
 

 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 塩釜商工会議所（法人番号：1370605000175） 

実施期間 平成３０年４月１日～平成３５年３月３１日 

目標 

 急速に進む高齢化と人口減少を見据えながら、地域経済を支える小規模事業者の持続的発

展のため、これまで以上に寄り添った支援を行う。支援にあたっては、行政機関をはじめ地

域金融機関、公的支援機関等と連携することで面的支援を行い、目標達成に向けて PDCA サ

イクルを的確に回転させる。 

（１）小規模事業者の経営基盤の改善と強化 

（２）塩竈市と当所が策定した「創業支援計画」に沿った創業支援と宮城県事業承継ネットワー

ク事業への参画による事業承継支援の強化 

（３）地域資源を活用した商品開発とマーケティングに基づいた販売戦略の促進 

（４）当市基盤産業である水産加工業を含む食品製造業者の販路開拓・拡大 

事業内容 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針➂】 

 域内景気動向調査を実施することで業種別の景気の動向を明らかにし、合わせて事業所ごとの

経営上の課題、問題点を収集、整理する。また分析結果は、小規模事業者の事業計画を策定する

ための基礎資料として活用するとともに、ホームページや会報などに掲載し広く小規模事業者へ

情報提供を行う。 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

経営指導員の巡回、窓口相談、中小企業診断士による経営相談会などの事業者との接触機会を

利用して広く聞き取り調査を実施し、経営状況の把握と経営課題の掘り起しをするための経営分

析を行う。 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 
目標と計画をもった経営ができるよう経営分析や域内景気動向調査、需要動向調査などに基づ

き、事業計画策定支援を行う。また、創業者に対しても窓口相談や創業塾をとおして創業計画策

定支援を行うほか、事業承継が必要な小規模事業者に対する事業承継計画策定支援を強化する。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
 計画策定後は、定期的に巡回訪問を実施し、計画の進捗状況のモニタリングをするとともに必

要な助言・指導を行い目標達成まで伴走型支援をする。 

５. 需要動向調査に関すること【指針➂】 

 多様化する消費者ニーズに対応できるよう、消費者が求める商品・サービスは何かを的確

に把握するため、需要動向調査を行う。得られた情報は、個々の事業者に対する新商品開発

や販売戦略、サービスの向上、事業計画策定などに活用し、販路拡大を更に促進する。 

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】 

 震災により失われた販路の回復と更なる拡大を支援するため、展示型商談会や個別商談会の開

催、ECサイト出展等の支援を行う。 

Ⅱ．地域の活性化に資する取り組み 
塩竈市、塩竈市観光物産協会、塩釜市商業協同組合、塩釜市水産振興協議会などで「みなと塩

竈・ゆめ博」実行員会を組織し、地域活性化に向けた認識と方法性を共有する仕組みを構築する。

そして、みなと塩竈が持つ地域資源の魅力を既存の各種イベントを集約一元化して近隣市町に情

報発信し、交流人口の拡大を目指す。 

連絡先 

〒985-0016 宮城県塩竈市港町１丁目６番２０号 

塩釜商工会議所 

℡022-367-5111 FAX022-367-5115  E-Mail: info@siog-cci.or.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 

◆塩竈市の概要 

  塩竈市は、日本三景松島湾の一部千賀の浦周辺に発達している。その風光明媚な地

形により歌枕として多くの歌に詠まれてきた。奈良時代には、大和政権の東北前進基

地として隣地に設けられた多賀城国府の荷揚げ港として栄えた。江戸時代には伊達家

の保護などもあり、鹽竈神社の門前町、仙台への荷揚げ港、松島遊覧の発着所として

栄えた。明治以降は、東北本線の開通、重要港湾指定など港湾都市として、また近代

では東洋一といわれた魚市場の水揚げで賑わう水産物の一大供給基地として発展し

てきた。平成 13 年には東北初の特定重要港湾に指定されるなど、国際貿易港として

の新たな役割も担っている。 

当市は、宮城県のほぼ中央にあり、

仙台市の北東 16 ㎞に位置する。西南北

の３方面は、住宅文教地帯を形成する

丘陵地に囲まれている。海岸線の埋め

立てや丘陵地の住宅開発など周辺市町

村に先駆けいち早く市街地を形成し、

港湾、商工業地帯として発展してきた。 

市域は、松島湾内にある浦戸諸島を

含めて 17㎢と狭く、かつ市街地の６割

が埋立地で、丘陵が４割。狭い可住地

に密集して人が住まい、人口密度は１

㎢あたり、3,200人に達している。 

 

人口は、平成７年度末の 63,566人を

ピークに減少傾向に転じ、26年度末で

55,752人となっている。また、高齢化

率が 30.5％と極めて高い水準となっ

ている。 

国立社会保障・人口問題研究所の推

計によると平成３２年には人口が

51,201 人までに減少することが予想

され、高齢化率も 34.8％に達する見込

みである。 

◆塩竈市の産業 

基盤産業は水産業で日本有数の漁港をもち、特に生鮮メバチマグロの水揚げ（２，

４５３ｔ）や蒲鉾など魚肉練製品の生産量（３１，３６４ｔ）が全国有数の産地であ

る。」 

また、港町の側面とあわせて、陸奥国一宮・鹽竈神社の門前町として歴史・文化・

自然などの地域資源にも恵まれ、松島観光の玄関口として多くの観光客が訪れている。 

人口（各年度末） 

塩竈市の位置 
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事業所数

商業（卸売・小売業）の推移

従業者数

年間商品販売額

事業所数

従業者数（人）
年間商品販売額（千万円）

塩竈市における商工業者数は２，7３０、その内小規模事業者が２，０５６で、商工

業者の７５．３％を占めている。産業別では、「卸売業、小売業」が８５４と最も多く、

次いで「宿泊業、飲食サービス業」が３４８、「建設業」が２６４、「製造業」が２４

０、「生活関連サービス業、娯楽業」２２６となっている。 
           主たる業種別小規模事業者数推移 

 
卸・小売業 

宿泊・飲食

サービス業 
建設業 

生活関連サー

ビス・娯楽業 
製造業 

平成２６年 854 348 264 226 240 

平成２４年 826 250 241 230 224 

平成２１年 1055 413 287 298 265 

平成１８年 1127 496 278        - 282 

 

◆商工業者の現状と課題 

 （商業・サービス業）…近隣市町の開発や大型店の出店などの影響により、宮城県が

定めている基準による『商圏』は失われ、中心市街地が衰退している。商店会組織は

消滅し、さらには人口減少に伴って経営者の高齢化と後継者不足が深刻である。塩竈

市が行った中心市街地の商業者調査（平成２９年３月実施）では、５９店舗中３９店

舗が６０歳以上の経営者で、２０店舗で後継者がいないと回答している。 

新たな商業者の発掘と若手後継者の育成や、塩竈市の歴史文化、特産物や名跡など

の地域資源を活用した商品サービスの開発など、来街意欲を高めて活性化を図ること

が重要になっている。 

（水産加工業）…本市の基幹産業である水産加工業は、平成４年、１，２１６億円の

生産金額をピークに平成２６年の５５３億円まで減少を続けている。また、それに併

せて就労者もピーク時の昭和６１年、２８，８３８人から平成２６年には７割弱の１

９，９９０人まで減少している。 

「地域の産業・雇用創造チャート」によると本市の食品製造業は、稼ぐ力と雇用力
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が圧倒的に高く、地域経済を牽引する基盤産業として関連産業への波及効果も大きい

