努め、職員の配置換えや異動および退職時に 

も対応できる体制を構築するほか、ノウハウを共有するための情報交換会を定期的 

に開催し、組織全体の支援体制スキルの底上げを図る。 

 

３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

          毎年度、本計画に記載した事業の実施状況及び成果について、以下の方法により評 

        価・検証を行い、ＰＤＣＡサイクルによる見直しを行うとともに、結果については、 

地域の小規模事業者が常に閲覧できるよう当所ホームページにて公表する。 

     

（１）経営発達支援事業評価委員会の設置 

          外部有識者として、岩手県（岩手県県南広域振興局経営企画部長）、北上市（商工 

部長）、中小企業診断士（北上市以外）、市内金融機関支店長等による評価委員会を組 

織し、北上商工会議所専務理事を加え、事業の実施状況、成果の評価について検証を 

行うとともに、必要に応じて見直し案の提示を行う。 

 

（２）見直し方針の決定 

          事業の実施状況、成果の評価及び見直し案の提示について、北上商工会議所常議員 

会に報告するとともに承認を受け、翌年度の事業計画に反映していく。 

 

（３）事業の成果・評価及び見直し結果の公表 

          地域の小規模事業者が常に閲覧できるよう、事業の成果・評価及び見直し結果を当 

所のホームページ（http://www.kitakamicci.jp/）にて公表するとともに当所会報に 

おいて概要を公表する。  
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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 29 年８月現在） 

（１）組織体制 

      ①商工会議所全体組織図 

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ②経営発達支援事業の実施体制 
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（２）連絡先 

 

        北上商工会議所  経営支援課 
 
        （本      所）    岩手県北上市青柳町二丁目１番８号 
   
                            TEL：0197-65-4211    FAX：0197-64-2656 
 
        （和賀町支所）    岩手県北上市和賀町横川目 11 地割 160 番地 
 
                            TEL：0197-72-3136    FAX：0197-72-3137  
 
        （Ｕ  Ｒ  Ｌ）    http://www.kitakamicci.jp/ 
 
        （Ｅ - m a i l）    info@kitakamicci.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） 

 
平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 

必要な資金の額 3,100 2,440 2,860 2,930 2,480 

 

地域景況調査 

経営分析支援 

計画策定支援 

需要動向調査 

販路開拓支援 

地域活性化 

資質向上 

150 

250 

800 

800 

500 

500 

100 

150 

250 

800 

140 

500 

500 

100 

300 

300 

930 

180 

550 

500 

100 

300 

300 

930 

200 

600 

500 

100 

300 

300 

930 

200 

650 

0 

100 

（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 

 

補助金（国、県、市）、会費、各種事業収入、事業受託費 

 

（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 

 

  経営発達支援事業を円滑に実施するため、以下について関係機関と連携・協力する。 

 

  １．経営状況分析について 

 

        岩手県、岩手県よろず支援拠点 

 

  ２．事業計画策定支援について 

 

        岩手県、岩手県よろず支援拠点、北上市、北上信用金庫、岩手銀行、東北銀行、北日本 

        銀行、七十七銀行、㈱日本政策金融公庫盛岡支店、岩手県事業引継ぎ支援センター 

 

  ３．事業計画策定後の支援について 

 

        岩手県、北上市、岩手県よろず支援拠点、北上信用金庫、岩手銀行、東北銀行、北日本 

        銀行、七十七銀行、岩手県事業引継ぎ支援センター 

 

  ４．新たな需要開拓支援について 

 

        北上市、北上・西和賀観光連絡協議会、岩手県よろず支援拠点 

 

  ５．地域経済の活性化について            

 

        北上市、北上観光コンベンション協会、北上市物産開発推進協議会、北上料飲店組合、 

北上市旅館ホテル組合、花巻農業協同組合、南いわて食産業クラスター形成ネットワーク 

夏油高原活性化タスクフォース 
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連携者及びその役割 

 

【行  政】 

連携者の名称・代表者名・所在地・連絡先 役割 
 
岩手県 

知事  達増  拓也  

 

岩手県盛岡市内丸 10-1 

TEL：019-651-3111 

  

 

 

岩手県中小企業振興基本計画により持続可能で活

力ある地域経済の振興を図るため、①事業活動を

担う人材の確保や育成支援、②新商品等の研究開

発・販路開拓支援、③事業活動に必要な資金供給、

④経営に関する相談・指導・研修等の体制整備、

⑤自主的な努力を促進するために必要な環境整

備、⑥地域資源を活用した新商品・役務提供への

支援、⑦創業及び事業承継の支援、⑧小規模企業

者への支援、⑨雇用環境の整備支援等を行う。 
 
北上市 

市長  髙橋  敏彦 

 

岩手県北上市芳町 1-1 

TEL：0197-64-2111 

 

北上市総合計画における「活気ある商工業と観光

の振興」を目指し、①技術力・経営力強化、②足

腰の強い地域産業構造の構築、③活気ある商工業

の振興、④地域資源を生かした観光の振興を図る

ため、地域中小企業、小規模事業者に対してさま

ざまな支援を行う。 

 

【公的支援機関】 

連携者の名称・代表者名・所在地・連絡先 役割 
 
岩手県よろず支援拠点 

チーフコーディネーター  星野    剛 

 

岩手県盛岡市北飯岡 2-4-26 

先端技術センター2階 

TEL：019-631-3826 

 

