経営発達支援計画の概要
実施者名
（法人番号）
実施期間

目標

事業内容

新冠町商工会

(法人番号） 6430005009252

平成 28 年４月 1 日〜平成 33 年３月 31 日
“新冠町らしさ”を活かした魅力ある地域産業づくりを推進するため「高齢者対象サービスによ
る消費等拡大」と「地域特性を生かしたインバウンド（訪日外国人観光）の推進」の２本を主柱
とした発達支援計画で地域活性化に取り組み、小規模事業者の持続的発展を図る。また、地域経
済団体として「商工業のメンター」になり「地域小規模事業者と共に活きる」を目標達成のテー
マに行政、専門家、その他関係機関等と連携のもと支援機能の強化を図る。
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】
・巡回ヒアリングによる市場動向、地域経済動向の調査
・社会情勢・社会制度の変動による情報収集と提供
・地域金融機関「月刊レポート」等を活用した情報収集と連携
・行政資料による経済動向の情報収集
・経営者意識調査による情報収集
【２. 経営状況の分析に関すること】
・巡回訪問による経営環境（外部環境要因、内部環境要因）の分析
・専門機関別相談対応の実施
・経営者意識調査に関するクロス集計分析とフィードバック
【３. 事業計画策定支援に関すること】
・経営戦略計画策定に関するセミナー、個別相談会の開催
・定性分析、定量分析による事業計画立案、指針のフォローアップ
・創業前相談に関わる伴走型支援
【４. 事業計画策定後の実施支援に関すること】
・小規模事業者の経営課題発見と対策設定及び事業計画策定後のフォローアップ
・経営資源等分析からのアプローチ
・事業計画策定・創業（第 2 創業）後の伴走型フォローアップ
・事業承継に関わるフォローアップ
・IT 活用のメリットを踏まえた情報管理体制の提案
【５．需要動向調査に関すること】
・ターゲットを絞った需要動向調査
・各種調査資料による需要動向の把握
・建設業の顧客ターゲットへの需要動向調査
・高齢者対策に関わる買い物弱者対象調査
・外国人観光客のニーズ調査による情報収集
【６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること】
・展示会・商談会への出展支援
・インターネット（パブリシティ）を活用した販路開拓支援
・アンテナショップを活用した需要開拓支援
・新冠町観光協会誘客事業への協力支援

Ⅱ． 地域経済の活性化に資する取組
【１. 高齢者等対象サービスによる消費拡大】
・高齢者等への買い物支援事業の市場拡大
・利用者アンケートによる消費ニーズの分析
・利用者へのクロスセル・アップセル
【２.地域特徴を生かしたインバウンドの推進】
・短期滞在型観光ビジネス提案
・外国人観光来訪客誘致によるインバウンドの推進
【３．地域課題（買物弱者対策・外国人観光客の受入整備）の分析】
【４．地域商品券発行事業】
【５．新冠町総合戦略推進会議参画による検討協議】

