
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
「南三陸商工会 （法人番号４３７０５０５０００２９７）」 

実施期間 平成３１年４月１日～平成３６年３月３１日 

目標 

１．新たな経営課題解決に向けた事業計画策定及び実施支援 

２．新規ビジネス創出に向けた創業支援 

３. 水産加工業を含む製造業の生産性向上及び販路開拓支援

４．地域資源を活用した新商品開発による地域経済の活性化

５．関係機関との連携及び支援体制の強化

事業内容 

Ⅰ.経営発達支援事業の内容 

2．地域の経済動向調査 
  地域内の経済動向、企業経営状況を四半期毎に、調査・分析することにより、当面の問題点等

を迅速に把握し、小規模事業者の今後の見通しや対応策・事業計画など策定のための資料としま

す。 

3．経営状況の分析 

  管内小規模事業者の経営課題を抽出するために、商工会の経営指導員の巡回・窓口相談、各種

セミナーの開催などを通じて、小規模事業者の経営分析を行い、事業計画策定・実施支援等に活

用します。

4．事業計画策定支援
 小規模事業者の経営課題を解決するため、経営分析、経済動向調査等の結果を踏まえ事業計画

策定支援を行い、宮城県よろず支援拠点等と連携して、伴走型の支援・助言を実施し、小規模事

業者の経営課題の解決を図ります。 

5．事業計画の策定後の実施支援 
  策定した事業計画の目標到達度合いを確認するために、巡回支援を実施し着実に計画が達成

できるよう、専門家等と連携しながら小規模事業者の持続的発展を図ります。 

6．需要動向調査 

小規模事業者の販売する商品やサービスの需要動向に関する情報を収集・分析・整理・提供す

る事で、小規模事業者等が地域内外の消費者ニーズなど外部環境の認識を深め、商品開発や事業

計画策定に役立てます。併せて、伴走支援を行う経営指導員の支援方針決定にも活用します。 

7．新たなる需要の開拓に寄与する事業 
食品製造業を中心に、各支援機関で開催される商談会等の年間スケジュールを把握し、計画的

且つ効果のある商談会参加の支援や、ネット販路構築・アンテナショップ出店を支援します。 

また、小規模事業者の商品開発支援や情報発信支援により、地域内外からの誘客を強化します。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
  震災にて壊滅した市街地を再構築するため、新市街地を活用したイベントを南三陸町及び南

三陸町観光協会と連携して開催することで、来訪者の増加を促進します。 

加えて、新商店街と連携することで地域全体の活性化を図ります。 

連絡先 

南三陸商工会 
〒９８６－０７２５ 

住  所 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田 56番地 

TEL番号 ０２２６－４６－３３６６ FAX番号 ０２２６－４６－５３３５ 

U R L http://www.m-shokokai.com ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ sidugawa@poplar.ocn.ne.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 

１.地域の概要 

 （１）概要 

南三陸町は面積が１６３．４㎢、宮城県の北東部である本吉郡 

の南端に位置し、平成 17年 10月に旧志津川町と旧歌津町が合併 

して誕生しました。東は太平洋に面する一方、三方を標高３００ 

～５００ｍの山に囲まれており、海山が一体となった豊かな自然 

環境を形成しています。沿岸部はリアス式海岸特有の豊かな景観 

を有し南三陸金華山国定公園の一角を形成しています。 

交通については、鉄道はＪＲ気仙沼線（現在はＢＲＴ：バス高 

速輸送システム）にて、志津川、歌津、戸倉等の主要駅が設置さ 

れている。道路については、国道４５号線、３９８号線、さらに、 

三陸縦貫自動車道が町内を南北に貫いております。 

宮城県内５番目の水揚げ高の漁港を擁する南三陸町は、水産業 

を起点とした産業構造を形成しており、一次産業の水産業から派 

生し、水産加工業を中心とした二次産業、水産資源と地域観光資 

源を活用した観光業・商業等の三次産業が発達してきました。 

当地域の水産業の特徴として、リアス式海岸によるギンザケ・ 

ホタテ・カキ等の養殖漁業の発達や、主要養殖品目であるホタテが養殖可能な最南端地域であり、当地

域の水産加工業は、首都圏に最も近い養殖地域であることを活かし、一次加工のみの生商品を大都市圏

に大量に出荷する事業形態が主流となっています。 

リアス式海岸については、地形的な特徴から津波の被害を受けやすく、平安前期の貞観地震に伴う大

津波から度重なる大津波に襲われ１１４１年余りを経て、平成２３年３月１１日に発生した東日本大震

災に起因する大津波では、基幹産業である水産業関連施設、商店街及び各産業の施設が沿岸部に集中し

ていたため甚大な被害を受けました。 

具体的な被害状況については、死者・行方不明者８３１名。商工会員においても、５６２事業所の内

４４４事業所が全壊流失、半壊１１事業所、一部損壊１８件、合せて４７３事業所（８４．２％）が被

災しました。震災後は、基幹産業である水産物の流通拠点となる 南三陸町地方卸売市場（以下、「卸売市

場」という）が被災したことで、水産加工業の原材料の供給が停止し大きな打撃を受けましたが、平成

２８年には新卸売市場が完成したことで水産加工流通業者等の復興の弾みとなりました。 

加えて、南三陸商工会本所会館及び歌津支所会館ともに津波により流出しており、現在も本所会館に

ついてはプレハブ仮設で業務を行い、歌津支所については公共施設を借用し臨時窓口として対応してい

る状況です。 

一方、南三陸町は、震災後は環境の保全や創造に関する取り組みにも力を入れており、「南三陸町バイ

オマス産業都市構想」を策定しております。その取り組みの一つとして、ＦＳＣ森林認証を取得し環境

に配慮し適正に管理されたＦＳＣ木材を普及させることで、森林資源の付加価値向上を目指し、構想の

実現に向けて官民共同で推進しています。また、海の環境に配慮したＡＳＣ牡蠣が国際認証（ＡＳＣ）

を取得し、牡蠣を取り扱う関係者が中心となって普及や利活用を進める活動が展開されており、２つの

認証取得という世界初の取り組みを実現したことにより、南三陸ならではの特色として、山と海をつな

ぐ商品開発の可能性や、「南三陸」の地域ブランド力のより強力な発信が期待されています。 

更に、南三陸町志津川湾は自然豊かな藻場であり、国の天然記念物であるコクガンなどの水鳥の越冬

地となっており、世界的に見ても貴重な環境の証が証明され、平成３０年１０月にラムサール条約締約

国際会議において南三陸町「志津川湾」が登録されたことは、震災前から脈々と受け継がれてきた「自

然と共に生きる南三陸」の成果の表れであることから、今後、自然環境保護と地域のブランド化の両局

面から施策が打ち出される計画となっています。 

宮城県 
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 (２)人口 

震災から７年半が経過し、当地域は現在、復旧事業も終盤に差し掛かり沿岸部の護岸工事を中心にイン

フラ整備を行っております。一方で、平成３０年２月末現在、人口が１３，２０７人（平成２２年２月末

１７，６６６人）となっており、地域住民の人口減少には歯止めがかかっていない状況にあります。 

「南三陸町人口ビジョン」では町内人口について、H38年推計 11,100人（H23年 2月比△37.2％）、H48

年推計 9,000 人（同△49.1％）としています。 

総合戦略として政策・施策を検討していく前提として、このまま人口減少や少子高齢化が進行すれば、

2060 年には高齢者人口が生産年齢人口を上回るような人口の変化が見込まれており、被災した市街地に

て事業再建を試みていたが、震災からの時間の経過と想定以上の人口減少に伴う消費需要の縮小より、事

業再建を断念したケースも多発し、津波浸水地域には空き地が点在していることから、これらの土地活用

も人口減少とともに大きな課題であります。 
加えて、人口減少や少子高齢化の進行が住民の生活や本町の行財政運営に長期的に与える影響について

想定しています。 
 

① 産業・雇用に与える影響 

○1次産業から3次産業までの各産業において、担い手不足や売り上げの減少等により、産業自体を維

持することが困難になります。 

○行政の機能や財源の縮小などにより、漁港などの適切なインフラの維持・管理が困難になります。 

○各産業の衰退が本町のイメージ低下につながり、全国から集まっていた交流人口も減少します。 

○購買人口の減少により、商店街をはじめとした地元向けの商業、サービス業を維持することが困難

になり、民間事業者の撤退など、住民の日常生活に不便が生じます。 

⇒人口減少が産業・経済の衰退につながり、それが更なる人口流出につながる悪循環に陥ります。 

 

② 地域生活に与える影響 

○自治会の構成員が減り、地域コミュニティの共助機能が低下します。 

○集会所等のコミュニティ施設の維持・管理が困難になります。 

○公共交通の利用者減により、ＢＲＴや町民バス等の運行回数が減少します。更には、運行が困難に

なり、交通の利便性が低下します。 

○道路や橋梁の更新、維持補修が困難になります。 

○情報通信事業者によるサービスの質や量が低下します。 

○行政機能の縮小により、地域コミュニティの維持にかかる地域住民の負担が増えます。 

 

■人口の推移（各年とも 2月末現在／住民基本台帳登録数） 

 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 Ｈ30 

人口（人） 17,666 15,419 15,147 14,620 14,081 13,762 13,504 13,207 

H23 年 

比増減 
－ △12.7％ △14.3％ △17.2％ △20.3％ △22.1％ △23.6％ △25.2％ 

（出典：南三陸町の人口・世帯数より） 
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（出典：南三陸町第２次総合計画より） 
 

２．地域商工業の現状と地域の課題 

 (１)全産業の現状 

   事業者数は、平成２９年値で５５４社、内小規模事業者は４５６社で約８２％を占めております。小

規模事業者の半分以上が第三次産業で、卸売・小売業が全体の２５％程度と最も多く占めております。

震災前の２１年と震災後２９年の調査を比較すると、建設業・製造業・運輸業については、震災前より

も小規模事業者数が増加していますが、卸売・小売業、飲食店・宿泊業、生活関連サービス業・娯楽業

等が震災前よりも著しく減少する傾向にあります。（３５％減少） 
   今後、町民生活の利便性を向上させ、当地域の課題である市街地の空き地活用を図る上でも、創業の

促進が必要不可欠です。 
   平成２８年度の会員ニーズ調査でも経営課題の上位は人材確保（41.6％）次いで先行き不安（38.6％）

売上の伸び悩み（35.2％）と続いており、産業の中心である水産加工業については、人口減少が加速化

し求職者についても極端に少なくなっている状況です。 

従業員２０人以上の中規模食品製造業においては、外国人労働者の雇用促進により従業員数を辛うじ

て維持しているものの、小規模事業者の従業員確保については困難を極めていることから、労働力を確

保するための求職活動を支援するとともに、作業工程の改善及び機械化による生産性向上のための取り

組みを支援することが急務とされる状況です。 

当地域の多くの事業者は、グループ補助金等を用いて事業再建を行っており、現在まで順調に事業を

展開しています。一方、他の被災地においては、事業再建を行ったが、時間が経つにつれて事業継続が

難しくなり、経営を持続できないケースも見受けられる状況です。この両者の違いは、当地域において

は無理のない事業再建計画策定を支援し、事業展開しているためであります。このため、事業計画の策

定を支援した事業者より、事業計画策定は重要であるとの声をいただいております。 
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■産業別 小規模事業者数 

 ２１年 ２８年 ２９年 

事業者数 （内小規模事業者） 事業者数 （内小規模事業者） 事業者数 （内小規模事業者） 

総  数 854 （675） 547 （458） 554 （456） 

農林水産業 29 （28） 1 （1） 2 （2） 

建設業 104 （91） 124 （111）  124 （110） 

製造業 86 （72） 107 （96） 107 （96） 

情報通信業 3 （2） 1 （1） 1 （1） 

運輸業 20 （5） 17 （8） 18 （8） 

卸売・小売業 284 （216） 157 （117） 155 （112） 

金融・保険業 7 （2） 5 （2） 5 （2） 

不動産業 22 （21） 3 （2） 2 （1） 

学術研究、専門・技

術サービス 13 （13） 4 （4） 5 （4） 

飲食店・宿泊業 95 （72） 53 （49） 56 （50） 

生活関連サービス

業、娯楽業 80 （73） 38 （36） 39 （37） 

医療・福祉 35 （15） 4 （4） 4 （4） 

教育・学習支援業 20 （18） 5 （5） 5 （5） 

複合サービス業 11 （6） 2 （1） 3 （2） 

その他サービス業 45 （41） 26 （21） 28 （22） 

（出典：南三陸商工会データより） 

   ■会員ニーズ調査における経営上の課題 

（出典：平成２９年度南三陸商工会 会員ニーズ調査結果より） 
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 (２)工業(水産加工業)の現状 

当地域の基幹産業である水産加工業に関しては、震災により平成２３年度の水産業生産高が前年比

23.6％、水産加工業を含む製造業が同 53.7％と甚大な被害を被りました。水産加工業は労働集約的産業

であるため、震災被害および人口流出の影響が大きく地域経済にとっても大きな影響を及ぼしており、

製造中断・減産となったことで、既存取引先の喪失が生じ、生産体制の整備のみでは復旧すら困難な状

況に陥りました。 

現在は、卸売市場の水揚げ（漁船漁業水揚高）が震災前より上回り、漁協取扱高（養殖漁業水揚高）も

ほぼ回復し、積極的な水産加工業者については、基盤整備の支援を受けて設備増強している一方で、復

旧整備が完了した事業者でも、震災前の居住者が近隣市町村へ転出したことにより、労働者が確保出来

ず、生産体制に支障が生じている事業者も存在しています。また、販路に関しても、一部事業所において

は自社の商品力の向上を図り震災前の水準まで取引先を回復しておりますが、震災以降の復旧までの製

造中断・減産により、納入先を喪失した小規模事業者にとっては、販路回復にはまだ多大な時間と労力

等を要する状況です。 

加えて、労働力確保が今後増々困難になると予想されることから、生産を維持していくために、加工

工程の一部機械化や社員のコミュニケーションの円滑化、柔軟な働き方の推進を検討している状況です。 

 

 ■南三陸町地方卸売市場水揚げ（漁船漁業水揚）の推移（単位：ｔ・百万円）    

 Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

数量 ７，３５８ ７，３７８ ７，８５９ １０，４３２ ９，６６６ 

金額 ２，３５２ ２，４６８ ３，００５ ３，８１７ ４，１２９ 

(出典：平成２９年度南三陸町統計書より) 

 

 (３)商業の現状 

震災前の平成２１年において、卸売・小売業の小規模事業者数は２１６事業者ありましたが、震災後

の平成２９年には、１１２事業者（１０４事業者減）まで大幅に減少しています。 
現在の事業主の年代は、６０歳台～７０歳台が５０％となっており、この内後継者が確定している事

業者は１５％程度であります。このままでは廃業が増加する恐れがあるので、事業承継対策の対応と創

業支援を重点的に取り組むことが市場の新陳代謝にも必要不可欠であります。 
   一方、管内の一般消費者の消費動向については、東日本大震災以前では、居住者の約 4分の 3が食料

品や日用品などの最寄品を中心に南三陸町内で購入していました。震災後は、仮設住宅居住者(町内

1,465 世帯 4,757 人)を含む南三陸町居住者は、登米市佐沼・迫(約 25km)、石巻市(約 41km)、気仙沼市

(約 40km)まで通わなければならない状態となり、交通手段を失った多くの町民にとって日常生活を送る

上での買物負担は多大な時間と労力を要することとなりました。その後、平成２９年７月にウジエスー

パーを核としたアップルタウン南三陸（5532 ㎡）ショッピングセンターが開店し、品揃えや価格にて劣

る小規模事業者には経営圧迫を強いられている。 
当商工会調査の一般消費者の消費動向調査結果においても、買回り品・最寄品ともに町外で消費する

傾向となっており、特に、買回り品については町内での消費が 6.1％と極めて低く、町内に専門店が無

いこと、個店の品揃えが少ないことが要因とされます。 

 

＜買回品・最寄品の買物先＞ 

（１）南三陸町民の【買回品】の買物先  

○南三陸町民の【買回品】の買物先は、石巻市が40.6％と最も多く、次に登米市が30.9％で続いて

います。尚、南三陸町内では6.0％と1割に満たない状況です。 

（２）南三陸町民の【最寄品】の買物先  

○南三陸町民の【最寄品】の買物先は、南三陸町内が50.2％と、ほぼ半数を占めて最も多く、次に

登米市が21.6％で続いています。 
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         【買回品消費動向】               【最寄品消費動向】        

（出典：平成２９年度南三陸商工会消費動向調査より） 

 

(４)観光業の現状 

商業の現状と同じく、震災前の平成２１年では、飲食店・宿泊業の小規模事業者数については７２事業

者でありました。震災後の平成２９年では、震災前より５０事業者が減少しており、現在においても事業

者数が回復に至っていない状況です。観光市場は拡大する傾向ですが、観光分野の事業に参入しても成功

できるか迷いがあるため、新たに起業を目指す予定者が少ない状況です。 
加えて、経営者の平均年齢についても年々上昇しており、後継者が確保できないため事業承継が上手く

いかないケースも予想されることから、事業承継対策の支援と創業支援が必要不可欠であります。 
一方、観光客の入込数は平成２９年８月には１４２万人と、震災前の１０８万人を超えました。平成２

９年度に本設商店街として開業した「南三陸さんさん商店街」、歌津地区に「南三陸ハマーレ歌津商店街」

には、多くの家族連れ、友人等の小グループが来訪し、新たな観光地として確立されました。 
この要因は、三陸縦貫自動車道が南三陸町歌 

 津地区まで開通したことで仙台方面からのアク 
セスが大幅に向上し、日帰りが可能となる地域 
が拡大したことによるものです。 
しかしながら、平成３２年度には青森県八戸 