ワンストップ窓口としての機能をもち、経営改善・

売上拡大・マーケティング・資金繰り等経営上の

あらゆる相談に対応可能で専門的な支援を行う。 

 
岩手県事業引継ぎ支援センター 

統括責任者  髙橋    明 

 

岩手県盛岡市清水町 14-17 

TEL：019-681-0828 

 

後継者難による事業承継や事業譲渡、企業買収等

に対する助言や情報提供、マッチングなどの専門

的な支援を行う。 

 

 

 

【金融機関】 

連携者の名称・代表者名・所在地・連絡先 役割 
 
㈱日本政策金融公庫盛岡支店 

支店長  佐藤    真 

 

岩手県盛岡市菜園 2-7-21-2F 

TEL：019-623-4376 

 

小規模事業者の用途に合った事業資金の活用、経

営改善に向けた経営計画書、創業者の事業計画書

の精査・指導を行う。 

小規模事業者の経営改善や新規開業、事業拡大の

ための制度資金を有する。 
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連携者の名称・代表者名・所在地・連絡先 役割 
 
北上信用金庫 

理事長  髙橋  道夫 

 

岩手県北上市本通り 1-5-30 

TEL：0197-63-2307 

 

国・県・市等の制度融資を取り扱い、事業者の用

途に合った事業資金の活用、経営改善・創業時の

計画の精査・指導及び事業承継に関するマッチン

グ支援等の情報を得られるなど中小企業・小規模

事業者の経営課題解決に役立つ。 

 
㈱岩手銀行北上支店 

支店長  柿木  康孝 

 

岩手県北上市本通り 2-4-9 

TEL：0197-63-3111 

 

国・県・市等の制度融資を取り扱い、事業者の用

途に合った事業資金の活用、経営改善・創業時の

計画の精査・指導及び事業承継に関するマッチン

グ支援等の情報を得られるなど中小企業・小規模

事業者の経営課題解決に役立つ。 

 
㈱東北銀行北上支店 

支店長  小野寺  正浩 

 

岩手県北上市本通り 1-5-12 

TEL：0197-63-3321 

 

国・県・市等の制度融資を取り扱い、事業者の用

途に合った事業資金の活用、経営改善・創業時の

計画の精査・指導及び事業承継に関するマッチン

グ支援等の情報を得られるなど中小企業・小規模

事業者の経営課題解決に役立つ。 

 
㈱北日本銀行北上支店 

支店長  内舘  幸仁 

 

岩手県北上市新穀町 1-1-18 

TEL：0197-63-2231 

 

国・県・市等の制度融資を取り扱い、事業者の用

途に合った事業資金の活用、経営改善・創業時の

計画の精査・指導及び事業承継に関するマッチン

グ支援等の情報を得られるなど中小企業・小規模

事業者の経営課題解決に役立つ。 

 
㈱七十七銀行北上支店 

支店長  古積  秀紀 

 

岩手県北上市柳原町 1-4-10 

TEL：0197-64-1777 

 

国・県・市等の制度融資を取り扱い、事業者の用

途に合った事業資金の活用、経営改善・創業時の

計画の精査・指導及び事業承継に関するマッチン

グ支援等の情報を得られるなど中小企業・小規模

事業者の経営課題解決に役立つ。 

 

【協力機関】 

連携者の名称・代表者名・所在地・連絡先 役割 
 
（一社）北上観光コンベンション協会 

会長  八重樫  守民 

 

岩手県北上市大通り 1-3-1-1F 

TEL：0197-65-0300 

 

地域経済の活性化に資する観光・イベントの情報

発信と特産品や地域ブランドの開発、販路拡大へ

の協力が得られる。 
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連携者の名称・代表者名・所在地・連絡先 役割 
 
花巻農業協同組合 

組合長  阿部  勝昭   

 

岩手県花巻市野田 316-1 

TEL：0198-23-3333 

 

地域経済の活性化に資する６次産業・農商工連携

による特産品や地域ブランドの開発、販路拡大及

び情報発信の協力が得られる。 

 
南いわて食産業クラスター形成ネットワーク 

会長  中村  好雄 

 

岩手県奥州市水沢区大手町 1-2 

TEL：0198-22-2843 

 

地域経済の活性化に資する６次産業・農商工連携

による特産品や地域ブランドの開発、販路拡大及

び情報発信への協力が得られる。 

 
北上市物産開発推進協議会 

会長  阿部  大司 

 

岩手県北上市青柳町 2-1-8 

TEL：0197-65-4211 

 

地域経済の活性化に資する６次産業・農商工連携

による特産品や地域ブランドの開発、販路拡大及

び情報発信への協力が得られる。 

 
北上市旅館ホテル組合 

会長  髙橋  賢輔   

 

岩手県北上市大通り 2-8-6 

TEL：0197-65-1711 

 

地域経済の活性化に資する６次産業・農商工連携

による特産品や地域ブランドの開発、販路拡大及

び観光・イベント誘客の受入、情報発信への協力

が得られる。 

 
北上料飲店組合 

会長  新田  直美     

 

岩手県北上市芳町 2-8 

TEL：0197-63-6231 

 

地域経済の活性化に資する６次産業・農商工連携

による特産品や地域ブランドの開発、販路拡大及

び観光・イベント誘客の受入、情報発信への協力

が得られる。 

 
夏油高原活性化タスクフォース 

会長  菊池    勝 

 

岩手県北上市芳町 1-1 

TEL：0197-64-7162 

 

地域経済の活性化に資する観光・イベント誘客の

ための情報発信の協力が得られる。 
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連携体制図等 
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