連絡先

〒059-2401
新冠町商工会

北海道新冠郡新冠町字本町 44 番地
TEL0146-47-2421 FAX0146-47-3596
Mail niikps@niikappu.or.jp

（別表１）
経営発達支援計画
経営発達支援事業の目標
【新冠町の概要】
本町は、北海道の南部、日高振興局管内のほぼ中央に位置し、人口が約 57 百人、世帯数が約 26
百世帯である。東側は新ひだか町（人口／約 242 百人）と丘陵性台地によって接し、西側は厚別
川を境界に日高町（人口／約 128 百人）と接している。
北側は「日高山脈襟裳国定公園」の主峰、幌尻岳を擁する日高山脈を境界として十勝地区に連
なり、南部は太平洋に面し全体として、北東から南西にのびる帯状の行政区域となっており、面
積は 585.88 ㎢で約 75％を山林が占めている。
海洋性気候に属し、年間の平均気温は 8.5℃
で夏は涼しく、冬は温暖であり、最深積雪量は
15 ㎝程度と北国としては少なく、年間を通じて
過ごしやすい気象条件にある。
（道路・交通）
住民の日常生活における移動の主な交通手
段は車両である。太平洋沿線の国道 235 号線は
災害や物流等のライフラインとなっている。
平成 24 年３月に高規格基幹道路「日高自動
車道」が日高町門別まで延伸され、苫小牧市は
約 78ｋｍ（約１時間 10 分）、千歳空港は約 97
ｋｍ（約１時間 30 分）
、札幌市は約 130ｋｍ（約
２時間）と北海道内では車両のアクセスが比較
的に恵まれた地域であるが、小規模事業者、特
に商業（日販品小売業等）にとって消費者の町
外への需要流出が懸念される。
【地域の現状】
新冠町のこれまでの人口推移と将来人口は、昭和 35 年（1960 年）の 11,166 人（世帯数 2,173
世帯：１世帯当たり人員 5.1 人）をピークに 2015 年は 5,634 人と減少が続いている。将来人口は
2025 年に 5,000 人を割ることも日本創生会議の中で予測されている。
世帯数は新冠町定住移住施策の効果が反映されたこともあり、平成 27 年３月末は 2,653 世帯と
平成 22 年１月末（2,626 世帯）からは増加しているが、人口減少数を鑑みると核家族化や高齢者
等の単身世帯の増加が窺える。また、新冠町総合計画では１世帯当たりの世帯人員を 2.24 人と想
定している。
（資料：住民基本台帳）
年齢別人口構成は、新冠町総合計画最終年次（平成 33 年度）において若年層の流出、出生率の
低下や長寿化による少子高齢化が進んでいることから、総人口 5,500 人に対し年少人口（０〜14
歳）が 650 人 11.8％、生産年齢人口（15〜64 歳）が 3,100 人 56.4％、老年人口（65 歳以上）が
1,750 人 31.8％と予測されている。

１

産業別人口構成は、高齢化による廃業などから第１次・第２次産業の構成比が低下傾向にある。

就業者総数は総人口の 47.6％にあたる 2,620 人（第１次産業が 42.0％、第２次産業 13.0％、
第３次産業 45.0％）と想定されている。
産業別就業人口の推移（各年国勢調査）

２

【地域産業の強み】
主要産業は地域の気象、地形を活かした林業、酪農業、米野菜生産が盛んで「ピーマン」は道
内一の出荷数である。特徴的なのは軽種馬生産地帯として有名で、国内生産頭数の約 80％を占め
ている。太平洋を漁場とした水産業も盛んで鮭、タコ、昆布などの漁獲があり、第１次産業を中心
とし発展した地域である。
観光資源としても、海、山、川、牧歌風景、森林公園などの豊かな自然に代表され、軽種馬牧
場が集積された「サラブレット銀座」は、軽種馬がのどかに草を食む日高地方特有の風景であり、
その牧歌的風景は国内有数の景観と評されている。

【地域の魅力】
・食材／米、野菜、肉牛、牛乳、海産物
・サラブレット生産地と景観／「サラブレット銀座」
「ほろしり乗馬クラブ」など

・レ・コード館／道の駅
・判官館

・新冠温泉ホテルヒルズ

・美術館／太陽の森ディマシオ美術館

（廃小学校を再利用したビジネスモデルとしても注目されている）

３

【商工業の状況】
新冠町事業所数【資料：平成 26 年

経済センサス】
商工業者数の業種別内訳

計

建設業

製造業

卸売業

小売業

313

37

9

2

51

飲食宿泊業 サービス業

21

41

その他

152

新冠町商工会会員数【平成 27 年 7 月現在】
商工業者数の業種別内訳
計

建設業

製造業

卸売業

小売業

160

30

10

2

35

飲食宿泊業 サービス業

15

37

その他

31

（商業）

商業は卸売業２、小売業 51、サービス業 41、宿泊業４（※1）、飲食業 17（※2）、従業者総数 615
人（卸・小売業 276 人、サービス業 112 人、宿泊業 75 人、飲食業 42 人）（※1,2）、商業の事業者
及び従業員数は減少傾向にある。年間販売額は約 750 億円（１事業所当たり約１億円）と全
道平均を下回っている（※3）。
当町の商業は、従業員が５人以下の小規模な小売業、サービス業、飲食業が主体であり、
都市大規模店舗の商圏拡大および近隣町（新ひだか町）における中核的商業ゾーンの充実に
よる購買力、消費者の町外への流出①や、人口減少による消費の衰退②といった全国的な課題
が、後記する消費者動向調査や経営者意識調査から当地域の小規模事業にも経営課題として
顕著に表れていた。
また、消費者ニーズの多様化への対応③、小規模事業者の家業の承継④も進んでいないこと
が見受けられ、売上高の減少や事業承継課題が小規模事業者の廃業（平成 23 年より５年間で
５件）へと連鎖される状況にある。
商店街は国道沿いに道の駅（H9）、公共施設のレ・コード館（H9）やコンビニエンスストア
などが進出し、役場庁舎（H11）の移転整備も相俟ったことから、顧客の購買行動の流れは変
わり商店街と言えるものは現存していない。このことからも既存商店の顧客確保に向けて、
高齢化に対応した利便性の高い買い物環境による、買い物弱者等への区域内消費対策⑤や多様
な需要に応じた商品・サービスの販売方法の工夫、地場産品・特産品を活かした商品開発に
よる新しい販路開拓⑥が課題となっている。
「商業の課題」