市までの全線が開通する見込であることから、 
延伸に伴い当地域を通過し観光客の入れ込み数 
が減少することも予想されます。 
また、釣り客等の既存のレジャー需要回復に 

ついては鈍い状況が続いております。 
今後、観光誘客による交流人口拡大が喫緊の 

課題であり、商工業者を含め当地域全体にて取 
り組んで解決する必要があることから、未活用 
の地域資源の掘り起し・新たな観光体験プログ 
ラムの構築・地域観光情報の発信などを早急に 
行い、宿泊施設等を営む個別事業者においては、 
将来を見据えた新しい事業展開を求められてい 
ます。これらに対応できる、新たな観光施策を 
早期に打出し商品化することが必要です。 
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（出典：南三陸町 東日本大震災からの復興より） 

   

(５)地域全体の課題 

 ①食品製造業の二極化による経済格差 

震災後、当地域の水揚高・漁協取扱高は回復

しているものの、水産加工場の復旧は各種施策

を活用した事業者に関しては、事業再建を図り

ましたが、それ以外の事業所については、未だ

完全には復旧が行われていない状況です。 

また、人口減少等を原因とする労働市場の縮

小などから、震災以前から続く一次加工品の大

都市圏への大量流通の業態の継続が困難とな

ることが予測されます。これらを解決するため

には、継続した販路開拓への取り組みと新たな

販売戦略の構築・強化が必要でありますが、事

業規模により、中規模以上の食品製造業におい

ては、既に対応策を講じ、震災前の売上を上回

る回復状況の企業も存在しております。 

一方、小模模事業者については依然として厳しい状況が続いている状況です。 

今後は、食品製造業の中でも小規模事業者を重点的に、市場ニーズに合致した高付加価値な新商品の開

発を図るとともにブランド化を促進する必要があり、市場投入によって事業の収益構造改善を図ることが

課題です。                                     
                                 

 ②労働者の確保難 

震災から７年半が経過し、当地域は現在、被災者の住宅再建造成工事については完了し、事業用復旧造

成工事は終盤となり、道路敷設工事に関するインフラ整備等のハード面の復旧に取り組んでおります。 

一方で、地域住民の人口減少には歯止めがかかっていない状況にあり、「南三陸町人口ビジョン」でも

町内人口が、H38 年推計 11,100人（H23年 2月比△37.2％）、H48年推計 9,000人（同△49.1％）として

いる等、構造的に人口が減少傾向にあることから、各産業において人材不足問題が深刻化しています。 

 特に、平成２９年度会員ニーズ調査において、「人材確保」に関する課題は製造業で 55.9％と他の業種

に比べ多くなっており、それに対応するための生産性向上に向けた対策が課題です。 

 

 

  

 
（出典：南三陸町第２次総合計画より） 
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（出典：南三陸町第２次総合計画より） 

 

 ③事業者減少に伴う地域経済力の低迷 

  中小企業の経営課題として事業承継問題が全国的にクローズアップされておりますが、宮城県内の経営

者の平均年齢は６０．０歳で、全国平均５９．５歳を上回っており、全国でも１４番目に高齢化が進んで

います。経営者の平均年齢は過去最高記録を更新中で、民間会社の調査によると１０年後には、年齢分布

の山が６０代から７０代に移動すると予測されており、経営者の高齢化や後継者不足は休廃業・解散の要

因となっています。 

また、平成３０年度南三陸商工会が調査した、町内「南三陸さんさん商店街」「南三陸ハマーレ歌津商店

街」の事業承継に関する調査においても、全体の 54％が事業承継者はいるが、継承時期については未定が

40％、後継者がいない事業者が 46％、適任者が見つかれば承継したいが 60％を占めている状況です。 

  そのことからも、事業承継については喫緊の問題でありますが、潜在的な需要に対し、相談件数が少な

い状況です。事業承継は、準備から実現までに相当の時間を要するため、経営者が元気なうちに、事業継

続（承継）の意欲を持って早めに準備をすることが重要であり、宮城県事業承継ネットワーク及び宮城県

事業引継ぎ支援センターとも連携しながら、早急にその対策を進めていく必要があります。 

前述の後継者不足による廃業に加え、東日本大震災の影響による経営環境の変化は、廃業ならびに復旧

を躊躇している方も多い状況にあります。 
起業を希望する者へ、新たなる市場への新規参入を促すことも重要であり、それに対応するための創業

促進対策も課題であります。 
 

 
     （出典：中小企業白書より） 

 

 



９ 

 

④経営環境変化に対応するための支援能力向上 

多くの小規模事業者は事業の再建まではたどりつき、新たな設備を用いて再始動はしたが、市場が激変

しております。この市場環境へ柔軟に対応し収益を確保するためには、生産性の向上、消費者ニーズを汲

む商品開発や高次衛生管理手法の導入など新たな経営課題への対応が必要であります。これらの多様なニ

ーズに対応するためには、経営指導員等を中心とした商工会職員全体による支援能力向上がかかせないた

め、個々の職員のスキルアップと専門的機関との連携を図ることで、ワンストップサービスへの対応が必

要となります。 
 

⑤三陸縦貫自動車道延伸に伴う交流人口減少への懸念 

三陸縦貫自動車道については、平成２９年度までに「志津川ＩＣ」「歌津ＩＣ」が開通し、町内各所への

アクセス利便性が高まり、特に「南三陸さんさん商店街」及び「南三陸ハマーレ歌津商店街」のグランド

オープンと自動車道の開通が同時期になったことで、仙台市周辺からの日帰りでのアクセスが飛躍的に改

善され、既に１年半で１００万人を超える観光客が来街されております。 

一方で、平成３２年度中には三陸縦貫自動車道も青森県八戸市までの全線開通予定となっていることか

ら、町内への観光客の減少が懸念されるところです。 

南三陸商工会では、減少する消費人口を拡大させるために、高付加価値商品による地域の魅力度向上と

着地型観光の推進をテーマにした及び観光プログラムについて検討し、地域資源の商品化を実施する計画

です。 

 

 

                              

（出典：第２次南三陸町国土利用計画より） 
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３．南三陸商工会としてのこれまでの小規模事業者支援 

  当商工会は昭和３５年に設立され、平成１７年４月旧志津川町商工会と旧歌津町商工会が合併し、南三

陸商工会として設立し、通算５８年間、地元の経済団体としての役割を果たしてきましたが、平成２３年

の東日本大震災により会館を含め全ての資産を流出しました。 

地域小規模事業者の今まで培った指導の基礎資料を喪失したことは指導団体として大きな痛手で、事業

者の支援を実施するにも大きな障害となりました。 

  そのような状況下、平成２４年度から３年間にわたり震災地域商業復興計画策定支援事業に取り組み、

被災された事業者を中心に事業施設の整備によって失われた経済環境の回復を図ることで、喪失した消費

者市場を取戻すことを目的に、商業復興計画についての研究会を立ち上げて検討を行いました。 

続いて、本設商店街の構築に向けた「震災地域商業復興計画策定委員会」を設置し、南三陸町がまちび

らきゾーンとして計画整備を進めていた志津川、歌津地区の新商店街を具現化するため、管理運営・市街

地開発事業の促進を目的とした「（株）南三陸まちづくり未来」の設立に向けて検討支援しました。 

  加えて、被災事業者の事業復旧計画の策定及び支援として、中小企業等グループ施設等復旧整備補助金

（以下、「グループ補助金」という）を活用し、個者の復旧事業計画及びグループごとの共同事業について

策定支援に取り組み、被災した事業者 9グループ１７６社、復旧事業費総額５９億円の個別復旧計画の策

定支援を実施いたしました。 

 

  参考 ＜グループ補助金申請内訳＞  平成２３年度～２７年度 

①第 2次 南三陸造船鉄工協力会 10社       ②第  5次 南三陸商業グループ 64社 

③第 5次 南三陸町流通グループ 15社       ④第  6次 南三陸社会資本整備グループ 57社 

⑤第 6次 南三陸町コミュニティーグループ 13社  ⑥第  7次 南三陸里創建みらいグループ 4 社 

⑦第 10次  南三陸町里創建みらいグループ 5社      ⑧第 10次 南三陸町コミュニティーグループ 6社 

⑨第 15次 南三陸里創建みらいグループ 2 社         

 

 ＜第１期における取り組みと評価等＞ 

  ①については、地域内小規模事業者に対する調査に関し、東日本大震災の復旧過程において個者が抱え

る経営課題の抽出を目的に調査を実施し、商工会に対する支援ニーズを把握する上で重要な基礎資料とし

て活用することができましたが、現状を重視するあまり事業復旧中心の内容に偏っていたことから、第２

期においては、各業種の景気動向及び予想推移の情報を中心に、管内の各業種と全国・宮城県域の調査結

果を比較分析の上公表することで、売上及び収益、資金計画改善の基礎資料として活用できる内容に改善

を図ります。 

また、第１期での被災事業者の事業復旧計画の策定及び支援として、個別の復旧事業計画及びグループ

ごとの共同事業について策定支援に取り組み、被災した事業者７グループ４５社、復旧事業費総額４５億

円の個別復旧計画の策定支援を実施しました。被災の有無・財務状況・収支状況・後継者の有無等を踏ま

え、明確なテーマをもって事業計画策定支援を実施したことが高評価を得られましたが、今後は、従来の

支援に加え、喫緊の問題である事業承継についても、早急に事業計画を策定することが急務であり、経営

支援基幹システム（ＢＩＺミル）（以下、「ＢＩＺミル」という）の有効活用と事業計画策定に向けての取

り組みを強化する必要があるとの指摘がありました。 

 

本会では平成２８年４月１日～平成３１年３月３１日を期間とした経営発達支援計画の認定

（第１回認定）を受け、以下の３つの目標を掲げ、各種事業を展開しました。 

    ①被災事業者の事業施設等復旧による地域経済基盤の整備 

②水産加工業の体質改善による地域産業振興 

③商業・観光業の振興による交流人口増と地域コミュニティ再生 
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参考 ＜グループ補助金申請内訳＞  平成２８年度～平成２９年度 

①第 17次 南三陸みらい創造グループ 13社     ②第 18次 南三陸にぎわい創出グループ 14社 

③第 18次 南三陸建設産業グループ 9社       ④第 19 次  南三陸建設産業グループ 1社 

⑤第 19次 南三陸マリンサービスグループ 6社       ⑥第 20 次  南三陸にぎわい創出グループ 1社 

⑦第 20次 南三陸にぎわい創出グループＡ1社 

 

②については、経営体質改善を目指し、販路拡大を目的に商談会出展を促しました。商談会出展につい

ては、小規模事業者には不慣れであるため商談会対応セミナーを開催して、出展する小規模事業者が新規

取引先を獲得までのアプローチの方法について支援を行いました。評価委員会での評価は、新たな商談先

を獲得するなど、一定の効果が得られたことが高く評価されました。 

  第２期では、支援対象を水産加工業者だけではなく食料品製造事業者まで範囲を広げ、５事業者の自社

商品(特に新商品開発・既存商品の見直し・価格帯等)に対する需要動向の調査に改めるとともに、調査場

所についても産業フェアや展示会の会場で調査実施するよう内容を大幅に改善し事業継続します。 

 

③については、「地域資源を活用した流通及び観光商品の開発による地域資源の魅力度向上と着地型観

光の推進」をテーマに、「特産品開発」「地域食開発」「新観光開発」を通じ、復興需要後の地域振興を図る

ことを目的に小規模事業者地域力新事業全国展開支援事業を実施いたしました。今後、地域資源を活用し

た流通及び観光商品の開発による地域資源の魅力度向上と着地型観光が検討され、具体的に、「特産品開

発」「地域食開発」「新観光開発」を通じ、未活用の地域観光資源を新たに商品化することで、当地域の

魅力が再構築され継続的な観光振興が図られることから継続して事業実施します。 

また、観光客消費動向調査については、新設された町内 2 ヶ所の商店街「南三陸さんさん商店街」及び

「南三陸ハマーレ歌津商店街」にて、延べ４日間７５０人を対象に調査を実施し観光業者の基礎資料とし

て活用でき評価委員からの評価も高かったことから、第二期においても、商店街管理運営会社㈱南三陸ま

ちづくり未来の協力のもと事業を継続して実施するものです。 
  一方、震災地域商業復興計画策定事業では、「ハマーレ歌津商店街」への来訪を促すことを目的に、体験

型交流施設「かもめ館」を設置し、地域住民と観光客の新たな交流の場なることが期待されるところであ

り、事業が終了したことに伴い第２期では事業を廃止します。 
 

 
 

【経営基幹システム ＢＩＺミル】とは 
経営状況分析機能で作成したデータ（現状把握）を引継ぎ、事業者から事業計画策定に必要なヒア

リングをすることにより、事業計画書として提供することができます。事業計画書は、ビジョンから

事業実施までを１枚のシートで分かり易く表現されているため、事業者が事業計画の策定を契機に、

新たな需要の開拓に向けた自身の夢や思いを形にするとともに、事業者のビジョン達成に向けて経

営支援機関が支援し易い仕様となっています。 
（主な機能）●経営状況の分析 ●経済動向調査・需要動向調査内容の個社へ反映 
      ●事業計画策定  ●経営指導員のノウハウ指導記録の共有（クラウド管理） 
（特  徴）●年度ごとに事業者の支援進捗状況やフォローアップ結果の見える化が可能 
      ●事業所とのヒアリングデータを履歴として蓄積し支援活動内容の共有が図れる 
      ●中小企業庁「ローカルベンチマーク」とも連動したシステム 
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４．小規模事業者の中長期的な振興のあり方 

  

震災から７年半が経過する中で、復興は進捗したものの新たな課題が見えてきました。 

そこで、第 1期での取り組みを踏まえて、第 2期では小規模事業者の中長期的な振興のあり方について

改めて設定します。 

 
 
【今後 10年程度の期間を見据えた南三陸町将来ビジョン】 

 南三陸町が平成 30 年 2 月に策定した「南三陸町産業振興ビジョン」では、「森・里・まち・海のブランド

（南三陸ブランド）が確立し、町内外の多くの人との結びつきによって、地域経済や活力が持続するまち」

をビジョンとして提示しており、各産業に対し将来像と振興策を示しております。（以下抜粋） 
○観光  
地域への誇りと愛着が伝わる『地域・産業が一体となった南三陸ブランドのおもてなし』 
産業連携による新しい商品・サービスの創出／観光地域づくりプラットフォームの機能強化／地域資源と

食を連動させた滞在型宿泊サービスの提供／観光客向けメニューの開発／滞在型の旅行商品づくり／地域

資源を活用した体験から学ぶプログラムの充実／二次交通の整備 
○商工業 

 『暮らしを支える商品・サービスの提供』『消費者を惹きつける商品・サービスの開発』 
人材・担い手の育成・確保／地域既存企業の支援／連携強化と商店街活性化の支援／地域の資源を活用し

た起業・創業／市場ニーズの把握／消費者を惹きつける魅力ある商品開発／観光拠点型の工場の立地奨励 
 
 
 南三陸商工会では、南三陸町の提示する将来ビジョンと振興策、および地域の小規模事業者が有する課題

と支援の継続性を踏まえ、小規模事業者の中長期的な振興のあり方として、以下の将来像と中長期的な支援

に対する基本方針を定めます。 

 
 
【地域小規模事業者の将来像（ビジョン）】１～４ 
1.魅力的な観光コンテンツを創出し、観光振興に寄与するとともに、地域の消費者を支える地域商

業・観光業 

2.地域水産資源等を活用した高付加価値な地域ブランド商品を開発・地域外流通する食品製造業 

3.人口減少の中、生産性向上等により収益性を確保し、成長・事業継続する地域事業者 

4.創業・事業承継により、新たな価値を創出する活力ある地域事業者 

 
 
 
 

第 1 期（平成 28 年度～30 年度）では、中長期的なあり方として最優先事項を被災事業者への

事業の再建を継続的に支援することを掲げ、事業の持続的発展に向け、個別事業者の経営力向上

並びに販路開拓支援等の強化を図る目的で以下の 3項目を設定し事業を展開しました。 

 

１．地域コミュニティの再生や観光交流人口の拡大を通じた地域内外からの収益確保の強化 

２．事業者の状況に応じた経営強化と販路拡大のための支援 

３．被災事業者の継続的支援 
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【中長期的な小規模事業者支援基本方針】Ⅰ～Ⅳ 

