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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 

 

１．加美・色麻地区と大崎経済圏の現況 

 ◇位置・地勢 

  加美商工会が担当する加美・色麻地区は、大崎地方の加美郡内にあり加美町と色麻町の２

町で構成されている。 

■加美町
か み ま ち

 

加美町は、宮城県北西部に位置し、仙台市から北へ約 40㎞、面積は東西に約 32km、南北

に約 28km の約 461 km²あり、県内でも有数の面積を有している。西部は奥羽山脈を隔てて

山形県尾花沢市に、南部は宮城県色麻町に、北部から東部にかけて宮城県大崎市に接して

いる。地形としては西部、北部、南部が山岳、丘陵地となっており、ブナなど豊かな森林

を有する船形山や、加美富士と呼ばれ加美町のシン

ボルとなる“薬萊山”がそびえており、丘陵地から、

鳴瀬川、田川などが町を貫流し、その流域は肥沃な

田園地帯が広がりをみせ、丘陵地帯、高原、平野部

における四季折々の自然の変化が満喫できる。 

また、天然記念物「鉄魚」の生息する魚取沼など

の湖沼が点在している。 

    ■色麻町
しかまちょう

 

色麻町は、宮城県北西部に位置し、仙台市から北

へ約 30 ㎞、面積は 109.28 km²あり、町の東側は大

崎平野にかかる。西側は奥羽山脈の山岳地帯で、船

形連峰に抱かれた豊かな森と肥沃な大地豊かな自

然の恩恵を受けながら、四季折々に美しい表情を織

りなしている。 

  1 大崎経済圏（産業）と加美・色麻地区の現況  

加美・色麻地区の経済圏は、「大崎経済圏」（大崎市・加美町・色麻町で構成）に属して

おり、大崎経済圏と加美・色麻地区の現況は次の通りである。 

    大崎経済圏の現況は、基幹産業として農業を中心とした第一次産業であり、米価や収穫

高が地域経済に与える影響が大きくなっている。製造業では、電子部品・デバイス・電子

回路製造業、金属製品製造業などが主力で、自動車産業を取り巻く産業集積も形成されて

いるが、加美・色麻地区までの波及は見られない現状となっている。一方の商業に関して、

国道 4 号線沿いには大型店舗、ショッピングセンター等が立ち並んで集客力があり、加

美・色麻地区の消費者もその商圏に含まれ、特に買回り品のお客が奪われている影響が、

大きい状況となっている。 

加美・色麻地区の各業種ごとの現況については次の通りである。 

    (1)商業 

加美・色麻地区内で 50 店舗以上で構成される商店街は、「花楽小路（からくこうじ）

商店街」（加美町中新田）だけであり、その他の商店街は 10店舗以下が散在し、消費

者にとって魅力ある商店街とはなっていない現状。平成 26 年度の事業所構成比率は、

卸小売業が 25.5％（373事業所）と最も高いが、従業者数は 15.1％(2,082人)にとど

まっている。 

 

加美町 色麻町 

大崎経済圏 加美商工会担当地区 
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(2)製造業 

「大崎西部工業団地（色麻町大原）」や「加美工業団地」等の誘致企業が多く、平

成 26 年度の製造業の構成比率は 8.6％(126 事業所)と低いが、従業者数は 30.0％

(4,131人)と全業種中で最も高く、工業用地は、ほぼ埋まっており今後の誘致による

拡大は、難しい状況にある。 

    (3)サービス業 

      主に、温泉施設を有する２公社（ゆ～らんど・やくらい薬師の湯、かっぱのゆ）と

農業協同組合が占めているが、県内の他の温泉施設との競合が進み、集客増には苦戦

している。そこに関わるタクシー、バス会社等も顧客の確保に苦戦している状況。 

      その他は、理美容、自動車修理、電気器具修理等多種に分散しており、又、消費購

買力の低迷による売上の伸び悩みを誘発している。 

 

  2 会員数と業種構成 

会員全体の３１％が建設業と最も高く、地形的に冬場は豪雪地帯となっており、他地

域への出稼ぎ労働者等が多いことから高い。卸小売業も３０％と高く、特に加美町（中

新田地区）は昔から商業（商人）が栄えていた名残りから今も高くなっている。それに

サービス業も加えると全体の８０％以上を占め、大きく３業種での構成となっている。 

【会員数と業種別構成】 

地区名 
建 設

業 

製 造

業 

卸 小

売 業 

飲 食

業 

サービ

ス 業 

宿 泊

業 

そ の

他 
個 人 法 人 合 計 

加美町 183 52 203 34 146 4 14 384 252 636 

色麻町 55 19 28 6 22 0 2 67 65 132 

合 計 238 71 231 40 168 4 16 451 317 768 

平成 27 年 3 月 31 日現在 

   ・業種別構成 

 

 

 

 

 

 

 

     ○会員数       ７６８名 

     ○商工業者数   １，２７２名 

     ○小規模事業者数 １，１１４名（組織率６０．４％） 

 

  3 人口変動 

     加美・色麻地区の推計総人口は、2015 年の 30,836人(100%)に対して、2040年は 9，

502 人の減少となり 21,334 人(69%)まで落ち込みが予想される。また、老齢人口(65 歳

以上）が占める割合は 39.2％と約４割と高くなることが予想される。 

２．加美・色麻地区（加美町・色麻町）の産業施策 

    加美町・色麻町は長期総合計画の中で、次のスローガンを掲げ、活力ある商工業の振興

を図ることを目的に以下の支援制度等を行っている。 

◇加美町スローガン：「善意と資源とお金が循環する、人と自然に優しいまち」 

   ◇色麻町スローガン：「イナカの良さ、強さ、美しさを活かしたまちづくり」 

    経営発達支援計画を実施する上で、行政との連携を充分に図りながら、これらの制度を

有効に取入れ、活用し、効果的な事業推進を行っていく。 
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   (1)工業・企業誘致 

【加美町】 

商工業活動組織の育成を中心に支援を行い、循環型社会を目指す地域企業産廃リサ

イクルシステムを支援、減量化に向けた連携支援を実施し工業の振興を図る。 

【色麻町】 

移住定住につながる、工業団地の開発整備で企業誘致の活動を強化する一方、既存

立地企業のニーズを把握し、支援内容の充実を図る。 

(2)商 業 

 【加美町】 

商業活性化構想を作成し、商店街にぎわいづくりの支援を行ない中心市街地活性化

整備事業を推進する。商業サービスシステムの構築により消費者生活支援の充実を図

る。 

【色麻町】 

商店経営の支援実現に向け、地域農業や工業、観光業からの波及効果の創出を図る。 

   (3)観 光 

    【加美町】 

観光ネットワークの構築、整備を進め、観光イベントを創設し、観光産業の PR を

強化する。インフラでは、誘導案内標識等を整備し、観光施設の充実を図る。     

【色麻町】 

既存観光施設等の充実と活用を進め、広域的観光資源の有効活用と情報の発信で地

場産品「色麻ブランド」の確立を目指す。 

 

    
加美町のシンボル薬萊山       色麻町特産「えごま製品」 

 

３．加美・色麻地区の現状と課題 

    小規模事業者の課題把握のために、地区内小規模事業者に対して経営（経済）動向及び

支援ニーズのアンケート調査を実施し、結果について分析を行なった。 

■アンケート調査実施内容 

    ・期 間：平成 27年 8月～9月  

・回答数：加美町＝155、色麻町＝48 合計＝203票 

     

業種別回答数 
業種 建設業 製造業 卸売業 小売業 飲食店 不動産業 サービス業 計
加美町 13 34 3 66 5 1 33 155
色麻町 11 15 1 9 4 0 8 48
計 24 49 4 75 9 1 41 203

構成比 12% 24% 2% 37% 4% 0% 20% 100%
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(1)過去３年間の経営実績からの課題 

A.販売・仕入 

輸出を含めた宮城県外への販売は 11%と低く、販売の中心は地元、郡内であり、60%

の事業者が販売高が落ちていると答え、その結果として、経常利益が下がっている事業

者も 60％を占めている。つまり、地区外から仕入れて地区内での販売が主となってお

り、地元以外への販路拡大で外貨を得ることが必要である。 

加美・色麻地区内からの仕入は 14%と低く、お金の流出を招いている。一方、仕入単

価アップ(48%)が販売単価(29%)に上乗せできないため利益の減少を生んでいる。 

B.労務 

過去３年間の労務実績は、賃金に上昇傾向は見られるものの、従業員数の減少(4%)