資料

①大消費地への消費流出
②人口減少による消費の衰退
③消費者ニーズの多様化への対応
④事業承継
⑤買い物弱者対策
⑥多様な需要に応じた商品・サービスの販路拡大、新事業展開の促進
※1）経済センサス（平成 26 年）
※2）商業統計調査（平成 26 年）
※3）北海道日高振興局の調査報告（地域経済カルテ：平成 27 年２月）

４

（工業）
工業は土木建築業 37、製造業９（※1）、従業者数 91 人（※2）、製造品出荷額が約 352 億円（１
事業所当たり約 3.9 億円）と全道平均を下回っている（※3）。
近年、新冠町定住移住施策により新築住宅の建築需要はあるが、高規格幹線道路の延伸に
よる交通アクセスの向上等で、地域外企業（ハウスメーカー等）の建築等受注高が増加傾向
にある。受注競争の激化は既存事業者の受注数の流出となり、工業製品出荷額①や下請事業者
の売上高や利益の減少にも連鎖されている。
また、数年前からの公共工事の減少②に伴い、人員数の縮減や資材処分など事業の見直しを
進めた企業が多く、新冠町は第２次産業の人口構成比率が低下している。土木・建築業の課題
として、労働者の高齢化による特定業種の技術者不足③や若年労働者の不足④も予測される。
しかしながら、地域経済に対する先行きの不透明感から若手育成、若年雇用による技術承
継に対し躊躇する企業も多く、事業承継・後継者不足⑤といった課題への影響も窺える。
製造業では、新冠町での企業誘致による新規開業は少ないが、平成 27 年４月に㈱日高食肉
センター（製造業、従業員数 88 人）が開業した。建設計画時より既存企業との協業化の促進、
協力を図っていることから、現在は需要や雇用の拡大において経済効果の波及が認められる。
「工業の課題」

資料

①工業製品出荷額の減少
②公共工事の減少
③従業員の高齢化
④若手人材の不足
⑤事業承継
※1）経済センサス（平成 26 年）
※2）国勢調査（平成 22 年）
※3）北海道日高振興局の調査報告（地域経済カルテ：平成 27 年２月）

（観光）
地域内の観光入込数は、平成 25 年度の調査で約 159 万人であり、その内５月から９月のグ
リーンシーズンの観光客が 60％を超えている（※1）。
最大の観光資源は軽種馬であり、競馬ブームと呼ばれた時期の平成８年から平成 12 年の入
込客数は 20 万人から 49 万人と急増した。しかし軽種馬は生産者にとって経済面で高価な生
産物であり、見物等には大きな制約をせざるを得ないため、現在は観光資源として十分な活
用に至っておらず、平成 20 年には 34 万人にとどまっている。
現況下での対策としては、閑散期の観光客増①、②や、グリーン・ツーリズム体験、食を活用
した交流型観光へのシフト③に取り組んでいくことが求められる。今後は伸びていくことが予
測される外国人観光客（※）をターゲットにしたインバウンドの推進による受入れ環境の整備④
を行うことが課題である。また、当町の魅力を地域外に情報発信していく体制を整える⑤こと
も課題である。

５

「観光業の課題」

①観光客数の減少
②閑散期の観光客増加対策
③観光メニュー不足
④インバウンドの受入れ態勢の整備不足
⑤宣伝不足

※1）北海道（平成 26 年度）観光客入込調査報告書では、日高管内の訪日外国人観光客は増加
しており、特にアジア圏の観光客が増加している。また日高中部２町（新冠町、新ひだか
町）では、日高中部観光振興協議会を設立し（平成 13 年）
、外国人観光客を含めた観光・
交流人口の増加を図る取り組みを行っている。

