
経営発達支援計画の概要 

 

実施者名 

（法人番号） 
横手商工会議所（法人番号 4410005004975） 

実施期間 平成 30 年 4月 1日～平成 35年 3月 31日 

目  標 

(1)事業承継および新規創業者に対する支援を行い、地域の事業所数減少に歯

止めをかける。 

(2)経営支援体制の充実強化を図り、より踏み込んだ伴走型支援を実施するこ

とにより、地域の小規模事業者の経営力強化と継続的発展をはかる。 

(3)人口減少や大型店との競合に負けない競争力ある企業の育成に取り組む。 

(4)魅力ある横手を発信し、交流人口の増加をはかる。 

事業内容 

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 
管内事業者を対象に雇用動向調査や景況調査を定期的に実施し、管内経

済動向の分析結果を事業者に情報提供する。 
２．経営状況の分析に関すること 
  全職員によるヒアリング調査を通して管内事業者が抱える課題を把握す

るとともに、経営指導員が課題レベルに応じた経営分析を行い、課題解決の

支援を行う。 
３．事業計画策定支援に関すること 
  経済動向調査や経営分析の結果を踏まえた上で、経営課題に応じた事業

計画策定について経営指導員が伴走型支援を行う。 
４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

策定した事業計画が円滑に遂行できるように経営課題に応じた方法・頻

度により経営指導員がフォローアップを行う。 
５．需要動向調査に関すること 

当所主体で販路拡大を目的としたヒアリング調査を実施する他、事業者

主体で実施する調査等に対しては、その手法や調査項目等について助言・支

援を行う。 
６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

地域資源を活用した新商品開発を行う事業者を対象に展示会・商談会へ

の出展を企画し、域外への販路開拓を図る。 
Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組み 
１．冬の伝統行事「かまくら」での地域活性化事業の開催 
   農商工連携による横手ブランドの創造・地域の活性化を図る。 

２．インバウンド対策事業 
ホームページの翻訳やクレジットカード導入店の拡充など、個店単位で

実現可能なインバウンド対策につながるセミナー・講習会を開催する。 

連 絡 先 

〒013-0021 秋田県横手市大町 7番 18号 

横手商工会議所 中小企業相談所  所長 鈴木 幸弘 

ＴＥＬ：０１８２-３２-１１７０ ＦＡＸ：０１８２－３３－５６４２ 

ホームページ：http://www.yokotecci.or.jp/ 
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（別表 1）経営発達支援計画 

 

[１] 経営発達支援事業の目標 

 
１．横手市の概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横手市は秋田県の南東部、東の奥羽山脈、西

の出羽丘陵に囲まれた横手盆地の中央に位置

し、東西 45.4km、南北 35.2km に広がっている。

奥羽山脈に源を発する成瀬川、皆瀬川が合流し

た雄物川及び横手川が貫流し、中央部には肥沃

な水田地帯が形成されている。 
気候は、長い冬と短い夏が特徴で、夏は比較

的高温多湿で冬は低温多雪。特に横手市が位置

する横手盆地は全国有数の豪雪地帯となってい

る。平成 17 年 10 月 1 日、旧横手市、増田町、

平鹿町、雄物川町、大森町、十文字町、山内村、

大雄村の 8 市町村が合併し、人口 10 万 4 千人

の秋田県第 2 の都市として誕生した。 
横手市の産業振興や中小企業支援を担ってい

る総合経済団体として、「横手商工会議所」と「よ

こて市商工会」があり、横手商工会議所は中核

を担う旧横手市が管轄となっている。 

 

＜図表１ 横手市の位置＞ 

青森県 

岩手県 

山形県 

（出典：横手市「食と農」からのまちづくりプロジェクトより） 

【管轄エリア】 

横手商工会議所：旧横手市 

よこて市商工会：増田町、平鹿町、雄物川町、大森町 

十文字町、山内村、大雄村の旧７町村 
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２．当地域の現状 

（１）人口 
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平成17年の合併時には人口 10万都市であ

ったが、人口は年々減少しており今後もこの

傾向は続くものと推測される。平成 28 年 3

月末で 92,422人。 

人口減の要因として婚姻・出生率の低下に

よる自然減、若年世代を中心とした都市部へ

の人口流出による社会減となっており、地域

経済の根幹をなす労働人口や消費市場の縮

小にも大きく影響している。 

若年層の流出に歯止めをかけるために魅

力ある雇用の創出やスムーズな事業承継へ

の支援が求められる。また、地域外への積極

的な働きかけなどにより消費市場を拡大す

ることが課題となっている。 

※合併前 8市町村の合計 新制横手市 

（出典：国勢調査） 

＜図表２ 横手市の人口＞ 

（人） 
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（２）事業所数 

 
 図表３「横手市の事業所数の推移」のとおり、Ｈ21 年、24 年、26 年の事業所数の推移をみると、お

おむねどの業種も減少傾向にある。特に地域経済への影響力が大きい「卸売・小売業」の事業所数の減

少が顕著にみられる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜図表３ 横手市の事業所数の推移＞ 

（出典：経済センサス） 

H21 H24 H26

A～B　農林漁業 76 75 92

C　鉱業，採石業 1 - 1

D　建設業 646 586 544

E　製造業 437 403 388

F　電気・ガス・熱供給 1 1 1

G　情報通信業 25 29 28

H　運輸業，郵便業 106 103 105

I　卸売業，小売業 1681 1446 1397

J　金融業，保険業 86 90 79

K　不動産業 130 110 104

L　学術研究 157 138 133

M　宿泊業 595 534 535

N　生活関連サービス業 695 650 617

O　教育，学習支援業 87 76 76

P　医療，福祉 254 266 289

Q　複合サービス事業 51 41 50

R　サービス業 342 336 333

合　　計 5,370 4,884 4,772

事業所数
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 つづいて、横手商工会議所管内（旧横手市）における事業所数の推移をみても、おおむねどの業種も

減少傾向にあるなかで、「卸売・小売業」の事業所数の減少は特に大きい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出典：横手商工会議所） 

＜図表４ 横手商工会議所管内の事業所数の推移＞ 

商工業所数 小規模事業所数 商工業所数 小規模事業所数 商工業所数 小規模事業所数

Ａ 農 業

Ｂ 林 業

Ｃ 漁 業

Ｄ 鉱 業

Ｅ 建 設 業 341 315 329 308 340 321

Ｆ 製 造 業 184 157 181 154 161 139

Ｇ
電 気 ・ ガ ス

熱 供 給 ・ 水 道 業 1 0 1 0 2 1

Ｈ 情 報 通 信 業 5 5 5 4 8 7

Ｉ 運 輸 業 58 49 60 51 57 48

Ｊ 卸 売 ・ 小 売 業 797 674 772 658 755 646

Ｋ 金 融 ・ 保 険 業 52 45 50 43 49 43

Ｌ 不 動 産 業 52 50 49 47 53 51

Ｍ 飲 食 店 315 299 318 300 342 312

Ｎ 医 療 18 10 17 10 40 31

Ｏ 教 育 25 23 25 23 28 26

Ｐ 複 合 サ ー ビ ス 事 業 0 0 0 0 0 0

Ｑ
サ ー ビ ス 業
（ 他 に 分 類 さ れ な い も の ） 516 454 533 469 490 438

Ｒ
公 務
（ 他 に 分 類 さ れ な い も の ）

Ｓ 他 に 分 類 さ れ な い 産 業

2,364 2,081 2,340 2,067 2,325 2,063

99.0% 99.3% 99.4% 99.8%

H21 (H22.3.31現在) H24 (H25.3.31現在) H26 (H27.3.31現在)

小 計

前 年 比
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（３）従業者数 

 
 図表５「横手市の従業者数の推移」のとおり、H21年、24年、26年の従業者数の推移をみると、総従

業者数は年々減少している。おおむねどの分野も減少傾向にあるが、特に「製造業」については H21と

H26 を比較すると、５年間で約 1,700人の従業者が減少している。事業所数の減少による影響もあるが、

業績低迷による人員調整や職場環境とのミスマッチなどによる職場離れなども考えられる。 

 従業者数の減少に歯止めをかけるためにも、特に若年層へ魅力ある雇用の場や安定した雇用の場を創

出するほか、スムーズな事業承継を支援する施策が課題となっている。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜図表５ 横手市の従業者数の推移＞ 

（出典：経済センサス） 

H21 H24 H26

A～B　農林漁業 1,018 876 966

C　鉱業，採石業 3 - 4

D　建設業 3,846 3,814 3,547

E　製造業 9,163 7,876 7,418

F　電気・ガス・熱供給 82 84 78

G　情報通信業 120 154 139

H　運輸業，郵便業 2,079 1,821 1,846

I　卸売業，小売業 9,791 8,652 8,899

J　金融業，保険業 1,032 1,051 805

K　不動産業 452 427 356

L　学術研究 562 512 553

M　宿泊業 3,196 3,033 3,056

N　生活関連サービス業 2,074 1,817 1,774

O　教育，学習支援業 315 300 308

P　医療，福祉 4,808 5,026 5,566

Q　複合サービス事業 516 954 619

R　サービス業 1,673 1,984 1,725

合　　計 40,730 38,381 37,659

従業者数（人）
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（４）管内の業種別特徴 

 ①製造業・建設業 

 
図表６「製造業・建設業 第 66 回景況調査」のとおり、前年同期と比較すると、製造業は「景況」・

「売上」・「経常利益」は好転しているものの、「資金繰り」は依然苦しい状況にある。「雇用」は前年度

からは充足が見られるものの不足傾向は続いている。自由回答でも「新卒採用２名予定のところ 1 名し

か応募がなく、若年層の確保が難しい。」という事業所があった。 
建設業については全項目で「悪化している」という回答がみられ、特に「景況」・「経常利益」・「資金

繰り」の悪化が顕著にみられる。また、「雇用」については前年比で人手不足の傾向が大きく、大卒な

どの新入社員不足に悩んでいるという回答もみられた。 
   
 

 