があり、その結果が従業員不足(29%)につながっている。 

 

(2)情報化（IT導入）の課題 

殆どの事業者が、なんらかの情報化を行ってるが、経営計画を作成する上で必要な「仕

入・販売」に約 37%、「経理処理」に 45%と低い状況である 。これからの情報発信に必要

なホームページ開設は約 20%、ECは約 8%と低い導入率にとどまっている。 

 

(3)他事業者連携の課題 

多様化する消費者ニーズに応えるためには、他事業者と連携し新たな商品・サービスを

生み出す必要があるが、地区内事業者の約 65%が他事業者との連携を行なったことがない

と応えており、情報交換からはじめて、商品開発や販路拡大へと発展することが必要。 

 

(4)これから３年間の経営動向予測からの課題 

一部の経営状況が良いと感じている事業者は、人材育成・設備投資等の前向きな取り組

みを考えているが、多くの事業者が先行き不透明感先行きが不透明と感じており、IT・

CSR・BCP 等の先進的な取り組みの意識が低いため、積極的な事業への取り組みが弱い傾

向が見受けられる。 

 

(5)これから取り組みたいこと 

50%以上が、販路開拓・技術向上・品質アップ・人材確保・事業承継が必要 と回答し、

次いで、新商品開発・設備投資・経費のコスト削減が 40%以上となっている。 
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４．「経営動向（経済動向）・支援ニーズに関するアンケート調査」から出された３つの課題 

(1)多様化する消費者ニーズへの対応不足等による販路の縮小 

少数店舗で構成され散在する商店街が多く、消費者にとって魅力のある中核的な商

店街が少ないため全体的に集客力が不足している 。また、魅力ある商品も思うように

開発が進まず、個者の魅力も不足しており、多様化する消費者ニーズに充分応えられ

ていない 現状である。又、積極的な バイヤーとの交渉も不足がちで新たな販路拡大

も進んでいない。 

   (2)販売低迷による後継者不足 

販売低迷が若い世代の働く場を少なくし町外流出や個者の後継者不足、事業承継問

題を生んでいる。事業経営ノウハウや製造技術、打ち刃物等の伝統技術継承が思うよ

うに進んでいない。 

   (3)取り巻く環境の変化や積極的な事業展開を進める人材不足 

大型店舗の進出やＴＰＰ問題に加え、人口減少、少子高齢化などの 今まで経験し

たことのない環境の変化に対応が遅れ、積極的な経営を進めることが難しい状況とな

っている 。併せて、経営企画力や情報収集力・発信力を持った人材の不足 が見られ

る。 
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５．加美・色麻地区中長期的な振興のあり方の内容 

第二次加美町総合計画の基本理念の一つ「魅力あふれ、豊かでにぎわいのあるまち」の中

で（地場産業、商工業、観光産業）の振興と色麻町第四次長期総合計画の基本計画施策の大

網の（観光業と地域商業と地域商業）の振興、地域特産品の開発の計画がそれぞれ掲げられ

ており、商工会においても唯一の地域の経済団体として地域経済活性化に向けて、各行政や

関係機関と連携しながら、現在まで加美・色麻地区の自然、歴史、伝統、文化、地域資源等

の活用をしたイベントの開催等を継続的に実施してきた。また、今回の小規模事業者へのア

ンケート結果で地域商店街活性化や販路拡大、観光振興についての経営課題があることが把

握できた。 

本計画における商工会の中長期的な地域振興の方向性として、当地域の現状から少子高齢

化には歯止めがかけられず、両行政の共通課題・問題となっており、今後、如何に交流人口

を増やしていくかが最も重要課題として挙げられる。この課題への最も有効に克服するため

地域活性化策の今後 10 年間の目標として、加美・色麻地区への観光振興（着地型観光マー

ケティング）への取組みを目指し、今後避けることの出来ない人口減少に対して、この地域

にしかない恵まれた観光資源の有効活用、温泉を含む観光施設と回遊ルートによる魅力ある

商店街への誘客等集客の工夫を図り、着地型観光による交流人口の増加を目指し、地域経済

の活性化に資する。計画 1 年目は、平成 27 年度実施中の全国展開支援事業によるコミュニ

ティビジネス創出事業（調査事業）の提案事項（まちの駅構想等）を最大限に活用する。又、

事業計画書の作成等個者への経営力向上を図り、着地型観光事業等への効果的な振興策対応

を目指す。計画 2～3 年目においては、新たな需要開拓に向けた支援を展開し、個者の成長

発展と地域全体の持続的な成長発展を支援し、観光振興による地域活性化を図る。 

上記の方向性を踏まえた本計画の目標と方針は次の通りとする。 

 

６.経営発達支援計画の目標と方針 

  加美・色麻地区の観光振興（着地型観光マーケティング）への取組みを目指していくために

下記３項目を目標に設定し、地域小規模事業者の持続的発展を支援する。 

 

(1)小規模事業者の経営力強化支援による企業力向上 

  巡回訪問を強化し、小規模事業者のニーズや課題の把握を再確認することで、提案型支援の

実践へと具体的な伴走型支援を行う。又、企業力向上に向けた経営計画策定を支援し、観光客

等への販路拡大、地域経済の活性化を図る。 

 

(2)地域特産品、伝統工芸品の新ブランド化による新たな販路開拓支援 

  年々減少傾向している観光客離れについて、魅力ある加美地区ならではの地域特産品や伝統

工芸品、ここでしか買えない逸品を「新ブランド化」により拡大を目指す。尚、加美郡内の２

公社（㈱加美町振興公社、㈱色麻町産業開発公社）と連携し、温泉施設、物産館、土産センタ

ー等にも配置し、情報発信情報共有を行い、観光客（交流人口）の増加を図ることで、新たな

販路開拓支援強化を支援する。又、各種団体との連携により地域イベントを活用した出展、販

売会や、商工会のホームページや 100万会員ネットワーク等の活用を促進し、全国への情報を

発信することで新たな販路開拓を見出す支援を行う。 

 

(3)商店街活性化のために観光資源の活用による情報発信並びに販売促進の支援 

  観光振興（着地型観光マーケティング）への取組みとして、観光地に来町時には必ず商店街

へ足を運んで頂く仕組み作りを行う。具体的には、加美郡内の四公社との連携、情報の共有を

図り、魅力ある商店街の拠点づくりを行う。「町ゼミ」や「まちの駅」などの加美地域ならで

はの情報発信等を実施し、個者（個店）の販売促進に繋げることで、商店街全体への波及効果

により地域全体の活性化を図る。 
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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 29年 4月１日～平成 32年 3月 31日） 

 

 

 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

 

 １．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

【現状】 

小規模事業者への経済動向に関する情報は、巡回訪問時の経営状況ヒアリングにおいて 

ある程度収集しているものの、収集した情報を系統立てた整理や分析が不十分な事もあ 

り、支援における基礎資料として活用出来ていない。 

    また、宮城県より委託を受けた「震災等緊急雇用対応事業『大崎管内小規模事業者等復 

興支援事業（加美郡）』」の調査事業で震災直後より毎年実施している、全会員事業所を対 

象とした“東日本大震災の影響調査（アンケート調査）”で、経営状況及び経営課題等の 

収集・分析を行っているものの、その活用は単なる情報提供に留まっており、経済動向等 

の分析には活用出来ていない。 

【取り組み内容】 

 （１）下表の外部データを活用し、全国・東北・県内エリアの経済動向について分析し、 

広域的な景気動向についても捉える。（半年に１回） 

＜引用する項目＞ 

活用するデータ名 引用する項目 

地域経済分析システム[RESAS] （経済産業省） ①産業マップ内地域中核企業候補の抽出 

 コネクターハブ機能(地域からより多くの仕

入を行い、地域外に販売している事)を有す

る地域貢献度が高い「地域中核企業候補」を

抽出。積極支援を行うことにより、地域経済

の底上げが図れる。 

②地域経済循環図 

 地域(全国、宮城県、加美・色麻町)のお金

の流れを生産(付加価値額)、分配(所得)、支

出の三段階に見える化された「地域経済循

環図」より、地域経済が上向きか否かを判断

することが出来る。 

③観光マップ内流動人口マップ 

 選択した範囲(観光施設周辺等)内の、月

毎・時間毎の変化を把握出来るグラフより、

来場者の増減を確認し、ポイントを絞った観

光戦略の立案が出来る。 

宮城県の地域経済分析（経済産業省） ①地域経済の把握 

 地域内の人口の推移、生産(付加価値

額)、分配(所得)、支出の三面より経済活動

の流れを把握、県民所得の推移 

②業種別の産業分析の推移 

③業種別の労働生産性の推移 

現段階では、明確に表面化していないが、事業者の販路拡大やＴＰＰ問題等、

３年程度で大幅な見直しが必要となると考え実施期間を３年間とした。 
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④大崎経済圏の産業特性 