 Ⅰ.成長および新たな価値創出に向けた計画的経営の実践支援 

東日本大震災後、人口減少・復興需要の発生・交通インフラ整備など当地域の経営環境は大きく変化し

てきました。被災後の施設等復旧は進展し、多くの事業者は復興需要を享受しましたが、人口減少の進展、

復興需要の減退、三陸道延伸など、今後も大きく変化する市場環境に対応するため、個別の小規模事業者

の成長による事業継続性向上を図るための支援が必要となっています。具体的には、地域内消費市場縮小

に対応する地域外からの「外貨獲得」の能力強化であり、事業戦略・マーケティング能力強化を図ること

を目標に、継続的・計画的な事業実施を支援します。 
また、減少する事業者数に歯止めをかけ、地域活性化を図るため、新たな事業者の創業や、事業承継お

よび第二創業を推進する必要性があります。地域の新たな価値創出を促進すべく、事業者の新陳代謝およ

び成長を支援します。これら活動を継続することで、地域課題でもある区画整理後の土地利活用促進にも

繋がるものと考えます。 
当計画においては、地域経済動向調査・経営状況分析・事業計画策定・策定後実施などの支援を通し、

経営環境変化に対応できる経営力の向上と、創業等による新たな価値創出を図ります。 
 
Ⅱ.地域の消費市場縮小に対応する新たな価値の創出 

当地域は、従来の人口減少に加え、震災後の人口流出により地域消費市場の急速な縮小が生じることと

なっています。これまでは復興需要により、多くの地域商工業者は再建の足掛かりを得ることができまし

たが、現在では観光客入込数は増加しているものの、個別事業者においては各社業績に開きが生じてきて

います。観光客の質・消費意欲の変化が生じていることが原因と考えられ、これは観光業のみならず食品

製造業においても同様に生じている問題です。南三陸町においても、縮小する地域消費市場に代わり、地

域外からの「外貨獲得」を推奨しており、個別事業者においては消費者ニーズを捉えた新たな価値創出が

不可欠となります。また、観光振興においては、個別事業者と連携しつつ、地域の魅力を高めるため、観

光資源の掘り起しや新商品開発、情報発信等を強化する必要があります。 
当計画においては、需要動向調査・需要開拓・地域経済活性化等の各支援にて、商品開発支援とともに、

販路開拓・交流人口増に対する支援を実施します。 
 
Ⅲ．地域労働人口減少に対応する生産性向上 

地域内の人口減少は、消費市場の縮小のみならず、労働人口の減少を意味しています。震災により就労

世代を中心とした人口流出が生じ、今後も人口減少・労働人口減少が継続的に生じる予測となっており、

地域雇用を支えてきた食品製造業を中心に事業継続性を喪失していくことが懸念されています。対策のた

めには、商品・製品の高付加価値化を図るとともに、生産性向上に向けた体質改善を図ることが求められ

ています。具体的には、食品製造業等の機械化による効率化や、工程改善による生産性向上、柔軟性のあ

る雇用等による雇用促進と人材活用などに関する支援強化となります。 
当計画では、経営状況調査による現状把握、経営状況分析・事業計画策定・策定後実施等の各支援にて、

生産性向上に対する支援を行います。 
 
Ⅳ．多様化する経営課題解決に向けた支援スキルの向上 

経営指導員については、従来型の金融や税務に加えて、法務や労務、ＩＴ、販路開拓（海外展開）、事業

承継などの相談ニーズの多様化により、個々の経営指導員に求められる役割や求められる能力が大きく変

化・高度化しています。また、それらの諸問題が複雑に絡み合い、商工会の支援だけでは解決が難しい経

営課題が増加していることから、ワンストップでの経営支援サービスを提供するためには、組織連携のも

と個々の経営指導員の資質向上を図るとともに、宮城県商工会連合会サポーティングリーダー及び㈱日本

政策金融公庫始め地元金融機関、宮城よろず支援拠点などの他機関との連携を含めた組織的な小規模事業

者支援の能力向上を図ることで相談者の利便性の向上に務めていきます。 
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５．経営発達支援事業の目標と方針（第２期 平成３１年４月１日～平成３６年３月３１日） 

 中長期的な振興のあり方を踏まえ、今後５年間の計画期間における経営発達支援事業の目標と方針を

以下の通りとします。 

 

目標 ①「新たな経営課題解決に向けた事業計画策定及び実施支援」 【改善・継続】 

   掘り起こしのための巡回訪問については、事業復旧計画策定事業者を中心に巡回により経営課題を抽

出し、次のステップとして、通常の事業計画策定支援を始めとした、小規模事業者の経営課題解決に向

け、具体的且つ理解しやすい内容を考慮しつつ、実効性のある計画策定の支援を実施します。 

 

  方 針 

 震災からの復旧に対する再建計画及び資金需要については一定の目途が付き、相談案件についても、

売上の伸び悩み、労働力確保難による生産性向上に向けた経営課題、事業を継続したいが承継者がいな

い事例等、専門知識を要する経営課題に移行してきていることから、経営指導員を中心に専門家を交え

ながら個々の課題解決に向けて着実に支援を実施する必要があります。 

 

  目標 ② 「新規ビジネス創出に向けた創業支援」 【新規】 

   東日本大震災後、当地域で起業を目指す方が多くなっており、第１期においても創業支援を実施して

おります。激変する市場環境に柔軟に対応出来る経営力の向上を図ることが重要であることから、新た

な需要開拓に向けた創業計画の策定と計画の着実な実施に向けた伴走型支援に取り組み、新規創業や第

二創業による新陳代謝の促進を図ることで、小規模事業者の減少を食い止めます。 

 

方 針 

   創業者の多くは、自分の感覚だけで成功すると思われておりますが、感覚だけでは経営は成功しない

ので、しっかりした創業計画の策定を行い、第三者が見ても成功できると思われる計画策定の支援を行

うとともに、創業後に当初計画した以外の事象の出現等により一人で悩むケースがあるので、新規ビジ

ネス創出に向けた創業支援を行います。 

  

  目標 ③「水産加工業を含む製造業の生産性向上及び販路開拓支援」 【改善・継続】 

商談会出展についての支援内容は継続するが、現状を踏まえると出展事業者が一部の水産加工業者に

留まっていることから、今後は、小規模の食品製造業を対象に商品開発から生産工程及び販路開拓まで

の総合的な支援を実施します。 

 

  方 針 

支援内容については、保有する技術力、人員、製造ライン等を考慮したうえで、支援方針を定め

事業者の実情に沿った販路開拓支援を実施します。 

 

目標 ④「地域資源を活用した新商品開発による地域経済の活性化」 【改善・継続】 

東日本大震災によって南三陸町の人口は、急激に減少し今後も減少傾向にあります。このため、今後

も経済規模が縮小されることが予想される中、地域資源である「水産物」や「三陸独自の自然」などの

未活用資源の掘起しと活用などを通じ、「食」と「ヒト」「体験」等を加味した高付加価値商品のブラン

ド化及び観光プログラムを展開することで、交流人口を促進し消費拡大を推進いたします。 

    

  方 針 

地域資源を活用した流通及び観光商品の開発による地域資源の魅力度向上と着地型観光が検討され、

具体的に、「特産品開発」「地域食開発」「新観光開発」を通じ、未活用の地域観光資源を新たに商品化

することで、当地域の魅力が再構築され継続的な観光振興が図られると考えます。 
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  目標 ⑤「関係機関との連携及び支援体制の強化」 【新規】 

多くの小規模事業者は事業の再建まではたどりつき、新たな設備を用いて再始動はしたが、市場が激

変しております。この市場競争に勝つためには、生産性の向上、消費者ニーズを汲む商品開発や高次衛

生管理手法の導入などの新たな経営課題への対応が必要であります。 
これらの多様なニーズに対応するためには、職員の支援能力向上がかかせないため、新たな関係機関

との連携によることで、ワンストップサービスへの対応が必要となります。 

 

  方 針 

経営指導員の支援機能強化については、宮城県商工会連合会主催の職階級研修及び課題別研修を受講

することで一定の知識は得られておりますが、それを支援に活用するには指導経験によりバラツキがあ

ることから、経験不足による支援内容に誤差が生じないよう情報及び支援内容の共有を図るとともに、

複雑な経営課題解決については関係機関と連携し小規模事業者にとって最善の解決策を打出せるよう

支援体制を強化します。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

（１）経営発達支援事業の実施期間（平成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 

２．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

                      ↓ 
第 1 期経営発達事業では、事業内容が各事業項目に重複記載していたことから、第 2 期での事業計画に連動する

よう項移行した上で＜第 1期における取り組みと評価＞に明示します。 

 

＜第１期における取り組みと評価＞ 

   第 1期では、４つの事業（①、②、⑥、㉖）を実施したところ、評価委員会における各事業の評価及び

第 2期の取り組み方針は以下の通りとします。 

 

  ①地域内小規模事業者の経営状況調査                     改善【継続 】 

地域内小規模事業者の経営環境が刻々と変化する中で支援ニーズも段階的に変化することから、復旧の

状況及び支援ニーズを中心に経営状況調査を実施し、２４０件の経営状況及び支援ニーズに関しての情報

を収集してきました。評価委員会の評価では、後述の通り調査内容について改善が必要との指摘を受けま

した。 

第 2期では業種別に事業所を抽出した上で、四半期の景気動向現況調査を基に経営状況の見通し等につ

いて、全国商工会連合会（以下「全国連」という）・宮城県商工会連合会（以下「県連」という）の景気

動向現況調査に連動した内容に改善し実施します。 

具体的には、管内各業種における景況感の把握、資金繰りの状況、今後の見通し、雇用人員の状況、各

業種の仕入れ単価の動きなど、全国連及び県連のデータとの比較分析し、小規模事業者に対して有益な情

報提供を行う内容に改善し継続します。 

 

②地域内小規模事業者の経済動向の分析                    【包括】②→① 

経営状況調査について分析を実施し、個者のデータについては事業計画策定支援の基礎資料として BIZ
ミルに蓄積するとともに、各種動向調査結果を個者の事業計画策定に活用しました。第 2期では、同一の

事業として①地域内小規模事業者の経営状況調査 に包括し事業実施します。 

 

  ⑥各種調査分析結果の公表                           【包括】⑥→① 

分析結果については職員間で情報共有し、南三陸商工会ホームページ及び商工会レターで公表しまし

た。第 2 期では、事業との関連性から ①地域内小規模事業者の経営状況調査 の一つとして包括し事業実

施します。 

第 1期経営発達支援事業 

2.地域経済動向調査に関すること[指針③] 

  ①地域内小規模事業者の経営状況調査                 改善【継続】 

  ②地域内小規模事業者の経済動向の分析               【包括】②→① 

  ③観光客消費動向調査・分析                       項移行【包括】2.③→6.㉕ 

  ④新商店街設置に伴う経営支援                        項移行【包括】2.④→5.⑲ 

  ⑤経営指導員による経営支援（巡回・窓口）             項移行【包括】2.⑤→5.⑲ 

  ⑥各種調査分析結果の公表                      【包括】⑥→① 
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  ㉖水産加工業者への需要動向情報の提供                   項移行【包括】6.㉖→① 

首都圏等への全国展開及び新商品・サービス等を開発する水産加工業者等に対しては、販路開拓セミナ

ー開催時に、類似する商品、サービス等の消費トレンド、売れ筋商品の情報について周知するに留まりま

した。評価委員からの評価でも、全国的なビックデータを活用した消費トレンド情報・消費動向等の個者

の収益改善に直接結びつく情報提供が必要との指摘を受けました。 

第 2期では①地域内小規模事業者の経営状況調査 の一つとして包括し、新たな事業として、RESAS（地

域経済分析システム）を活用し、水産加工業者を含む食品加工業者向けに四半期毎の調査結果公表に合せ

て年 1回（10月）に消費トレンドの情報を添付することで管内小規模事業者に広く周知を実施します。 

 

   

＜今回の申請における取組＞ 

 

(１)現状と今後の方向性 

第 1期では、東日本大震災の復旧・復興過程において個者が抱えている事業再建計画上の問題解決に向

けての支援ニーズを把握する上で、重要な基礎資料として活用しましたが、津波で流出した基礎データの

再構築を重視するあまり、各業種における景気動向の予想推移情報が不足していることから、各業種の景

気動向の現況をより詳細に把握することを目的に、管内の景気動向に加え、全国・宮城県数値と比較分析

できる調査内容に改善を図りました。 

第 2期では、地域の経済動向を収集及び分析・公表することで、管内の小規模事業者の経営発達支援を

目的に、地域内経済に影響を与える業種の中で、代表的な事業者で同業者の動向を反映している小規模事

業者 14 社（製造業４社、建設業２社、小売業２社、サービス業６社）を対象に、地域内の経済動向、企

業経営状況、資金繰り、今後の景気予想等を、調査・分析するとともに、全国連・県連が実施している景

気動向現況調査の内容を同一とし数値を比較分析することで、予想推移情報を提供し、個者の事業計画策

定の基礎資料として活用します。 

又、全国的なビックデータを活用した消費トレンド、売れ筋商品、消費動向等の調査分析結果を管内小

規模事業者に周知することで、収益改善に直接結びつく情報提供を実施します。 

 

 

(２)事業内容 

 ①地域内小規模事業者の経営状況調査                     改善【継続】 

地域の経済動向を収集及び分析・公表することで、管内の小規模事業者の経営発達支援を目的に、各業

種の景気動向現況調査結果を比較分析し四半期毎に公表することで、予想推移情報の速報値を個者の経営

分析及び事業計画に反映できるよう調査内容・公表時期を改善し実施します。 

 

 

 

評価委員会での事業評価は、小規模事業者の経営状況を把握することが必要であるが、各業種

についての景気動向の予想推移情報が不足しているとの指摘がありました。また、全国的なビッ

クデータを活用した消費トレンド情報・売れ筋商品・消費動向等を調査分析することで、より個

者支援を図ることが必要であるとの指摘もありました。 

第２期では、前期の取組みに加えて、収益改善に直接結びつく情報提供が必要との指摘を受け、

大幅に改善し事業実施します。 
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項 目 経営状況調査内容 

調査目的 業種の経営状況・資金繰り・今後の見通し把握 

収集情報 業種別抽出 14社（固定事業者） 

①製造業 

・水産加工業 ２社 

・非食品製造業２社 

②建設業   ２社 

③小売業   ２社 

④サービス業 

・飲食業   ２社 

・宿泊業   ２社 

・理美容業  ２社 

 

調査項目  売上高 

 客単価（水産業加工・宿泊業除く） 

 客数（水産加工業除く） 

 仕入単価（宿泊業除く） 

 諸経費 

 営業利益 

 資金繰り 

 借入負担 

 雇用状況 

 販路（宿泊業・飲食業除く） 

 業況 

 経営課題 

 見通し 
 

調査方法 四半期毎を事前に調査票送付する。その後に経営指導員が巡回

によりヒアリング調査実施 

分析方法 業種・項目別に整理し、管内と全国及び県内データについて専

門家を交えながら業種の景気動向現況調査結果の比較分析 
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②RESAS（地域経済分析システム）の効果的運用                 【新規】 

管内において水産加工業を含む食品製造業及び観光を主軸としたサービス業に対し、限られたマンパワ

ーや施策支援を集中投下し、効果的な経済活性化を目指すため、経営指導員が「RESAS」(地域経済分析シ

ステム)（以下「RESAS」という）を活用した地域の経済動向分析を行い、年１回（毎年 10月末日）、商工

会ニュースレター及び商工会ＨＰ上にて公表します。 

 

調査目的 ビックデータを活用した経済動向分析 

調査対象 当地域の経済全般の分析 

調査項目 

 

 

1.産業別生産分析 

2.産業別支出分析 

3.労働生産性の動向分析 

4.産業構造 

5.産業別付加価値額 

6.製造業の構造・比較・出荷額等 

7.商業の構造・比較・年間商品販売額 

8.平均賃金・有効求人倍率等 

9.消費トレンド 

調査手法 地域経済分析システムより毎年 10月末現在データ収集 

分析手法 経営指導員が専門家と連携し分析 

 

 

 

(３)成果の活用 

管内の業種別の状況は、経営指導員含め全職員で共有することで個者支援を拡充し、ＢＩＺミルへのデ

ータ蓄積を行い事業計画策定の基礎データとして役立てます。また、調査結果の公表については、事業者

が特定されないように配慮した上で、商工会ホームページ・商工会ニュースレターにて広く管内小規模事

業者に周知を実施します。 

 

 

(４)目標 

  地域内小規模事業者の経営状況調査は四半期毎に、管内１４社の調査結果と全国及び県内データを比較

分析するとともに、ＲＥＳＡＳを運用した地域分析内容についても、基本的には経営指導員等が分析を実

施し、専門的知識及び複雑で高度な分析内容については 「宮城県よろず支援拠点」（以下「よろず支援拠

点」という）「宮城県小規模事業者伴走型支援体制強化事業」（以下「伴走型支援体制強化事業」という）

「経営・技術基盤強化支援事業(エキスパートバンク)」（以下「エキスパートバンク」という）等 による

専門家と連携し分析を実施します。また、①地域内小規模事業者の経営状況調査は四半期毎に、②ＲＥＳ

ＡＳの分析結果は年 1回、商工会ホームページ・商工会ニュースレターにて管内小規模事業者に広く周知

します。 
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（目標） 

項目 事業内容 単位 現行 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 Ｈ35 

① 
 

経営状況調査回数 
 回 326 

56 
（14 社

×4 回） 

56 
（14 社×

4 回） 

56 
（14 社

×4 回） 

56 
（14 社

×4 回） 

56 
（14 社

×4 回） 
公表回数（年 4 回） 回 1 4 4 4 4 4 

② 

ＲＥＳＡＳ地域経済動向 
分析回数（10 月） 回 ― 1 1 1 1 1 

公表回数 回 ― 1 1 1 1 1 
  ※経営状況調査は、現行では会員支援ニーズ調査を実施し、会員 326社より調査票を回収している。調

査対象を業種別に変更したことにより 56社となっている。 

   

 

３．経営状況の分析に関すること【指針①】 

                      ↓ 
第 1 期経営発達事業では、事業内容が各事業項目に重複記載していたことから、第 2 期での事業計画に連動する

よう項移行した上で＜第 1期における取り組みと評価＞に明示します。 

 

＜第１期における取組と成果＞ 

   第 1期では、３つの事業（⑦、⑧、⑪）を実施したところ、評価委員会における各事業の評価及び第 2 期

の取り組み方針は以下の通りとします。 

  