景 況 売 上 客 数 在 庫 
経常 
利益 

資金 
繰り 

雇 用 

製 

造 

業 

H29.4～6の

実績 

(前年同期の

数値) 

▲37.5 

（▲60.0） 

22.2 

（▲60.0） 
 

▲11.1 

（▲33.3） 

▲29.4 

（▲52.9） 

▲63.6 

（▲63.6） 

9.1 

（42.9） 

建 

設 

業 

H29.4～6の

実績 

(前年同期の

数値) 

▲71.4 

（▲84.6） 

▲47.4 

（▲76.5） 
  

▲85.7 

（▲73.3） 

▲75.0 

（▲42.9） 

83.3 

（55.6） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜図表６ 製造業・建設業 第 66回景況調査（H29.7実施）＞ 

（出典：横手商工会議所） ※在庫・雇用（マイナス：過剰、プラス：不足） 



7 
 

 ②商業（卸売業・小売業） 

 
図表７「卸売業・小売業 第 66 回景況調査」のとおり、前年同期と比較すると、卸売業については

好転している項目が多くみられるなか、「在庫」と「雇用」の前年比をみると過剰な在庫と人手不足が

顕著となっている。 
小売業については全項目で「悪化している」という回答がみられる。また、「売上」の前年比では若

干の好転がみられるものの、「経常利益」は悪化傾向にあり、依然として資金繰り難となっている。自

由回答でも「経費削減など自助努力が功をなした感があり、現実はかなり厳しい状況。」という回答が

あり、資金繰りの厳しさが伺える。 
商業全体でみると、小売販売店での購買客数の低下により商品売上が減少、その結果、卸売業者で多

くの在庫を抱えるという悪循環となっている。購買客数の増加や客単価の底上げなどが課題となる。 
また、図表８「横手市における商業状況の推移」をみると、卸売業・小売業ともに事業所数は減少傾

向にあり、景況感としてはやはり悪化傾向にある。ただし、小売業では従業者数・年間商品販売数は回

復の兆しがみられ、各事業所の自助努力によるものと思われる。 
   
 

 

景 況 売 上 客 数 在 庫 
経常 
利益 

資金 
繰り 

雇 用 

卸 

売 

業 

H29.4～6の実

績 

(前年同期の

数値) 

▲14.3 

（▲100.0） 

7.7 

（▲100.0） 

▲25.0 

（▲100.0） 

▲100.0 

（▲100.0） 

▲33.3 

（▲71.4） 

0.0 

（▲100.0） 

100.0 

（50.0） 

小 

売 
業 

H29.4～6の実

績 

(前年同期の

数値) 

▲71.4 

（▲88.2） 

▲36.4 

（▲91.3） 

▲50.0 

（▲70.0） 

▲66.7 

（▲50.0） 

▲78.9 

（▲60.0） 

▲75.0 

（▲100.0） 

83.3 

（25.0） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

＜図表７ 卸売業・小売業 第 66回景況調査（H29.7実施）＞ 

＜図表８ 横手市における商業状況の推移＞ 

（出典：横手市ホームページ 商業統計調査、経済センサス） 

（出典：横手商工会議所） ※在庫・雇用（マイナス：過剰、プラス：不足） 
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 ③サービス業（飲食業含む） 

 
図表９「サービス業 第 66 回景況調査」のとおり、好転している項目が多くみられるなか、「雇用」

の前年比については人手不足の傾向となっている。客足に波はあるものの、他業種よりも「客数」の状

況は悪くなく、客足の需要が見込める中での人手確保が課題となっている。 
   
 

 

景 況 売 上 客 数 在 庫 
経常 
利益 

資金 
繰り 

雇 用 

サ
ー
ビ
ス
業 

H29.1～3の

実績 

 (前年同期の

数値) 

25.0 

（▲53.8） 

23.1 

（▲41.2） 

23.1 

（▲38.5） 
 

17.6 

（▲42.9） 

42.9 

（▲33.3） 

100.0 

（69.2） 

 
 
 
 ④農業 

 
図表 10「横手市の農業産出額推移」のとおり、就農人口減少などの影響もあり、農業算出額は減少傾

向にある。農作物の増加が見込めないなかで、農商工連携などにより付加価値を付けてブランド化する

などのソフト的な施策が求められる。 
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＜図表９ サービス業 第 66回景況調査（H29.7実施）＞ 

＜図表 10 横手市の農業産出額推移＞ 

（億円） 

（出典：農業センサス） 

（出典：横手商工会議所） ※雇用（マイナス：過剰、プラス：不足） 



9 
 

（５）観光 

全国有数の豪雪地帯となっている横手市は、冬の伝統行事「かまくら」で知られるように、奥羽山脈

と出羽丘陵にはさまれた横手盆地は山と川のある魅力あふれる美しい自然に恵まれ、その豊富な観光資

源を活かした各種イベントやまつり等が充実している。 

図表 11「横手市の主な観光」にも示すように、「増田の内蔵群」は古くから産業・交通・物流の要と

して栄えた横手市増田町にあり、明治から昭和初期にかけて商人が築いた街並みや内蔵が現存し公開し

ている。また、1994 年にオープンした「秋田ふるさと村」は秋田県の魅力を紹介するテーマパークで、

名産品・特産物の展示・販売、工芸品の制作実演の見学や、実際に体験できる工房もあり、イベント会

場としても広く親しまれている。 

図表 12「横手市観光統計（観光入込客数）」のとおり、過去５年間をみると観光地における観光入込

客数はほぼ横ばいの傾向にある。その中において、行祭事・イベントの観光入込客数については平成 27

年度まで増加傾向にあったものの、平成 28 年度に大きく減少している。今後は、一過性の集客に頼ら

ない、年間を通した交流人口の増加が見込まれるイベントが求められる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜図表 11 横手市の主な観光＞ 

＜図表 12 横手市観光統計（観光入込客数）＞ 

（出典：秋田県観光統計） 

冬の伝統行事「かまくら」 秋田ふるさと村 増田の内蔵群 

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

H24 H25 H26 H27 H28
観光地 行祭事・イベント

（観光入込客数） 
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３．現状から読み取れる課題 

横手市の総人口は自然減・社会減が同時並行的に継続しており、人口減少が進んでいる。年齢構成

についても老年人口比率が上昇しており高齢化が進行している。 

特に 10代後半から 20代前半の若年層の市外転出という人口減少要因は、事業所の後継者不在、全

業種における若年労働力不足、地域の購買力低下など、地域商工業に悪影響を与えている。 

また、多様な消費者ニーズや購買行動の変化などにより、郊外型大型店やネット通販に消費活動が

シフトしており、地元小売業や卸売業の売り上げの低迷が続いている。当市の主要産業である農業に

も陰り(後継者不在、米価低迷…)が見られ、消費低迷の一因となっている。 

このように、売り上げ不振、事業主の高齢化、後継者不在などの要因により事業所の廃業が進んで

おり、今後事業所数減少の速度はますます加速すると考えられる。 

  地域内の経済活性化のためには交流人口の増加策が重要となるが、当市には全国的にも有名な「か

まくら」「横手やきそば」をはじめとした美しい景観や名所、温泉、おまつりなど地域資源が通年の

観光誘客に必ずしも結び付いているといえない。 

 

４．商工会議所のこれまでの取り組み 

当所は昭和29年11月創立以来、地域の総合経済団体として、地域の活性化、産業振興、中小企業支援

などの役割を担ってきた。平成27年から3カ年の中期行動計画を策定し「よこて創生の牽引役に！」を

行動指針として、地域振興のために下記のような事業を行ってきた。 

(1)事業所減少や若年層の流出に対する取り組み 

当所では事業数減少問題に対する取り組みとして「新規創業」「事業承継」への支援事業に取り組

んできた。新規創業者支援のため創業塾の開催や個別相談会を実施しているが、1人あたりの指導回

数は4～5回にわたり、開業計画書の策定支援や開業資金調達方法、助成金活用等の支援を手厚く行っ

てきた。ただし、開業前の支援と比較すると開業後のフォローが十分に行えなかった。事業承継に関

しても個別相談を行っているが相談件数が少なく、そもそも案件の掘り起こしが課題となっている。 

若年層の人口流出抑止のために、魅力ある企業の誘致、雇用創出等について県・市への提言・要望

活動を行ったり、企業・雇用情報サイト構築による、企業取引機会の創出および有能な人材の地元定

着を図っているが、若年層の市外流出に歯止めがかかっていない。 

 (2)事業所の経営体質改善に関する取り組み 

当所では事業所の経営体質改善のため巡回相談を実施し、金融、税務、労働等の様々な経営課題解

決のための相談支援をおこなっている。より専門性の高い経営課題に対しては、当所が委嘱する専門

家(弁護士、税理士、社労士等)から助言を得るべく専門家相談体制を構築している。また、国、県、

市の補助金等の情報をＨＰや機関誌で発信し、活用に関しての相談窓口を設置しており、事業者が効

果的に補助金を活用し、経営力強化や新技術創出を図る取り組みを支援している。  

しかしながら、補助金申請の際には、経営分析により当該事業所の経営課題を抽出したり経営計画

書策定支援を行うが、他の金融、税務等の相談案件では踏み込んだ相談支援ができていなかった。 

(3)交流人口増加に資する取り組み 

これまでは、交流人口増加施策として当所や観光協会が飲食イベント等を開催してきた。しかし飲

食イベントは一過性のものであり地域への経済波及効果も少ないことから、横手市の地域資源を活か

した魅力ある横手ブランドを創出して来街者を増やそうとする取り組みに転換してきている。これま



11 
 

でも「横手版グルメガイドブック」を発行し、優れた飲食店情報を地域外に発信し、当地域への誘客

を促す事業を行ってきた。 

 

５．地域内における小規模事業者の中長期的（10年先）な振興のあり方 

 