東北管内経済動向（東北経済産業局） 企業：鉱工業生産・出荷等指数、住宅着工 

戸数、公共工事請負金額、雇用従業 

員の推移、有効求人倍率の推移 

個人：スーパー、コンビニ等の消費額の推移 

小規模企業景気動向調査（全国商工会連合会） 全国の小規模企業の景気動向指数を産業

別(全体・製造業・建設業・小売業・サービス

業)、項目別（売上額・採算・資金繰り・業況）

に一覧で確認出来るシステム(毎月発行) 

   （２）下表の外部データを活用し、消費者ニーズの変化等を分析し、業種別に整理する。 

（半年に１回） 

＜引用する項目＞ 

活用するデータ名 引用する項目 

消費動向調査（内閣府） ①消費者の意識(暮らし向き、収入の増え方等) 

②物価の見通し 

③自己啓発、趣味、レジャー、サービス等の支

出予定 

④主要耐久消費財等の保有買替え状況 

⑤世帯の状況 

家計消費状況調査（総務省統計局） ①インターネットを利用した 1 世帯当たり 1 か

月間の支出 

②特定の商品・サービスの 1 世帯当たり 1 か

月間の支出 

③支出世帯１世帯当たり１か月間の支出金

額及び支出世帯の割合 

旅行・観光消費動向調査（国土交通省観光庁） ①旅行先、目的、時期、旅行前後の支出

額、旅行中の支出額 

②国内旅行先に対する満足度、旅行に対す

る意識 

   （３）宮城県商工会連合会が毎年四半期毎に実施している宮城県中小企業景況調査を活用 

して、調査対象となっている地域内中小・小規模事業者（製造・建設・卸小売・飲食・ 

その他サービス業 各３事業所、合計１５事業所）の調査結果を独自に分析し、業種 

別の地域内景気動向として整理する。 

＜引用する項目＞ 

引用する項目 

①県下産業全体の景況 

 全国・東北・宮城県の業種別指数(売上額・採算・今後の見通し)から、産業全

体の景況が上向きか否かを判断する。 

②県下産業別の景況 

 全国・東北・宮城県の産業別指数(売上(加工)額・採算・設備投資・経営上の

問題)から、産業別の細かい景況が上向きか否かを判断する。 

   （４）今まで実施していた“東日本大震災の影響調査（アンケート調査）”の設問をブラ 

ッシュアップした「経営動向（経済動向）・支援ニーズに関するアンケート調査」を 

新たに地域内中小・小規模事業者（製造、建設、卸・小売、飲食・宿泊、その他サー 

ビス業）３５０事業者に実施し、以下の項目について調査・分析し、業種別に整理す 

る。 

＜調査項目＞ 

①売上・利益の推移、②売上・利益増減の要因、③今後の経営方針 

④これから取り組みたいこと及び取組む上での課題 

⑤商工会に支援して欲しい具体的な内容（補助金申請、金融支援等） 
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⑥従業員の増減数及びその要因、⑦後継者対策（事業承継等） 

（５）上記調査を補完する目的のもと、（４）で選定した事業所以外の地域内中小・小規 

模事業者（製造・建設・卸小売・飲食・その他サービス業各１２事業所、合計６０事 

業所）を経営指導員等が巡回訪問し、「企業の健康診断（一次診断）」シートを活用し 

たヒアリングを行い、企業の経営状況や経営課題を収集・分析し、業種別に整理する。 

＜「企業の健康診断（一次診断）」シート内の調査項目＞ 

①リーダーシップと意思決定（５問）、②経営における社会的責任（３問） 

③顧客・市場の理解と対応（７問）、④戦略の策定と展開（５問） 

⑤個人と組織の能力向上（５問）、⑥情報マネジメント（５問） 

⑦活動成果（５問）   合計３５問 

※他に事業所の概要と企業の強みを記載する欄があります。 

【活用方法】 

 収集した情報は、全国商工会連合会が運用する「小規模事業者支援システム（相談指導・ 

記帳指導）」へ入力し、業種別・地域別・項目別に抽出し、１つのファイルにデータとし 

て整理・蓄積を行い、経営指導員等が情報共有し、必要な時に必要なデータを活用出来る 

ように整理を行う。 

情報は必要に応じ会員事業所へ巡回訪問及び個別相談時に提供すると共に、地域内中 

小・小規模事業者に対する経営計画策定等の基礎資料として活用する。特に卸小売業に関 

する情報は、消費者ニーズを踏まえた新たな商品・サービスを提供し、販路開拓に繋がる 

事から常に注視しながら情報の収集・分析に努め、地域内中小・小規模事業者へ迅速な提 

供を行う。 

また情報収集・整理・分析を行った地域内中小・小規模事業者の各種データは、非常に 

   有用な物であるため、行政機関（加美町・色麻町）等にも提供する。 

  上記により作成した地域内の経済動向調査の結果については、商工会ホームページ等に 

 て広く地域内中小・小規模事業者へ公表する。更に効果的な活用を図るため、分析内容及 

び分析方法を専門家の支援をいただきながら、地域内中小・小規模事業者が活用しやすい 

内容や表示方法を検討し、整理した都度ホームページ等を活用し情報発信を行う。 

  【目標】 

項 目 現状 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

(1)経済動向分析 

（半年に１回） 
－ ２回 ２回 ２回 

(2)消費者ニーズ分析 

（半年に１回） 
－ ２回 ２回 ２回 

(3)宮城県中小企業景

況調査（四半期毎） 
６０回 

(15件×4回) 

６０回 
(15件×4回) 

６０回 
(15件×4回) 

６０回 
(15件×4回) 

(4)経営動向（経済動

向）・支援ニーズに関す

るアンケート調査 

１回 

(203社) 

１回 

(350 社) 

１回 

(350 社) 

１回 

(350 社) 

(5)「企業の健康診断

（一次診断）」シートを

活用したヒアリング 

１２社 ６０社 
(12社×5業種) 

６０社 
(12社×5業種) 

６０社 
(12社×5業種) 

 

 

 ２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

【現状】 

地域内中小・小規模事業者の多くは、今までの経験と経営者の勘に頼った経営を行って 

おり、自社の経営状態を把握していない。また、持続的な経営をしていく為に必要な経営 

分析の重要性や必要性の認識も低いのが現状である。 

    商工会の指導においては、税務支援の際に商工会独自のクラウドシステム「ネット de 

記帳」を活用した財務分析や、金融支援の際にキャッシュフロー分析等を行っているが、 
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そのデータを活用しての掘り下げた経営指導が行われていないのが現状である。 

 

【取り組み内容】 

 

 （１）「経営動向（経済動向）・支援ニーズに関するアンケート調査」による地域全体の 

経営実態の把握と個者の事業計画策定支援の基礎データとしての活用 

    地域内中小・小規模事業者の経営状態と支援ニーズを把握し、事業所の問題課題 

を解決する為の基礎データを収集する目的のもと、地域内中小・小規模事業者（製造、 

建設、卸・小売、飲食・宿泊、その他サービス業）３５０事業者にアンケート調査を 

実施し、事業所の経営状況（以下の調査項目）を調査・収集・分析し、地域全体の経 

営実態データとして業種別に整理を行い、そのデータを個者の事業計画策定支援の基 

礎データとして活用する。 

＜個者支援に活用する調査項目＞ 

①売上高・損益の推移、②売上・利益増減の要因、③今後の経営方針 

④これから取り組みたいこと及び取組む上での課題 

⑤商工会に支援して欲しい具体的な内容（補助金申請、金融支援等） 

⑥従業員の増減数及びその要因、⑦後継者対策（事業承継等） 

 