ことから、水産加工業の再生が急務である。 

特に小規模水産加工業者においては、経営資源に乏しく情報弱者であり、商品開発

力が低い。今後は、消費者嗜好の多様性を鑑み、情報収集力の強化やマーケティング

の充実による商品の差別化、提案力の強化、生産性の向上を図ることが求められてい

る。          水産加工業の生産数量と生産額の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（観光業）…当市には、奥州一宮鹽竈神社が鎮座し、年間をとおして数多くの祭事が

行われている。また、松島湾内の島々を巡る遊覧船や、水産加工場の見学、水産物仲

卸市場の買い物ツアー、中心部の歴史的建造物巡りやスイーツ食べ歩きなども好評を

博してしている。県内外から年間約２００万人以上の観光客が訪れ、「観光産業」は塩

竈市にとって重要な産業となっている。 

 しかしながら、観光客入込数は平成１６年の２，４４８千人をピークに減少傾向に

ある。その要因となる旅行者の多様化するニーズと急速に進む情報化への対応が、急

がれる。また、観光業のみならず、水産業、商業など各産業間の連携による総合的な

観光振興が重要となってきており、相乗効果による地域産業の活性化が期待されてい

る。            主要観光施設の来場者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆商工会議所の現状と課題 
当所の経営支援は、巡回・窓口指導を合わせて年間延べ 2,000件から 3,000件で、年
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度ごとの増減はあるが、一定の水準で推移している。しかし、その指導内容は税務支援
と労働支援で６０％を占めており偏った支援を行ってきた。これは、記帳をとおした所
得税に関する相談や労働保険、社会保険の手続きに関する相談など古典的な支援を受動
的に行ってきた結果だと思われる。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 一方、小規模会員事業者を対象に平成２９年２月に実施したニーズ調査では、経営上

の大きな課題として「売り上げの減少」が２４％と最も高い値となった。また、資金繰

りや事業承継、取引先の減少など経営に直結する多様な課題が浮き彫りになった。 

この結果は、塩竈市の商工業者の現状と課題を最も端的にあらわした結果でもあり、

今後、急速に進んで行く商工業者の減少に歯止めをかけるため、「課題解決型」の積極

的支援が必要となってきている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆地域内における小規模事業者の中長期的な振興の在り方 

以上の現状と課題を踏まえ、当市における高齢化と人口減少を見据えながら、地域

経済を支える小規模事業者を持続的に発展させる寄り添った支援を継続的に行うた

め、今後１０年先を見越した振興策の在り方を以下のとおりとする。 

（１）小規模事業者が計画と目標をもった経営を行うことで持続的な発展が成し遂げ

られ商工業者の減少に歯止めがかかること。 
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（２）円滑な事業承継や創業者育成を促進し小規模事業者の新陳代謝を活発化させる

ことで地域経済の安定化が図られること。 

（３）マーケットイン型や地域資源を活用したオンリーワン型の商品開発と販売を促

進させることで売上拡大と中心市街地の活性化が図られること。 

（４）基盤産業である水産加工業の売上を震災前、さらにそれ以上に回復させること

で地域経済全体の活性化が図られること。 

 

◆経営発達支援事業の目標と方針 

【目標】 

当市の小規模事業者の現状・課題や中長期的な振興のあり方を踏まえ、本計画の期

間における目標を以下のとおりとする。また、小規模事業者２，０００件を維持し地

域経済の停滞を防ぐ。 

（１）小規模事業者の経営基盤の改善と強化 

（２）塩竈市と当所が策定した「創業支援計画」に沿った創業支援と宮城県事業承継

ネットワーク事業への参画による事業承継支援の強化。 

（３）地域資源を活用した商品開発とマーケティングに基づいた販売戦略の促進 

（４）当市基盤産業である水産加工業を含む食品製造業者の販路開拓・拡大 

 

【目標達成に向けた方針】  

（１）経営分析をとおして小規模事業者の健康診断を行い、地域経済景気動向調査や

需要動向調査などを踏まえた事業計画策定支援に取り組む。また、策定後のモニ

タリングとフォローアップを実施して確実に目標達成まで支援するなどの取り組

みをとおして小規模事業者の経営基盤の改善と強化を図る。 

（２）創業者のためのワンストップ窓口を設置し、創業塾を開催して創業計画を策定

させる。また、事業承継では、セミナーや個別相談会などの取り組を進めながら、

第三者承継を含めて計画策定を促進するなど、創業と事業承継支援の強化を図る。 

（３）塩竈市の地域資源を素材とし、それに小規模事業者の持つ技術やノウハウ、ア

イデアなどを加えることで新商品やサービスの開発を、事業計画策定支援をとお

して促進する。また需要動向調査を踏まえた商品開発を促進し需要開拓をする。 

（４）展示型商談会や個別商談会を開催し、水産加工業者を中心に商談の機会を提供

する。合わせて着実に商談成立に結びつけるよう、ＦＣＰシート作成指導や新商

品開発やパッケージ開発など事前事後の支援などをとおして食品製造業者の販路

開拓・拡大を支援する。 

 

また、以上の目標を達成するために、①宮城県、塩竈市をはじめ地域金融機関や宮

城県よろず支援拠点、宮城県事業引継ぎセンターなど公的支援機関と連携することで

面的支援を行う。②事業の進捗状況、効果、目標の達成度合いなどＰＤＣＡサイクル

を的確に回転させるため外部評価体制を構築する。③経営指導員等の資質向上を図る

とともに、支援ノウハウを共有化し、知識の平準化を図る。 
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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３０年４月 1日から平成３５年３月３１日 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

Ⅰ.経営発達支援事業の内容 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

   これまで当所では、地域経済（塩竈市内）動向の調査及び情報の提供については、

巡回、窓口相談での簡単な聞き取りや情報の提供のみに留まっており、正確に景気

動向を把握、分析し、小規模事業者へ広報していないのが現状であった。 

そこで、本事業をとおして塩竈市内の小規模事業者を対象に経済動向調査を実施

する。そして、業種別の景気の動向を明らかにし、合わせて事業所ごとの経営上の

課題、問題点を収集、整理することで、経営発達支援事業がより効果的に推進でき

るよう情報分析を行う。また分析結果は、小規模事業者の事業計画を策定するため

の基礎資料として活用するとともに、ホームページや会報に掲載し広く小規模事業

者へ情報提供する。 

   

（事業内容） 

 （１）域内景気動向調査…小規模商工業者を対象に年２回半期毎（１月～６月、７月

～１２月）に「景気動向調査」を実施する。 

 