当地域の現状と課題を踏まえたうえで、当地域の中長期的な振興のあり方については下記のとおり 

地域経済の支えとなっている中小規模事業者が継続的に発展していくことが、将来的な横手市の

振興のためには重要課題となっている。根本的な問題である事業所数減少対策として、新規創業や

事業承継支援を推し進めるとともに、人口減少や大型店との競合に負けない、競争力のある企業（地

域外へ積極的に販路拡大を展開する企業や地域内にお客を呼び込める魅力ある商品・サービスを持

っている企業）の育成が図られねばならない。以上を踏まえて、当所は中小規模事業者が継続的に

発展していくために克服すべき様々な経営課題に対し、職員のスキルアップや他の支援機関、税理

士等の専門家等との連携協力関係を構築するなど相談体制を整備し、継続的な経営分析や事業計画

策定、ひいては需要の開拓など事業者に寄り添った経営支援を実施していかなければならない。 

さらには、当所が地域の事業者や行政と連携し、地域資源を活かした新商品開発・ブランド化や

地域の魅力を積極的に域外にＰＲする取り組みを実施し、交流人口の増加を図ることも重要である。 

 

 

６．横手商工会議所の経営発達支援事業の目標と方針 

地域内の小規模事業者の中長期的な振興のあり方を踏まえ、当所の経営発達事業の目標と方針は次の

とおりとする。 

目標(1) 事業承継および新規創業者に対する支援を行い、地域の事業所数減少に歯止めをかける。 

事前の綿密な計画と事後の巡回訪問によるフォローアップにより、開業、承継後も、その事業

所を持続的に発展させることを支援方針とし、下記の事業を行い、地域経済の基盤となる事業所

数の減少に歯止めをかける。 

・年に１回の集団の創業塾を開催するほか、年間を通して新規創業個別相談会を随時実施する。

さらには当所のインキュベーションルームの活用により新規創業者を支援する。  

・経営指導員等が巡回の際に事業承継の課題を抱えている事業者の掘り起こしや事業承継に対す

る啓蒙をはかり、経営状況の把握と承継計画策定を支援する。必要があれば専門家による個別

相談を実施し関係機関と連携を取りながら円滑な事業承継を図っていく。 

 

目標(2) 経営支援体制の充実強化を図り、より踏み込んだ伴走型支援を実施することにより、地域の

小規模事業者の経営力強化と継続的発展をはかる。 

事業者とのコミュニケーションを通して信頼関係の構築を図り事業者に寄り添った個社支援

をすることを方針として、小規模事業者の経営体質強化をはかる。 

・巡回訪問により小規模事業者の現状把握および課題抽出のための経営分析を実施し、経営カル

テを作成・整理する。さらには持続的な発展を図るうえで不可欠な、外部環境や消費者ニーズ

を踏まえた事業計画策定の必要性について啓蒙を図り、事業者の経営計画作成についても支援

を強化していく。 
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・小規模事業者に対する伴走型支援を効果的にするため、研修受講、所内勉強会などにより職員

のスキルアップをはかる。また職員間の情報共有やノウハウの蓄積ができる経営カルテの仕組

みを構築。当所職員で対応できない高度な課題に対しては専門家や他の関係支援団体の支援を

得れるよう、協力連携体制を強化する。 

 

目標(3) 人口減少や大型店との競合に負けない競争力ある企業の育成に取り組む。 

小規模事業所それぞれが持っている特徴や経営資源を尊重し、各種調査データや ITを活用

した支援策を講じることを方針として、競争力ある企業の育成に取り組む。 

・地域資源を活用した新商品開発や既存商品のリニューアルに取り組む事業者に対しては、専

門家アドバイスや商品ＰＲなどの支援を行い、販路開拓のための商談会、展示会への参加促

進を支援する。 

・地域の経済動向調査や需要動向調査データを実施し、その調査結果を事業者が新商品開発、

販路開拓に取り組む際の消費者ニーズ把握に活用するほか、事業計画策定の参考資料として

活用する。 

・セミナーを実施し、成長産業であるＩＴ関連企業の人材育成支援やＩＴ関連新規創業支援を

行う。また、ＳＮＳを活用した情報発信、広報活動や生産性向上や業務効率改善のためのＩ

ｏＴに関する取り組みを支援するためセミナーや専門家相談を実施する。 

 

目標(4) 魅力ある横手の発信とインバウンド対策で交流人口の増加をはかる。 

当所がコーディネーターの役割を果たしながら関係機関との連携を図ることを方針として、

下記の事業を実施し、交流人口の増加を図る 

・横手やきそばが全国的に認知されているが、さらに横手版グルメガイドブック発行事業を実

施することにより「食のまち横手」を地域外へ発信し、交流人口の増加を目指す。 

・通年の観光入込客の増加を図るためのインバウンド対策として、小規模事業者のクレジット

カード決済機能の整備促進と行政、DMO 等関係機関と連携したインバウンド対策セミナーを

開催する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[２] 経営発達支援事業の内容 

［経営発達支援事業の実施期間］平成 30 年 4月 1日～平成 35年 3月 31日 
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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】 

（１）現状 
横手市管内における事業所の雇用や景気の状況の実態を把握し国・県・市等への政策提言に活かす

ことを目的に、当所管内事業所を５業種（製造業・建設業・卸売業・小売業・サービス業（飲食業を

含む））に分類し「雇用動向調査」と「景況調査」を実施している。 
雇用動向調査は３人以上の従業員を雇用している４００事業所を対象にしたもので、従業員の採用

状況や人数の過不足に関して調査している。現在まで３０回実施。 
景況調査は２００事業所を対象に、「景況」「売上」「客数」「在庫」「経常利益」「資金繰り」「雇用」

の項目ごとに好転・悪化の状況を調査している。現在６６回実施。 
調査結果については、当所が毎月発行する機関誌「商工ニュースよこて」に定期的に掲載している

が、読者が当所会員に限られるという課題がある。また掲載内容は分析結果にとどまり、事業者への

経営指導などに活用できていない。さらに、他地域（県など）との比較がなく、客観的視点に欠けて

いる状況にある。 
 

（２）今後の実施内容 
調査資料名 雇用動向調査回答票 
調査項目名 １．調査対象事業所の概要について 

①現在の従業員数 
②事業所の所在地域 

２．従業員の採用状況について 
①今年度上半期または下半期の従業員の採用の有無 
②採用の目的 
③採用しなかった理由 

３．現在の従業員数について（過剰・適正・不足） 
４．次年度の従業員採用について（今年度に比べ採用数拡大・不変・縮小・採用なし） 
５．新規学卒者の採用予定の有無 
６．募集に利用した機関・サイトについて（ハローワーク・求人情報サイトなど） 

調査時期 ４月・１０月 
調査方法 ・調査対象：４００事業所／回（管内事業者構成比に準じ、製造業 40 件・建設業 60

件・卸売業 40 件・小売業 100 件・サービス業（飲食業を含む）160 件）。 
・毎回同一事業所を対象に、ＤＭにて調査用紙を配布。 
・当所内の中小企業相談所担当者が集計。各調査項目の回答割合から動向を分析する。 

活用方法 ・小規模事業者の事業計画策定の際に、業種に応じた助言・対応をするための基礎資料

として活用する。 
・秋田県経営者協会が公開する雇用動向調査（秋田県分）の結果と比較し、横手市の現

状について考察。 
・横手市内における事業所の雇用状況の実態を把握し国・県・市等への政策提言に活用 
・当所機関紙「商工ニュースよこて」、当所ホームページ、横手市の企業・求人情報サ
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イト「横手ＪＯＢナビ」、市が運営するデジタルサイネージ「よこてれび」に調査結

果を掲載し、管内商工業者に周知する。 
 
調査資料名 景況調査回答票 
調査項目名 ・年４回にわたり、景況・売上・客数・在庫・経常利益・資金繰り・雇用 の各項目に

対し下記を問う。 
［１］前期の実績（前年同期と比較して） 
［２］今期の見通し（前期実績と比較して） 
・４月に追加項目として経営上の課題、後継者の有無などを問う。 

調査時期 ４月・７月・１０月・１月 
調査方法 ・調査対象：２００事業所／回（管内事業者構成比に準じ、製造業 40 件・建設業 40

件・卸売業 30 件・小売業 50 件・サービス業 40 件（飲食業を含む）） 
・毎回同一事業所を対象に、ＤＭにて調査用紙を配布。 
・当所内の中小企業相談所担当者が回答をもとにＤＩ値を算出。各調査項目の動向を分

析する。 
活用方法 ・中小企業の継続的な成長・発展につなげるため、事業主が後継者を育成し事業承継を

円滑に進められるよう、事業主に対し有益な情報提供やアドバイスを行うための基礎

材料とする。 
・業種別（製造業・建設業・卸売業・小売業・サービス業（飲食業を含む））の分析結

果を、小規模事業所の経営分析や事業計画策定の際に活用する。 
・事業者の業種に対応した経営指導やセミナーの企画立案に活かす。 
・秋田県がおこなっている景況調査の結果と比較し、横手市管内の現状について考察。 
・横手市管内における事業所の雇用や景気の状況の実態を把握し国・県・市等への政策

提言に活用。 
・当所機関紙「商工ニュースよこて」、当所ホームページ、横手市の企業・求人情報サ

イト「横手ＪＯＢナビ」、市が運営するデジタルサイネージ「よこてれび」に調査結

果を掲載し、管内商工業者に周知する。 
 
 ④目標 

雇用動向調査 … 調査：年２回（４月・１０月） 
        公表：年２回（※集計・分析後に当所 HP において調査結果を掲載） 
景況調査   … 調査：年４回（４月・７月・１０月・１月） 
        公表：年４回（※集計・分析後に当所 HP において調査結果を掲載） 
 

 
 
２．経営状況の分析に関すること【指針①】 
（１）現状 

自社の現状を正しく把握し、それを通じて将来の予測精度を向上させ、最適な経営判断を下すため
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に経営分析は重要である。しかし、特に小規模事業者等においては税務、金融、補助金等の経営課題