⑦地域内経営分析実施事業者の抽出                          【継続】 

分析対象事業者の掘起しは、事業計画策定セミナー・個別相談会の参加者、震災復旧に関する事業再建

計画に伴うグループ補助金申請事業者（内小規模事業者）、を対象に分析実施事業者の抽出を実施しまし

たが、第 2 期では、平成３０年度会員支援ニーズ調査の結果を踏まえた対象者の絞込みと、過去の小規模

事業者持続化補助金申請事業者の内、収益の改善が見られない事業者を抽出するなど支援に対する取組み

を強化し、あらゆる機会を捉えて継続して実施します。 
 

⑧経営分析の実施                                           【継続】 

経営分析内容は、事業者が理解しやすい分析システムとして、平成２９年度より導入した、ＢＩＺミル

を運用し、経営指導員及び中小企業診断士等専門家と連携し、実施支援を交えながら経営分析を実施しま

した。 
第 2 期でも、平成２９年度からの基礎データ及び支援内容が蓄積されており、過去データとの対比及び

事業計画に向けた分析システムであることから継続して実施します。 

第 1期経営発達支援事業 

3.経営状況の分析に関すること[指針①] 

    ⑦地域内経営分析実施事業者の抽出                           【継続】 

  ⑧経営分析の実施                                          【継続】 

  ⑨事業計画策定支援方針の決定                 項移行【包括】3.⑨→4.⑩ 

  ⑩事業計画策定支援                                     項移行【継続】3.⑩→4 

  ⑪経営状況のモニタリング実施                             【包括】⑪→⑧ 



２１ 

 
⑪経営状況のモニタリング実施                               【包括】⑪→⑧ 

経営分析後には、分析結果をもとに経営状況のモニタリングを実施し、今後の支援方針を決定するため

の支援を実施しました。第 2 期では,事業全体の連動性を考慮し、⑧経営分析の実施 の一つとして包括し

ます。 

 

<今回の申請における取り組み> 

(１)現状と方向性 

第 1期では、事業者の財務状況、特に内部環境の強み、弱みなど経営状況の分析を実施することで、経

営状況を確実に把握することを目的に、事業者の定性的分析（ＳＷＯＴ分析）も可能であるＢＩＺミルを

有効活用しました。主に全国データの業種平均値及び地区内消費動向調査結果を基に各事業者の財務指標

を比較分析することで、グループ補助金・持続化補助金等の施策を活用した事業者への事業計画策定支援

につなげました。第２期では、評価委員会での評価が高かったことから継続して実施します。 

 

 (２)事業内容 

①地域内経営分析実施事業者の掘起し                  【継続】 

 対象事業者を抽出するためにあらゆる機会を活用して分析を実施しますが、ＢＩＺミルシステム未利用

の事業者をシステム蓄積データより抽出した上で、経営指導員を中心に掘り起しのための巡回訪問の際

に、新たに経営状況の把握調査シートを使用し、経営状況分析の重要性を説明し利用勧奨を実施します。 

 また、各種セミナー受講者、個別相談利用者、金融支援を実施した事業者、補助金申請事業者の内収益

性が改善されていない事業者など、あらゆる機会を捉えて掘り起しを実施することで取り組みを強化しま

す。 

 

②経営分析の実施                                           【継続】 

データ収集については、巡回訪問の機会に経営状況の把握調査シートを活用しながら経営指導員等がヒ

アリングにより実施します。経営分析については、ＢＩＺミルを利用することで、結果を全職員で共有で

きるとともに、中小企業庁「ローカルベンチワーク」ともリンクしており、タブレット端末を持参し巡回

先の事業者においても支援が可能となり、小規模事業者へのサービスの向上に繋げます。 

分析内容に関しても、目的別に分析結果や各動向調査結果を反映できることから、参考となる同様の事

例を常に参照し、事業者が需要を見据えた新規性のある商品やサービスの提供を検討する際の事業計画策

定支援に活用します。 

 

 【対 象 者】 セミナー受講者、個別相談利用者、ＢＩＺミル未利用事業者の中から、意欲的で収益拡大

の可能性が高い３３社を選定します。 

【調査項目】 事業者情報、経営者属性、従業員構成、目標設定（５年後のビジョン）、 

景況感、経営課題、SWOT分析の要素（強み、弱み、機会、脅威）、過去３期分の財務諸表か

らの値。 

【分析手法】 ＢＩＺミルのソフト等を活用し、経営指導員が分析を行ないます。 

 

 

 

 

 

評価委員会での事業評価は、財務状況・収支状況・事業者の経営状況の分析を踏まえ、被災された

事業者の事業再建への支援を明確なテーマとして実施したことが高評価を得られました。 

第２期でも、継続して実施します。 
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 ■経営分析内容 

項目 主な指数計算・項目等 

１ 
財務分析 

(定量的視点) 

収益性 売上高総利益率、売上高営業利益率 

成長性 売上高増加率 

生産性 一人あたり売上高、一人あたり売上総利益 

効率性 売上債権回転期間、棚卸資産回転期間 

安全性 
流動比率、当座比率、自己資本比率、棚卸資産回

転期間 

２ 
非財務分析 

(定性的視点) 

市場状況 
既存取引先の取引状況、顧客市場の動向、競合の

動向等 

商品状況 
事業者が提供する製品や新サービス、販路・販

促・販売手法 新分野進出等 

事業者情報 

事業者が保有する設備や技術や従業員、競合他社

との差別的要素(強み)、事業承継者、自社におい

て不足している要素(弱み)、経営革新、復旧状況・

震災影響等 

 

（3）成果の活用 

個々の経営状況等の分析結果については、当該事業者に対してフィードバックし、経営実態からどこに

問題があるのか等の経営課題を明確化させ、事業計画策定支援などに活用します。 
また、個別の経営分析の結果は、ＢＩＺミルシステムを活用して、クラウド内部にてデータの蓄積が可

能となります。このため、経営状況別に下記の通り区分した支援方針により、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の共有を図り、巡回訪問や窓口相談を通して、小規模事業者の事業内容

に応じた情報の提供を図るとともに、事業計画策定の基礎資料として活用します。 
  

   ■経営状況別支援方針 

経営状況 支援方針 

１ 

収益性は確保しているが財務状

況に問題がみられる状況 

物的被災事業者に多い傾向 ⇒ 

金融支援等を通した財務改善支援等 

２ 

財務面に問題は見られないが収

益性に問題がみられ、収益改善

傾向がみられない状況 

直接間接被災事業者に多い傾向 ⇒  

事業（マーケティング）改善支援 
※販路開拓の他、高付加価値化、業務改善等も含まれる 

３ 

収益性・財務状況ともに問題が

みられない状況 

成長戦略構築支援 

経営管理（モニタリング）手法導入支援 

４ 

収益性・財務状況ともに問題が

みられる状況 

事業改善・財務改善の双方を含む経営再建支援 

５ 

震災からの事業復旧が未解決の

状況 

上記各方針に加え、本設復旧（設備投資）・マーケティン

グ改善に関する支援 
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(４)目標 

 

項目 事業内容 単位 現行 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 Ｈ35 

① 掘り起しのための 
巡回訪問件数（延） 回 230 330 330 330 330 330 

② 経営分析件数 
（①×10％） 件 19 33 33 33 33 33 

    ※現行については、第１期期間（Ｈ28実績値+Ｈ29実績値+Ｈ30計画値）÷3と定義します。 

   

■経営状況の把握調査シート(一部抜粋) 

 
 

 

■経営状況分析フロー図

巡回・窓口・セミナー

経営状況調査シート活用

決算データ、事業所の様子
経営状況の把握
経営基幹システムへデータ入力

財務分析表・経営状況分析表出力

経営計画実績データ 支援活動の内容をカルテ
入力・管理 として入力・管理・情報共有

事業者へフィードバック

支援活動

事業者 経営支援

中小企業診断士等専門家
宮城県よろず支援拠点

宮城県事業引継ぎセンター

(データ連動)

活動履歴

決算データ

事業所の様子

経営状況の把握

経営状況の分析

事業計画策定

財務状況分析

ローカルベンチマーク

経営分析表(簡易)

経営分析表(詳細)

事業計画書

必要に応じて
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４．事業計画策定支援に関すること。【指針②】 

                     ↓ 
第 1 期経営発達事業では、事業内容が各事業項目に重複記載していたことから、第 2 期での事業計画に連動する

よう項移行した上で＜第 1期における取り組みと評価＞に明示します。 

 

＜第１期における取り組みと成果＞ 

第 1期では、9の事業（⑩、⑨、⑰、⑫、⑬、⑭、⑱、⑯、㉑）を実施したところ、評価委員会におけ

る各事業の評価及び第 2期の取組方針は以下の通りとします。 

 
⑩事業計画策定支援                                      項移行【継続】3.⑩→4. 

経営分析後の事業計画策定支援は、持続化補助金活用等の資金調達、市場分析情報提供・販路開拓・新

商品サービス開発等のマーケティング改善、財務改善方針に対する再生計画策定・新規投資（施設復旧等

含む）に対する投資計画を見据えて実施した結果、評価委員からも継続して実施するよう意見をいただい

ております。 
第１期においては ３．経営状況の分析に関すること に記載しておりましたが、第 2 期では事業内容に

鑑み、４．事業計画策定支援に関すること に移行して事業継続します。 
 

⑨事業計画策定支援方針の決定                             項移行【包括】3.⑨→⑩ 

財務分析や定量的分析の内容に関しては ①売上増加率（売上持続性）②営業利益率（収益性）③労働

生産性（生産性）④有利子負債倍率（健全性）⑤営業運転資本回転期間（効率性）⑥自己資本比率（安全

性）について全国データ業種平均値を基に比較分析を実施し、経営分析結果を基にした経営課題の抽出と

それに伴う支援方針を決定し、個者支援を実施しました。 
第１期では、独立した項目を設け事業を実施しましたが、第 2 期では ⑩事業計画策定支援 に包括しま

す。 
   

⑰被災事業者への事業再建計画策定支援                         【包括】⑰→⑩ 

震災からの復旧については、グループ補助金及び宮城県商業再生補助金、被災者の雇用促進に関しては

宮城県雇用創出助成金を活用するなど、事業者が抱える経営課題に対応した事業計画策定を中心に経営状

況に応じた支援を展開しました。 
第１期では、独立した項目として事業を実施しましたが、申請者が減少傾向にあり、グループ支援から

個者支援への転換期であることから、第 2期では⑩事業計画策定支援 に包括し事業継続します。 
 

⑫事業復旧・復興特別相談会の実施                             【包括】⑫→⑩ 

東日本大震災被災事業者を対象にした、経済復興を目的とした特別相談会（2 回 10 事業者）個別相談

（5 回 25 事業者）開催し、対象事業者の掘起しを行ったうえで事業計画策定支援を実施しました。 

第 1 期経営発達支援事業 

4.事業計画策定支援に関すること[指針②] 

⑫事業復旧・復興特別相談会の実施                              【包括】⑫→⑩ 

⑬事業計画策定セミナー・個別相談会の開催                      【継続】 

⑭専門家派遣事業の活用                                    【継続】  

⑮販路開拓支援                                          【包括】⑮→⑩ 

⑯創業支援事業の実施                                        【継続】 

  ⑰被災事業者への事業再建計画策定支援                          【包括】⑰→⑩ 

    ⑱金融支援の実施                            【包括】⑱→⑭ 
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第１期では、グループ補助金申請事業所を対象に、復旧再建計画の策定を中心に事業を実施しましたが、

震災後７年半が経過したことによりグループ補助金申請予定者が減少傾向にあり、個者支援への転換期で

あることから、第 2期では⑩事業計画策定支援 に包括し事業継続します。 
 

⑬事業計画策定セミナー・個別相談会の開催                     【継続】 

小規模事業者持続化補助金制度説明会（1 回 5 事業所）個別相談（3 回 15 事業所）開催し、対象事業者

の掘起しにより、成長性を志向する事業者を抽出するとともに、販路開拓への取り組みを支援しました。

第 2期でも、掘り起しを行う目的のために継続して事業実施します。 

 
⑭専門家派遣事業の活用                                    【継続】 

第１期では、個別の課題解決に向けた相談においては、経営指導員及び専門家である中小企業診断士と

連携し支援を実施しました。第 2 期でも、新商品サービス開発等のマーケティング改善において効果があ

ったことから継続して事業実施します。 
   

⑱金融支援の実施                            【包括】⑱→⑭ 

第１期では、月 2 回の定例金融相談会を開催し、復旧に伴う施設復旧等設備資金需要に対応した、東日

本大震災特別貸付等の融資あっせん業務を通じ、復旧計画に沿った返済計画策定等の金融支援を実施しま

した。第 2 期では、金融支援を含めた専門的な指導の一つとして ⑭専門家派遣事業の活用 に包括し事業

継続します。 
 

⑯創業計画策定支援事業の実施                                   【継続】 

創業セミナー（4 時間 7 課程）を実施し、創業予定者２７名に対し、基礎知識及び創業計画の策定支援

を実施した結果１２名が起業しました。加えて、過去５年以内に起業した方を対象に、創業計画の遂行状

況の検証を実施したうえで、事業計画策定の支援を実施しました。第２期でも、セミナー受講者は順次創

業を予定していることから継続して事業実施します。 

第１期では、セミナーは創業支援事業に含め事業実施しておりましたが、第２期では、別項目として事

業実施いたします。 

 

㉑創業希望者への個別相談                                   【包括】㉑→⑯ 

創業支援セミナー終了後には個別による相談会を実施し、経営指導員を中心に宮城県商工会連合会サポ

ーティングリーダー及び中小企業診断士との連携により経営課題の解決に向けた支援を実施しました。第

1 期では独立した事業として実施しましたが、第 2 期では、事業の連動性から⑯創業計画策定支援事業の

実施 に包括し事業継続します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 評価委員会の事業評価は、販路開拓の取組みを支援するために、持続化補助金申請事業者を対象に

事業計画策定を支援した内容が高く評価されました。加えて、被災からの復旧状況に応じた支援につ

いては、グループ補助金申請に対して事業計画策定支援を実施し、被災事業者が再建を果たしたこと

が高く評価されました。また、金融支援についても施設・設備復旧に伴う需要が多く、㈱日本政策金

融公庫石巻支店の定期相談会を月２回定例で開催し資金需要に迅速に対応したことが高く評価されま

した。加えて、震災から７年半が経過し第１期での「共同による復旧計画策定支援から、個社支援に

よる需要を見据えた事業計画策定が重要度を増している」「事業計画策定に向けての取組みを強化する

必要がある」という指摘がありました。 

 第２期では、それを受け、事業計画策定においての支援方針を転換する時期であることから、個社

の復旧計画の進捗状況を踏まえながら、より個社を重視した支援内容に改善し、また事業承継につい

ては喫緊の課題であることから新規事業として実施します。 
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<今回の申請における取り組み> 

(１)現状と今後の方向性 

震災から７年半が経過する中で、施設復旧に関する事業計画策定支援についての支援ニーズが少なくな

ってきており、グループ支援から個者支援への転換期を迎えています。相談内容に関しても、事業再建計

画から労働力を確保するための従業員に対する待遇の改善、経済動向調査及び需要動向調査の結果を反映

した上で、生産性向上に向けた製造工程の見直し、機械化などの設備投資計画、事業承継計画など複雑化

し、専門性を要する経営課題へと移行しております。第 2期では地域経済の経済動向調査及び個者の経営

分析結果を踏まえて事業計画の策定支援を実施します。 

更に、経営指導員を中心に宮城県商工会連合会サポーティングリーダー、中小企業診断士等の専門家を

交えながら、効果的な販路開拓を図る手段として、各種展示会への参加、ホームページやＥＣサイトへの

掲載等、ＩＴを活用し計画に即した効果的な広報を実施するよう事業計画策定支援を実施します。 

 

 (２)支援に対する考え方 

  第 1期では、震災復旧の支援制度を活用し事業再建を計画している事業者を中心に、事業計画策定セミ

ナーを通じて支援対象事業者の掘起しを実施し、経営指導員並びに宮城県商工会連合会サポーティングリ

ーダーの指導と専門家派遣事業を活用しながら支援を行ったことで成果が得られたことから、第 2期でも

再開した事業者の新たな経営課題解決に向けた事業計画策定支援と事業計画を策定したことが無い事業

者を中心に継続して事業を実施します。 

  また、事業承継については、事業を承継する上での計画策定の必要性や重要性に対する事業者の関心や

策定意欲を掘り起こすため、事業承継ガイドラインによる補助金及び優遇税制等の制度を周知するセミナ

ーを開催し、個者の経営分析結果を踏まえて事業承継計画策定支援を実施し、事業承継後は、新事業展開、

収益改善のための事業計画策定支援を実施します。 

一方で、震災後、やむなく廃業に追い込まれた事業者や、人口が著しく減少し、今後の新たなまちづく

りの復興を加速化するには、民間の事業化を促進して商業の活性化を図らなければならない状況であるこ

とから、創業セミナーを開催し計画を具現化することで、新規創業を促進するとともに、雇用機会を創出

していくことで、地域経済の活性化と発展に寄与することが重要であります。 

 
■支援対象者 

 支援対象 

事業計画策定 
「経営状況の分析」を行った上で、資金調達や商品開発、販路開拓などを見

据えて事業計画の策定を考えている小規模事業者 

事業承継計画策定 
「経営状況の分析」を行った上で、これから自社の経営に深く携わることが

求められている後継者や新たな事業展開を考えている若手経営者 

創業計画策定 
創業を検討している方並びに創業間もない小規模事業者 

 