（２）巡回訪問等による対象事業所の掘り起こしと経営分析の実施 

      経営指導員等が巡回訪問の際に行う「企業の健康診断（一次診断）」シートを活用 

     した経営状況のヒアリングや、金融相談等の窓口相談、（１）のアンケート調査の結 

果を見ながら、経営分析の必要性の高い企業の発掘を行い、下記項目等の経営分析を 

行い企業の経営実態と課題等を明確にする。 

 専門的な課題解決等については、宮城県商工会連合会（エキスパート事業（専門家 

派遣）・サポーティングリーダー）及び宮城県よろず支援拠点等の専門家と連携した 

専門的な経営分析も付加し、個別の事業計画支援の基礎データとして活用する。 

項  目 詳  細 実 施 方 法 

財務分析 企業の決算申告書より、売上

高、売上総利益、販管費、営

業利益等を抽出し、損益分岐

点売上高、売上高総利益率、

売上高営業利益率、流動比率、

自己資本比率、キャッシュフ

ロー分析等の各種分析を行

い、企業の経営実態を把握す

る。 

中小企業基盤整備機構が運用す

る「経営自己診断システム」等の

分析ソフトを活用し分析を行う。

分析結果についてはデータとし

て整理し、事業所に対しスムーズ

な提供を図る。 

 

専門的な課題解決等については、

宮城県商工会連合会（エキスパー

ト事業（専門家派遣）・サポーテ

ィングリーダー）及び宮城県よろ

ず支援拠点等の専門家と連携し、

専門的な経営分析を付加する。 

ＳＷＯＴ分析 企業の内部環境（強み・弱み）、

外部環境（機会・脅威）をヒ

アリングし、不足している項

目は『１．地域の経済動向調

査に関すること』で収集した

データを活用し埋めた表を分

析することにより、企業の経

営実態と経営課題等を明確に

する。 

３Ｃ分析 顧客・競合・自社の３項目よ

り、経営環境における現状の

経営課題等の分析を行う。 

その他、対象事業者が必要とする項目の分析 
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（３）商工会独自のクラウドシステム「ネット de記帳」を活用した経営分析の実施 

      「ネット de 記帳」を利用している５２件の地域内中小・小規模事業者については、 

     これまでは財務分析や３ヶ年及び季節変動比較等の経営分析資料の提供のみに留ま 

っていた。 

 今後は当システム利用事業者の売上等のデータがリアルタイムで把握できるメリ 

ットを活かし、これまでの計数分析に加え、ＳＷＯＴ分析による企業の強み・弱み等 

の経営資源の分析を付加し、企業の経営戦略の立案に活かせる経営分析を実施すると 

共に定期的に実施する体制を整備する。 

項  目 詳  細 実 施 方 法 

財務分析 入力した月次データより、売

上高、売上総利益、販管費、

営業利益等を抽出し、損益分

岐点売上高、売上高総利益率、

売上高営業利益率、流動比率、

自己資本比率、キャッシュフ

ロー分析等の各種分析を行

い、企業の経営実態を把握す

る。 

中小企業基盤整備機構が運用す

る「経営自己診断システム」等の

分析ソフトを活用し分析を行う。

分析結果についてはデータとし

て整理し、事業所に対しスムーズ

な提供を図る。 

 

専門的な課題解決等については、

宮城県商工会連合会（エキスパー

ト事業（専門家派遣）・サポーテ

ィングリーダー）及び宮城県よろ

ず支援拠点等の専門家と連携し、

専門的な経営分析を付加する。 

ＳＷＯＴ分析 企業の内部環境（強み・弱み）、

外部環境（機会・脅威）をヒ

アリングし、不足している項

目は『１．地域の経済動向調

査に関すること』で収集した

データを活用し埋めた表を分

析することにより、企業の経

営実態と経営課題等を明確に

する。 

 

【活用方法】 

    経営状況等の分析結果は、地域産業の統計的データとして、１つのファイルに業種別・ 

   分析項目別に整理し、必要な時にスムーズな提供が図れるよう経営指導員間で情報共有を 

図り巡回訪問や窓口相談を通して、地域中小・小規模事業者の事業内容に応じた情報の提 

供を図ると共に、事業計画策定の基礎資料として活用する。 

  また、上記（２）（３）で分析した個々の経営状況等の分析結果については、統計的デ 

 ータとしてのみならず、その結果について当該事業所に対してフィードバックし、経営実 

態から経営課題等を明確化させ、持続的発展の為の経営改善策の提案支援に活用する。 

提案支援に当たっては、宮城県商工会連合会のサポーティングリーダーや宮城県よろず 

   支援拠点のコーディネーター等の専門家と連携し、個々の経営課題に応じた専門的かつ的 

確なアドバイス支援を行う。 

  【目標】 

項 目 現状 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

(1)「経営動向（経済動

向）・支援ニーズに関す

るアンケート調査」によ

る地域全体の経営実態

の把握と個者の事業計

画策定支援の基礎デー

タとしての活用 

１回 

(203社) 

１回 

 (250 社) 

１回 

 (250 社) 

１回 

 (250 社) 
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項 目 現状 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

(2)巡回訪問の際に行う

「企業の健康診断（一次

診断）」シートを活用し

た経営状況のヒアリング 

－ ６０回 
(12社×5業種) 

６０回 
(12社×5業種) 

６０回 
(12社×5業種) 

(3) 商工会独自のシステ

ム「ネット de 記帳」を活

用した財務分析件数 

－ １５社 ２０社 ２５社 

経営分析件数 １８社 ２４社 ３０社 ３６社 

 

 

 ３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

【現状】 

地域内中小・小規模事業者の多くは、頭の中で課題や経営の方向性は何となく認識して 

   いるものの、把握した課題解決の為の具体的な計画の策定までは行っておらず、事業計画 

の必要性の認識はまだまだ低いのが現状である。 

    また創業の支援については、従来商工会からの支援に対する働きかけは充分ではなく、 

   創業者が行政機関（加美町・色麻町）の紹介により本会に相談に来所された際に、開業に 

必要な金融、労働、税務等のアドバイス及び斡旋を行っているのが現状である。 

 

【取り組み内容】 

 （１）巡回訪問等による事業計画策定を目指す地域内中小・小規模事業者の掘り起し 

    日々の巡回訪問等を通じて、地域内中小・小規模事業者に対し、地域を取り巻く環 

境変化の状況とその対応のための事業戦略の必要性を理解していただく為に、『１． 

地域の経済動向調査に関すること』及び『２．経営状況の分析に関すること』で収集・ 

分析した結果から、事業計画策定支援を目指す企業の掘り起しを行う。 

 （２）事業計画策定セミナーの開催 

上記（１）で掘り起しを行った企業を対象とした事業計画策定セミナーを開催し、 

     事業計画の必要性・重要性を説明すると共に、各事業所の実態に副った事業計画作成 

     の支援を行う。併せて事業計画策定に必要な専門的なアドバイスについては、宮城県 

商工会連合会（エキスパート事業（専門家派遣）・サポーティングリーダー）及び宮 

城県よろず支援拠点等の専門家と連携して支援を行う。 

 （３）行政機関（加美町・色麻町）との連携による創業者支援 

    現在も行政機関からの紹介で創業者の支援を行っているが、今後はより行政機関と 

   の連携を密にし、創業者の事業計画策定から支援を行う。ただし創業案件は不定の為、 

   相談がある都度、重点的に支援を行う。 

 

【目標】 

項 目 現状 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

(1)巡回訪問等による事業計画策定を

目指す地域内中小・小規模事業者の

掘り起し 

－ ２４社 ３０社 ３６社 

(2)事業計画策定セミナーの開催 ２回 ２回 ２回 ２回 

(3)行政機関（加美町・色麻町）と

の連携による創業者支援 
－ １社 １社 １社 

事業計画策定支援企業 １８社 ２４社 ３０社 ３６社 
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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】 