に直面した場合には経営分析の必要性を感じているものの、日常の経営においては直感的、経験的な

判断が主であり、自主的・継続的に経営分析に取組んでいる割合は少ない。 

当所においては記帳専任職員による記帳代行業務における簡易な経営分析や経営指導員の巡回指

導等を通じて税務や金融等を主に経営課題等の把握に努めているが、事業者からの相談を受けてから

の受動的な支援である上、相談目的である税務・補助金・融資の優先度が高く、経営分析は補完的な

位置づけに留まっている。事業者にとっても経営分析に重要性を感じていないように思われる。 

継続性が求められる経営分析であるが、一時の経営課題解決（税務、金融、補助金、助成金）のた

めだけの分析に留まっており、事業者単位での分析情報の蓄積や分析情報の活用が有効に実行できて

いない状況にある。 

⇒・経営分析の必要性、重要性の啓蒙活動が必要 

   ・段階的な経営分析が必要 

 ・事業者単位での分析情報の蓄積とその活用が必要 

  

（２）今後の実施内容 

小規模事業者が最適な経営判断のもと持続的発展を図るためには、多様な観点からの経営分析が重

要であるため、経営分析について次のとおり啓蒙普及、段階的な経営分析支援を行う。 

≪情報媒体を活用した「経営分析の必要性」啓蒙事業≫ 

実施内容 経営分析の啓蒙 

支援対象 管内の小規模事業者 

啓蒙事業 ◆普及啓蒙 

・機関紙「商工ニュースよこて」（毎月発行）を活用した情報発信 

・コミュニティ FMコーナー番組「横手商工会議所ナビ」（毎週火曜日放送：15分） 

・経営指導員の巡回指導、記帳専任職員の記帳業務を通じて経営分析の必要性につ

いて指導 

≪課題レベルに応じた段階的な経営分析支援≫ 

経営状況の把握 ①経営状況のヒアリング調査（全職員が実施） 

※分析に移行する前段として、事業者の経営状況について情報収集、蓄積共有を

図ることを目的とする。 

支援対象 ・巡回訪問や窓口相談等の相談事業者 

・啓蒙事業により掘り起こした事業者 

情報収集の方法

と項目 

◆情報収集の方法 

・職員が事業者と対面式でヒアリング調査を行う 

◆情報収集の項目 

・強み、弱み、機会、脅威などの SWOT分析に準じた項目について 

・直近の決算書や残高試算表より売上や粗利益等の推移の状況について 

・経営方針や事業展開について 

・事業主が抱えている経営課題について 

整理方法 ・事業所毎のカルテによりヒアリング内容を管理・蓄積するとともに、課題につい
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て整理し、所内で情報を共有することにより経営分析への移行の必要性の有無につ

いて判断する。 

活用方法 ・経営状況の基礎資料とし、課題を抱える事業者の掘起しを図る。 

・業績悪化等（二期連続赤字、債務超過の他、売上減少・粗利減少、後継者の有無

などのヒアリング）により、個別相談（経営指導員または専門家）の必要性判断

の材料とする。 

 
分析内容 ②詳細な経営分析（経営指導員が実施） 

支援対象 ・①の経営状況のヒアリング調査を経て、持続的発展・経営課題の解決に向けて経

営分析を必要とする事業者、また詳細な経営分析を希望する事業者。 

・持続的発展を目指す既存事業者、創業者・創業後間もない事業者、経営革新等の

事業展開を予定する事業者、事業承継の課題を抱える事業者など様々な経営課題

を抱え詳細な経営分析を必要とする事業者 

分析項目と方法 ◆分析の方法 

 事業者より提供いただいた財務資料及びヒアリングを基に下記分析を実施する。 

◆財務分析 

・直近の決算書または残高試算表から売上・粗利益等の推移の状況確認 

・キャッシュフロー分析 

（１）資金繰り改善 

（２）安定化のチェック 

・ローカルベンチマークを活用した財務分析 

（１）粗利率や売上高営業利益率による収益性 

（２）流動比率や当座比率による安全性 

（３）労働生産性や一人当たり売上高による生産性 

（４）増収率、増益率による成長性 

◆財務以外の分析 

・経営状況のヒアリング調査において聴取した自社の強み・弱み・自社のチャンス

となる外部要因・自社を脅かす外部要因などの項目を基に SWOT 分析を行う。強

みを活かし、弱みを補う。市場機会の拡大、脅威への対応としての防衛を分析の

視点に事業者の戦略目標を導き出す。 

整理方法 ・事業所毎のカルテによりヒアリング内容を管理・蓄積するとともに、課題につい

て整理し、所内で情報を共有を図る。 

活用方法 ・経営分析により顕在化された課題に対して解決策の提案をする。 

・分析結果を事業者に提供し事業計画策定（新事業展開、販路拡大、商品開発等）

に向けた基礎資料とする。 

・専門的な経営課題を有する場合は、適時、税理士・商工調停士・中小企業診断士

などと協力し、適切な経営課題の解決を目指す。 

【専門的な経営課題の例示】 

・経営（経営安定、新事業展開、経営革新、事業承継等） 
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・税務（事業承継、譲渡、相続、贈与、法人成り等） 

・労務（労務コンプライアンス、就業規則策定等） 

（３）目標 

 直近 H30 H31 H32 H33 H34 

経営分析の啓蒙事業（広報） 実施なし 2回 2回 2回 2回 2回 

① 経営状況のヒアリング件数（全

職員） 

50件 70件 70件 75件 75件 80件 

② 詳細な経営分析件数（経営指導

員） 

15件 25件 25件 30件 30件 35件 

内 専門家への移行 4件 5件 5件 6件 6件 7件 

 
３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 
（１）現状 

 小規模事業者においては知識・時間等の理由から事業主自らが事業計画を作成している割合は少な

く、直面する課題（補助金、融資、事業承継等）があって初めて事業計画策定に踏み切る事業者が大

半を占めている。当所としての支援についても小規模事業者持続化補助金や創業融資等の事業計画書

が必須となる案件については事業計画策定支援に努めているが、他の案件については実績が無い状況

である。 

 

（２）今後の実施内容 

  経営分析を実施した事業者を対象に、経営課題毎の事業計画策定支援体制を整備し支援する。また、

事業計画書策定に対して「作成に要する時間の確保が困難」、「複雑で敷居が高い」と感じる事業者が

多く見受けられるため、簡易な事業計画書のフォームを作成し運用するとともに、情報媒体を活用し

事業計画策定の重要性について啓蒙活動と策定事業者の掘起しを実施する。 

 

≪事業計画策定の啓蒙、支援事業所の掘起し≫ 

計画 事業計画策定の重要性の啓蒙、事業者の掘起し 

事業計画書策定の重要性の啓蒙と策定事業者の掘起しのため下記のとおり事業活動を行う。 

◆啓蒙活動 

・当所機関誌「商工ニュースよこて」（毎月発行） 

・コミュニティＦＭ放送コーナー番組「横手商工会議所ナビ」（毎週火曜１５分） 

・当所ホームページの活用 

◆掘起し 

・経営分析を実施した事業者を対象に、事業計画策定への移行事業者の掘起しを図る。 

・個別相談会及びセミナーについては事業所レベル毎の開催内容を企画するとともに受講者を募る

ためにも当所青年部や女性会、（一社）横手青年会議所と連携して事業計画策定事業者の掘起しを

図る。 

※経営分析を踏まえていない事業者から事業計画策定支援の依頼があった場合には、経営分析を経て

事業計画策定に移行する。 
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 ≪経営課題毎の支援体制の整備≫ 

小規模事業者の持続的発展を目指すために、経営分析を実施した事業者を対象に、計画策定支援を行

う。計画策定に向けては、経済動向調査や経営状況の分析などの結果を踏まえ、伴走型支援による中長

期的な計画づくりに取り組む。  

①既存事業者の事業計画策定支援 

◆支援対象者 

・経営分析において事業計画書策定が必要と判断された事業者 

・掘起しによる事業者（経営分析が未実施の場合、経営分析に遡り支援） 

◆支援内容 
 経営指導員が巡回相談や窓口相談を通して事業計画書の作成手法について説明を行い、事業者自

身に事業計画を作成させる。その後、経営指導員が、市場動向、競合優位性、事業内容、リスク対

策、資金計画等の項目を中心に計画書の精度を確認し、添削の形式を取りながら伴走型で事業計画

書の完成を目指し支援を行なう。 

 経営革新等の新たな事業展開や拡大を目指す事業者に対しては、他の事業者の先進事例を紹介す

るとともに、巡回相談等により具体的な事業展開の目的などを担当経営指導員が事業者にヒアリン

グを行いながら、事業計画作成を支援する。 

 また、経営分析の結果、資金繰りの悪化や債務超過等の経営課題が判明し、経営体質改善や経営

安定化が求められる事業者に対しては、経営指導員が課題解決に向けた事業計画策定に至るまで伴

走支援・フォローを行い、事業者の持続的発展を目指す。また、経営課題の内容によっては商工調

停士、秋田県信用保証協会、地域の金融機関と連携を密に事業計画作成支援を行うとともに金融支

援、補助金情報の提供を行う。 

 

②創業者に対する事業計画策定支援 

◆支援対象者：創業希望者、創業後間もない事業者 

◆創業塾と個別相談会の開催 

  創業希望者を対象とした創業塾を年一回開催する（年一回）。創業塾では、講師として「秋田県よ

ろず支援拠点」の創業支援専門家を講師に迎え、４日間のべ 20時間のスケジュールで、ビジネスモ

デル作成、マーケティング、財務基礎、事業計画策定について演習を中心とした研修を行う。 

また、事業計画作成にあたっては、インキュベーションマネージャーを中心に経営指導員を創業

希望者毎に配備するとともに金融機関との連携を図りながら資金計画を作成し、実現性の高い事業

計画書の作成完成を目指す。 

 

③事業承継に係る事業計画策定支援 

◆支援対象者：事業承継を検討している事業者 

◆支援内容 
事業承継は早期の着手が重要だが、その認識は薄いため、巡回指導と広報等で積極的に周知を図

る。事業承継の相談案件については経営指導員が、財務状況や事業主の意向を把握し、事業承継の

パターンや具体的な手続きを踏まえた事業計画書の作成を支援し円滑な事業承継を目指す。また、
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その内容によっては秋田県事業引き継ぎセンターや、専門家（税理士等）、金融機関と連携を図る。 