(３)事業内容 

①事業計画策定セミナー・個別相談会の開催                     【継続】 

事業計画策定の必要性や重要性に対する事業者の関心や策定意欲を掘り起こすため、資金計画、販路開

拓向け等、策定目的との関連性を重視したセミナーを年１回実施します。セミナー終了後は、経営指導員

等による個別相談を通じて、経営課題や事業計画策定意向を確認し、将来を見据えた販路開拓に繋がるよ

う計画策定を実施するとともに、策定に至らない場合においては要因を分析しながら、必要な支援を実施

します。 

 

②事業計画策定支援事業の実施                               【継続】 

BIZ ミルを運用し「地域経済動向調査」「需要動向調査」の各調査結果を反映し、また経営分析結果を踏
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まえて、現状に沿った確実な事業計画策定支援を実施します。 

 

③事業承継計画策定セミナー・個別相談会の開催           【新規】 

事業承継については、喫緊の課題であるが潜在的な需要に対し相談数が少ない状況であることから、事

業を承継する上での計画策定の必要性や重要性に対する事業者の関心や策定意欲を掘り起こすため、事業

承継支援施策の中でも、補助金及び優遇税制等の制度を含めて周知するセミナーを年 1回開催します。セ

ミナー受講後は、経営指導員及び宮城県商工会連合会サポーティングリーダー、専門家による個別相談を

実施し、個別の事業者の家族状況及び経営の状況を分析や計画策定に関する意向を確認し、承継後につい

ても新事業展開、収益改善のための事業計画の策定支援を継続して支援することで、数年後の将来を見据

えた上で事業を継承できるよう支援を実施します。 

 

 ④事業承継計画策定支援事業の実施                 【新規】 

  巡回・窓口相談等による聞き取りした結果を基に、経営者の高齢化や後継者の不在により事業承継が困

難となっている事業者の掘り起こしを行います。 

事業承継計画策定支援については、経済産業省のガイドラインに基づき支援を実施しますが、親族への

承継だけではなく、従業員への承継やＭ&Ａなど、小規模事業者の状況に応じた手法はあるものの、個者に

よって複雑な問題が多いことから、経営指導員と宮城県商工会連合会サポーティングリーダー、宮城県事

業承継ネットワーク及び宮城県事業引継ぎ支援センター、宮城県よろず支援拠点等と連携を図りつつ、課

題解決に向けた事業承継計画策定支援を実施します。 

 

⑤創業計画支援セミナー・個別相談会の実施                     【継続】 

高齢化・後継者不足による廃業での事業者減少対策として、特に、震災後減少率が高い小売業・飲食業

等の新規創業・第二創業の促進を図るため、南三陸町と連携し、産業競争力強化法における「創業支援事

業計画」に基づく創業セミナーや創業計画個別相談会の開催によるビジネスプラン策定を支援します。 

更に、個別相談を実施し相談者の個別案件解決に対応し、より具体化した事業計画立案を支援します。 

セミナー等の広報については、町内への新聞折込チラシや町広報、ホームページ等を活用し、特にこれ

まで窓口相談でも多かった女性や高齢者（定年退職者）を中心に創業者の発掘を行います。 

第１期では、創業支援事業に含め事業実施しておりましたが、第２期では、別項目として分離し事業実

施いたします。 

 

⑥創業計画策定支援事業の実施                                【継続】 

 創業予定者の多くは、すでに開業準備に着手していることが多く、その資金調達のための事業計画策定

について支援を求めています。時間的な制約がある中でビジネスプランや収支計画の精査を図る必要があ

ることから、業種別の動向調査やこれまでの創業支援実績等の内部データを活用し、専門家や他の支援機

関とも連携し創業計画策定支援を実施します。 

また、実効性の高い計画を見据えて、南三陸町の「起業化補助金」、㈱日本政策金融公庫と連携した融資

等の支援制度の情報提供を行います。 

 

⑦専門家派遣事業等の活用                                  【継続】 

小規模事業者の事業計画の策定について、「経営・技術基盤強化支援事業（エキスパートバンク事業）」

「宮城県小規模事業者伴走型支援体制強化事業」「中小企業庁ミラサポ」「宮城県よろず支援拠点」「宮城県

事業引継ぎ支援センター」（以下、これら５事業をまとめて「専門家派遣事業」とします）の専門家派遣事

業を活用し、小規模事業者等の要請に応じて、実践的な事項に関して適切な指導・助言を行います。 

加えて、金融に関する支援として、㈱日本政策金融公庫石巻支店による月 2 回の定例金融相談会を継続

して開催し、震災からの復旧・復興に伴う東日本大震災特別貸付及び事業計画の策定及び実施支援した事

業者については小規模事業者経営発達支援資金等の融資あっせん業務を通じ、復旧計画・事業計画に沿っ

た返済計画策定等の金融支援を実施します。 
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（４）目標 

項

目 支援内容 単位 現行 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 Ｈ35 

① 

事業計画策定セミナー開催数 

（参加人数） 
回 

（人） 

1 
（10） 

1 
（14） 

1 
（14） 

1 
（14） 

1 
（14） 

1 
（14） 

個別相談会開催数 

（参加人数） 

回 
（人） 

1 
（10） 

1 
（14） 

1 
（14） 

1 
（14） 

1 
（14） 

1 
（14） 

③ 

事業承継計画策定セミナー開催数 

（参加人数） 
回 

（人） 
― 

1 
（10） 

1 
（10） 

1 
（10） 

1 
（10） 

1 
（10） 

個別相談会開催数 

（参加人数） 

回 
（人） ― 

1 
（10） 

1 
（10） 

1 
（10） 

1 
（10） 

1 
（10） 

⑤ 

創業セミナー開催数 

（参加人数） 

回 
（人） 

1 
（10） 

1 
（10） 

1 
（10） 

1 
（10） 

1 
（10） 

1 
（10） 

個別相談会開催数 

（参加人数） 

回 
（人） 

1 
（10） 

1 
（10） 

1 
（10） 

1 
（10） 

1 
（10） 

1 
（10） 

 
② 
④ 
⑥ 

事業計画策定事業者数 
（事業計画策定事業者数） 
（事業承継計画策定事業者数） 
（創業計画策定件数） 

件 

 

 
 

89 
（86） 

（-） 

（3） 

33 
（23） 

（5） 

（5） 

33 
（23）

（5） 

（5） 

33 
（23） 

（5） 

（5） 

33 
（23）

（5） 

（5） 

33 
（23） 

（5） 

（5） 

※現行については、第１期期間（Ｈ28実績値+Ｈ29実績値+Ｈ30計画値）÷3と定義します。 

  ※現行事業計画策定件数（86事業所）の内、グループ補助金事業計画（63 事業所）を含んでいるが、第

２期では申請が予定されていないことから、事業計画策定支援 23 事業所が目標数として妥当である

と判断しました。 

 
 

 

５．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

                      ↓ 
第 1 期経営発達事業では、事業内容が各事業項目に重複記載していたことから、第 2 期での事業計画に連動する

よう項移行した上で＜第 1期における取り組みと評価＞に明示します。 

 

 

＜第１期における取り組みと成果＞ 

第 1期では、７つの事業（⑲、④、㉜、⑤、㉓、⑳、㉒）を実施したところ、評価委員会における各事

業の評価及び第 2期の取り組み方針は以下の通りとします。 

 

 

⑲定期的なフォローアップ支援                          改善【継続】 

第 1期経営発達支援事業 

5.事業計画の策定後の実施支援に関すること[指針②] 

  ⑲定期的なフォローアップ支援                            改善【継続】 

    ⑳事業支援ポータルサイトの活用促進                          【継続】 

㉑創業希望者への個別相談                               項移行【包括】5.㉑→4.⑯ 

㉒創業後のフォローアップ支援                       【継続】 

  ㉓被災事業者へのフォローアップ支援                     【包括】㉓→⑲ 
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第 1期では、特にグループ補助金申請事業者を中心に、事業計画策定事業者を３ヶ月に一度巡回訪問す

るとともに、必要に応じた個別相談を通じフォローアップ支援を実施しましたが、計画の進捗状況・達成

度を確認するための巡回支援となったことから、第２期では、モニタリングシートを活用した定期的なフ

ォローアップ支援を実施します。具体的な指標(売上、粗利益、原価、費用、収益、借入金等)を確認する

必要があります。加えて、計画計数のチェックのほか、特に、指針に基づく販路開拓、拡大に資するフォ

ローアップ支援を実施し、必要に応じて専門家による適切な指導・助言を行うよう改善し事業継続します。 

 

④新商店街設置に伴う経営支援                          移行【包括】2.④→5.⑲ 

第 1期では、㈱日本政策金融公庫による資金繰り等の金融相談を（毎月２回、２４回／年間）実施して

資金需要に対応し、個店の強みを活かした店づくりの支援に関しては消費動向調査の分析結果を基に、誘

客対策や共同店舗としての機能向上に向けた効果的な事業の展開を支援しました。 

魅力向上方策としては、顧客サービスの拡充を目的に接客対応セミナーを開催しました。内容について

は、クレーム対応の基礎知識とアンガーマネージメントについての知識習得と顧客ニーズに対応したサー

ビスのあり方についての研修を実施しました。第 2 期では、新商店街を管轄する管理運営会社も設立され

たことから⑲定期的なフォローアップ支援 に移行し包括します。 
 

㉜新商店街施設入居事業者に対する需要開拓支援          項移行【包括】7.㉜→5.⑲ 

第１期では、商業者が震災にて本格再建を行うため、新設した商業施設については「まちづくりの最重

要拠点」であったことから、施設出店事業所に対し事業計画策定及び金融支援を中心とした経営支援等を

実施しました。加えて、需要の拡大及び経営力の向上、取引の拡大を図ることを目的に「商店街魅力ＵＰ！

プロモーション事業」を実施し、新商店街及び町内５９事業所の動画広告を配信することで循環型観光を

柱とした誘客対策の販促ツールとして配信事業を展開するとともに、持続化補助金を活用し、地域資源を

活用した新商品及び新サービスの開発等の支援を実施しました。第２期では、町内 2つの商店街も開設さ

れ事業計画のフォローアップ支援の段階に移行したことから、⑲定期的なフォローアップ支援 に移行し

包括します。 

 

⑤経営指導員による経営支援（巡回・窓口）              項移行【包括】2.⑤→5.⑲ 

事業計画を策定した事業者に対して、事業計画策定セミナー等各種セミナーの開催についての参加者が

少なかったことから、巡回訪問によるフォローアップ支援を強化する必要があります。第２期では、⑲定

期的なフォローアップ支援 に移行し事業継続します。 

 

㉓被災事業者へのフォローアップ支援                       【包括】㉓→⑲ 

東日本大震災からの事業再建、事業再興を行う計画策定を行った事業者については、本会経営指導員と

専門家による個別フォローアップを実施し課題解決を図りました。  

第２期では、被災事業者についても事業計画策定支援事業者に含め、⑲定期的なフォローアップ支援 に

移行し包括します。 

 
⑳事業支援ポータルサイトの活用促進                            【継続】 

中小企業庁ミラサポ活用を希望する４１事業所に対し、情報収集及び専門家派遣事業活用に際しての支

援を実施しました。また、経営上の課題解決案件によっては問題に応じて専門家の派遣申請について実施

支援しました。第２期でもポータルサイトの活用を促進する予定であることから、継続して事業実施しま

す。 
 

㉒創業計画策定後のフォローアップ支援                          【継続】 

ステップアップセミナーを開催し、経営指導員と専門家が創業計画に沿った進捗状況等を確認しなが

ら、課題解決に向けたフォローアップ支援を実施しました。第２期でも、創業後の新たな課題解決に向け

て継続して事業実施します。 
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(１)現状と今後の方向性 

すべての事業計画策定先に対して、経営指導員等が確実な事業遂行となるよう３ヶ月に一度の巡回訪問

によるフォローアップ支援を実施し、創業における課題解決の対応としては、必要に応じて巡回訪問を実

施しており、継続して事業実施する必要があると評価を受けております。 

第２期では、３ケ月に一度の巡回訪問を計画的に実施しながら、新たにモニタリングシートを活用する

ことで、事業者からの具体的な指数を確認し、ＢＩＺミルに入力することにより、計画の見直しを含めて

フォローアップ支援を実施します。事業計画遂行上の課題・問題によって専門的な知見が必要となる場合

には、経営指導員並びに宮城県商工会連合会サポーティングリーダーと専門家と帯同による巡回訪問での

指導を実施します。加えて、毎月開催する経営支援会議にて情報共有を図りながら課題解決に向けての支

援を実施します。 

 

(２)事業内容 

①定期的なフォローアップ支援                              改善【継続】 

事業計画策定後フォローアップ支援を実施するために、すべての事業計画策定先に対して、３ケ月に一

度の巡回訪問を行います。独自のモニタリングシートによる情報収集を実施し、ＢＩＺミルで分析するこ

とで経営課題を抽出するとともに、継続的に支援内容を入力することにより、課題解決の情報共有を図り

ながら迅速なフォローアップ支援を実施します。 

また、専門的な指導を要する経営課題については、経営指導員等が専門家と連携し個別相談を行い、早

期に問題解決することで、より着実に事業計画が達成できるようきめ細やかなサポートを実施します。 

なお、課題の難易度に応じて巡回訪問のフォローアップの頻度を変えます。 

 

※現行については、第１期期間（Ｈ28実績値+Ｈ29実績値+Ｈ30計画値）÷3と定義とします。 

 

  ②事業承継計画策定後のフォローアップ                  【新規】 

事業承継については、個人の財産処分や家族内の承継問題等プライベートな問題や代表者の個人的な感

情が絡む問題であり、慎重に支援を進める必要があることから、すべての事業計画策定先に対して、３ケ

月に一度の経営指導員等による定期的な巡回訪問を基本として行い、事業計画の進捗状況を確認するとと

もに、必要に応じて宮城県事業引継ぎ支援センター、宮城県事業承継ネットワーク等の支援機関、金融機

関、顧問税理士と連携して、フォローアップ支援を実施します。 

また、フォローアップの状況及び支援内容については、ＢＩＺミルで情報管理することで経営指導員間

の情報共有し、経過を含めカルテとして整備し、継続的な支援に活用します。 

 

 

 

 

項目 目標 単位 現行 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 Ｈ35 

① 

フォローアップ対象事業者数 
（事業計画策定件数） 件 38 23 23 23 23 23 

フォローアップ回数（述べ） 
（策定件数×４回） 回 400 92 92 92 92 92 

評価委員会の事業評価は、フォローアップ支援については、概ねできているとの評価を受けまし

たが、巡回する時期が不定期であったことから定期的な巡回指導が必要との指摘がありました。今

後も継続的に実施するようにとのコメントをいただき、下記の通り展開を行います。 
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③創業計画策定後のフォローアップ支援                          【継続】 

   創業計画を基に開業したすべての創業計画策定先に対して、３ケ月に一度の巡回訪問により、事業計画

の進捗状況を確認し、必要に応じて巡回訪問回数を増やします。また、創業計画策定時との大幅な乖離が

見られる場合は、早急に原因を解明し必要に応じて中小企業診断士等の専門家の活用や他の支援機関と連

携した支援を実施します。 

  また、フォローアップの状況及び支援内容は、BIZ ミルで支援内容を管理することで経営指導員間の情

報共有し、改善が生じた場合の事業改善計画の基礎資料として活用いたします。 

※現行については、第１期期間（Ｈ28実績値+Ｈ29実績値+Ｈ30計画値）÷3と定義する 

 

④事業支援ポータルサイトの活用促進                            【継続】 

中小企業庁「ミラサポ」については、第１期でも、サイトの有効活用について周知し、現在 41 事業所

が登録済みでありますが、主に専門家派遣事業に際しての活用のみに終始していることから、ビジネスツ

ールとして十分に活用できるようサイト内の情報を含めた利用方法について支援し、第 2 期でも、未活用

事業者においては、最新の施策情報など事業所にとって有益なツールを周知しながら継続して事業を実施

します。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 目標 単位 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 Ｈ35 

② 

フォローアップ対象事業者数 
（事業承継計画策定件数） 件 5 5 5 5 5 

フォローアップ回数（述べ） 
（策定件数×4 回） 回 20 20 20 20 20 

項目 目標 単位 現行 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 Ｈ35 

③ 

フォローアップ対象事業者数 
（創業計画策定件数） 件 3 5 5 5 5 5 

フォローアップ回数（述べ） 
（策定件数×4 回） 回 12 20 20 20 20 20 
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６．需要動向調査に関すること【指針③】 

                       ↓ 
第 1 期経営発達事業では、事業内容が各事業項目に重複記載していたことから、第 2 期での事業計画に連動する 

よう項移行した上で＜第 1期における取り組みと評価＞に明示します。 

 

＜第１期における取り組みと成果＞ 

第１期では、５つの事業（㉔、㉗、㉘、㉕、③）を実施したところ、評価委員会における各事業の評価

及び第 2期の取り組み方針は以下の通りとします。 

 

㉔地域内消費動向調査の実施                               改善【継続】 

第１期では、南三陸町協力のもと、管内商業（日配品販売・衣料品販売業者）の事業計画策定に際して

の基礎資料収集を目的に、町内小学校（５校）の保護者を対象に、地域内消費者の最寄品、買回品、理美

容、飲食別の消費状況について、普段買物している店舗や購入先選択の理由・満足度等を調査実施しまし

た。また、調査内容に関しては宮城県消費購買動向調査項目と調査内容が同様であり性別や年齢別など属

性別に整理分析し、ＢＩＺミルに調査結果を蓄積することで、個別の事業者データとも連動し、新たな商

品の品揃え、商品やサービスの開発などの基礎資料として活用してきましたが、評価委員会での評価は、

個者の収益改善に効果がある内容に変更してはどうかとの意見があり、第 2 期では事業者の自社商品(特

に新商品開発・既存商品の見直し・価格帯等)に対する需要動向の調査に改めるとともに、調査場所につい

ても事業者が新商品等を出展する産業フェア、商談会等の会場で事業者の自社商品(特に新商品開発・既

存商品の見直し・価格帯等)に対する需要動向の調査に改善して事業継続します。 

 