【現状】 

現状では持続化補助金等の申請や経営革新計画認定を中心に事業計画策定を支援して 

いるが、事業計画が一段落した後のフォローアップや事業計画のブラッシュアップ等の 

追加支援は事業所より求められた場合にのみ実施していた。 

  【取り組み内容】 

（１）事業計画策定事業者に対するフォローアップ支援 

事業計画を策定した小規模事業者に対し、最低３ヶ月に１回、経営指導員等による 

重点的な巡回訪問を行い、事業計画の進捗状況の確認と進捗状況に応じたフォローア 

ップ支援を行う。ただし創業者に関しては、より重点的に支援を行う必要がある為、 

毎月１回、経営指導員等による巡回訪問を行い、事業計画の進捗状況の確認と進捗状 

況に応じたフォローアップ支援を行う。 

またその際に生じた専門的な問題課題については、宮城県商工会連合会（エキスパ 

ート事業（専門家派遣）・サポーティングリーダー）及び宮城県よろず支援拠点等の 

専門家と連携して、その問題課題の分析と解決策を経営者と一緒になって考え事業計 

画の見直し等の支援を行う。 

   （２）持続的な発展を目指すための課題解決に向けた伴走型支援 

策定した事業計画を 半年毎（中間期毎）に確認し、事業計画と実績に大きな乖離

が 

生じている場合は、その要因について分析を行い、事業計画の見直しを行う。必要に 

応じ、新たな金融支援（日本政策金融公庫「小規模事業者経営発達支援融資制度」の 

活用）や県・町の補助金等の支援施策の斡旋を行い、小規模事業者が持続的発展を遂 

げるよう伴走型の支援を行う。 

  【目標】 

項 目 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

(1)事業計画策定事業者に対するフォローアップ支援 

企業数 １８社 ２４社 ３０社 ３６社 

支援回数 ７２回 
(18社×4回) 

９６回 
(24社×4回) 

１２０回 
(30社×4回) 

１４４回 
(36社×4回) 

(1)創業者に対するフォローアップ支援 

企業数 － １社 １社 １社 

支援回数 － １２回 
(1社×12回) 

１２回 
(1社×12回) 

１２回 
(1社×12回) 

 

 ５．需要動向調査に関すること【指針③】 

【現状】 

需要動向調査については、これまで各種補助金等の申請や県内及び首都圏の個別商談会 

へ参加をしている一部の小規模事業者(製造・小売業者)に対する情報提供と、来場者への 

アンケート調査の実施のみに留まっており、分析等は個別に依頼があった時のみ行ってい 

た。また、宮城県が定期的に行っている消費動向調査では、当該地区の広域商圏が消滅す

るなど高齢化や大型店の進出等を要因としたお客様の商店街離れが起こっており、地域の

商店街の衰退や個店の廃業等が生じている。 

 

  【取り組み内容】 

 利用客に対するお客様アンケート調査 

    域内の商業者の地元消費者の利用拡大等を目的に店舗毎に利用客等に対し以下の   

アンケート調査を行う。初年度は、主に小売業、サービス業、飲食業など２４社を対象に
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実施し、段階的に対象事業所数を増やしていく。 

    集まった個店毎の顧客要望等については、経営指導員が整理し、経営分析での強み弱み 

   等も加味しつつ個別の事業者に還元し、新規の顧客獲得や個社の事業計画策定支援に活用

していく。 

【実施方法】 

    アンケート対象事業者：小売、サービス、飲食など２４社 

    アンケート項目：個社の事業形態に合わせて経営指導員が個店の要望を聞きながら設定 

       ①基本項目（年齢、性別、居住地域、来店頻度など） 

       ②個別項目 

        飲食店や小売店、サービスの別に今後店の主力としていきたい商品や 

        メニュー、サービスについて３つ程度個店が選定し、それぞれについて 

        【購入や飲食、サービスの利用の有無と満足度】 

        【主力商品の価格帯や品揃えに対する満足度】 

        【主力メニューの味や量目など対する満足度】 

        【主力サービスの内容と料金に対する満足度】 

       などの項目を経営指導員が事業者毎に個別に検討する。なお、これらの満足度 

       評価は分析しやすいようにチェック項目などにより行う。 

    アンケート方法：個店利用時に直接ヒアリング又は郵送により実施する。なお、アンケ 

            ートの実施方法や項目の設定については、事業者の意向を踏まえて決 

            定するとともに、他の消費者アンケートの事例なども参考にしながら 

            最適な実施方法を検討する。 

    アンケート回収数：利用者や購入者を前提に１店舗／１商品などあたり最低３０件の 

             回収を目標に継続する  

    活用方法：調査結果は、担当経営指導員が集計・分析を行い、定期的に開催している経

営支援会議に付議する。経営支援会議では経営分析での強み弱み及び２次デ

ータなども活用しながら、多面的な分析を加える。その分析結果を更に担当

経営指導員が整理し巡回訪問を通じて個別に説明を行い、新商品の開発や既

存メニューの改良、品揃えの改善などお客様のニーズ及び要望を捉えた個店

の事業計画策定に反映させていく。 

【目標】 

項 目 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

(1)個店でのアンケ

ート調査企業数 
－ 24社 30社 36社 

(2)個店でのアンケ

ート調査回収数 
－ 

2,160 枚 

(約 30件×3品

×24社) 

2,700 枚 

(約 30件×3品

×30社) 

3,240 枚 

(約 30件×3品

×36社) 

 ６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

【現状】 

今までは宮城県より委託を受けた「震災等緊急雇用対応事業『大崎管内小規模事業者等 

   復興支援事業（加美郡）』」を活用した各種商談会や展示会への参加や、全国商工会連合会 

より採択を受けた「小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業」を活用した地域内 

観光施設へのモニターツアー等を実施しているが、事業終了後の当該事業所へのフォロー 

アップを行っていないのが現状である。 

 また地域内小規模事業者が各種商談会へ参加した際に、交渉ツールや交渉力不足により 

成約とならないケースが多いのが現状である。 

  【取り組み内容】 

   （１）各種商談会等への出展支援 

地域内小規模事業者から製品製造小売を行っている事業所を抽出し、宮城県商工会

連合会主催の「地域内商談会」や、古川商工会議所主催の「伊達な商談会」等の各種

商談会の情報を提供し、販路拡大及び商品ブラッシュアップの為に首都圏のバイヤー
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との商談への参加を斡旋する。 

 また、商談会へ参加する事業所の交渉力アップの為に、事前にバイヤー交渉ツール 

作成支援講習会等を開催し、ＦＣＰシート等のバイヤーとの交渉ツール作成方法や食 

品表示等の記載の注意事項等に関して支援を行う。 

   （２）「小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業」を活用した地域内への交流人 

口の増加による小規模事業者の売上増進支援 

 平成２７年度に実施している「小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業 

コミュニティビジネス事業」において検討されている『まちの駅』構想を、地域住民、 

地域内中小・小規模事業者、行政機関（加美町・色麻町）・加美町観光まちづくり 

協会等と一体となって進め、地域住民が主体となってまちづくりに参画する仕組みを 

醸成し、全国まちの駅連絡協議会と連携を取り、各地域のまちの駅とネットワークを 

構築して交流を図ることにより、地域内への交流人口の増加と地域特産品の販売額増 

加に繋がる。 

 併せて平成２５年度より参加している全国商工会連合会主催の「観光商談マッチン 

グフェア」へ参加し、加美・色麻地区の観光施設や特産品を首都圏の旅行業者へＰＲ 

し、観光メニュー化していただくことにより、地域内への交流人口の増加と地域特産 

品の販売額増加を図る。 

   （３）通販サイト「ニッポンセレクト.com」を活用した地域特産品の販路拡大支援 

      地域の特性及び特産品を活かして製造した商品を、全国商工会連合会が運営する 

ＥＣサイト（通販サイト）「ニッポンセレクト.com」へ登録を行い、全国に広くＰＲ 

を行うことにより、販路拡大を図る。併せて商品アンケート（商品の形、味、価格を 

各５段階評価）を同封し、返送された結果を集計・分析し、商品のブラッシュアップ 

に繋げるよう支援を行う。 

※「ニッポンセレクト.com」のシステム(BtoC)について 

全国商工会連合会の役割 ①ＥＣサイト（ＨＰ）の運用 

②消費者から特産品等の注文の受理 

③掲載事業者へ特産品等の発注 

④消費者から特産品等の売上金の受領 

⑤掲載事業者への売上金の振込 

掲載事業者の負担分 ①全国商工会連合会からの発注に従い、購入

者へ特産品等を届ける（宅配等） 

②全国連へ発注完了書を送付 

【目標】 

項 目 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

(1)各種商談会等への出展支援 

企業数 ７社 １０社 １１社 １２社 

商談件数 ２３社 ３０社 ３３社 ３６社 

商談成立件数 ５件 ６件 ７件 ８件 

(1)バイヤー交渉ツー

ル作成支援講習会 
－ １０社 １１社 １２社 

(2)『まちの駅』拠点の設置 － １ヶ所 ２ヶ所 ３ヶ所 

(2)「観光商談マッチングフェア」へ参加（年１回） 

企業数 １社 １社 １社 １社 

商談件数 １０社 １０社 １０社 １０社 

商談成立件数 
(継続案件は含まない) 