単位：人、延べ、％
振興局
日高
25年度
対前年比

人 数
宿泊人数
宿泊延数
宿泊人数
宿泊延数
宿泊人数
宿泊延数

アジア
947
1,110
408
527
232.1
210.6

欧州
42
46
16
18
262.5
255.6

北米

オーストラリア

41
50
82
129
50.0
38.8

26
26
35
35
74.3
74.3

その他
77
187
20
134
385.0
139.6

計
1,133
1,419
561
843
202.0
168.3

【地域（商圏）における消費動向の現状】
（消費動向調査アンケート）／平成 25 年度広域連携経営支援モデル事業
日高西部商工会広域連携協議会（新冠町、日高町、平取町）地域は、苫小牧市をはじめ
とする近隣市町の影響下にあり、購買力流出が共通の課題である。
それぞれ地域の小規模事業者としての構造、魅力の欠如、或いは消費者ニーズの把握不
足など様々な課題を抽出し、小規模事業者の支援に活用する資料とするため、３商工会地
域内の消費者にアンケート調査を実施し分析を行った。
アンケート実施期日

配布数

回収数

回収率

平成25年10月〜12月

700枚

569枚

81.3%

【調査対象】属性に偏らず、年齢層・男女別・地区・職業など幅広く対象として実施。
【調査項目】男女、年齢、職業、利用の業種、利用頻度、大型店の利用頻度、地域外利用の
場所、インターネット販売の利用、地域を利用するために必要なもの、不足業
種、要望など
【分析方法】クロス集計による分析
【消費者動向調査からわかる小規模事業者の課題】
本アンケート調査により次のことが明らかになった。

６

・ 核家族の会社員が消費の主流である。
・ 核家族は「品質・鮮度」に意識が高く、品質管理を徹底することが求められる。
・ コンビニ、地元商店の利用頻度が高い単身世帯も多く（単身 23.7％、三世代同居 13.9％）
野菜のカット販売などの単身世帯向け商品構成、サービスへの取り組みを充実していきたい。
・ 近隣町（新ひだか町）への買い物の流出が多くみられ、インターネットショッピングなど
の店舗以外での購買率も半数を超えてきている。店舗周辺顧客の地元での消費を促進する「御
用聞きや配達等」の大型店やネット通販との差別化を図った手立てを打ち出す必要がある。
・ 男性の方が地元商店の利用頻度が高い。また、
「顔なじみ」や「愛着」などを理由とした利
用も多く、町全体の活性化に関しての意識は高い。一方、女性は「賢い買い物」をするため
に、
「安さ」
「ワンストップ性」
「自己の買い物欲求の充実」を求める傾向がある。
・ 女性のニーズを叶えるには大手やインターネットとの競争となることが留意される。
・ 消費者の声としては、
「価格を安くしてほしい」
「品揃えを豊富にしてほしい」
「営業時間を
長くしてほしい（閉店時間を遅くしてほしい）
」が多い。
・ 不足業種は「飲食店がほしい」といった声が多く、飲食をする場というよりは“住民同士
のコミュニケーションが図れる場”として要望が上がっている。
これらの分析結果を踏まえた消費者ニーズ調査に基づく小規模事業者の課題は以下のとおり
である。
・ ターゲットに合ったマーチャンダイジング（価格政策、商品政策）の実施
・ 男性・単身世帯・シニア層へのニーズ対応
・ 地元第１次産業との連携
・ 空き店舗（飲食店の誘致）を利用した不足業種の誘致（広域連携等）

【小規模事業者の現況と意識調査】
（経営者意識調査アンケート）／平成 26 年度広域連携経営支援モデル事業
日高西部商工会広域連携協議会（新冠町、日高町、平取町）では、近隣都市への購買力
流出、事業者の廃業件数増加、事業承継等といった相談件数が増加したことを踏まえ、小
規模事業者の経営に対する現状を把握、分析したうえで、経営課題の改善に向けた支援の
基礎データとするためにアンケート調査を実施した。
アンケート実施期日