㉗需要動向結果の提供                                           【包括】㉗→㉔ 

第 1 期では、調査収集、分析した各種需要動向データについては、経営基幹システムに蓄積することで、

新たな需要開拓等を目的とした事業計画策定等の基礎資料として活用しましたが、第 2期では、個者の商

品開発等に活用することを目的に㉔地域内消費動向調査の実施 に包括します。 

 

㉘需要動向データの活用                                       【包括】㉘→㉔ 

第 1期では、ＢＩＺミルにデータ蓄積後に商工会ＨＰ上で公表するとともに、全会員に商工会ニュース

レターとして発送してきましたが、第 2 期では、ＢＩＺミルの個者データに蓄積し、事業者の商品開発基

礎資料として提供することを目的に㉔地域内消費動向調査の実施 に包括します。 

 
㉕観光客消費動向調査の実施                                 【継続】 

第 1 期では、当初実施場所として観光客が訪れる頻度が高かった（一社）南三陸観光協会のグッズショ

ップ「みなみな屋」を想定していましたが、隣接していた商店街が移設したことから、新設された町内 2

ヶ所の商店街「南三陸さんさん商店街」及び「南三陸ハマーレ歌津商店街」において、観光客の具体的な

需要の把握を通じた新たな商品やサービスの開発を支援することを目的に 4 日間(土日含)、来場者７７０

名（Ｈ29 実績）を対象に消費動向調査を実施しました。第 2 期でも、従来の調査に加え業種別の調査内容

に拡充し、業種別の需要動向調査として継続して事業実施します。 

第 1期経営発達支援事業 

6.需要動向調査に関すること[指針③] 

  ㉔地域内消費動向調査の実施                             改善【継続】 

㉕観光客消費動向調査の実施                               【継続】 

㉖水産加工業者への需要動向情報の提供                  項移行【包括】6.㉖→1.⑥ 

㉗需要動向結果の提供                                         【包括】㉗→㉔ 

㉘需要動向データの活用                                     【包括】㉘→㉔ 
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③観光客消費動向調査・分析                          項移行【包括】2.③→㉕ 

第 1期では、調査分析結果をＢＩＺミルに反映するよう情報蓄積し、速報値については商工会ホームペ

ージに掲載し、商工会ニュースレターとして全会員に発送することで、新消費品開発及び新サービスの基

礎資料として活用しました。第 2 期でも、事業の連動性を考慮し ㉕観光客消費動向調査の実施 に包括し

ます。 

 

 

 

＜今回の申請における取り組み＞ 

 

(１)現状と今後の方向性 

①地域内消費動向調査の実施については、地域内の一般消費者が普段買物している店舗や購入先選択の

理由・満足度等の調査を実施しましたが、第 2期では、個者へ調査結果を反映し収益改善に繋がるよう調

査場所及び調査内容を大幅に改善し、食品製造業を中心に過去の産業フェア等出展者の内、小規模事業者

を４事業者選定し、自社商品(特に新商品開発・既存商品の見直し・価格帯等)に対する需要動向の調査に

改めるとともに、調査場所についても事業者が新商品等を出展する、産業フェア等の会場で調査実施する

よう内容を大幅に改善し事業継続します。 

②観光客消費動向調査の実施については、町内２ヶ所の商店街「南三陸さんさん商店街」及び「南三陸

ハマーレ歌津商店街」が、新設から１年半を経過し来街者についても目標を遥かに上回る 100万人が訪れ

ており、観光客の具体的な需要の把握を実施するには最適な場所であることから、第２期でも、業種別の

調査内容を拡充し、具体的な需要の動向を調査することで新たな商品、サービスの開発に対応した調査内

容に一部改善し、引き続き商店街管理運営会社「㈱南三陸まちづくり未来」の協力のもと事業を継続して

実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価委員会の事業評価は、地域消費動向調査について、個社の収益改善に資する内容に変更して

はどうかとの指摘がありました。また、地域内消費動向調査では、より個者の収益改善に効果があ

る内容も追加すべきとの指摘がありました。観光客動向調査については、地域外から来訪する方を

対象とした商業、飲食業、宿泊業等の業種では、営業展開を行う上で必要であるため有効であり、

継続して事業実施を行う必要があるとの指摘を受けました。第２期では、地域内消費動向調査は、

事業者の自社商品(特に新商品開発・既存商品の見直し・価格帯等)に対する需要動向の調査に改善

し、調査場所についても産業フェア等の会場で調査実施するよう内容を改善し実施します。 

観光客消費動向調査は、業種別の調査内容を拡充し、具体的な業種別の需要動向を調査すること

で、新たな商品・サービスの開発に対応した調査内容に一部改善し事業実施します。 
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(２)事業内容 

①地域内消費動向調査の実施                             改善【継続】 

   産業フェア等展示会来場者への需要動向調査 

 

目  的 個者の商品に対する需要動向の把握 

調査頻度 年 1回 （11月予定） 

支援対象 食品製造業者 （４事業者) 

調査主体 南三陸商工会 

調査対象 産業フェア来場者(当町及び周辺市町村の一般消費者) 

調査方法 出展事業者の商品について、イベント開催時間内の試食等の無料体験など

の提供を通じてアンケート調査を実施します。商工会は当日のヒアリング実

施支援並びにアンケート用紙の作成支援を行います。 

調査サンプルについては各事業者３０件を目標とします。 

 

調査項目 

（例） 

共通項目…性別・居住地・年代、価格・質・量・デザイン・意見 要望 

※その他、事業者と検討して個別に項目を設定する。 

意見・要望については自由記載とし、広く意見を聴収するものといたします。  

分析手段 調査したアンケート調査結果については、商工会にて出展者毎に整理分析

し、巡回指導等を通じて事業者に情報提供を行います。 

既存商品の改善改良支援や新商品開発による、個者の販路拡大に繋がる事業

計画策定支援に活用します。 

  

  ※産業フェアについては、午前 9 時から午後 2 時まで開催されますが、来場者のピークは、 
午前 10 時～正午頃までであるため、調査３０サンプル程度であります。 
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②観光客消費動向調査の実施                               【継続】 

 

目  的 観光地全体の知名度向上のための消費動向調査 

調査頻度 年 1回 8月(金・土・日・月曜日)4日間 

調査場所 南三陸さんさん商店街、南三陸ハマーレ歌津商店街 

調査対象 商店街来場者 ７００人 

調査方法 経営指導員等が中心となり２名体制で各商店街来場者を対象に調査実施 

調査項目 

 

（来場者情報） 

１．居住地(国籍含む) 

２．性別     ３．年齢    ４．観光目的 ５．同行者数   

６．交通手段   ７．訪問先施設   

（商店街施設情報） 

１．駐車場の広さ ２．商店街来街頻度 ３．施設全体(要望) 

４．施設・設備に関する要望・意見 

（小売販売に関する情報） 

１．利用店舗 ２．購買商品名 ３．価格帯  ４．内容量  

５．お土産品に求めるもの（要望・意見） 

（飲食に関する情報） 

１．利用店舗 ２．利用メニュー ３．価格帯 ４．食事のおいしさ 

５．内容量 ６．接客サービス内容 

７．食事に求めるもの（要望・意見） 

（宿泊に関する情報） 

１．宿泊施設 ２．滞在日数 ３．滞在目的 ４．情報入手先 

５．宿泊料金 ６．食事内容 ７．施設内容 ８．サービス内容 

９．宿泊に求めるもの（要望・意見） 

 

活用方法 調査分析結果については、商工会ホームページ及び商工会ニュースレタ

ーにて広く管内小規模事業者に周知して、観光地の知名度の向上ならびに

地域ブランドの向上に役立てるための資料として活用します。 

また、ＢＩＺミルに蓄積し、事業計画策定の基礎データとして事業計画策

定に活用し、個者の収益の向上を支援します。 

小売事業については、個者の提供する商品について調査分析することで、

販売計画及び新商品開発計画の基礎資料として活用し、販売内容の拡充を

図ります。  

飲食業に関しては、個者の提供する食事内容及びサービスに関して調査

分析することで、新たなメニュー開発及び個者の独自サービス開発の基礎

資料として活用し、提供するサービスの拡充を図ります。  

宿泊業者についても、個者の提供する食事を含めたサービス内容に関し

て調査分析することで、新たなサービス開発、計画策定の基礎資料として活

用し、接客等のサービス向上を図ります。 
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(３)目 標 

項目 事業内容 単位 現行 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 Ｈ35 

① 

産業フェア展示会需要動

向調査回数 
（調査サンプル数） 

 
回 

（件） 

 
― 
― 

 
１ 

（120） 

 
１ 

（120） 

 
１ 

（120） 

 
１ 

（120） 

 
１ 

（120） 

支援調査対象事業者数 
 
社 ― 4 4 4 4 4 

② 
観光客を対象とした需要

動向調査公表回数 
（調査サンプル数） 

 
回 

（件） 

 
1 

（617） 

 
１ 

（700） 

 
１ 

（700） 

 
１ 

（700） 

 
１ 

（700） 

 
１ 

（700） 
  

 

 

 

 

 

 

 

７．新たなる需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

                       ↓ 
第 1 期経営発達事業では、事業内容が各事業項目に重複記載していたことから、第 2 期での事業計画に連動する

よう項移行した上で＜第 1期における取り組みと評価＞に明示します。 

 

＜第１期における取り組みと成果＞ 

第 1期では、４つの事業（㉙、⑮、㉚、㉛）を実施したところ、評価委員会における各事業の評価及び

第 2期の取り組み方針は以下の通りとします。 

 

㉙展示会・商談会出店支援（ＢｔｏＢ支援）               【継続】 

「食材王国みやぎ商品ブラッシュアップ専門家派遣事業」を始め、年間を通じ 12 回開催された各商談

会の周知と参加出展勧奨及び支援を実施しました。また、宮城県商工会連合会主催の「地域内商談会」へ

サプライヤー側として参加した南三陸町内水産加工業者等に対し、商品の魅力を効果的に発信できるよう

独自の広報資料を準備して出展支援を実施しました。更に、スーパーマーケット・トレードショー2018 出

展者を対象に攻略ガイド「首都圏の販路開拓」と題し、商談会の概要及びバイヤーの対応策、販売戦略の

為の調査視察ポイントを踏まえた商談手法等の習得を支援しました。第２期でも、展示会・商談会出展に

関する支援を継続して事業実施します。 
 

第 1期経営発達支援事業 

7.新たなる需要の開拓に寄与する事業に関すること[指針④] 

  ㉙展示会・商談会出店支援 BtoB 支援                    【継続】 

  ㉚インターネット販路構築支援 BtoC支援                  【継続】 

  ㉛アンテナショップ出店支援 BtoC支援                   【継続】 

㉜新商店街施設入居事業者に対する需要開拓支援            項移行【包括】7.㉜→5.⑲ 
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⑮販路開拓支援                                      項移行【包括】4.⑮→7.㉙ 

第１期では、販路開拓を目的とする補助金等の申請について経営指導員等を中心に、宮城県商工会連合

会サポーティングリーダーの指導協力を仰ぎながら申請に向けての事業計画策定支援を実施しました。 
 第 2期では、事業の関連性及びフォローアップ等の支援を継続的に行うことから㉙展示会・商談会出店

支援（ＢｔｏＢ支援）に包括して事業継続します。 

＜小規模事業者持続化補助金採択累計＞                     (単位：円) 
平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 合 計 

件数 採択金額 件数 採択金額 件数 採択金額 件数 採択金額 

21 社 7,927,021 3 社 842,495 11 社 4,503,896 35 社 13,273,412 

 

㉚インターネット販路構築支援（ＢｔｏＣ支援）             【継続】 

ニッポンセレクト.com 等の出品支援を実施した結果、3 事業所が 12 商品を登録しました。第２期では、

商談会に参加できない小規模事業所を中心に出品勧奨し、掲載アイテム数を増やせるよう出品勧奨を実施

し、商工会ホームページへの情報掲載を含めて継続して実施します。 
 

㉛アンテナショップ出店支援（ＢｔｏＣ支援）              【継続】 

第１期では、出店勧奨した結果、2 事業所 2 アイテムについて、現在、東京都有楽町「むらからまちか

ら館」での販売を実施中であり、出店アイテムの中には常に月間販売ランキングトップ１０に入る人気商

品も輩出していることから、販売契約期間満了後にも常設販売が予定されている状況であります。第２期

でも、消費者ニーズに対応した人気商品を輩出することを目指し、商談会に参加できない小規模事業者を

中心に販路開拓支援を通じて収益の確保を促進するために継続実施します。 

  

 

＜今回の申請における取組＞ 

 

（１）現状と今後の方向性 

第１期では、被災した水産加工業者を中心とした小規模事業者の新たな販路開拓支援として、単独開催

は困難な状況であるため、国内でも最大級の商談会への出展に伴う実施支援を行いました。第２期では、

小規模事業者の内、商談会に慣れていない食品製造業を重要支援先と定め、ＦＣＰ商談シート作成や商品

訴求力を高めるための陳列方法、商談成立率向上のための事前支援を行うとともに、動画広告によるプ

ロモーション支援を実施します。 

また、ＥＣサイトも含め地域小規模事業者の事業規模に考慮した情報提供を行う事で、展示会・商談会

の参加機会を最大限に活用し、計画的且つ効果のある販路開拓支援を実施します。 

 

 

 

 

評価委員会の事業評価は、商談会出展支援により、新たな商談先を獲得するなど、一定の効果が

得られたことが高く評価されましたが、商談会へ出展できない小規模事業者へのフォローアップ支

援が必要ではないかとの指摘がありました。 

第２期では、前回の取組みに加え、商談会に参加できない小規模事業者への販路開拓支援を実施

します。加えて、新製品・新商品・新製法等の情報に関しても、経営指導員等が巡回・窓口指導の

中で広く情報を集めアンテナショップへの出展勧奨を実施します。 
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（２）支援に対する考え方 

  食品製造業の内、小規模事業者については、市場ニーズに合致した高付加価値な新商品の開発を図るこ

とで、商品のブランド化を推進する必要があり、加えて、市場投入により事業の収益構造改善を支援する

ことが重要であることから、首都圏で開催される既存の商談会・展示会への出展支援を実施します。 

  展示会・商談会出展にあたっては、経営指導員が事前・事後の出展支援を行うとともに、出展期間中に

ついては、バイヤーとの対応、陳列等についてきめ細かな伴走支援を実施します。 

 

（３）事業内容 

①展示会・商談会出展支援（BtoB支援）                  【継続】 

日本最大級の規模を誇る「スーパーマーケット・トレードショー・こだわり食品フェア」において

は、管内食料品製造業を中心に３社程度を選定し参加させ実施支援を展開します。 

第２期では、事業計画策定した小規模事業者を優先的に、商談会に出店したことが無い小規模事業

者について出展支援を実施します。出展対象となる食品製造業等の新製品については、町内で開催さ

れる産業フェアでモニタリングを兼ねたアンケート調査を実施します。 

調査結果を踏まえブラッシュアップをすることで商品の訴求率を高め、加えて、商談会参加バイヤ

ーからの問合せが多い施設設備の概要・製品加工工程については、会場内ブースにおいて動画による

情報提供を実施し商談成約率の向上を図ることで、新たな需要の開拓を支援します。 

 【参考】「スーパーマーケット・トレードショーこだわり食品フェア」は、２月中旬に年１回、千葉

県千葉市幕張で三日間にわたり、全国から約９万人の食品バイヤーが来場する商談会で、全体で８０

０社程度の展示ブースがあります。 

 

②インターネット販路構築支援（BtoC支援）                【継続】 

全国商工会連合会運営のＥＣサイト「ニッポンセレクト.com」等の出品支援を行い、ＩＴを活用した販

路開拓を支援し販売促進と商品の認知度向上を図ります。重点支援先については、事業計画を策定して新

商品開発や新たな販路開拓に取り組む小規模事業者を、経営指導員等が出品商品の選定やパッケージ提

案、価格提示等商品表示の仕方などのアドバイスを行います。また、１００万会員ネットワーク及び南三

陸商工会ＨＰへ小規模事業者の提供している商品・サービスの情報及び企業情報の掲載支援を行い、販路

開拓と認知度の向上を図ります。 

 

③アンテナショップ出店支援（BtoC支援）                 【継続】 

重点支援先については、首都圏の消費者をターゲットに販路拡大を狙っている水産加工業等を対象に、

商品トレンド情報及び取扱い情報を提供しながら、東京池袋にあるアンテナショップ「みやぎふるさとプ

ラザ」や有楽町にある「むらからまちから館」等への出展を支援し、全国展開を視野に入れたテストマー

ケティングの場として、出展者や商品アイテム数の増加を図ります。 

同時に、南三陸ならではの豊富な資源を活かした、地場産品の認知度向上に向けた場として、有効活用

し、地域小規模事業者の販路拡大を支援します。 

 

（目 標） 

項目 事業内容 単位 現行 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 Ｈ35 

① 展示会・商談会参加事業所数 
（商談成約件数） 

社 
（件） 

2 
（3） 

3 
（12） 

3 
（12） 

3 
（12） 

3 
（12） 

3 
（12） 

② ニッポンセレクト. com出品支援事業者数 

（1事業者当たりの販売件数） 

社 
（件） 

4 
（40） 

5 
（50） 

5 
（50） 

5 
（50） 

5 
（50） 

5 
（50） 

③ アンテナショップ出展支援数 
（1事業者当たりの販売件数） 

社 
（件） 

2
（433） 

3 
（500） 

3 
（500） 

3 
（500） 

3 
（500） 

3 
（500） 

 ※現行については、第１期期間（Ｈ28実績値+Ｈ29実績値+Ｈ30計画値）÷3と定義する 
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                      ↓ 
第 1 期経営発達事業では、事業内容が各事業項目に重複記載していたことから、第 2 期での事業計画に連動する