１件 １件 １件 １件 

(3)ＥＣサイト「ニッポンセレクト.com」を活用した販路拡大支援企業 



- 16 - 
 

企業数 ３社 ６社 ９社 １２社 

１社当たり１ヶ月の販売件数 ２件 ２件 ２件 ２件 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

【現状】 

地域経済活性化に資する取組みとして、今までは行政機関（加美町・色麻町）、加美 

よつば農業協同組合等と連携してイベントやお祭り等を開催し集客増を図ってきたが、 

売上増等の一定の効果には繋がったが、加美・色麻地区全体での観光客等の周遊率を高め 

るまでには至っていなかった。 

 また加美町主導で「にぎわいづくり委員会」が設置され、加美町・地域住民・小規模事 

業者・加美商工会の間でまちづくりに関する情報交換と意識の共有が図られてきたが、 

旧町単位（中新田・小野田・宮崎）での意見交換等が主で、加美町全体での意識の共有が 

図られていなかった。 

色麻町に至っては意識共有の場すらなく、色麻町と地域住民等が協同でまちづくりを 

   進める体制がないのが現状である。 

    そのような中、平成２７年度から本会が実施している「小規模事業者地域力活用新事業 

   全国展開支援事業コミュニティビジネス事業」において参画している地域住民及び小規模 

事業者から、もっと積極的にまちづくりに係わる場を設ける方向へ意識改革が図られ、 

平成２８年度、色麻町に「やってみよう！しかままちづくりの会」が発足した。 

  【取り組み内容】 

    上記の新たな流れを受け、今後の事業について協議する場として「にぎわいづくり委員 

会」の構成団体を拡充して、以下の取り組みについて協議と意識の共有を図る。 

    ＜「にぎわいづくり委員会」構成団体＞ 

     加美町、色麻町、地域住民(事業所従業員・主婦等)、小規模事業者、加美商工会 

     加美町観光まちづくり協会、加美よつば農業協同組合、㈱加美町振興公社 

     ㈱色麻町産業開発公社 

（１）加美町・色麻町主導で実施される「にぎわいづくり委員会」と協議及び協力を行い、 

両町のにぎわい創出の取り組みを実施する。実施する内容を年２回発行する商工会報 

等で地域内中小・小規模事業者へ周知を図る。 

    ①加美町が進める新たな地域振興策「音楽のまちづくり交流事業」により、平成２９年 

４月に上多田川小学校跡地に『国立(くにたち)音楽院宮城キャンパス』が開校し、 

ヴァイオリン製作やピアノ調律等を学ぶ学生や教員が増えることによる交流人口の 

増加をチャンスと捉え、新たなビジネスモデルの模索を地域内中小・小規模事業者と 

共に行い、地域経済の活性化を図る。 

②平成２８年４月１日から加美町がアウトドアメーカー「モンベル(大阪府)」のフレン 

ドタウンに登録されたことを受け、今まで当地域を訪れたことのない新たな交流人口 

が増加することをチャンスと捉え、その方々が長時間周遊していただけるシステムを 

協議し実行することにより、交流人口の増加に繋がり、地域の活性化が図れる。 

    ③今まで冬期間閉鎖となっていた山形県尾花沢市へと続く国道３４７号線が、平成２８ 

年１２月より通年通行可能となる。これをチャンスと捉え、山形県から地元へ人を呼 

び込むシステムを協議し実行することにより、交流人口の増加に繋がり、地域の活性 

化が図れる。 

    ④町公認ゆるキャラを活用した賑わいの創出 

加美町の「かみ～ご」、色麻町の「活平（かっぺい）くん」を町外の祭りやイベン 

ト等へ積極的に参加させて認知度を高め、ファンを増やし、加美色麻地区内の祭り等 

への集客を増やし、交流人口の増加へ繋げて、地域内の賑わいを創出する。 

   （２）「小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業コミュニティビジネス事業」に 

おいて検討されている『まちの駅』構想を、地域住民、地域内中小・小規模事業者、 

行政機関（加美町・色麻町）・加美町観光まちづくり協会・加美よつば農業協同組合 

等と一体となって進め、全国まちの駅連絡協議会と連携を取り、各地域のまちの駅と 
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ネットワークを構築して交流人口を増やす取り組みを行うと共に、地域住民等の交流 

空間を醸成し、住民一人一人がまちづくりに参加出来る体制を構築する。 

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 

平成１５年１０月１日の商工会合併以降、商工会組織の変革や定数削減により、現在 

経営指導員は６名となり、一人当たりの業務量が増加してきている。 

しかし、商工会合併以降、内部制度改革により経営指導員が経営改善普及事業に専従出 

来る環境づくりに努めてきており、業務の効率化を考えると、支援の手順や手法を確立す 

ることの重要性を感じている。 

今後は、優れた他の支援機関のノウハウを吸収すると共に、経営指導員等の支援能力向 

   上に向け具体的な取り組みを行う。 

 

 １．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

【現状】 

これまでは、各支援機関等を対象としたセミナーや各種講習会等への参加を通じ、各支

援機関やコンサルタントによる成功事例から支援の手法等を一方的に学ぶことが主であ

り、積極的に他支援機関との支援ノウハウ等を共有する機会を設けていなかったこともあ

り、個々の経営指導員等が持つ小規模事業者に対する問題解決策等の選択肢に広がりが少

ない状況にあった。 

 

  【取り組み内容】 

   （１）加美町、色麻町、加美色麻地区内の金融機関（七十七銀行中新田支店、七十七銀行 

小野田支店、仙台銀行中新田支店、古川信用組合中新田支店）、宮城県信用保証協会 

大崎支店、日本政策金融公庫仙台支店が一堂に会した「金融懇談会」を年１回開催し、 

互いが捉える地域内中小・小規模事業者の問題課題や金融情報、地域経済・需要の動 

向、また創業を始めとした様々な支援実績や成功した手法等について情報交換し、支 

援のノウハウの向上を図る。 

   （２）大崎経済圏に属している古川商工会議所と玉造商工会、大崎商工会の３支援団体 

     とは商圏が同一ということもあり、地域内中小・小規模事業者が抱える問題課題に共 

通する部分が多い。今までも地域内中小・小規模事業者の販路開拓等の事業（伊達な 

商談会）を古川商工会議所が主導で年１回実施しているので、今後も情報交換を含め 

た販路開拓支援を継続して実施する。 

   （３）宮城県商工会連合会のサポーティングリーダーや宮城県よろず支援拠点の専門家と 

連携して、企業支援を行った各種事例から、支援ノウハウ、支援の現状等について指 

導をいただき、その内容を毎月開催している経営支援会議等で共有化を図る。 

 

 ２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

【現状】 

経営指導員等の資質向上等については、宮城県商工会連合会等が実施する各種研修会等

の参加を中心としている。また、職員間での指導ノウハウの共有化を図る仕組みは構築さ

れていないことから、経営指導員等の経験年数により指導能力に差異が生じている状況に

あり、組織としての支援能力の底上げが課題である。 

 