【調査対象者】：小規模商工業者（商業３０件、サービス業３０件、建設業２０件を

抽出） 

【調 査 項 目】：①景気の現状、見通し、②売上高の状況、③採算の状況、④資金繰

りの状況、⑤設備投資の状況、⑥経営上の問題点など。 

【調 査 方 法】：巡回訪問をとおしてのヒアリング方式による定点観測調査 

【集計活用法】：回収したアンケートは項目別に集計し、会報やホームページをとお

して年２回情報提供する。また、小規模事業者自身の経営状況の把握と

事業計画策定時の基礎資料として活用する 

【目  標】 

項 目 現 状 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度 平成３４年度 

商工業者景

気動向調査 
未実施 年２回 年２回 年２回 年２回 年２回 

HP、会報によ

る広報 
未実施 年２回 年２回 年２回 年２回 年２回 

 

 

 （２）基盤産業調査…当市の基盤産業である「水産加工業」においては、四半期毎（１

～３月、４～６月、７～９月、１０～１２月）に「景気動向調査」を行う。 
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【調査対象者】：域内水産加工業者４０件 

【調 査 項 目】：①景気の現状、見通し、②売上高の状況、③採算の状況、④資金繰

りの状況、⑤設備投資の状況、⑥経営上の問題点など 

【調 査 方 法】：巡回訪問をとおしてのヒアリング方式による定点観測調査 

【集計活用法】：回収したアンケートは、項目別に集計し、会報やホームページをと

おして年４回情報提供する。また、当市の基盤産業の景気動向を把握し

ながら、個別事業者の経営課題掘り起こしと事業計画（販売計画）を策

定するために活用する。 

【目   標】 

項 目 現 状 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度 平成３４年度 

水産加工業

者景気動向

調査 
未実施 年４回 年４回 年４回 年４回 年４回 

HP、会報によ

る広報 
未実施 年４回 年４回 年４回 年４回 年４回 

 

 （３）保存・共有化…（１）、（２）の調査票は、PDF に変換し所内イントラネットの

共有フォルダに事業所別に保管共有化を図り、経営分析や事業計画策定支援の際

の基礎資料としても活用する。 

 

 

２.経営状況の分析に関すること【指針①】 

  これまで、マル経融資時の金融調査や補助金申請時にしか経営分析を行なってお

らず、常に受け身の支援体制で、分析後のフォローも不十分であった。 

よって本事業をとおして小規模事業者の持続的発展に向け、経営指導員の巡回、

窓口相談、中小企業診断士による経営相談会、決算申告相談会などの事業者との接

触機会を利用して広く聞き取り調査を実施し、経営状況の把握と経営課題の掘り起

しをするための経営分析を行う。 

その際、定量分析においては、中小企業基盤整備機構の経営自己診断システムを

利用し、定性分析については、ヒアリングをしながらＳＷＯＴ分析表を作成する。 

分析結果は、新商品開発や販路開拓、事業計画策定支援に活用し、洗い出された

課題に対しては、中小企業診断士等の専門家や宮城県よろず支援拠点などと連携し

て丁寧にサポートし、課題解決のための支援を行う。 

 

（事業内容） 

（１）経営分析対象事業者の掘り起し 

①巡回・窓口…経営指導員の巡回・窓口相談をとおして売上、営業利益、資金繰り、

経営上の問題点などのヒアリングを行う。結果は、経営カルテに記載し、PC入力、

個別データ化をすることで小規模事業者の経営状況を把握する。その後、前年比

で減収減益している事業者を抽出し、経営分析の必要を説明し、本人の意向を確

認しながら経営分析を行う小規模模事業者を掘り起こす。 

②地域経済動向調査…域内景気動向調査及び基盤産業調査を行った小規模事業者の
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うち同じく減収減益している事業者を抽出し、経営分析の必要性を説明し、本人

の意向を確認しながら経営分析を行う小規模模事業者を掘り起こす。 

➂経営相談会…毎月第１・３水曜日に行っている中小企業診断士による個別経営相

談会に来所した小規模事業者の中から、特に資金繰りの相談者を対象に経営分析

を行う小規模模事業者を掘り起こす。 

④マル経融資…マル経融資申込者に対して①と同じく減収減益している事業者か

ら経営分析を行う小規模事業者を掘り起こす。 

（２）経営分析の手法 

①定量分析…選定した事業者の同意を得て財務表を取り寄せ、中小企業基盤整備機

構の「経営自己診断システム」を活用した財務分析を行う。調査項目は、収益性

（売上対総利益率や売上対営業利益率など８項目）、効率性（総資本回転率など３

項目）、生産性（一人当たり売上高など３項目）、安全性（自己資本比率や流動比

率など１０項目）、成長性（前年比増収率など３項目）で、経営状況がどのような

評価に値するのか、また、いかに改善をするべきか、財務数値から具体化する。 

②定性分析…（１）の定量分析後、定性分析を行う。分析は 事業者の資産・商品・

ノウハウ・技術・後継者・従業員など内部環境に関する強みと弱み、政治・経済・

法律・社会など外部環境要因による機会と脅威を個別ヒアリングにより SWOT分析

表に落とし込み、小規模事業者の課題と解決策を明確化する。 

   

（３）経営分析結果の活用 

分析の結果は、経営の問題点とともに巡回訪問をとおして事業者に丁寧に説明

し、事業計画策定時の重要性を訴える。またデータは所内イントラネットの共有フ

ォルダに事業所毎に集約して経営指導員が共有できるようにし、事業者が個別経営

相談会や金融相談会、経営革新、新商品開発、販路拡大などの相談に来所した際や、

事業計画策定の基礎資料として活用する。 

 

（４）外部専門家などの活用 

分析の結果、多重債務によるリスケや事業再生、相続・事業承継など、より高度

で専門的な課題が明らかになった場合は、ミラサポによる専門家派遣や宮城県よろ

ず支援拠点、宮城県事業引き継ぎセンターなどと連携して解決支援を行う。 

 

【目 標】５年間で、当所地区内の小規模事業者数２，０５６の約１０％である２０

０件程度の経営分析を行う。 

項 目 現 状 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度 平成３４年度 

巡回窓口相談から

の分析件数 
未実施 １５件 １５件 ２０件 ２０件 ２０件 

地域経済調査から

の分析件数 
未実施 １０件 １５件 １５件 １５件 １５件 

個別経営相談会か

らの分析件数 
未実施 ３件 ３件 ３件 ３件 ３件 
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マル経融資申込者

からの分析件数 
未実施 ５件 ５件 ５件 ５件 ５件 

合      計  ３３件 ３８件 ４３件 ４３件 ４３件 

 

 

３.事業計画の策定実施に関すること【指針②】 

（１）既存の小規模事業者に対する事業計画策定支援 

小規模事業者の持続的発展を実現するには、経営者自身が自ら事業計画書を作成し

ようとする意欲と自助努力が重要で、作成した計画を実践させ PDCA サイクルを回転

させることで持続的発展が図られる。そこで、２で経営分析を行った事業者には事業

計画の重要性を説明し、事業計画策定支援に結びつけるようにする。 

 