 

 

（３）目標（事業計画書策定数） 

 直近 H30 H31 H32 H33 H34 

事業計画策定の啓蒙（回数） 実績なし 4回 5回 5回 6回 6回 

事業計画策定件数       

 ①既存事業者（件数） 10件 14件 14件 16件 17件 19件 

   内、経営革新（件数） 1件 2件 2件 2件 3件 3件 

 ②創業者（件数） 2件 4件 4件 5件 5件 6件 

 創業塾の開催（回数） １回 1回 1回 1回 1回 1回 

 受講者数（人数） 5人 10人 10人 15人 15人 15人 

 ③事業承継（件数） 実績なし 2件 2件 3件 3件 4件 

事業計画策定件数合計（①～③合計） 12件 20件 20件 24件 25件 29件 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
（１）現状 

事業者にとっては事業の経営改善や経営体質見直しのための事業計画策定という意味合いよりも、

補助金獲得・助成金獲得・融資実行のための事業計画策定という意味合いが強いため、補助金・融資

等の決定後は事業計画に対する意識が希薄になる現状である。 

  PDCAサイクルの一つである事業計画書作成を主に支援し、最終形として事業主が自発的・主体的に

事業計画書を作成することで PDCAサイクルが円滑に回り事業展開につながることが支援の理想だが、

事業主の実態を見ると経営戦略のための事業計画作成という性質よりも、補助金・助成金獲得のため、

融資実行のためという性質が強い。そのため、当所としては積極的に継続支援を試みるものの、事業

計画作成前後比較すると、作成後の事業主の熱量が下がってしまう傾向にある。策定後の支援につい

ては、要請があった時のみの対応となることが多く、事業計画の進捗状況確認が定期的に実施できて

いない。 

対創業計画策定者、対事業承継計画策定者のように、計画書毎の作成後の支援体制を整備していな

かったため、作成した計画書に応じた支援体制（進捗状況確認頻度、対応者）について整備する。 

 

（２）今後の実施内容 

①既存事業者に対する事業計画策定後の支援 

  事業計画策定後に、経営指導員が 3ヶ月に一度の頻度で巡回し、事業計画の進捗状況の確認を行

う。検証の結果、新たな課題や問題点が確認された場合はその原因と対策を分析し事業者に改善を

促し事業計画の修正を図る。また、高度な経営課題に対しては適宜、あきた企業活性化センターや

秋田県よろず支援拠点などの支援機関に所属する専門家や地元税理士による個別相談に移行する。 

  また、経営革新に伴う事業計画策定事業者については、「人材確保・育成」、「研究開発・生産・

コスト削減・物流」、「マーケティング」など経営判断材料が多岐に渡るため、適確・早期に進捗状

況を把握するとともに実施事業に対応する支援策の情報をタイムリーに提供することで事業計画
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遂行を支援する。 

必要な指導・助言などのフォローアップを実施するとともに、進捗状況や各種施策の活用状況、

指導・助言等の支援内容をカルテで共有し、継続した伴走型の支援を実施する。 

 

②創業者に対する事業計画策定後の支援 

  新規創業においては想定外の事態に直面するケースが多く見受けられるため、事業計画どおりに

事業を進めることが難しい場面も多々ある。創業予定者に対しては、インキュベーションマネージ

ャーを中心に経営指導員が訪問等により状況を確認し、資金調達や取引先の選定等の事業開始に向

けたサポートを行う。また、創業を開始した事業者に対しては、進捗状況を確認しながら早期の課

題把握に努めながら、売上の維持や販路開拓による売上の拡大、資金繰りといった経営基盤の安定

に資する支援を行い、事業計画書の修正について指導する。フォローアップの頻度は、創業後の３

ヶ月間は、月 2回、その後は３ヶ月に１度の頻度で行う。 

  また、創業年度は記帳指導や所得税の確定申告指導等の必要な支援を記帳専任職員を中心に指導

する。 

 

 

計画③ 事業承継に係る事業計画策定後の支援 

  事業承継計画を策定した事業者に対しては、経営指導員が３ヶ月に一度、巡回訪問等によりフォ

ローアップを行う。事業承継を予定している事業者に対しては、事業承継の予定時期を見据えた上

で、秋田県が主催する後継者育成塾等を活用して後継者の資質向上・基礎知識の習得等の育成を図

る。また、事業承継支援策や税制優遇措置等の情報を提供し、事業承継に関する手続きや債務整理

などが円滑な進められるように支援する。 

  事業承継が完了した事業者に対しては、進捗状況や課題聴取を行いながら事業の継続に資する支

援を行う。その過程において、新たな課題や問題点が確認された場合は経営状況の分析に立ち返り、

課題レベルに応じた事業計画策定支援を行い、事業計画の修正を図る。また、高度な経営課題に対

しては適宜、専門家による個別相談に移行する。 

  いずれも秋田県事業引き継ぎセンターや金融機関と、専門家と連携しながら計画遂行に向けた支

援を行う。 

 

  策定した事業計画を効率的に進めるため、また限られた従業員数の中で労働生産性、経営力向上を

図る手段として IT導入についても積極的に促し、事業者の持続的発展の支援を図る。 

◆IT企業育成セミナー開催事業 

   「ＩＴエースをねらえ！プロジェクト」としてセキュリティやビッグデータの活用方法、ＩＴ活

用セミナーを実施し、ＩＴ化に向けた人材育成や企業にとって必要な知識の普及に努める。 

   ※「ＩＴエースをねらえ！プロジェクト」 

     日本のＩＴ業界の一線で活躍している講師による地域の IT 化を促進するためのリーダー育

成、地域のＩＴ人材の交流促進、個々の伝える力、引き出す力、見つける力を伸ばす事業。企

業のＰＲに向けたコンテンツ作成やプレゼン方法、次世代を担う子どもたちへのプログラム教

室などのセミナーを開催。年１～２回開催し、現在まで１３回実施。 
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◆IoTセミナー開催事業 

    生産性の向上や効率的な業務改善を望む事業所に対して、IoT に関する取り組みや成功事例な

どに関する講習会を実施し、事業所を支援する。本事業により、労働力の減少が問題となってい

る地方においても持続的に事業活動を行うことができる事業所の増加を目指す。 

 

（３）目標（支援回数） 

 直近 H30 H31 H32 H33 H34 

事業計画策定後の支援       

 ①既存事業者（回数） 36回 56回 56回 64回 68回 76回 

   内、経営革新（回数） 実績なし 8回 8回 8回 12回 12回 

 ②創業者（回数） 12回 36回 36回 45回 45回 54回 

 ③事業承継（回数） 実績なし 8回 8回 12回 12回 16回 

事業計画策定後の支援回数合計 

（①～③合計） 

48回 100回 100回 121回 125回 146回 

 
５．需要動向調査に関すること【指針③】 

（１）現状 
新たな商品・役務を企画展開する際は、より確実な販売に繋げるために需要動向調査が必要であるが、

多くの事業主はその必要性は認識しているものの、手法がわからないため、調査に取り組んでいない事

業主が多い状況にある。 
一方当所では、食品製造業や小売業の事業所を対象に地域資源を活用した新商品開発を支援しており、

支援策の一環として首都圏デパートや当地域イベントで消費者を対象とした試食会を開催し、味や容量、

値段等についてのヒアリング調査を行い、出品した事業所に新商品開発に向けた資料としてヒアリング

結果をフィードバックしている。しかし、事業所からの要望が多い、バイヤーへの調査や業界を対象と

した市場動向に関する資料の提供などは実施していない。 
そこで、新たな商品の開発を行う事業所に対し、消費者やバイヤーに関する調査を当所で実施し、事

業所が市場動向の把握を行えるようにするため、下記の事業を実施する必要がある。 
 

（２）今後の実施内容 
試作品ヒアリング調査 
目的：地域資源を活用した新商品を地域外へ積極的に販路拡大を展開しようとする事業所の育成する

ため、消費者やバイヤーのニーズを把握する。 
支援対象者：地域資源を活用した新商品の開発を行う食品製造業及び小売業 
調査対象：１）消費者のニーズ 

項目：①食品製造業  味、容量、パッケージデザインなど 
②小売業    商品内容、容量（個数）、パッケージデザインなど 

２）バイヤーのニーズ 
項目：①食品製造業  味、容量、形状、パッケージデザイン、コストパフォーマン

ス、賞味期限、食品表示など 
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②小売業    商品内容、容量（個数）、パッケージデザイン、食品表示、 
賞味期限、コストパフォーマンスなど 

実施方法： 
１）消費者のニーズ調査 
①１０月に出展を予定している日本商工会議所主催の「全国から毎週集まる!!地域うまいもんマ

ルシェ」や２月に行われる当市の伝統行事「かまくら」の会場に試食ブースを設置し、当所職

員が来場者へのヒアリング調査を実施する。１回の催事で４社程度の出展を想定しており、一

社につき消費者１００名へのヒアリング調査を行う。 
※日本商工会議所主催「全国から毎週集まる!!地域うまいもんマルシェ」とは、日本商工会議

所が「食のテーマパーク」として全国のおいしいものを提供する「日本百貨店しょくひんか

ん『ちゃばら』」（東京・秋葉原）と連携し、「全国から毎週集まる!!地域うまいもんマルシェ」

を実施。「地域で長く愛されている美味しいもの」や「地域資源を活かして地域ぐるみで開

発された食品」の販路開拓・拡大に向けた機会として、各地商工会議所を通じて集まった「地

域の自慢の逸品」を週替わりで出品する。 
②海外展開を希望する事業所に対しては、横手市で毎年８月頃に台湾などから招いているインタ

ーンシップ生１０名程度に協力を依頼し、当所を会場に３社６商品程度の新商品に関する試

食・ヒアリング調査を実施する。なお、このヒアリング調査では、海外で販売する場合の新商

品の味や容量、コストパフォーマンスなどが適正なのかを調査項目とする。 
２）バイヤーのニーズ 
・平成 29 年度より当所では横手市と連携して新商品開発を行っており、その際に首都圏で全国