  【取り組み内容】 

    これまでの研修会等への参加に加え、新たな需要開拓による売上・利益の確保を重視し 

た研修会への参加や、経営指導員同士の支援ノウハウの共有、チーム支援によるＯＪＴの 

実践等により経営指導員等の資質向上を図ると共に、職員全体会議を開催し、職員間での 

支援ノウハウ等を共有することで、組織全体の支援能力向上に努める。 

   （１）職員全体の資質向上等に関する取り組み 

   毎年２回程度職員全体会議を開催し、経営指導員等が研修会等で得た支援ノウハウ 

  や、現場の経験を必要とする複雑な業務と支援ニーズに即応できる専門的なスキルの 
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勉強、地域内中小・小規模事業者の景況や経営状況等の情報を職員全体で共有するこ 

とで、組織全体の支援能力向上を図る。 

  （２）経営指導員等の資質向上等に関する取り組み 

①ＯＪＴ 

経営指導員等の指導能力の向上を図る為、毎月開催している経営支援会議におい 

て、支援ノウハウについて経営指導員全体で共有すると共に、チームによる支援を 

実践することで、売上・利益の確保に資する幅広い提案内容等のスキルを互いに共 

有化することにより、伴走型支援能力の向上を図る。経営支援会議には、必要に応 

じて連携先支援機関の専門家を招聘し、それぞれが保有している支援情報の交換や 

支援ノウハウ等、地域内中小・小規模事業者に有益な情報共有も併せて行う。 

なお経営支援会議で共有化した支援ノウハウを組織内で共有化するため、文書化 

及びデータ化し、上記前回会議で報告を行う。 

②ＯＦＦ－ＪＴ 

全国商工会連合会や宮城県商工会連合会が主催する研修会への参加に加え、中小 

企業基盤整備機構の主催する中小企業者支援研修会への積極的な受講を行い、新た 

な企業支援スキル（経営分析・財務分析手法等）の習得を行う。 

なお受講した経営指導員等は、支援ノウハウを組織内で共有化するため、上記全 

体会議で報告を行う。 

③全国商工会連合会が開講しているＷｅｂ研修（ｅラーニング）を経営指導員全員 

と経営指導員候補者名簿登載者、受講希望者全員が受講し、支援ノウハウの取得を 

個別に行い、自己啓発に努める。 

  （３）組織全体でノウハウ等を共有するシステムの構築 

     宮城県商工会連合会が運用する「広域エリア商工会ネットワーク」内のキャビネッ 

トへ、経営状況の分析や支援ノウハウ等をデータ化した物を格納し、全職員が常時閲 

覧可能とする。 

※「広域エリア商工会ネットワーク」とは、商工会職員全員に割り振られているパス 

ワードと電子証明書が無ければ入ることが出来ない、商工会職員しか入ることが出 

来ない内部システムです。（個人情報が満載のノウハウの為、セキュリティがしっ 

かりしたシステムにて運用することとした） 

 

 ３．事業評価および見直しをするための仕組みに関すること 

 

【全体の支援イメージ】 

支援事業・支援方法等については、毎年加美商工会内で協議し、支援後の検証について 

は、独自のＰＤＣＡサイクル（計画・行動・検証・改善の一連のサイクル）で広い視野の 

もと時代のニーズに合った支援体制を構築する。 

 

   【取り組み内容】 

①半期毎（９月・３月）に検証する。 

②検証内容については、「経営発達支援計画評価委員会」で協議し今後の方針を全体で協

議する。 

③事業実施状況・成果評価・検証結果・見直し案を商工会理事会に報告し見直し案につ

いて協議する。（年１回） 

④事業の成果・評価・見直し結果については、総代会に報告し承認を受ける。 

⑤結果については、商工会で公開し宮城県商工会連合会で共有する。 

⑥事業の成果・評価・見直しの結果について、商工会ＨＰで計画期間中公開する。 

⑦情報が一方通行にならないようにＨＰ上に掲載しメール等で広く意見（パブリックコ

メント）等を求めることとする。 
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  (1)委員構成 

    客観性と透明性をあげるために、外部の専門家委員２名以上（宮城大学経営構想学部教

授と中小企業診断士を想定）と加美商工会会長及び副会長で構成。 

  (2)公表の方法 

    加美商工会のＨＰで広く公表する。また会報で地区内事業者へ公表する。 

 

 

 

1. Ｐlan（計画） 
加美商工会にて、今までの実績や将来を予測して、経営発達支援計画書を作成する。 

2. Ｄo（実施・実行） 
計画書に基づいて、加美商工会で経営発達支援業務を実施する。 

3. Ｃheck（点検・評価） 
加美商工会の小規模事業者に対して満足度等調査を行う。 
その結果に基づいて、経営指導員等が中心となって点検や反省を行う。ＣＳ調査及び経営指導

員等の点検反省結果を「経営発達支援事業評価委員会」にて最終評価を行い、見直し案を提示

する。 
なお、経営指導員等で月１回実施する勉強会にて、支援状況の確認等内部でのチェックを随時

実施する。 
また、事業進捗状況についても同委員会でチェックを行う。 

4. Ａction（処置・改善） 
「経営発達支援事業評価委員会」にて提示された評価結果に基づいて、改善案を示し改めて同

評価委員会の指示を受ける。 
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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２８年１１月現在） 

（１）組織体制 

 
組織全体図１４名（事務局長１名 経営指導員６名 補助員２名 記帳専任職員５名） 

 

 理事会（事業決定機関）        本  所 
 三役会（事業案決定機関）         事務局長 

      計画評価委員会（事業成果・見直し等協議）          髙橋 彰 

  

             経営支援課                総  務  課 

課長 児玉真一（経営指導員）       課長 髙橋 彰（兼） 

                                 主任主査 菅原聖子（補助員） 

経営支援係          地域振興係         主事 神保翔平（補助員） 

主幹 大場敏克（経営指導員） 主査 遊佐さとみ（記帳専任職員）  

主任主査 跡部香名（経営指導員） 主査 佐藤 有  （記帳専任職員） 

 

 

       小野田支所             宮崎支所           色麻支所 

主任主査 髙橋正和（経営指導員）    主査 佐藤哲二（経営指導員）      主査 村田崇殖（経営指導員） 

主事 小林拓人（記帳専任職員）   主査 大友みゆき（記帳専任職員）    主事 小林優也（記帳専任職員） 

 

 

 

 

 実施体制 
担当事業 職務・役割 統括責任者 主担当者 担当者 

個者支援 1地域の経済動向調査 

2経営状況の分析 

3経営計画書の策定支援 

4経営計画書の実施支援 

5需要動向調査 

6販路開拓支援 

経営支援課長 経営支援課 

主幹 

 

・経営支援課 

経営指導員１名 

・各支所 

経営指導員３名 

 

地域支援 1 地域経済の活性化に資

する取組事業 

 

 

 

 

経営支援課長 経営支援課 

主幹 

・経営支援課 

経営指導員１名 

・地域振興係 

記帳専任職員２名 

事業評価・見直し  事務局長 経営支援 

課長 
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（２）連絡先 

 

宮城県加美郡加美町字西田 1-18-1     宮城県加美郡加美町字町屋敷 2-5-1 

加美商工会 本 所 経営支援課    加美商工会 小野田支所 経営支援課 

電話番号０２２９－６３－２７３４   電話番号０２２９－６７－２４２７ 

FAX 番号０２２９－６３－３４９５   FAX 番号０２２９－６７－６９７７ 

メールアドレス kami@plum.ocn.ne.jp    メールアドレス onoda251@ruby.ocn.ne.jp 

  

宮城県加美郡加美町宮崎字町 38-1     宮城県加美郡色麻町四竃字北谷地 41 

加美商工会 宮崎支所 経営支援課   加美商工会 色麻支所 経営支援課 

電話番号０２２９－６９－５１２０   電話番号０２２９－６５－４３８４ 

FAX 番号０２２９－６９－５２２４   FAX 番号０２２９－６５－３０７７ 

メールアドレス myzk@ruby.ocn.ne.jp    メールアドレス sikama@ruby.ocn.ne.jp 

 

加美商工会ホームページ    http://www.kami.miyagi-fsci.or.jp/ 

 

 

 

http://www.kami.miyagi-fsci.or.jp/
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                  （単位 千円） 

 平成２９年度 

(29年 4月以降) 
平成３０年度 平成３１年度 

必要な資金の額 
(番号は事業の取り組み内容を記載しております) 