（事業内容） 

①基本となる考え方…管内の商工業者の７割以上を占める小規模事業者の経営を持

続的に発展せることが地域経済の安定に繋がる。そのためには、小規模事業者がこ

れまで行ってきたどんぶり勘定と場当たり経営から、目標をもった計画経営にシフ

トさせる必要がある。そこで今後当所では、地域経済動向調査や需要動向調査、経

営分析などを踏まえ、経営発達支援事業の根幹をなす事業計画策定支援を強化して

行く。 

②支援対象者…経営分析を行った事業者を対象に事業計画の重要性や役割を説明し 

策定に結びつける。 

③手段・手法…作成にはあたっては、小規模事業者に来所してもらい、中小企業基盤

整備機構が提供する「経営計画つくるくん」を活用する。「経営計画つくるくん」で

は、「企業概要」、「事業コンセプト」、「市場分析」、「競合分析」、「自社分析」、「３年

間の目標（売上、利益）」、「目標を目指す方法」といった項目を質疑応答方式でＰＣ

またはタブレットを使って経営指導員が入力する。また、先に実施している地域経

済動向調査や需要動向調査、経営分析結果も活用しながら進める。なお、売上利益

目標ついては、需要動向調査に基づいた新商品・サービス、地域資源商品の開発導

入を見据えた目標とし、具体的な開発導入の検討にあたっては、中小企業診断士等

の専門家や宮城よろず支援拠点などと連携して取り組む。 

 

【目 標】５年間で経営分析を行った事業所の半分の１００件を目標とする。 

項 目 現 状 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度 平成３４年度 

事業計画策定件数 未実施 １５件 １８件 ２２件 ２２件 ２３件 

 

 

（２）創業者に対する創業計画策定支援 

当所では、年間延べ５件程度の創業者の相談があり、開業に伴う金融、税務、経理、

労務など幅広い相談に５名の経営指導員が随時応じていた。今後は、新たに専属の経
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営指導員を配置し、創業を検討している会社員や学生、主婦など幅広く対応できるよ

うワンストップ相談窓口を設置する。相談窓口では、創業に必要な各種申請・届出に

関することや、資金調達や助成金など創業の各段階に応じた助言、指導を行うととも

に創業計画策定支援を行う。    

さらには、商工業者数の減少を抑制するため、塩竈市と連携して「創業塾」を開催

し、創業計画策定までの支援を強化する。 

 

（事業内容） 

①基本となる考え方…小規模事業者２，０００件を維持し、地域経済の停滞を防ぐに

は、創業者の掘り起しと育成は欠かせない。そこで、塩竈市と連携した創業者の掘

り起しと事業を成功に導くための基本となる創業計画策定支援をさらに強化する。 

②支援対象者…ワンストップ相談窓口に来所した相談者及び創業塾の受講生。 

～ワンストップ相談窓口～ 

ⅰ）ワンストップ相談窓口には、経営指導員１名を配置することとし、平日９時か

ら１７時まで相談対応を行う。 

ⅱ）創業を検討している会社員や学生、主婦など幅広く利用してもらえるよう、塩

竈市の広報誌やホームページ、金融機関、地元ケーブルＴＶ、ＦＭなどを利用し

て相談窓口の広報ＰＲを行う。 

ⅲ）相談者に対しては、中小企業庁の「ミラサポ」を活用して国や県の支援施策一 

覧を紹介できるようにするとともに、市内の支援機関を紹介できるようにする。 

また、中小企業診断士などの専門家との個別相談のコーディネートを行い、確

実に創業に結び付ける支援を行う。なお、相談者には特定創業支援事業である「創

業塾」の参加を促す。 

 

～創業塾～ 

ⅰ）創業塾は、創業希望者等の経営基礎を修得する機会として、年１回（９コマ）

開催する。受講生は、塩竈市の広報誌やホームページ、金融機関、地元ケーブル

ＴＶ、ＦＭなどを利用して広く周知し募集する。 

ⅱ）創業塾では、実際に創業計画書作成までの研修を行う。研修は全９回で、カリ

キュラムは以下のとおり。 

研修内容 

経営の基礎知識の習得、ビジネスアイディアの掘り起こし（2.5ｈ×１回） 

会計の基礎知識、損益計算書、貸借対照表の読み取り方（2.5ｈ×１回） 

効果的な広報活動の手法（2.5ｈ×１回） 

コミュニティビジネス、ＩＴを活用したビジネスモデル（2.5ｈ×１回） 

資金計画と補助金活用（2.5ｈ×1回） 

販売計画の立て方、マーケティングの基礎知識、市場分析（2.5ｈ×1回） 

創業計画書を作成してみよう、プレゼン大会（2.5ｈ×３回） 

 

③手段・手法…1.創業の動機、2.自身の略歴、3.取扱う商品・サービス、4.取引関係、

5.従業員、6.借入の状況、7.必要な資金と調達法、8.事業見通し（収支計画）の項
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中小機構 

目を網羅した創業計画書を活用し対面での作成支援を行う。また、創業塾の受講生

については、講義最終日に同じ創業計画書を経営指導員支援のもと作成してもらう。 

 

【目 標】 

項 目 現 状 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度 平成３４年度 

創業計画策定件数 未実施 ５件 ５件 ５件 ５件 ５件 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）事業承継計画策定支援 

急速に少子高齢化が進行していることから、講習会・セミナーや個別経営相談会を

とおして事業承継が必要な小規模事業者を掘り起し、宮城県事業承継ネットワーク事

業に参画することによって、宮城県事業引き継ぎセンターや税理士、金融機関などと

連携しながら事業承継計画策定支援を強化する。 

 

（事業内容） 

①基本となる考え方…管内における小規模事業者の高齢化が急速に進む中、１０年先

を見据えた事業の持続的発展と地域経済の安定化を図るために事業承継計画策定支

援を強化する。 

②支援対象者…経営分析の結果、事業承継問題が浮き彫りになった事業者や事業承継

セミナー参加者、個別経営相談会に来所した事業者。 

➂手段・手法…早期・計画的な事業承継準備を促すため、事業承継診断ヒアリングシ

ート（※1）を作成してもらい、支援ニーズを掘り起こす。ヒアリングシートを基に

巡回訪問を行い具体的な支援が必要かどうか、経営者、顧問税理士などに確認する。

その後、支援が必要な経営者に対して宮城県事業引き継ぎセンターなどと連携して

事業承継計画（※2）を策定支援し、事業承継をシームレスにサポートする。 
 

（※１）宮城県事業承継ネットワーク事務局が作成した所定のヒアリングシートを使用する。 

【国に認定された創業支援事業の全体図】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
               創業希望者・創業者 
 

ワンストップ相談窓口 

創業塾 各種情報発信 

 