のお土産品などを販売しているバイヤー２社にアドバイスをいただく等のご協力をいただい

ている。そのバイヤー2 社に新商品開発に関する調査を依頼。全国に売り出そうとする新商品

の試作品(２社４品程度)を送り、商品の味や容量、パッケージデザイン、食品表示などの改善

点をまとめたレポートを提供してもらう。 
調査結果の活用： 
 ・ヒアリング等の結果を当所で分析し、実際に支援事業者が作ろうとした商品と消費者のニーズの

違いについて検討し、商品のブラッシュアップにつなげる。 
 ・事業者が新商品・新役務を展開する判断材料として活用するとともに、当所としては事業所の事

業計画作成する際の助言材料として活用する。 
・産業新聞・業界専門誌、日経テレコンなどを合わせて活用し、売れ筋、死に筋、儲け筋情報等の

分析を行い、事業所の事業計画作成の際の助言材料とする。 
 
（３）目標 

 直近 H30 H31 H32 H33 H34 
①試作品ヒアリング調査       
消費者のニーズ調査の回数 1 回 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 

 消費者のニーズ調査１回あたりの支援事業所数 2 社 4 社 4 社 4 社 4 社 4 社 
 海外展開のニーズ調査 実施なし 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 
 海外展開のニーズ調査 1 回あたりの支援事業所数  実施なし 3 社 3 社 3 社 3 社 3 社 
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 バイヤーのニーズ調査の回数 実施なし 1 回 1 回 2 回 2 回 2 回 
 バイヤーのニーズ調査１回あたりの支援事業所数  実施なし 2 社 2 社 2 社 2 社 2 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】 

（１）現状 
物産協会が中心となり、県内外での特産品のＰＲを行っており、出店に際しては、県や市などの補助

金を活用している。 
また、当所では地域資源を活用した新商品開発を希望する事業所に対して、マーケティング調査や

味・容量などに関するアンケート調査、パッケージデザイン、販路拡大に向けた展示会などへの出展な

どの支援を行っており、中でも優れた特産品を横手ブランドとして、プロモーション活動及び販路拡大

支援を行っている。また、横手市内の飲食店については、食の専門家などが評価・格付けを行い、厳選

された優れた飲食店の情報をガイドブックやホームページにまとめ、県内観光施設をはじめ、東北地方

の道の駅やサービスエリアに告知チラシを設置し、新たな需要の開拓を目指す事業所を支援している。 
しかし、魅力ある商品のＰＲが十分とはいえず、事業所の人員にも限りがあるため事業所単独での出

展が難しい状況にある。 
そこで、地域資源を活用した新商品開発を行う事業所が新たな販路を獲得し、需要の開拓を行えるよ

うにするため、下記の支援事業を行う必要がある。 
 
（２）今後の実施内容 
展示会・商談会支援 
①目  的：人口減少や大型店との競合等で市内の市場が縮小する中、域外に新たな需要を開拓する

ことにより、管内の事業所の継続的な発展をはかる。 
②対象支援者：地域資源を活用した新商品開発を行う事業所 
③訴求相手：展示会＝首都圏に住む消費者 

商談会＝全国に地域資源を活用した商品を販売しているバイヤー 
④機  会：【展示会】 

・東京都秋葉原にある「日本百貨店しょくひんかん『ちゃばら』」の催事スペースを日本

商工会議所が年間を通して確保し、「全国から毎週集まる!!地域うまいもんマルシェ」を

開催している。その催事に管内事業所の商品を１週間出品し、展示販売を行う。 
     【商談会】 

・東北六県商工会議所連合会と仙台商工会議所が主催する「伊達な商談会」への管内事業

所の出展を支援。全国の百貨店、高級ｽｰﾊﾟｰ、高速道路のｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ、食品卸売業等のバ

イヤーが参加する個別商談において管内事業所の新たな販路開拓を目指す。 
※食品開発を行っている事業所に対して、上記の展示会や商談会を紹介し、販路開拓支援を行

う。 
⑤会議所としての支援 

【展示会】 
・展示会に向けて事前にバイヤーによる最新トレンドのお土産品の情報や売れる商品づくり、接客、
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当日の展示レイアウト指導などに関するセミナーを開催する。 
・展示会開催中は、訪れた首都圏の消費者に対して、需要動向調査を実施。（詳細については前述

「５．需要動向調査に関すること」に記載）ニーズの調査を行う。 
・展示会開催後は、アンケート結果を元に新商品についてブラッシュアップを行い、事業者を支援

する。 
【商談会】 
・事前に大手百貨店やスーパー等が好む商品設計や商談会でのプレゼン方法などについてのセミナ

ーを開催し、商談会での対応法について学んでもらう。 
・展示会終了後には与えられた課題（少量化・条件など）について、「秋田県よろず支援拠点」の

専門家などを交えて助言を行う。 
⑥その他の支援機関との連携など効果的な取り組み 
・毎年、横手市や観光協会では、11 月から 2 月にかけて「出前かまくら」等の横手市ＰＲイベン

トを県外で実施している。そのような県外イベントの際に、当所が支援した新商品のＰＲや販売

促進活動への協力を依頼する。その際に当所で商品アンケート用紙を作成し、県外の消費者に対

しての需要動向調査も委託する。（アンケート調査の内容については前述「５．需要動向調査に

関すること」に記載）そのアンケート結果とお客様の新商品に対する反応などをフィードバック

してもらい新商品のブラッシュアップをはかる。 
※上記の展示会や商談会などで販路を獲得しようとする事業所に対して、より効果的にＰＲするため、

横手市で発行している首都圏在中で横手市出身者向けの情報誌「よこて fun 通信」や地元コミュニテ

ィーＦＭなどを紹介し、販促活動を支援する。また、ＩＴを活用した情報収集や広報活動を行おうと

する事業所に対し、経営指導員がホームページやＳＮＳの開設から情報収集の仕方、広報や販売ツー

ルとして商品や店舗を PR する方法などを指導し、事業所を支援する。 
※交流人口の増加による新たな需要の開拓を目指すため、横手版にグルメガイドブックを発行する。こ

のガイドブック作成により横手の優れたお店を対外的に発信し、交流人口の増加を目指す。同時に、

参加店に対しては専門家からの指摘事項をフィードバックし、参加店の資質向上を高め、更なる集客

を図る。 
 
（３）目標 

 直近 H30 H31 H32 H33 H34 
展示会・商談会支援       

展示会     出展回数 1 回 2 回 2 回 3 回 3 回 3 回 
１回あたりの出展事業所数 2 社 4 社 4 社 6 社 6 社 6 社 

上記の売上目標（Ｈ29 対比、１社あたり） ― 3％ 3％ 4％ 4％ 5％ 
商談会     出展回数 1 回 2 回 2 回 2 回 3 回 3 回 
１回あたりの出展事業所数 2 社 2 社 3 社 3 社 4 社 4 社 

１社あたりの成約数 0 件 1 件 2 件 2 件 2 件 3 件 
 
 
Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組み 

（１）現状 
今まではご当地グルメの祭典「Ｂ－１グランプリ in よこて」や「横手やきそば四天王決定戦」など
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「食」をテーマとしたイベントを開催してきた。しかし、このようなイベント開催では一過性の賑わい

の創出にしかなっておらず、周辺商店街への経済波及効果も少ないため、見直しをする時期になってい

る。 
そこで、横手市や（一社）横手市観光協会、（一社）横手市観光推進機構などのような関係団体と委

員会を組織し、地域活性化に向けた農商工連携による横手ブランドの創造とインバウンド対策について

の認識と方向性を共有する仕組みを構築し、地域経済の更なる活性化と発展を目指し、下記の事業を展

開する。 
 
（２）今後の実施内容 
実施概要 ①冬の伝統行事「かまくら」での地域活性化事業の開催 
実施詳細 当市の冬の伝統行事である「かまくら」は、水神様をまつる小正月の行事と

して、２月１５日・１６日の２日間開催され、期間中は平成２９年のお祭り期

間中で３８６，０００人の観光客（平成２８年度秋田県観光統計より）が「か

まくら」に灯る夜の横手市を訪れている。現在は、観光客数も伸び悩んでおり、

また交通網の発達により、「かまくら」が行われる夜だけの短時間での観光が多

くなっている。そこで地域にとっての大きな誘客力のある「かまくら」を活用

して、地域経済の更なる活性化と発展につなげていくために、日中の横手市を

盛り上げるための事業を開催する。 
組織編成 観光客増加につながる地域経済の活性化を目的に、農商工連携を図り横手ブ

ランドとして全国展開するため、当所が主体となり新商品開発研究委員会を組

織している。組織は以下となっている。 
横手市農林部農業ブランド創造課、横手市商工観光部横手の魅力営業課、一般

社団法人横手市観光推進機構、横手市物産協会、横手市街地活性会菓子部会、

農事組合法人「きずな」、よこて市商工会、横手商工会議所、以上８団体。 
委員会では、横手ブランド構築に向けた計画を策定し、その計画に基づいた

新商品開発を支援する。参加する機関、団体では、新商品開発を行おうとする

事業所の募集や販路拡大に向けた支援を行い、冬の伝統行事「かまくら」での

地域活性化事業のＰＲを行う仕組みを構築する。 
賑わい創出やブラ

ンド創出効果 
・当所で横手市より委託管理をしている横手市顧客利便施設「こうじ庵」にて

横手市の地域資源を活用した新しい特産品の試食会を開催。施設内には喫茶

コーナーを設置し、大正時代に作られた商家として街中にある施設の雰囲気

を楽しみながら、祭りの始まっていない日中からの観光客の受け皿となるこ

とができ、また地域ブランドのＰＲを行う。 
・市内にある歴史ある建物に昔ながらのかまくらを設置し、そこを写真スポッ

トとして紹介し、街歩きをしてもらう企画を実施。観光客にＳＮＳなどに写

真を掲載してもらうことにより地域ＰＲを行い、地域の賑わいを創出する。 
 

実施概要 ②インバウンド対策事業 
実施詳細 当市においては人口減少が進み消費の鈍化、活気が薄れている中、日本全体
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を見ると訪日外国人の数はここ10年で急増しており地域経済への波及効果が高