よう項移行した上で＜第 1期における取り組みと評価＞に明示します。 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に関する取り組み 

＜第１期における取り組みと成果＞ 

第 1期では、５つの事業（㉝、㉟、㉞、㊱、㊲）を実施したところ、評価委員会における各事業の評価

及び第 2期の取り組み方針は以下の通りとします。 

 

㉝震災地域商業復興計画策定委員会                     【廃止】 

震災後の新市街地形成に向けて、今後のまちづくりの方向性を検討してきましたが、南三陸町内におい

て志津川地区及び歌津地区にまちづくりの拠点となる新たな商店街が新設され委員会事業が終了したこ

とにより、第２期では事業を廃止します。 

 

㉟地域資源を活用した着地型観光の策定                   【継続】 

地域資源である「水産物」や「三陸独自の自然」などの未活用資源の掘起しと活用などを通じ、「食」と

「ヒト」「体験」等を加味した高付加価値商品及び観光プログラムの開発を実施し、新商品の具体的検討を

図りました。第２期では、新たな特産品を開発し展示会・商談会に参加して全国バイヤー向けに情報発信

する事業を継続して実施します。 
 

㉞関係機関との情報連絡会議の開催                     【包括】㉞→㉟ 

改めて情報連絡会議は開催しておりませんが、上記検討会終了後に委員である南三陸町、（一社）南三陸

観光協会、㈱南三陸まちづくり未来と情報共有を実施していることから、第２期では、着地型観光の１つ

として㉟地域資源を活用した着地型観光の策定 に包括します。 
 

㊱新ブランド創出による観光振興の推進                         【包括】㊱→㉟ 

南三陸町、（一社）南三陸観光協会と連携して、「なりわい」を観光資源としたモニタリングツアーを実

施し、受入体制の整備、魅力を伝えるプロモーション手法について具体的に検討を重ねていることから、

第２期では、着地型観光の１つとして㉟地域資源を活用した着地型観光の策定 に包括します。 

 

㊲イベント開催による賑わい創出事業の実施                  【継続】 

町外者の来場を目的とした定期的なイベントについては、開催及び支援による協力を実施し、にぎわい

創出と販売促進を展開しました。 
【志津川地区】 

毎月開催の「福興市」他１０回の催事、年間延べ２４名による支援を実施しました。 
【歌津地区】 
歌津福幸夏まつりを始め５回の催事、年間延べ１４名による支援を実施しました。 

  第２期でも催事が実施されることから、事業を継続します。 

第 1期経営発達支援事業 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取り組み 

  ㉝震災地域商業復興計画策定委員会                    【廃止】 

 ㉞関係機関との情報連絡会議の開催                    【包括】㉞→㉟ 

 ㉟地域資源を活用した着地型観光の策定                  【継続】 

    ㊱新ブランド創出による観光振興の推進                        【包括】㊱→㉟ 

 ㊲イベント開催による賑わい創出事業の実施                 【継続】 
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＜今回の申請における取り組み＞ 

 

(１) 現状と今後の方向性 

小規模事業者地域力新事業全国展開支援事業を活用して、地域資源を活用した商品流通及び観光商品の

開発による地域資源の魅力度向上と、着地型観光の推進を目的として検討された「特産品開発」「地域食

開発」「新観光開発」を通じ、未活用の地域観光資源を新たに商品化することにより、当地域の魅力を再

構築し継続的な地域活性化を図ります。 

 

(２) 事業内容 

①地域資源を活用した着地型観光の策定                   【継続】 

着地型観光の継続的実施による地域経済の形成を可能な地域を確立することを目的に、「まるごと南三

陸“絆”プロジェクト委員会」を南三陸町、宮城県商工会連合会、（一社）南三陸町観光協会、南三陸農業

協同組合、宮城県漁業協同組合志津川支所、南三陸森林組合、南三陸商工会青年部・女性部など網羅する

関係者が一同に参画する「まるごと南三陸“絆”プロジェクト委員会」を年間３回開催し、地域資源であ

る「水産物」や「三陸独自の自然」など未活用資源の掘り起こしと新たなる活用などを通じ、「食」と「ヒ

ト」「震災体験」等を加味した高付加価値商品及び観光メニューの開発を実施します。 
  

    

②イベント開催による賑わい創出事業の実施                  【継続】 

震災被害による市街地再生後の活性化策について、南三陸町、（一社）南三陸町観光協会、㈱南三陸まち

づくり未来と検討を重ね、町外からの来街者を増やす施策を年間４回開催される実行委員会にて検討いた

します。具体的には、顧客を増やすために、定期的に開催してきたイベント（歌津わかめまつり、歌津し

ろうおまつり、志津川湾福興夏祭り、産業フェア、おすばて祭り）を継続開催し支援協力を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価委員会の事業評価は、震災地域商業復興計画策定委員会において、震災後の新市街地形成に向

けて、まちづくりの方向性を検討の上、新たな商店街の運営管理会社「㈱南三陸まちづくり未来」を

設立し、志津川地区及び歌津地区にまちづくりの拠点となる新たな商店街を整備されたことが高く

評価されましたが、委員会が終了したことにより第２期では事業を廃止します。 

  また、「地域資源を活用した流通及び観光商品の開発による地域資源の魅力度向上と着地型観光の

推進」をテーマに「特産品開発」「地域食開発」「新観光開発」を通じ、復興需要後の地域振興を図る

ことを目的に小規模事業者地域力新事業全国展開支援事業を実施したことについても高評価を得ら

れました。 

  更には、町外者の来場を目的とした定期的なイベントへの開催支援を実施し、にぎわい創出と販売

促進を展開したことも高評価を得られました。 
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販売促進のためのイベント一覧 

項目 催事名称 内   容 

② 

産業フェア 
地場産品を一堂に集め、展示即売する一大産業祭で、町内の新

鮮な地場産品を展示即売します。  

おすばてま

つり 

「おすばて」とは三陸地方の方言で酒の肴のこと。南三陸町志津川魚市場で

は暮れの魚介類特売を目的に毎年おすばてまつりを開催しています。遠方か

らの観光客を含め数千人が来場します。 

 

 

 

 

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成果＞ 

  第 1 期では、３つの事業（㊳、㊴、㊵）を実施したところ、評価委員会における各事業の評価及び第 2

期の取り組み方針は以下の通りとします。 

 

㊳管内金融懇談会での資金需要・業種別経済動向等の情報交換        【継続】 

第１期では、金融懇談会及び小規模事業者等経営改善資金貸付連絡会議に指導員３名が参加し、地域内

景気情報、金融支援の現状等の情報交換を実施し金融支援の能力向上を図り、小規模事業者の資金需要を

見据えた経営戦略策定支援の基礎資料として活用しました。第２期でも、金融支援能力向上を目的に継続

し実施します。 

 

㊴県内支援事例の共有によるチーム支援強化                【継続】 

第１期では、年 1 回開催される宮城県商工会連合会主催の「経営力向上支援事例発表会」において、宮

城県内の経営支援事例を共有し、指導力向上を図りました。第２期でも、指導力向上を図ることを目的に

標記事例発表会への参加が予定されていることから継続実施します。 
 

㊵専門家との支援連絡会議開催による支援ノウハウの向上          【継続】 

第１期では、宮城県商工会連合会サポーティングリーダーを中心に中小企業診断士、経営指導員３名が

年間４８回の支援連絡会議を開催し、個別の課題解決策や今後の支援方向性等について本会職員と共有・

検討し、支援ノウハウ向上に向けた具体的な情報交換を実施しました。第２期でも、支援連絡会議を継続

実施します。 

 
＜今回の申請における取り組み＞ 

(１)現状と今後方向性 

今後は、他の支援機関や専門家等との情報交換の機会を活用し、これまで以上に積極的にノウハウ等を

吸収して支援能力の向上を図ります。 

 

 

評価委員会の評価では、事業者が抱える経営上の問題は、より複雑化し高度な知識を必要とされる

ことから、専門性の高い情報等を踏まえた支援能力向上を図ることが必要との指摘がありました。第

２期では、小規模事業者支援の具体的なノウハウ情報について他の支援事例を積極的に収集し、管内

小規模事業者への支援に活用することで支援機能を強化します。 
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(２)事業内容 

①管内金融懇談会での資金需要・業種別経済動向等の情報交換        【継続】 

南三陸町、七十七銀行志津川支店、仙台銀行志津川・歌津支店、気仙沼信用金庫志津川支店との間で年

１回行われている金融懇談会を通じて、地域内景気動向、金融支援の現状やノウハウ、需要動向等につい

て情報交換を行い支援能力の向上を図ります。更に、㈱日本政策金融公庫石巻支店と管内商工会・商工会

議所の経営指導員との間での年２回開催される「小規模事業者等経営改善資金貸付連絡会議」を通じて、

地域企業の設備投資動向、業種別動向などの地域金融状況と、各商工会・商工会議所地域の復興状況や商

工業の現状・課題を踏まえた支援ノウハウ等について情報交換を行い、小規模事業者の需要を見据えた経

営戦略策定支援の基礎資料として活用します。 

   

②県内支援事例の共有によるチーム支援強化                【継続】 

年 1 回開催される宮城県商工会連合会主催の「経営力向上支援事例発表会」を通して、県内の各商工会

経営指導員とチーム支援で経営力向上に導いた支援事例について共有し、各商工会での成功指導事例の共

有を通じて、小規模事業者支援の具体的なノウハウ等について情報を交換します。 

 

③専門家との支援連絡会議開催による支援ノウハウの向上          【継続】 

宮城県よろず支援拠点等の専門家活用による小規模事業者の相談案件に対して、これらのアドバイザー

や各専門家との間で、提案された個別の課題解決策や今後の支援方向性等について本会職員と共有・検討

するための「支援連絡会議」を月 1回定期的に開催し、支援ノウハウ向上に向けた具体的な情報交換を行

います。 

 

 

 

 

 

 

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成果＞ 

第 1期では、５つの事業（㊶、㊷、㊹、㊸、㊺）を実施したところ、評価委員会における各事業の評価及

び第 2期の取り組み方針は以下の通りとします。 

 

㊶職員別資質向上による支援機能の拡充                           【継続】 

第１期では、宮城県商工会連合会主催の職員研修始め職員会議（3 回）でＯＪＴにより、職域を超えた

専門的な知識を共有することで職員相互の資質の向上を図りました。 
  第２期でも、職員会議にて専門的な知識を共有することを目的に継続実施します。 

 

㊷経営支援テーマ別研修受講による支援能力の向上               【包括】㊷→㊶ 

第１期では、宮城県商工会連合会が主催するテーマ別研修を全職員が年１回以上受講しました。また、

指導員についてはテーマ別専門研修を受講し支援能力の向上を図りました。 

第２期では、支援機能の拡充を目的に、㊶職員別資質向上による支援機能の拡充 に包括し事業実施しま

す。 

 

㊹Ｗｅｂ研修受講による支援能力の向上                          【包括】㊹→㊶ 

第１期では、ＷＥＢ研修（年間約 40 時間課程）を経営指導員全員受講することで自己啓発による資質

向上に努めました。 
第２期では、事業内容が支援機能の拡充に連動することから ㊶職員別資質向上による支援機能の拡充

に包括し事業実施します。  
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㊸経営向上研究会開催による支援能力の共有                 【継続】 

第１期では、経営向上研究会を宮城県商工会連合会サポーティングリーダー等の支援のもと各週開催

し、支援状況及び支援ノウハウを共有するとともに、チームによる支援を実践し、複雑化する経営問題に

対応する支援能力の向上を図りました。 
第２期でも、支援ノウハウ共有を目的に継続実施します。 
 

㊺全職員会議開催による企業情報共有・支援能力の向上            【継続】 

第１期では、4 か月に 1 回全職員による職員全体会議を開催し、支援ノウハウ等や地域内の小規模事業

者の景況や経営状況等の情報を共有することで組織全体における支援能力の向上を図りました。また、窓

口・巡回による相談指導についてはＢＩＺミルに支援内容を蓄積し情報共有を図りました。第２期では、

支援能力の向上を目的に継続実施します。 

 

＜今回の申請における取り組み＞ 

(１)現状と今後の方向性 

  経営指導員の支援機能強化については、宮城県商工会連合会主催の職階級研修及び課題別研修を受講す

ることで一定の知識は得られておりますが、それを支援に活用するには指導経験によりバラツキがあるこ

とから、第２期では、経験不足により支援内容に差異が生じないよう情報及び支援内容を共有し、全職員

の支援能力向上を図ります。 

 

(２)事業内容 

①職員別資質向上による支援機能の拡充                           【継続】 

従来の金融・税務・記帳指導の基本的な能力に加え、職員別に次に掲げる能力を身につけるための資質

の向上を図ることを目的に、職種別の目標を掲げ、経験年齢、担当業務を踏まえた課題別研修受講を勧奨

します。 

経営指導員 

新たな需要開拓による売上・利益の確保を図るための支援能力 

・小規模事業者の経営環境、経営状況を分析し、経営課題の抽出、 

課題解決の方策を提案する能力 

・計画の検証と軌道修正できる能力 

・支援内容にあった専門家を有効に活用できる能力 

・中小企業診断士資格試験研修 

補 助 員 
・上記全般に対する経営指導員をサポートする能力 

・軽微な経営課題に対しある程度解決策の方向性を提案する能力 

記帳専任職員 
・経営指導員並びに補助員をサポートする能力 

・小規模事業者の相談内容を捉え、経営指導員に明確に繋ぐ能力 

 

②経営力向上研究会開催による支援能力の共有               【継続】 

経営指導員相互の指導能力の向上を図るため、月１回の経営力向上研究会を開催し、宮城県商工会連合

会サポーティングリーダー等の支援のもと、経営指導員全体で小規模事業者の支援状況及び支援ノウハウ

を共有します。若手・ベテラン含めた経営指導員等全体でのチーム支援を実践することにより売上・利益

の確保に資する幅広い提案内容などお互いのスキルを学ぶなど、ＯＪＴにより伴走型の支援能力の向上を

図ります。 

評価委員会での事業評価は、経営指導員の指導能力向上を目的に、上記４８回支援連絡会議を

開催することで、指導ノウハウの共有化を図る仕組みを構築したことに高い評価が得られまし

た。第２期では、一部連動する項目について包括しながら事業継続します。 
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 ③全職員会議開催による企業情報共有・支援能力の向上            【継続】 

全職員による全体会議を４ヶ月に１回開催し、経営指導員等が研修会で得た支援ノウハウ等や地域内の

小規模事業者の景況や経営状況等の情報を共有することで組織全体における支援能力の向上を図ります。 

また、人事異動により担当職員が異動した場合にも小規模事業者への支援に支障をきたさないように共

有の仕組みである、BIZ ミルの経営カルテに事業所別の支援内容をもれなく入力することで、データベー

スを充実させ職員全体の支援機能の拡充を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

＜第１期における取り組みと成果＞ 

第 1期では、４つの事業（㊻～㊾）を実施したところ、評価委員会における各事業の評価及び第 2期の

取り組み方針は以下の通りとします。 

 

㊻評価委員会開催による事業成果の評価・見直し案の提示         【継続】 

第１期では、評価委員会（年間１回開催）については事業遂行状況及び目標達成度を示した評価判定票

を事前配布した上で、再度評価委員会にて各項目別の判定をいただいたが、当日の判定に時間を要するこ

とから、第２期では、事前配布の判定表を基に行う評価と、評価委員会当日に判定する２段階の評価判定

に改善し事業実施します。 
 
㊼経営力向上研究会開催による評価・見直し方針の決定          【継続】 
第１期では、経営指導員３名、宮城県商工会連合会サポーティングリーダー同席のもと、経営力向上研

究会（年間１回）を開催し評価・見直し方針を決定しました。 
 

 ㊽理事会での事業成果の評価・見直し結果の承認             【継続】 

第１期では、毎年度末に開催された理事会において、経営力向上研究会での評価・見直し方針を報告し

承認をいただいております。 
 

 ㊾南三陸商工会ＨＰでの結果の公表                   【継続】 

第１期では、理事会承認後早期に南三陸商工会ＨＰで公表することができなかったことから、第２期で

は、早期に公表するよう努めます。 
 

 

 

評価委員会（年間１回開催）の評価では、評価項目が膨大であり時間を要することから、事前配布

している評価判定票の中で、定量的な目標に対しては達成率の評価を実施し、評価委員会では定性

的な事業内容評価をするなどの改善が必要である指摘を受けました。 

また、定性的な支援内容については、報告内容が理解しやすいよう配慮し、適正に事業評価が行わ

れるよう内容を改善し事業実施いたします。 



４５ 

 

 

＜今回の申請における取組＞ 

 

(１)現状と今後の方向性 

事業評価に関しては、評価委員会の開催時期（年間１回開催）、評価内容を考慮した上で定量的な判

定・定性的、それぞれに判定していただく必要があると考えます。また、定性的な事業内容については

支援内容の「見える化」を意識した結果報告により、評価委員が適正に事業評価が行われるよう内容を

改善し、次年度に事業内容が修正及び改善がなされ、管内小規模事業者にとって有効な支援事業として

展開することが重要と考えます。 

 

 