創業者貸付 

創業相談など 

情報提供 

専門家派遣など 

中小企業振興資金制度 

創業塾開催予算措置 

広報支援など 

金融機関 

商工会議所 

塩竈市 
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（※２）中小企業基盤整備機構のホームページより事業承継計画書をダウンロードし使用する。 

【目 標】 

項 目 現 状 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度 平成３４年度 

事業承継計画策定件

数 
未実施 ３件 ３件 ３件 ３件 ３件 

 

 

４．事業計画策定後の実施支援 

既存事業者や創業者、事業承継者の計画書策定後は、定期的に巡回訪問を実施し、

計画の進捗状況のモニタリングをするとともに必要な助言・指導をし、目標達成まで

伴走型支援を行う。 

 

（事業内容） 

（１）事業計画…事業計画策定事業者には、４カ月に１回巡回訪問を実施し、売上、

営業利益、資金繰りなどの状況をヒアリングによって確認しながら、目標達成ま

で伴走支援を行う。なお、計画目標から著しく乖離してきた場合は、ミラサポの

専門家派遣事業や宮城県よろず支援拠点の第三者的な視点と専門的知見・機能を

活用して原因の検証と解決策の立案を行い、資金調達が必要な事業者には、低利

で融資が受けることができる「小規模事業者経営発達支援資金」を効果的に活用

してもらう。 

【目 標】 

項 目 現 状 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度 平成３４年度 

事業計画策定者訪問

頻度（１事業者４回、

３ヶ月毎） 

未実施 ６０ ７２ ８８ ８８ ９２ 

 

（２）創業計画…創業計画策定事業者には、２月に１回巡回訪問を実施し、記帳税務

指導をとおして経営状況を確認しながら固定売上の確保、キャッシュフロー管理

など、経営安定化に向けた支援を行う。また、当所主催の創業者向けの経営実務

研修会の参加を促し、経理、財務、マーケティングなどの経営スキルを身に着け

てもらうほか、毎年１０月開催の会員交流会や部会事業などへの参加も呼びかけ

地域の人脈と顧客づくりを支援する。 

【目 標】 

項 目 現 状 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度 平成３４年度 

創業計画策定者訪問

頻度（１事業者６回、

２ヶ月毎） 

未実施 ３０ ３０ ３０ ３０ ３０ 

 

（３）事業承継計画…事業承継計画策定事業者には、４ヶ月に１回巡回訪問を実施し、

事業承継に関する税制や信託、保険、融資などの情報提供を行いながら、売上、

利益、債務などの状況をヒアリングによって確認する。その結果、承継計画に影
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響を及ぼすかい離があった場合は、宮城県事業引継ぎ支援センターや宮城県よろ

ず支援拠点などと連携して解決にあたるなど、円滑な事業承継に向けた取り組み

を進める。 

【目 標】 

項 目 現 状 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度 平成３４年度 

事業承継計画策定者

訪問頻度（１事業者

４回、３ヶ月毎） 

未実施 １２ １２ １２ １２ １２ 

 

（４）保存・共有化…上記（１）～（３）の巡回訪問によって確認した状況は、経営

カルテに記載し、所内イントラネットシステム（日商開発のシステム）に事業所

毎に入力、共有化を図る。 

 

５．需要動向調査に関すること【指針➂】 

需要動向調査については、これまで２月に開催する「塩釜フード見本市」のバイヤ

ーに対する簡易調査のみでその活用法は限られ、他に調査は行ってこなかった。 

今後は、多様化する消費者ニーズに対応できるよう、消費者が求める商品・サービ

スは何かを的確に把握するため、需要動向調査を行う。得られた情報は、個々の事業

者に対する新商品開発や販売戦略、サービスの向上、事業計画策定などに活用し、販

路拡大を更に促進する。 

 

（事業内容） 

（１）商談会時バイヤー対象調査…当所主催で開催している展示型商談会（塩釜フー

ド見本市）において、当市の水産加工業者の商品が、首都圏を中心としたバイヤ

ーにどのような評価を得ているか需要動向調査を行う。【指針③】 

 

【調査対象者】：商談会に来場した首都圏を中心としたバイヤー 

【調 査 回 数】：年１回（２月） 

【調 査 項 目】：①業態、②商品の見た目、味、価格設定、内容量、パッケージデザ

イン、商品デザイン、➂市場トレンドとの整合性など 

【調 査 方 法】：１出展社あたり主力商品１品を対象として選定。各出展ブースにお

けるヒアリング方式。なお、回収にあたっては塩竈市職員の協力を得る。 

【集計活用法】：回収した調査票は、調査項目別に集計分析し、出展社へフィードバ

ックし、マーケットインによる商品開発や事業計画策定の個社支援時の

基礎資料としても活用する。 

【目   標】 

項 目 現 状 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度 平成３４年度 

商談会における需要

動向調査（１社１商

品当たりの回収数） 

未実施 ５０件 ５０件 ５０件 ５０件 ５０件 

上記調査結果の情報

提供事業者数 
未実施 ４０社 ４０社 ４０社 ４０社 ４０社 



１４ 
 

「塩釜フード見本市」 

 

（２）展示販売会時消費者対象調査…一般消費者向けのお中元（６月）・お歳暮（１１

月）展示販売会（※）において飲食料品製造小売業者の商品が、域内消費者にど

のような評価を得ているか需要動向調査を行う。 
  ※展示販売会は、毎年市内のホテルで開催され、地域資源を活用した商品を扱う飲食業品

製造業者が出展し、主婦を中心に域内一般消費者が多数来場する。 

 

【調査対象者】：お中元・お歳暮展示販売会に来場した域内一般消費者 

【調 査 回 数】：年２回（６月、１１月） 

【調 査 項 目】：①年齢、性別、居住地、②商品の見た目、味、価格設定、内容量、

パッケージデザイン、商品デザイン、④求める地域資源商品・サービス

など 

【調 査 方 法】：１出展社あたり主力商品１品を対象として選定。各出展ブースにお

いて試食などをとおしてのヒアリング方式。なお、回収にあたっては市

内女性部会の協力を得る。 

【集計活用法】：回収したアンケートを属性、調査項目ごとに集計分析し、出展社へ

フィードバックし、地域資源商品の開発やサービス向上、事業計画の個

社支援時の基礎資料として活用する。    

【目   標】 

項 目 現 状 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度 平成３４年度 

展示販売会における

消費動向調査（１社

１商品当たりの回収

数） 

未実施 ３５件×２回 ３５件×２回 ３５件×２回 ３５件×２回 ３５件×２回 

上記調査結果の情報

提供事業者数 
未実施 １５社 １５社 １５社 １５社 １５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】 

震災から６年、本市の基盤産業である水産加工業者の施設整備は、ほぼ完了し、生

産に向けた体制は整った。当所では、震災復興を目指し、バイヤー向けに展示型商談

会を毎年開催してきたが、喪失した販路は風評被害などの影響もあり、未だ回復に至

っていない。当所アンケート調査でも震災前の売上と比較して１０％以上減少してい

ると回答した事業者が７割に上る。 

今後も、宮城県商工会議所連合会や金融機関など関係機関との連携を密にして各種

商談会への出展を呼びかけ、販路開拓・拡大の支援を

更に強化する。また、お中元とお歳暮の時期に市民向

けの即売会を引き続き開催し、小規模製造小売店の地

元での需要拡大と知名度の向上を図る。 

 