い。当市においてはお祭り期間には、英語版や北京語版の観光パンフレットや

案内により訪日外国人の対応体制は構築できているものの、通年では訪日外国

人を意識したサイン等の対応は公共施設や一部の小売店、飲食店のみであり、

万全なインバウンド対策は行われていない状況にある。 
当市へ訪日外国人の誘導を図り交流人口の増加を目指すために、個店単位で

実現可能なインバウンド対策について、次の内容を取り扱ったセミナー・講習

会を開催する。 

組織編成 横手商工会議所が主催し、（一社）横手市観光推進機構（理事長：奥山和彦当所

会頭）にある誘客部会が中心となり、地域活性化の観点から当所をはじめ、横

手市や（一社）横手市観光協会と連携をとり、事業所が外国人観光客に対応す

る上での問題点について随時情報共有・検証を行い、解決に向けた事業を開催。

開催する事業を関係団体で相互にＰＲする仕組みを構築する。 
インバウンド対策

セミナー概要 
◆自社ホームページの翻訳 

・日本に来たい、来る予定の外国人を対象に、自社の商品やサービスを周知

し、横手を知り横手に興味を持つ契機づくりを行う。 
◆日本に来ている外国人に対し、自分のお店に呼び込むこと 

・店舗外に外国語での表記や表示 
・店舗内に外国人とのコミュニケーションためのツール構築 

◆クレジットカード導入店の拡充 
・日本と海外のクレジットカード利用率を比べてみると日本の利用率は 18％
ほどと非常に低いため、クレジットカード導入店数を拡充することで、訪

日外国人の利便性向上を図る。 
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Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組み 

 
１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

当所が行う経営発達支援事業を円滑かつ効果的に遂行するため、下記のとおり他の支援機関と密接な

連携関係を構築し、情報交換を行う。 
○地域の事業所数減少に歯止めをかけるための連携 

【連携者】事業承継ワーキンググループ会議 
構成メンバー： 県内商工会議所、秋田県商工会連合会、中央会、各金融機関、日本政策

金融公庫、商工中金、秋田県信用保証協会、あきた企業活性化センター、

事業引継ぎ支援センター 

【目的・内容】年に 6 回開催される県主催の連絡会議において事業承継支援ノウハウに関する情報交

換を行う。支援機関相互の支援力向上を図るほか、当所が行う事業承継円滑化の取り

組みに対し、支援策の紹介や専門家の派遣等の協力連携を目的とする。 
 

【連携者】横手市および金融機関 

【目的・内容】年に 1回開催される横手市主催の創業支援連絡会議において新規創業関連の情報交換

を行う。新規創業希望者の情報を共有し、商工団体（創業計画策定等サポート）、横

手市（補助金等行政支援策）、金融機関（創業資金等サポート）が連携した創業支援

につなげていくことを目的とする。 

 

○小規模事業者の経営力強化のための連携 

【連携者】税理士等の専門家 
【目的・内容】年に 1回、当所と東北税理士会横手支部との連絡協議会を開催するほか、事業所から

の相談案件に応じ随時、専門家との情報交換を行う。事業所が抱える高度で専門的な

経営課題の解決による経営力強化と専門家の支援ノウハウ共有による当所職員の支

援力向上を目的とする。 
【連携者】日本政策金融公庫や市内金融機関 
【目的・内容】年に 2 回の金融懇談会を開催し、小規模事業所の経営力強化のために情報交換を行う。

事業者が安定した経営を行っていくうえでの資金繰り改善や金融情報の共有を目的と

する 
 

○競争力ある企業の育成 

【連携者】日本政策金融公庫や市内金融機関 
【目的・内容】事業者からの相談案件に応じて販路開拓のための随時情報交換を行う。小規模事業者

の販路拡大のための商談会・展示会の情報提供を目的とする 

 

○魅力ある横手の発信とインバウンド対策で交流人口の増加をはかる。 

【連携者】よこて市商工会および(一社)横手市観光推進機構(DMO) 
【目的・内容】年に 2 回、横手市が一体となり交流人口増加を図るための情報交換会を開催し。 
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事業を効率的に遂行するための共同実施や地域活性化事業での支援ノウハウの共有、

観光振興・インバウンド対策での支援ノウハウの情報交換を目的とする。 
 

２．経営指導員の資質向上等に関すること 

（１）現状 
当所では、経営指導員等の職員の資質向上のために中小企業基盤整備機構や県などが主催する講習会

や説明会、当所で行っている講習会に出席し、専門的な知識や補助金などの情報を収集を行っており、

国や県、関係団体などの HP を利用した情報収集を実施してる。 
しかし、日程や参加人数が限られているため、全職員が参加することはできず、また内容にも偏りが

あり、万遍なく学ぶことができない状況にある。 
管内事業所からは、当所職員に対して、様々な経営課題解決に関する支援を求められている。支援の

ための業務内容は税務指導から経営分析まで多岐にわたるため、補助員は事業所との応対による問題点

の整理及び経営分析の実施、記帳専任職員は決算指導だけでなく経営計画のサポートなど、より踏み込

んだ支援が必要となる。その中で経営指導員は統括として、補助員や記帳専任職員が作成した資料を元

に事業所が直面している経営課題解決に向けた支援していかなければならない。 
また、事業所から継続的な支援を求められているが、当所ではカルテなどを活用し事業所情報の蓄積

はしてきているものの、ベテランの経営指導員の支援ノウハウについては十分な共有化がされていない。

そこで、管内事業所の高度で多様なニーズに対応し、継続的な支援をしていくため、職員のスキルアッ

プを図るとともに経営分析やバランスシートから読み取れる事業所の経営課題、課題に対する経営指導

内容などの情報を蓄積し、職員が共有化する体制を構築する取り組みを実施する必要がある。 
 
（２）今後の実施内容 
１）スキルアップのための取組み 

小規模事業者の高度で多様なニーズに対応し、提案型の指導に対応できるようにするため、下記

のような取り組みを行う。 
実施概要 ①中小企業基盤整備機構や県主催の研修会への参加 
対象者 経営指導員をはじめとした全職員 
実施詳細 中小企業基盤整備機構や県で主催する研修会への積極的な参加し、事業者を支援す

るための知識の収集を図る。特に若手指導員を中心に研修を受講させ、事業者への十

分な支援ができるように資質の向上を図る。 
また、研修会などの資料は、誰でも見ることができるようにファイリングし、情報

の共有化をはかる。 
 
実施概要 ②当所主催の講習会への参加 
対象者 入所５年目以内の若手職員 
実施詳細 当所では、税務や経営改善に関する講習会を開催しており、多くの事業所の方が参

加しているが、経験や知識の少ない若手職員にも積極的に参加させ、今後支援する際

に説明でき、また専門家へつなぐ際にも滞りなく引継ぎができように知識を深める。

特にＩＴに関する研修については、今後必要なスキルであり、事業所からの問い合わ
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せも増えていることから、積極的な参加を促す。 
 
実施概要 ③日商主催の研修会への参加 
対象者 経営指導員 
実施詳細 日本商工会議所で主催する研修会への積極的な参加し、特に web 研修については、

小規模事業所の高度で多様化するニーズに対応した創業や経営革新などにつながる提

案型の指導ができるよう、経営指導員等が専門的な内容や資質向上に必要な知識習得

のためのシステムであることから、進捗状況を確認するなど積極的な活用を行う。 
 
実施概要 ④全職員に対する経営発達支援計画に関する講習会 
対象者 全職員 
実施詳細 経営発達支援計画の内容を説明し、実施方法についてのノウハウの共有化を図るこ

とにより、事業者への対応の際に、全職員が対応することができるようになり、スピ

ーディーな対応ができるようになる。 
また、軽度な相談内容について、経営指導員でなくても対応することができ、より

多くの事業者を支援する体制ができる。 
 
実施概要 ⑤専門家相談への職員の同伴 
対象者 経営指導員及び補助員、記帳専任職員 
実施詳細 税務や労務、事業承継などの専門家に相談を依頼する案件について、当日経営指導

員等も同伴し、専門家からのアドバイスを聞くことにより、相談内容を把握すること

ができ、それ以降の支援を円滑に行うことができる。 
また、同じような案件が起こった際に、経営指導員等の段階で相談に乗ることがで

き、専門家へ相談をする際にも円滑に相談内容を伝えることができる。 
 

２）情報の蓄積及び共有化のための取り組み 
管内事業所に対し継続的な支援を行うため、下記のような取り組みを行う。 

実施概要 ①同行による知識・情報の共有化 
対象者 補助員や記帳専任職員 
実施詳細 巡回指導について、記帳専任職員等と経営指導員が一緒に事業所を訪問し、経営指

導員が行っている指導方法を学び、記帳専任職員等が指導を引き継ぐことにより、ス

キルの共有化を図るとともに、より多くの事業所を支援できる体制を作る。 
 
実施概要 ②事業者情報の蓄積及び共有化 
対象者 全職員 
実施詳細 経営指導員や補助員等が事業所を訪問した際の事業所のＢ/ＳやＳＷＯＴ分析の結

果などの情報を顧客管理ソフト「顧客大臣」を当所用にカスタマイズしたソフトを活

用してカルテを作成し、データベースとして保存、蓄積を行う。他の職員が訪問する

際に事前に確認することにより、継続的な相談体制を確立する。 
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また、簡易な経営分析フォーマットを作成し、全職員を対象とした活用研修を行い、

全職員が経営分析による企業情報を蓄積する体制を構築する。 
 

３．事業の評価及び見直しに関すること 

 今後の実施内容 
当経営発達支援事業を効率的に実施するため、毎年度１回以上、本事業計画の実施状況を適切に把

握し評価・検証することで、各事業の課題を抽出、次年度以降計画の見直しを図るというＰＤＣＡサ

イクル体制を確立させる。 

（内容） 

毎事業年度終了時に、税理士、横手市商工業担当者等の外部有識者による外部評価委員会に対し、

本事業の実施状況を報告し成果評価を行う。外部評価委員会での成果評価等を踏まえたうえで、当所

の経営指導員会議において、見直し案の内容を検討し次年度の計画方針を策定する。 

事業の成果・評価・次年度の計画方針については、正副会頭会議に報告し承認を受ける。 

 これらの事業の成果、評価、次年度の計画については、正副会頭会議の承認後に当所のホームペー

ジ（http://www.yokotecci.or.jp/）において公表する。 
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（別表２）経営発達支援事業の実施体制 