(２)事業内容 

①評価委員会開催による事業成果の評価・見直し案の提示       改善【継続】 

中小企業診断士、宮城県よろず支援拠点のコーディネーター等の外部有識者による、評価委員会（年間

１回開催）において、事業の実施状況、成果の評価・見直し案の提示を行いますが、第１次判定について

は、事前に配布する目標達成度を示した評価判定表で定量的な評価判定を実施し、評価委員会当日につい

ては事業遂行状況を説明の上、定性的な判定を実施する２段階の判定に内容を改善し事業実施します。 
 

 ②経営力向上研究会開催による評価・見直し方針の決定          【継続】 

第１期同様に経営力向上研究会（年間１回開催）において、評価・見直し方針を決定します。 

 

 ③理事会での事業成果の評価・見直し結果の承認             【継続】 

第１期同様に事業の成果・評価・見直しの結果については、理事会（年間１回開催）に報告し、承認を

受けます。 

 

 ④南三陸商工会ＨＰでの結果の公表                   【継続】 

事業の成果・評価・見直しの結果を早期に南三陸商工会のホームページ（http://www.m-shokokai.com/）

で計画期間中(5 年間)公表します。 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（30年 5月末日現在） 

（１）組織体制 

①実施体制 

担当事業 職務・役割 統括責任者 主担当者 担当者 
経営発達支援事

業 

・地域の経済動向調査 

・経営状況の分析 

・事業計画書策定支援 

・事業計画書策定後の実施支援 

・需要動向調査 

・新たな需要の開拓に寄与する事業 

経営支援課長 経営支援課長 経営支援課 

経営指導員   3名 

補助員     1名 

記帳専任職員 3名 

 

 

地域経済の活性

化に資する取組 

 

 

 

 

経営支援課長 経営支援課 

主任主査 

経営支援課 

経営指導員   3名 

補助員     1名 

記帳専任職員 3名 

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 

・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 

・経営指導員等の資質向上等 

・事業の評価及び見直しをするため

の仕組み 

事務局長 事務局長 経営支援課 

経営指導員   3名 

補助員     1名 

記帳専任職員 3名 

 

    

 

②組織体制 

 

招聘

参画・提言

招聘

参画・提言

【事務局】

南三陸町

宮城県よろず支援拠点

宮城県商工会連合会

外部有識者

中小企業診断士

　　　　実績報告・改善案具申

　　具体的改善案提言　　成果の評価・見直し案提示

　　実績に基づく今後の提言

計画に基づく事業の実施・実績検証と改善策検討・実施

事務局長1名

経営支援課 総務課

  経営指導員　   3名

  記帳専任職員　2名

  事務局長　　　　1名

  補助員　　　　　 1名

  記帳専任職員　1名

理事会
（会長1名・副会長2名・理事25名）

経営力向上委員会
（経営指導員3名・外部有識者）

事業評価委員会
（8名）

　　評価内容・見直し結果報告 　　内容承認
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（２）連絡先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【南三陸商工会】 

所 在 地  ：宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田 56 

担 当 課  ：経営支援課 

電話番号   ：0226-46-3366   

FAX番号      ：0226-46-5335      

ホームページ ：http://www.m-shokokai.com 

メールアドレス：sidugawa@poplar.ocn.ne.jp 

 

【南三陸商工会 歌津支所】 

※ 東日本大震災以降閉所中 

mailto:sidugawa@poplar.ocn.ne.jp
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                  （単位：万円） 

 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 ７００ ７００ ７００ ７００ ７００ 

 

１．地域の経済動向調査 

 
８０ 

 

８０ 

 

８０ 

 

８０ 

 

８０ 

 
２．経営状況の分析 

 
１２０ 

 

１２０ 

 

１２０ 

 

１２０ 

 

１２０ 

 
３．事業計画策定支援 

 
１００ 

 

１００ 

 

１００ 

 

１００ 

 

１００ 

 
４．事業計画策定後の実施支

援 

 

８０ 

 

８０ 

 

８０ 

 

８０ 

 

８０ 

 

５．需要動向調査 

 
１２０ １２０ １２０ １２０ １２０ 

６．小規模事業者販路開拓支

援事業 

 

２００ 

 

２００ 

 

２００ 

 

２００ 

 

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 

会費、経営発達補助金、県補助金、町補助金、手数料 

 

 

 

（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）－(１) 

 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 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

2.地域経済動向調査に関すること 

 3.経営状況の分析に関すること 

 4.事業計画策定支援に関すること 

 5.事業計画の策定後の実施支援に関すること 

 6.需要動向調査に関すること 

 7.新たなる需要の開拓に寄与する事業に関すること 

  

連携者及びその役割 

連携者 

2.地域経済動向調査に関すること 

・まち・ひと・しごと創生本部…地域経済分析データ情報提供 

 代表者：安倍 晋三 

 住 所：〒100-8968 東京都千代田区永田町 1-6-1 

 ＴＥＬ：03-5510-2151 

 

・全国商工会連合会…景況調査全国データ情報提供 

 代表者：森 義久 

 住 所：〒100-0006 東京都千代田区有楽町１丁目 7-1 

 ＴＥＬ：03-6268-0088 

 

・宮城県商工会連合会…景況調査県内データ情報提供・専門家派遣 

 代表者：佐藤 浩 

 住 所：〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉１丁目 14-2 

 ＴＥＬ：022-225-8751 

 

 3.経営状況の分析に関すること 

 ・株式会社エイチ・エーエル…基幹システムソフトウエア提供 

 代表者：水野 隆行 

 住 所：〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 2-242 

 ＴＥＬ：048-782-5570 

 

 ・宮城県商工会連合会…経営分析に係る専門家派遣 

 代表者：佐藤 浩 

 住 所：〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉１丁目 14-2 

 ＴＥＬ：022-225-8751 

 

 ・宮城県…専門家派遣 

 代表者：村井 嘉浩 

 住 所：〒980-0011 宮城県仙台市青葉区本町３丁目 8-1 

 ＴＥＬ：022-211-2765 
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 ・宮城県よろず支援拠点…経営分析に係る専門家派遣 

 代表者：菅野 史朗 

 住 所：〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉１丁目 14-2 

 ＴＥＬ：022-225-8751 

 

 

 4.事業計画策定支援に関すること 

 ・宮城県商工会連合会…計画策定に係る専門家派遣 

 代表者：佐藤 浩 

 住 所：〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉１丁目 14-2 

 ＴＥＬ：022-225-8751 

 

 ・宮城県よろず支援拠点…計画策定に係る専門家派遣 

 代表者：菅野 史朗 

 住 所：〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉１丁目 14-2 

 ＴＥＬ：022-225-8751 

 

 ・宮城県…計画策定に係る専門家派遣 

 代表者：村井 嘉浩 

 住 所：〒980-0011 宮城県仙台市青葉区本町３丁目 8-1 

 ＴＥＬ：022-211-2765 

 

 ・宮城県事業承継ネットワーク…事業承継に係る相談対応・専門家派遣 

 代表者：若生 正博 

 住 所：〒980-0011 宮城県仙台市青葉区二日町 12-30 

 ＴＥＬ：022-722-3895 

 

 ・宮城県事業引継ぎセンター…事業承継に係る相談対応・専門家派遣 

 代表者：若生 正博 

 住 所：〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉１丁目 14-2 

 ＴＥＬ：022-722-3884 

   

  ・株式会社日本政策金融公庫 石巻支店…特別貸付・創業資金に係る相談対応・情報提供 

  代表者 今成 潔 

住 所 〒986-0825 宮城県石巻市穀町 16-1 明治中央ビル 

電 話 0225-94-120 

 

 5.事業計画の策定後の実施支援に関すること 

・宮城県商工会連合会…当会で対応できない経営課題に係る専門家派遣 

 代表者：佐藤 浩 

 住 所：〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉１丁目 14-2 

 ＴＥＬ：022-225-8751 

 

・株式会社パソナ…中小企業庁企業応援サイトに係る専門家派遣・情報提供 

 代表者：中尾 慎太郎 

 住 所：〒100-8228 東京都千代田区大手町 2-6-2 

 ＴＥＬ：03-6631-9583 
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 6.需要動向調査に関すること 

・南三陸町…消費動向調査に係る催事会場提供等  

代表者：佐藤 仁 

住 所：宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田 56-2 

ＴＥＬ：0226-46-2600 

 

・㈱南三陸まちづくり未来…観光客消費動向調査に係る会場提供等 

 代表者：三浦洋昭 

 住 所：〒986-0753 宮城県本吉郡南三陸町志津川字五日町 51 

 ＴＥＬ：0226-28-9880 

 

 7.新たなる需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 ・宮城県商工会連合会…商談会に係る専門家派遣 

 代表者：佐藤 浩 

 住 所：〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉１丁目 14-2 

 ＴＥＬ：022-265-8181 

 

 ・仙台商工会議所…商談会に係る主催・会場提供 

 代表者：鎌田 宏 

 住 所：〒980-0011 宮城県仙台市青葉区本町 2-16-1 

 ＴＥＬ：022-225-8751 

 

  ・一般社団法人全国スーパーマーケット協会…商談会に係る主催・会場提供 

 代表者：横山 清 

 住 所：〒101-0047 東京都千代田区南神田 3-19-8櫻井ビル 4Ｆ 

 ＴＥＬ：03-5209-1056 

   

 ・全国商工会連合会…商品販売運営サイト・販売会場提供 

 代表者：森 義久 

 住 所：〒100-0006 東京都千代田区有楽町１丁目 7-1 

 ＴＥＬ：03-6268-0088 
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連携体制図等 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まち・ひと・しごと創生本部
・地域経済分析データ情報提供

全国商工会連合会
・景況調査全国データ情報提供

宮城県商工会連合会
・景況調査県内データ情報提供

・専門家派遣

株式会社エイチ・エーエル
・基幹システムソフトウエア提供

宮城県よろず支援拠点
・経営分析に係る専門家派遣

宮城県
専門家派遣

宮城県事業承継ネットワーク
・事業承継に係る相談対応

宮城県事業引継ぎセンター
・事業承継に係る相談対応・専門家派遣

㈱日本政策金融公庫 石巻支店
特別貸付・創業資金の相談対応・情報提供

株式会社パソナ
・経営課題解決に係る専門家派遣・情報提供

㈱南三陸まちづくり未来
・観光客消費動向調査に係る会場提供等

（一社）団全国スーパーマーケット協会
・商談会に係る主催・会場提供

全国商工会連合会
・商品販売運営サイト・販売会場提供

南三陸町
・町制度融資に係る金融情報等の提供

地域内小規模事業者

売上増加や利益の確保

に直結する支援

宮城県商工会連合会
・経営計画策定専門家派遣

宮城県よろず支援拠点
・経営分析に係る専門家派遣

宮城県
・経営計画策定専門家派遣

宮城県商工会連合会
・商談会に係る専門家派遣

宮城県商工会連合会
・経営課題解決に係る専門家派遣

2

3

4

5

6

7

事業計画に基づく経営の推進

新たな需要開拓に向けた支援

南三陸商工会
【実施主体】

経営発達支援事業

②地域経済動向調査に関すること

③経営状況の分析に関すること

④事業計画策定支援に関すること

⑤事業計画の策定後の実施支援

に関すること

⑥需要動向調査に関すること

⑦新たなる需要の開拓に寄与する

事業に関すること

宮城県商工会連合会
・経営分析に係る専門家派遣

仙台商工会議所
・商談会に係る主催・会場提供
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（別表４）－(２) 

 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 

事業名 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取り組み「まるごと南三陸“絆”プロジェクト委員会」 

 

内 容 

1.未利用魚含む地域水産資源等を活用した、観光客向け新商品・流通商品の開発に関する 

調査研究 

2.未利用観光資源の掘り起しと、イベント・体験・連携等含む高付加価値観光商品の開発に 

関する調査研究 

3.当地域観光イメージを醸成し、観光客誘客に有効なプロモーション手法および販路開拓に 

関する調査研究 

 

連携者及びその役割 

連携者 

・全国商工会連合会…プロジェクト事務局・展示会・商談会運営 

 代表者：森 義久 

 住 所：〒100-0006 東京都千代田区有楽町１丁目 7-1 

 ＴＥＬ：03-6268-0088 

 

・宮城県商工会連合会…事業実施支援 

 代表者：佐藤 浩 

 住 所：〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉１丁目 14-2 

 ＴＥＬ：022-265-8181 

 

・（一社）南三陸町観光協会…プロジェクト委員会委員長として事業全体を運営 

代表者：及川 吉則 

住 所：〒986-0768 宮城県本吉郡南三陸町志津川字御前下 51-1 

ＴＥＬ：0226-47-2550 

 

・南三陸町…行政の観点から意見を求める 

代表者：佐藤 仁 

住 所：〒986-0725 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田 56-2 

ＴＥＬ：0226-46-2600 

 

 ・㈱南三陸まちづくり未来…水産加工業者として意見を求める 

 代表者：三浦 洋昭 

 住 所：〒986-0753 宮城県本吉郡南三陸町志津川字五日町 51 

 ＴＥＬ：0226-28-9880 

 

・南三陸森林組合…林業者の観点から意見を求める 

代表者：佐藤 久一郎 

住 所：〒986-0728 宮城県本吉郡南三陸町志津川字天王山 138-3 

ＴＥＬ：0226-46-3119 
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・宮城県漁業協同組合志津川支所…漁業者の観点から意見を求める 

代表者：佐々木 孝男 

住 所：〒986-0732 宮城県本吉郡南三陸町志津川字大森町 89-9Ｔ76街区２画地 

ＴＥＬ：0226-46-2800 

 
・南三陸農業協同組合…農業者の観点から意見を求める 

代表者：尾形 政司 

住 所：〒986-0775 宮城県本吉郡南三陸町志津川字廻館 97 

ＴＥＬ：0226-47-4580 

 
・南三陸商工会青年部…連携協力 

代表者：山内 大輔 

住 所：〒986-0725 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田 56 

電 話：0226-46-3366 

 

・南三陸商工会女性部…連携協力 

代表者：千葉 淑子 

住 所：〒986-0725 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田 56 

電 話：0226-46-3366 
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連携体制図等 

 

運営支援 助言・支援

連携・コーディネート

南三陸町
行政の観点から意見を求める

（一社）南三陸町観光協会
プロジェクト委員会委員長として事業全体運

営

宮城県商工会連合会
事業実施支援

南三陸商工会

（事務局）

まるごと南三陸“絆”

プロジェクト委員会

地域食開発

ワーキング会議
新観光開発

ワーキング会議

参画事業者

南三陸商工会

女性部
連携・協力

南三陸商工会

青年部
連携・協力

全国商工会連合会
プロジェクト事務局・展示会商談会運営
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（別表４）－(３) 

 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 

事業名 

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を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

2.経営指導員等の資質向上等に関すること 

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 

 

連携者及びその役割 

連携者 

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 

 

・南三陸町…町制度融資に係る金融情報等の提供 

代表者：佐藤 仁 

住 所：〒986-0725 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田 56-2 

ＴＥＬ：0226-46-2600 

 

・株式会社日本政策金融公庫…支援ノウハウの情報交換・金融情勢等情報提供 

  代表者：今成 潔 

住 所：〒986-0825 宮城県石巻市穀町 16-1 明治中央ビル 

ＴＥＬ：0225-94-120 

  

・㈱七十七銀行 志津川支店…支援ノウハウの情報交換・金融情勢等情報提供 

代表者：佐藤 政彦 

住 所：〒986-0725 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田 150-34 

ＴＥＬ：0226-46-2633 

 

・㈱仙台銀行 志津川支店…支援ノウハウの情報交換・金融情勢等情報提供 

代表者：高嶋 司 

住 所：〒986-0725 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田 160-1 

電 話：0226-46-3670 

 

・㈱仙台銀行 歌津支店…支援ノウハウの情報交換・金融情勢等情報提供 

代表者：佐々木 健 

住 所：〒988-0423 宮城県本吉郡南三陸町志津川字枡沢 68-13 

電 話：0226-36-2006 

 

・気仙沼信用金庫 志津川支店…支援ノウハウの情報交換・金融情勢等情報提供 

代表者：及川 忠夫 

住 所：〒986-0726 宮城県本吉郡南三陸町志津川字磯の沢 117-49 

電 話：0226-46-2619 

 

 

 



５７ 

2.経営指導員等の資質向上等に関すること 

・宮城県商工会連合会…県内支援事例等の情報提供 

 代表者：佐藤 浩 

 住 所：〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉１丁目 14-2 

 ＴＥＬ：022-225-8751 

 

・全国商工会連合会…Ｗｅｂ研修に係る情報提供 

 代表者：森 義久 

 住 所：〒100-0006 東京都千代田区有楽町１丁目 7-1 

 ＴＥＬ：03-6268-0088 

 

 

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 

・南三陸町…事業成果の評価・見直し案の提示  

代表者：佐藤 仁 

住 所：宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田 56-2 

ＴＥＬ：0226-46-2600 

 

・㈱南三陸まちづくり未来…事業成果の評価・見直し案の提示 

 代表者：三浦洋昭 

 住 所：〒986-0753 宮城県本吉郡南三陸町志津川字五日町 51 

 ＴＥＬ：0226-28-9880 

 
・宮城県よろず支援拠点…事業成果の評価・見直し案の提示 

 代表者：菅野 史朗 

 住 所：〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉１丁目 14-2 

 ＴＥＬ：022-225-8751 

 
・宮城県商工会連合会…事業成果の評価・見直し案の提示 

 代表者：佐藤 浩 

 住 所：〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉１丁目 14-2 

 ＴＥＬ：022-225-8751 
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連携体制図等 
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