（事業内容） 

（１）展示商談会…年１回２月に水産加工品業者を中心

に「塩釜フード見本市」を継続開催し、震災後に失わ
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「伊達な商談会の様子」 

 

れた販路の回復と拡大を目指す。 

【支援対象】：水産加工業者  

【訴求対象】：全国のバイヤー（百貨店、スーパー、コンビニ、商社、旅館、ホテル、

卸売市場など） 

【内  容】：商品展示型商談会。商談会開催にあたっては、事前にビジネスマナー

研修会やバイヤーOBによる商談スキルセミナー、FCPシート（※）作成

説明会、個別相談会を開催する。当日は、商品の展示レイアウト指導や

各ブースでバイヤーに対しての需要動向調査を行う。また、商談会終了

時には、需要動向調査などをもとにバイヤーから与えられた課題（少量

化、パッケージの見直し、取引条件など）を解決できるよう個別支援を

行い、確実に成約に結び付けるよう伴走支援を行う。 
※商談会時にサプライヤーが商品説明に使用する商品カルテで、農林水産省が推奨し全国共通の書

式になっている。 

【目  標】 

項 目 現 状 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度 平成３４年度 

フード見本市出展社 未実施 ４０社 ４０社 ４０社 ４０社 ４０社 

上記成約件数 30 件 ３５件 ３５件 ３５件 ３５件 ３５件 

 

（２）個別マッチング商談会…年１回８月に宮城県商

工会議所連合会（仙台商工会議所）と当所共催で

事前マッチング型「伊達な商談会」を開催する。

県連のアドバイザー制度も活用し成約までのハン

ズオン支援を行う。 

【支援対象】：水産加工業者他飲食料品製造業者  

【訴求対象】：全国のバイヤー（百貨店、スーパー、          

コンビニ、商社、旅館、ホテル、卸売市場

など） 

【内  容】：事前マッチング型個別面談商談会。商談会開催にあたっては、FCPシ

ートを基に効果的な商品説明の仕方などについての事前研修会を行う。当

日は、各商談テーブルに経営指導員を同席させバイヤーからの商品に対す

る課題、要望などを聴取する。その後、聴取した課題、要望は、県連から

のアドバイザー（バイヤー出身）制度を活用するなど解決と成約に向けた

厚みのある支援を行う。 

【目  標】 

項 目 現 状 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度 平成３４年度 

伊達な商談会出展社 １５社 １５社 １５社 １５社 １５社 １５社 

上記成約件数 １３件 １５件 １５件 １５件 １５件 １５件 

 

（３）展示販売会…域内消費者向けにお中元（６月）・お歳暮（１１月）販売会を開催
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し、域内での飲食料品製造小売業者のイメージアップと需要の拡大を図る。 

【支援対象】：飲食料品製造小売業者  

【訴求対象】：域内一般消費者  

【内  容】：展示即売会。会場では、地域資源を活用した商品を中心に展示販売

を行い、域内の需要拡大と地域資源商品の知名度向上を図る。即売会開催

にあたっては事前に接客応対セミナーや地域資源活用事例研修会、地域ブ

ランドづくりセミナーなどを開催し接客や売れる商品づくりについて学

んでもらう。当日は、商品の展示レイアウト指導や来場者に対する需要動

向調査を行う。また、販売会後は、需要動向調査をもとに地域資源商品の

開発やサービスの向上など個社支援を行う。なお、商品開発にあたっては

中小企業診断士等の専門家や宮城よろず支援拠点などと連携して取り組

む。 

【目  標】 

項 目 現 状 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度 平成３４年度 

お中元お歳暮販売会

出展社数 
１５社 １５社 １５社 １５社 １５社 １５社 

上記売上目標 未実施 
１社約

10％増 

１社約

10％増 

１社約

10％増 

１社約

10％増 

１社約

10％増 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）電子商取引（EC）サイト…インターネットショッピ

ングサイトで「おもでなしギフトショップ 塩釜ギフ

ト」のネットユーザの販路拡大を図る。 

 

【支援対象】：水産加工業者、飲食品製造小売業者  

【訴求対象】：域内外の一般消費者 

【内  容】：イーコマース。平成２６年、Yahoo の「お

もてなしギフトショップモール」に塩釜ギフ

トコーナーを開設した。塩釜産地直送の高付加価値商品を紹介、販売し、

地方都市塩釜を全国に PR するとともに域外消費者であるネートユーザ

の販路拡大を図る。モール出展にあたっては、ECサイトの効果的な集客

の仕方や商品の見せ方など事前に個別指導を行い、出展後も随時マーケ

ティングによる情報更新の指導を行うなど伴走支援をする。 

「６月お中元販売会の様子」 

 

「１１月お歳暮販売会の様子」 
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【目  標】 

項 目 現 状 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度 平成３４年度 

EC サイト出展社数 ３社 ４社 ５社 ６社 ７社 ８社 

上記売上目標 未実施 
１社約

10％増 

１社約

10％増 

１社約

10％増 

１社約

10％増 

１社約

10％増 

 

 

Ⅱ．地域の活性化に資する取り組み 

１.地域活性化イベント事業「みなと塩竈・ゆめ博」の実施【指針④】 

塩竈市、塩竈市観光物産協会、塩釜市商業協同組合、塩釜市水産振興協議会、NPO

法人、青年団体などそれぞれで活動している団体を「海」、「食・物産」、「文化・歴史」

の三つの部会にわけて「みなと塩竈・ゆめ博」実行委員会を組織することで、地域活

性化に向けた認識と方向性を共有する仕組みを構築する。具体的には、部会ごとに塩

竈市が持つ地域資源の魅力や強み整理し、既存の各種イベントを集約一元化して域外

に情報発信し、交流人口の拡大を目指す。実行委員会では、「ここにしかない地域資

源の魅力を発信する」という地域活性化に向けた目標を共有し、各イベントの情報収

集と広報ターゲット、手段を検討する。 

   