5,600 5,650 5,700 

 

１．地域の経済動向調査 

(3)中小企業景況調査事業費 

(4)経済動向等アンケート調査費 

２．経営状況の分析 

(3)記帳機械化等対策費 

３．事業計画策定支援 

(2)事業計画策定セミナー開催費 

５．需要動向調査 

(2)お客様アンケート調査費 

６．新たな需要開拓事業 

(1)バイヤー交渉ツール作成 

支援講習会開催費 

(1)各種商談会出展料等 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する

取り組み 

(1)商工会報等発行費 

Ⅲ．経営発達支援事業実施に向

けた支援力向上の取り組み 

２．経営指導員等の資質向上 

 

 

    100 

    100 

 

1,000 

 

300 

 

400 

 

 

300 

   2,000 

 

 

   1,000 

 

 

    400 

 

    100 

    100 

 

1,000 

 

300 

 

450 

 

 

300 

   2,000 

 

 

   1,000 

 

 

    400 

 

    100 

    100 

 

1,000 

 

300 

 

500 

 

 

300 

   2,000 

 

 

   1,000 

 

 

    400 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

 

調達方法 

【補助金】全国商工会連合会、宮城県、加美町、色麻町 

【受託費】宮城県商工会連合会     

【自己財源】会費、特別賦課金、各種手数料、雑収入 

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

 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に関

する事項 

連携する内容 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

宮城県商工会連合会、全国商工会連合会、加美町、色麻町 

統計データ活用…経済産業省、東北経済産業局、内閣府、総務省統計局、国土交通省観光庁 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

宮城県商工会連合会（エキスパート事業(専門家派遣)、サポーティングリーダー） 

宮城県よろず支援拠点、中小企業基盤整備機構 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

宮城県商工会連合会（エキスパート事業(専門家派遣)、サポーティングリーダー） 

宮城県よろず支援拠点、加美町、色麻町 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

宮城県商工会連合会（エキスパート事業(専門家派遣)、サポーティングリーダー） 

宮城県よろず支援拠点、㈱日本政策金融公庫仙台支店、宮城県、加美町、色麻町 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

㈱加美町振興公社、㈱色麻町産業開発公社 

加美よつば農業協同組合、やくらいガーデン㈱ 

 

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】 

宮城県商工会連合会、全国商工会連合会、古川商工会議所、加美町、色麻町 

加美よつば農業協同組合、加美町観光まちづくり協会、全国まちの駅連絡協議会(NPO 地域交流センター) 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

  加美町（にぎわいづくり委員会）、色麻町、加美よつば農業協同組合、加美町観光まちづくり協会 

全国まちの駅連絡協議会(NPO 地域交流センター) 

 

 

連携者及びその役割 

＜行政機関＞ 

１．宮城県【役割：連携する内容 ４】 

代表者名  知事 村井 嘉浩（担当部署：宮城県北部地方振興事務所地方振興部） 

住  所  宮城県大崎市古川旭 4-1-1 

電話番号  0229（91）0744 

２．町役場【役割：連携する内容 １、３、４、６、Ⅱ】 
行政名 担当課  町長名  住     所  電話番号 

加美町 商工観光課 

ひと・しごと支援室 

 猪股 洋文  加美郡加美町字西田 3-5  0229（63）3111 

色麻町 産業振興課  早坂 利悦  加美郡色麻町四竃字北谷地 41  0229（65）2111 

 

＜支援機関＞ 

１．宮城県商工会連合会（エキスパート事業(専門家派遣)、サポーティングリーダー） 

【役割：連携する内容 １、２、３、４、６】 

代表者名  会長 佐藤  浩 

住  所  宮城県仙台市青葉区上杉１-14-2 商工振興センター2階 

電話番号  022（225）8751 
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２．宮城県よろず支援拠点【役割：連携する内容 ２、３、４】 

代表者名  チーフコーディネーター 田中 宏司 

住  所  宮城県仙台市青葉区上杉１-14-2 商工振興センター2階 

電話番号  022（225）8751 

３．全国商工会連合会【役割：連携する内容 １、６】 

代表者名  会長 石澤 義文 

住  所  東京都千代田区有楽町 1-7-1 有楽町電気ビル北館 19階 

電話番号  003（6268）0082 

４．古川商工会議所【役割：連携する内容 ６】 

代表者名  会頭 松本 信輔 

住  所  宮城県大崎市古川東町 5-46 

電話番号  0229（24）0055 

５．独立行政法人中小企業基盤整備機構 東北本部【役割：職員の資質向上等の研修会の開催】 

  代表者名  本部長 高村誠人 

住  所  宮城県仙台市青葉区一番町 4-6-1 仙台第一生命タワービル６階 

電話番号  022（399）6111 

＜金融機関＞ 

１．㈱日本政策金融公庫仙台支店【役割：連携する内容 ４】 

代表者名  支店長 安達 研造 

住  所  宮城県仙台市青葉区中央 1-6-35 東京建物仙台ビル 9階 

電話番号  022（222）5173 

２．町内の金融機関【役割：支援ノウハウ等の情報交換】 

金融機関名  支店長名  住     所  電話番号 

㈱七十七銀行中新田支店  小網 大輔  加美郡加美町字西町 1  0229（63）3177 

㈱七十七銀行小野田支店  鈴木 将慎  加美郡加美町字町屋敷 2-28-1  0229（67）3077 

㈱仙台銀行中新田支店  芳賀  浩  加美郡加美町字町裏 38-1  0229（63）2274 

古川信用組合中新田支店  浅倉  進  加美郡加美町字南町 49  0229（63）3432 

＜地域内の各種団体等＞ 

１．加美よつば農業協同組合【役割：連携する内容 ５、６、Ⅱ】 

代表者名  代表理事組合長 三浦 靜也 

住  所  宮城県加美郡色麻町四竃字枛木町 14-1 

電話番号  0229（66）1222 

２．加美町観光まちづくり協会【役割：連携する内容 ６、Ⅱ】 

代表者名  会長 北原 良章 

住  所  宮城県加美郡加美町字西田 3-5 加美町役場 3階 

電話番号  0229（63）8008 

３．㈱加美町振興公社（パークゴルフ場、やくらい薬師の湯、やくらい土産センター、ゆ～らんど）【役割：連携する内容 ５、Ⅱ】 

代表者名  代表取締役 吉田  惠 

住  所  宮城県加美郡加美町字味ヶ袋薬莱原 1-76 

電話番号  0229（67）3388 

４．㈱色麻町産業開発公社（かっぱのゆ）【役割：連携する内容 ５、Ⅱ】 

代表者名  代表取締役 田中 敏昭 

住  所  宮城県加美郡色麻町四釜字東原 1-12 

電話番号  0229（65）4372 

５．やくらいガーデン㈱【役割：連携する内容 ５】 

代表者名  代表取締役 山崎  学 

住  所  宮城県加美郡加美町字味ヶ袋薬莱原 1-9 

電話番号  0229（67）7272 

＜地域外の各種団体等＞ 

１．全国まちの駅連絡協議会(NPO 地域交流センター)【役割：連携する内容 ６、Ⅱ】 

代表者名  代表理事 橋本 正法 

住  所  東京都千代田区東神田 1-7-10 ＫＩビル 3階 
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電話番号  03（5823）4190 



- 26 - 
 

 

 
連携体制図等 

 

  

支援機関           金融機関 

   ・全国商工会連合会       ・㈱日本政策金融公庫仙台支店 

   ・宮城県商工会連合会      ・㈱七十七銀行中新田支店 

   ・宮城県よろず支援拠点     ・㈱七十七銀行小野田支店 

   ・古川商工会議所        ・㈱仙台銀行中新田支店 

   ・中小企業基盤整備機構       ・古川信用組合中新田支店 
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  行政機関                                                                                      

  ・中小企業庁            協力先 

  ・東北経済産業局               ・加美よつば農業協同組合 

  ・宮城県（北部地方振興事務所）    ・加美町観光まちづくり協会 

  ・加美町             ・㈱加美町振興公社 

  ・色麻町             ・㈱色麻町産業開発公社 

                   ・やくらいガーデン㈱ 

                   ・全国まちの駅連絡協議会 

 (NPO地域交流センター) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