 
（１）組織体制 
 

横手商工会議所 組織図 
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（２）実施体制 

【経営発達支援計画事業実施人員】 

経営指導員  4 名 
補助員    2 名 
記帳専任職員 1 名 

 
【事務局組織図】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【連絡先】 
横手商工会議所 中小企業相談所 
〒０１３－００２１ 秋田県横手市大町７－１８ 
ＴＥＬ：０１８２－３２－１１７０  ＦＡＸ：０１８２－３３－５６４２ 
ＵＲＬ：http://www.yokotecci.or.jp 
 
 
 
 
 
 

事務局長

1名

専務理事

1名

【実施体制】

中小企業相談所

経営指導員4名
補 助 員2名
記帳専任職員1名

業務課

一般職員4名

総務課

一般職員3名
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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調達方法 

 

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

必要な資金の額 10,690,000 10,360,000 10,750,000 10,770,000 10,790,000 

【内訳】 

地域の経済動向調査 

 

経営状況の分析 

 

事業計画策定支援 

 

事業計画策定後の実

施支援 

 

需要動向調査 
 
新たな需要の開拓に

寄与する事業 
・新商品開発 
・グルメガイド 
・ＩＴ企業支援 
 

地域経済の活性化 
・冬の伝統行事「か

まくら」での地

域活性化事業の

開催 
・インバウンド対

策事業 
 

支援力向上事業 

・研修会参加 

・専門家相談同席 

 

100,000 

 

380,000 

 

520,000 

 

60,000 

 

 

400,000 

 

 

7,800,000 

5,000,000 

2,200,000 

600,000 

 

450,000 

300,000 

 

 

 

150,000 

 

 

440,000 

200,000 

240,000 

 

100,000 

 

380,000 

 

540,000 

 

80,000 

 

 

450,000 

 

 

7,900,000 

5,100,000 

2,200,000 

600,000 

 

450,000 

300,000 

 

 

 

150,000 

 

 

460,000 

200,000 

260,000 

 

100,000 

 

400,000 

 

600,000 

 

140,000 

 

 

500,000 

 

 

8,100,000 

5,300,000 

2,200,000 

600,000 

 

450,000 

300,000 

 

 

 

150,000 

 

 

460,000 

200,000 

260,000 

 

100,000 

 

400,000 

 

600,000 

 

140,000 

 

 

500,000 

 

 

8,100,000 

5,300,000 

2,200,000 

600,000 

 

450,000 

300,000 

 

 

 

150,000 

 

 

480,000 

200,000 

280,000 

 

100,000 

 

420,000 

 

600,000 

 

140,000 

 

 

500,000 

 

 

8,100,000 

5,300,000 

2,200,000 

600,000 

 

450,000 

300,000 

 

 

 

150,000 

 

 

480,000 

200,000 

280,000 

 

調達方法 
会費、秋田県補助金、横手市補助金、国補助金、協賛金、参加費 
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（別表 4）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 

（１）連携者及びその役割 

 
  

分類  機関名・代表者名・所在地・連絡先 連携事業・事項

① 秋田県

県知事 佐竹 敬久

秋田県秋田市山王4 丁目1－1

TEL:018-860-1111

FAX:018-860-1056

② 横手市

横手市長 高橋　大

秋田県横手市中央町8-2

TEL:0182-35-2111

FAX:0182-35-2221

③ (公財)あきた企業活性化センター

理事長 岩澤　道隆

秋田県秋田市山王3 丁目1-1　県庁第二庁舎２階

TEL:018-860-5603

FAX:018-863-2390

④ 秋田県よろず支援拠点

(あきた企業活性化センター内)

コーディネーター 小室 秀幸

秋田県秋田市山王3 丁目1-1　県庁第二庁舎２階

TEL:018-860-5610

FAX:018-863-2390

⑤ 秋田県事業引継ぎセンター

統括責任者 河田 匡人

秋田県秋田市山王2 丁目1-40　田口ビル4 階

TEL:018-883-3551

FAX:018-864-6660

⑥ 秋田県中小企業再生支援協議会

統括責任者 佐藤 和憲

秋田県秋田市山王2 丁目1-40　田口ビル4 階

TEL:018-896-6150

FAX:018-863-3753

創業から技術開発、販路開拓など様々な支
援メニューがそろっており、小規模事業者
の課題解決にあった専門的な一貫した支援
が受けられる。

専門家による売上拡大、経済改善などの経
営上のあらゆる相談に対応ができるため、
小規模事業者に対する専門的な支援ができ
る。

小規模事業者を支援するため秋田県は中小
企業振興条例を制定している。この条例は
企業の振興に関する施策の基本的事項を定
め、企業の改革への意欲を喚起するととも
に、果敢な挑戦に総力をあげてサポートし
持続的な発展につなげるための施策であ
り、基本的施策の中から、補助金等活用す
ることで小規模事業者の課題解決に役立つ
支援ができる。

横手市では、地域の小規模事業者の経営改
善を支援し、経営の持続的発展に向けた支
援と起業者や経営革新等をフォローするた
めに様々な助成制度を設けている（空き店
舗等利活用支援事業補助金、起業・創業支
援事業補助金など）。また、地理的・気候
的な制約が少なく、さらなる成長が望める
IT・ソフトウェア関連産業の立地を積極的
に推進している。
景気の後退により経営環境や雇用環境が悪
化している市内の中小企業者及び小規模企
業者を対象とした融資あっせん（マル横）
を行っており、保証料は市が全額負担して
いる。

行　 政

公的支援機関

事業継承は当所の重点課題であり、経営資
源の引継ぎや事業譲渡等について適切な助
言や情報提供、マッチング支援などが行わ
れるためセンターとの連携は必要不可欠で
あり、連携を密にすることにより効果は大
きく小規模事業者の事業継続に結び付く。

厳しい経営環境にある県内の中小企業の方
に対し、事業再生の支援をする事を目的と
した東北経済産業局の委託を受けた支援団
体で、秋田県・金融機関と連携のもと、当
所管轄の小規模事業者にとっても、連携を
密にすることにより効果は大きく小規模事
業者の事業継続に結び付く。
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分類  機関名・代表者名・所在地・連絡先 連携事業・事項

⑦ 秋田県信用保証協会 横手・湯沢支所

支所長 里見　英輝

秋田県横手市神明町2-27

TEL:0182-32-2361

FAX:0182-32-2363

⑧ 日本政策金融公庫 秋田支店

支店長 星 則幸

秋田県秋田市山王5 丁目1-51

北都ビルディング1階

TEL:018-832-5641

FAX:018-833-1285

⑨ 秋田銀行 横手支店

支店長 黒沢　敏和

秋田県横手市田中町１−３

TEL:0182-32-3150

FAX:0182-33-6757

⑩ 北都銀行 横手支店

支店長 佐藤　純悦

秋田県横手市大町7-8

TEL:0182-32-3031

FAX:0182-33-6181

⑪ 羽後信用金庫 横手支店

支店長 三浦　優

秋田県横手市四日町2-8

TEL:0182-32-8211

FAX:0182-32-8213

⑫ 秋田信用金庫 横手支店

支店長 上野　吉行

秋田県横手市四日町4-27

TEL:0182-32-6380

FAX:0182-32-6377

⑬ 北日本銀行　横手支店

支店長 佐々木　聡

秋田県横手市鍛冶町2-42

TEL:0182-32-2380

FAX:0182-33-1274

金融機関等
支援機関

小規模事業者の用途に合った事業資金の活
用(国、県、市等制度融資の取扱い)、経営
改善に向けた経営計画書・創業者事業計画
書の精査・指導と制度資金の取扱い創業後
のフォローアップ。県内全域に営業店を配
置していることから、事業承継に係るマッ
チング支援等の情報提供が得られるなど小
規模事業者の課題解決に役立つ。

小規模事業者の用途に合った事業資金の活
用(国、県、市等制度融資の取扱い)、経営
改善に向けた経営計画書・創業者事業計画
書の精査・指導と制度資金の取扱い創業後
のフォローアップ。県内全域に営業店を配
置していることから、事業承継に係るマッ
チング支援等の情報提供が得られるなど小
規模事業者の課題解決に役立つ。
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分類  機関名・代表者名・所在地・連絡先 連携事業・事項

⑬（一社）横手市観光協会

会長 打川 敦

秋田県横手市中央町8-12

TEL:0182-33-7111

FAX:0182-33-7113

⑭（一社）横手市観光推進機構

会長　奥山　和彦

秋田県横手市駅前町1-21　わいわいぷらざ1階

TEL:0182-38-8652

FAX:0182-38-8663

⑮横手公共職業安定所（ハローワーク横手）

所長 川口　一正

秋田県横手市旭川１丁目2-26

TEL:0182-32-1165

FAX:0182-32-8048

販路開拓支援協力機関

雇用に関する支援と情報提供
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（２）連携体制図等 

 
 
 

横手商工会議所

小規模事業者の経営力向上と

持続的発展に向けた支援

あきた企業活性化センター

相談、専門家派遣、支援策

秋田県よろず支援拠点

相談、情報提供

専門家派遣、創業支援

秋田県事業引継ぎセンター

秋田県中小企業再生支援協議会

相談、情報提供、支援策

秋田県

相談、情報提供

海外進出への支援

横手市

相談、情報提供

物産展等への出展支援

地域金融機関

相談、情報提供

小規模事業者

伴
奏
型
支
援

相
談
依
頼

協力機関

・(一社）横手市観光協会

・(一社）横手市観光推進機構

・ハローワーク横手

相談、情報提供
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