（事業内容） 

≪魚食普及≫ 

（１）塩釜市水産振興協議会と連携して塩釜水産物仲卸市場において、地元水産物の

PR,消費拡大を目指した「どっと祭」を開催する。 

≪神社と商店街の連携≫ 

（２）塩釜市青年四団体連絡協議会と連携して塩釜の歴史・文化に触れてもらうこと

を目的に、志波彦神社・鹽竈神社の境内をライトアップする「神々の月灯り」を

開催する。また中心市街地では、夜祭りを同時開催し、神社から商店街への回遊

性と賑わいを創出する。 

≪地域資源の体験学習≫ 

（３）観光汽船会社、塩竈市浦戸振興課、浦戸漁協などと連携してプレジャーボート

体験クルージングや浦戸諸島クルージングを企画する。また、塩釜の海を体感し

てもらいながら、浦戸での稲刈りや漁業体験など着地型体験イベントも同時に企

画し、離島の観光振興を図る。 

（４）上記（１）（２）（３）の他、酒蔵見学会や蒲鉾工場見学会、藻塩づくり体験な

ど地場企業にも参画してもらい、１０月を「みなと塩竈・ゆめ博」月間と称して

各種広告媒体を効果的に活用し、みなと塩竈が持つ地域資源の魅力を情報発信す

る。 
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【目標】 

 みなと塩竈・ゆめ博 

 項 目 現 状 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度 平成３４年度 

開催回数 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

参画団体・企業

数 
５０ ５０ ５０ ５０ ５０ ５０ 

来場者数（全体） 延べ１０万人 延べ１０万人 延べ１０万人 延べ１０万人 延べ１０万人 延べ１０万人 

 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組み 

１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウの情報交換に関すること 

以下のとおり他の支援機関との連携を強化し、情報交換などをとおしてそれぞれの
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専門分野における支援ノウハウを学び、毎月１日に行う職員全体会議において報告、

共有化することで経営発達支援事業のより効果的な実施を図る。 

 

【名称】：金融懇談会 

【時期】：年１回、３月 

【目的】：塩竈市、市内金融機関、信用保証協会との金融懇談会を開催し、直近の

金融情勢や資金需要など情報交換と金融支援のノウハウなどの意見交換を

行い、円滑な資金供給策について学ぶ。 

 

【名称】：小規模事業者経営改善貸付連絡協議会 

【時期】：年１回、６月 

【目的】：日本政策金融公庫仙台支店と連絡協議会を開催し、各種の政策金融制度

について学ぶとともにマル経融資の推進策について意見交換を行い、効果

的活用について学ぶ。 

 

【名称】：小規模事業者指導研究会 

【時期】：年１回、１月 

【内容】：県内の商工会議所経営指導員が集まる小規模事業者指導研究会において、

各地の経営支援についての情報交換と先進事例の研究を行う。 

 

【名称】：税務支援意見交換会 

【時期】：年 1回、１１月 

【内容】：東北税理士会塩釜支部との税務支援意見交換会を開催し、税制改正の動

向や事業承継問題、消費税の転嫁対策など、専門家の知見から税務支援の

ノウハウについて学ぶ。 

 

【名称】：小規模事業者振興対策会議 

【時期】：年１回、８月 

【内容】：塩竈市幹部職員（部課長）との「小規模事業者振興対策会議」を開催し、

直近の地域経済の動向を確認するとともに、中心市街地の空洞化対策や販

路支援対策、創業支援対策など多岐にわたる地域と小規模事業者の抱える

課題を共有し、意見交換を行いながら連携した経営発達支援事業の推進を

図る。 

 

※上記に出席した経営指導員等は、学習した内容や支援ノウハウを報告書にして毎

月１日に行う職員全体ミーティングにおいて報告する。また、報告書は所内イン

トラネットの共有フォルダ内にデータベース化し、経営指導時にいつでも参考に

できるよう共有化を図る。 

  

２.経営指導員等の資質向上等に関すること 

当所では、塩竈市の商工業者の復興、創生を果たすためには、地域や小規模事業者

の抱える課題を的確に抽出し、適切な方法で解決できる人材を育成することが必要で
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あると考える。 

今後は、小規模事業者の経営改善や販路開拓、事業再生などの取り組みを支援でき

るコンサルティング能力や目利き力の習得を図るため、外部機関が主催する研修会や

セミナーなどに積極的に職員を参加させる。また所内における OJTを強化し、効果的

な伴走支援ができる人材を育成するとともに、職員全体の資質向上と知識の平準化を

図るために定期的な人事異動を行う。 

  

【経営指導員】 

OFF-JT 

●若手経営指導員には、中小企業大学校での長期義務研修を３年以内に受講させ、経

営発達支援計画を遂行する上での必要となる経営分析、マーケティングなどの基礎

知識を習得させる。 

●宮城県商工会議所連合会が毎年実施する短期義務研修をとおして、基礎知識の定着

と目利き力やコミュニケーション能力を習得させる。 

●日本商工会議所や中小企業基盤整備機構、中小企業大学校が実施する経営革新や事

業承継、経営計画作成セミナーなど専門性の高い研修には中核となる経営指導員を

参加させることにより更なる資質の向上を図る。 

OJT 

●中小企業診断士による個別経営相談会や専門家派遣事業、個別商談会などに経営指

導員を同席、帯同させ、売上、利益確保のための新商品・新サービスの開発や顧客

開拓、事業再生などの支援ノウハウを実践で学ばせることで支援能力の向上を図

る。 

 

【経営補助員・記帳専任】 

OFF-JT 

 ●宮城県商工会議所連合会が毎年実施する短期義務研修をとおして、税務・金融・労

務・法律などの経営指導員をサポートする上で必要となる基礎的知識を習得させ

る。 

●上記基礎知識を身に着けた経営補助員・記帳専任職員には、日本商工会議所や中小

企業基盤整備機構、中小企業大学校が実施する研修会に参加させ将来の経営指導員

として平行育成する。 

 OJT 

●経営指導員の業務サポートをとおして経営支援のノウハウを学んでもらう。また、

記帳専任職員にあたっては、記帳指導をとおして経営指導員といっしょに経営分析

の手法を学んでもらい将来の経営指導員を見据えた教育を行う。 

 

【研修内容の共有と蓄積】 

●研修会で学習した内容は、報告書にして毎月１日に行う職員全体ミーティングにお

いて報告する。また、研修会資料及び報告書はファイリングし、いつでも教科書代わ

りに誰もが参照できる状態で事務所内書庫に税務・金融・創業・事業承継・マーケテ

ィングなどテーマ別に蓄積して行く。 
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【経営分析結果等の共有と蓄積】 

●経営分析の結果や事業計画策定支援の相談内容や支援データ、指導事例によるノウ

ハウなどは、当所基幹システム（日商開発のシステム）経営指導カルテに入力反映さ

せ、支援事例として蓄積するほか、経営指導員が異動、退職後も組織の財産として蓄

積できるよう入力体制を徹底する。 

 また、支援事例は毎月１日に行う職員全体ミーティングにおいて発表させ情報の共

有と OJTを交えたスキルアップ体系を構築する。 

 

【全職員共通】 

自己啓発 

●今後、５５歳未満全職員に最低日商簿記２級以上を取得させる。また、中小企業診

断士、税理士、社会保険労務士など国家試験受験者に対して受験料を負担し、自己啓

発を促進する。 

 

【人材育成研修体系】 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３.事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

毎年度終了後、年１回本計画に記載の事業実施状況及び成果について、以下の方法

により評価・検証を行う。 

  

（１）職員全体会議において、事業の自己評価（５段階評価）を行い見直し案の内容

を検討し、翌期の方針を決定する。 

（２）事業成果・評価、翌期の方針については、正副会頭会議へ報告し、承認を受け

る。 

（３）金融機関（七十七銀行、仙台銀行、北日本銀行、岩手銀行、杜の都信用金庫、

山形証券）支店長、税理士（２名）など外部有識者で構成する委員会において、

前年度の事業実施状況、成果の評価・見直し案の提示を行う。 

（４）評価・見直しの結果は、当所のホームページで計画期間中公表する。 

点 全体評価 数値評価 内容評価 

Ａ 目標を上回っている。 目標以上の数値を達成（100％ 成果・努力が顕著である 

所内研修 

自 己 啓 発 

経
営
指
導
員
等
の
資
質
向
上 

・担当業務を通じた教育訓練 
・個別経営相談会や専門家派遣事業、個

別商談会の同席、帯同 

・中小企業大学校での長期研修受講 
・日商、東北六県連、宮城県連、中小

企業基盤整備機構での短期研修受講 
 
・日商簿記２級の取得促進 
・中小企業診断士、税理士、社会保険

労務士等受験料支援 

外部研修 
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【５段階評価方法】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

以上） 

Ｂ 概ね目標どおりとなっ

ている。 

目標数値を概ね達成（80％以

上 100％未満） 

成果・努力が認められる 

Ｃ 目標に達していない。 目標数値を下回った（80％未

満） 

努力・改善の余地がある 

Ｄ 目標を大幅に下回って

いる。 

目標数値を大幅に下回った

（70％未満） 

目標設定・取組方法の見直し

が必要 

自己評価 

・職員全体会議で事業毎に５段階での自己評価を行

う。 

・実施状況をできる限り定量的かつ正確な記述で事

業実績を明確にするとともに、自己評価の結果とそ

の判断理由、見直し案を記載した事業実績報告書を

作成する。 

委員会評価 

・事業実績報告書を示し、説明と委員からの質疑を受

ける。 

・委員会は、自己評価を総合的に検証し、５段階評価

の最終決定と見直し案の承認を行う。 

正副会頭会議への報告・承認 

評価・見直しの公表 
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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 

（２９年５月現在） 

（１）組織体制 

   下記組織図のうち中小企業相談所を中心に、全職員一丸となり、本計画内容を実

行する。 

   

 

 

 

 

（実施体制）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）連絡先 

   名  称：塩釜商工会議所中小企業相談所相談課 

   住  所：宮城県塩竈市港町１丁目６－２０ 

   Ｔ Ｅ Ｌ：022-367-5111 Ｆ Ａ Ｘ：022-367-5115 

   Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.shiogamacci.jp/ 

   

専務理事 

事務局長 

総務課長 
（事務局長兼務） 

総務課長代理 

総務係長 

主 
 
 

事 

主 

事 

補 

中小企業相談所長 
（相談課長兼務） 

地域振興室長 
（主任経営指導員） 

相談課長代理 
（主席経営指導員） 

記
帳
専
任
職
員
（
主
事
） 

 
経
営
指
導
補
助
員
（
主
事
補
） 

経
営
指
導
員
（
主
事
） 

経
営
指
導
員
（
主
事
） 

経
営
指
導
補
助
員
（
主
事
補
） 

経営指導員 
（主任） 

専務理事   
事務局長  一般職員  ４名 
相談所長  経営指導員 ５名 

経営補助員 ２名 
記帳専任職員１名 

 
 

正副会頭 
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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） 

 ３０年度 

( ３０年４

月以降) 

３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 

必要な資金の額 55,800 55,800 55,800 55,800 55,800 

 

中小企業相談所 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

地域経済動向調

査 
150 150 150 150 150 

経営分析・需要

動向調査 
150 150 150 150 150 

事 業 計 画 の 策

定・実施支援 
500 500 500 500 500 

創業・事業承継

支援 
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

小規模事業者販

路開拓事業 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

（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 

 

宮城県補助金、塩竈市補助金、会費、負担金、事業収入、事業受託費 

 

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

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

関する事項 

連携する内容 

当所は、以下の機関と連携・協力して経営発達支援事業を実施する。 

 

１．経営状況の分析に関すること 

  経営分析の結果、導き出された専門性の高い経営課題に対する円滑な解決手段の検

討。 

 

２．事業計画の策定・実施支援 

  経営計画の策定にあたっての助言・指導。 

 

３．事業計画策定後の実施支援 

  経営計画策定後の経営課題に対する専門家からの助言・指導。 

 

４．創業・事業承継支援 

  創業塾の開催及び創業計画の策定、事業承継計画策定にあたっての助言・指導。 

 

５．小規模事業者販路開拓事業 

  商談会開催にあたっての助言・指導。 

  

連携者及びその役割 

【連携者】：宮城県商工会議所連合会エキスパートバンク事業専門家 

宮城県商工会議所連合会 会長 鎌田 宏 

仙台市青葉区本町 2－16－12 ℡022－265－8127 

中小企業・小規模事業者ビジネス創造等支援事業専門家 
中小企業庁 長官 安藤 久佳 
宮城県よろず支援拠点 チーフコーディネーター 田中 宏司 

仙台市青葉区上杉一丁目 14-2 ℡022－225－8751 

【役 割】：専門性の高い経営課題の解決及び事業計画策定・実施にあたっての助

言・指導。 

 

 

【連携者】：宮城県 知事 村井 嘉浩 

宮城県経済商工観光部・農林水産部 

仙台市青葉区本町３－８ ℡022－211－2765 

【役 割】：商談会開催にあたっての後援・助言・指導。 
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【連携者】：塩竈市 市長 佐藤 昭 

塩竈市産業環境部商工港湾課 

塩竈市本町 1－1 ℡022－364－1124 

【役 割】：創業支援事業の共催及び商談会開催にあたっての後援、助言・指導。 

 

 

【連携者】：宮城県事業引継ぎ支援センター 統括責任者 木坂 尚文 

仙台市青葉区二日町 12－30  ℡022－722－3884 

【役 割】：事業承継に関する専門的相談と事業承継計画策定の助言・指導。 

 

 

【連携先】：日本政策金融公庫 仙台支店 事業統括 吉池 雅志 

仙台市青葉区中央 1－6－35 ℡022-222-5376 

七十七銀行塩釜支店 支店長 漆原 克典 

塩釜市尾島町 17-11 ℡022-364-4111 

杜の都信用金庫塩竈営業部 部長 千葉 勝美 

塩釜市尾島町 28－12 ℡022-362-1151 

仙台銀行塩釜支店 支店長 橋本 修 

塩釜市本町 6－6 ℡022-365-2156 

北日本銀行塩釜支店 支店長 阿部 俊之 

塩釜市海岸通 6－17 ℡022-365-3141 

岩手銀行塩釜支店 支店長 小原 智生 

塩釜市旭町 20－18 022-366-1211 

【役 割】：公的資金貸付、創業計画策定の助言・指導。 

 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小規模事業者 

宮城県商工会議所連合会 

日本政策金融公庫仙台支店 

市内金融機関 

行政機関 

宮城県よろず支援拠点 

宮城県事業引継ぎｾﾝﾀｰ 

連
携 
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