配布数

回収数

回収率

平成26年12月

142枚

78枚

54.9%

【調査項目】男女、年齢、売上高の状況、経営上の悩み、経営状況の見通し、今後のプラン、
地域需要につながる対策、事業承継（後継者の有無、時期、相談場所、事業譲
渡（廃業）等）
、廃業後のライフプランニング、商工会の経営支援等に求めるも
の、要望など
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【経営者意識調査からわかる小規模事業者の課題】
① 事業承継の促進
アンケートの結果によると、経営者が「後継者なし」および「後継者未定」と答えた割合
は新冠町 58.9％と驚異的な数値となった。また、
「廃業予定」と答えた割合も新冠町 35.0％
と高く、当地域は早急に“事業承継の促進”に対しての取り組みを行っていく必要があるこ
とがわかった。事業承継は、小規模事業者が自発的に取り組むことが難しいだけでなく、周
囲からその取り組みを促すことは更に困難なことから、事業承継に対する事業主の意識を高
める啓蒙活動を早急に取り組む必要がある。
② 外に目を向ける
アンケートの結果から、「雑誌等への広告掲載」について【ここ２〜３年で取り組んだ：
0.5％、今後取り組んでいきたい：1.1％】、ホームページ・facebook 等の活用について【こ
こ２〜３年で取り組んだ：3.7％、今後取り組んでいきたい：3.7％】と意識が低いことが
わかった。このことから、多くの小規模事業者は地元を商圏としており、外部に対して目
が向いていないことの表れと考えられる。
今後、少子高齢化が進み、20〜30 代の女性人口の減少率から予測される推計では、2010
年から 30 年間で、新冠町 59.0％の減少率になると予測されている。同時に消費活動も減少
が予測されることから、地元商圏だけでなく札幌市や苫小牧市等の大消費地を商圏としてい
く必然性がある。そのためには「差別化＝ブランド化」を図り、そのブランド化を雑誌・ホ
ームページ・facebook 等で外部に情報発信していく支援が必要である。
③ マーケティングに対する意識を高める
クロス集計のアンケート結果から、情報に対してアンテナを立てている事業者は売り上
げを伸ばしているのに対し、本来色々な手立てを講じなければならない「売り上げが減少
している事業者」が情報に対してアンテナを立てていないことが表れていた。
厳しい経営環境下で事業を継続していくには、さまざまな情報を収集し、顧客ニーズの変
化を汲み取り対応していくというマーケティングが必要となる。
アンケートでは、今後取り組んでいきたいことで「勉強会・セミナー等への参加」が新冠
町 5.3％、
「イベントやキャンペーン等の販売促進活動」が新冠町 5.8％、
「顧客ターゲット
の絞り込みまたは変更」が新冠町 2.6％とマーケティングに関しての意識の低さが窺えるこ
とから、経営者のマーケティング力を高めていくような活動を行っていく必要があると考え
られる。
【商工会の課題と取り組み】
現況下で、当商工会は「地域振興（町内イベント等）
」や「金融・税務・経理・経営・労
務の相談対応」が支援の中心で、経営発達支援に対し提案・戦略を積極的に取り組めていな
いことが課題となっていた。
いま当商工会に求められていることは、小規模事業者が困難な状況を前向きに捉え、チャ
レンジする姿勢を堅持し、新たな事業展開への機会を逃すことが無いように、経営支援にお
いて適切な措置・対応を行うサポートである。
地域の担い手である小規模事業者が、経営資源の特徴を活かした、消費者に求められるサ
ービスや商品の提供を実践していくため、専門家等との連携により支援策を充実させ、具体
的な行動による伴走型の支援が求められている。
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【小規模事業者の中長期的な振興のあり方及び経営発達支援事業の目標】
新冠町は、新冠町総合計画（平成 28 年度〜平成 33 年度）において、
「笑顔あふれるレ・
※
コードなまち・にいかっぷ」 というまちづくりの将来像を目指し各種施策を展開している。
その中で産業振興策の基本方針を「力強く安定した産業づくり」として、①魅力ある個
店づくり、②協業化、③新商品・新分野への進出を掲げており、観光の振興策においては
①観光の魅力づくり、②魅力ある滞在型の観光が掲げられている。地域の課題さらには前述
の消費者動向調査及び経営者意識調査から浮かび上がった諸課題の解決には、こうした振興
策をしっかりと進めることが不可欠である。
そこで、新冠町商工会は、新冠町が目指すべき将来像である『笑顔あふれるㇾ・コードな
まち・にいかっぷ』を実現するための産業基本方針「力強く安定した産業づくり」を小規
模事業者の中長期的な振興のあり方と捉え、その基本方針を踏まえたうえで次のとおり経
営発達支援事業の目標を定める。
※「レ・コード／ＲＥ・ＣＯＲＤ」表記の、
「ＲＥ」はその頭文字からなるリターン（帰る）
、リメン
バー（思い出）、リラックス（くつろぎ）、リフレッシュ（回復）などの言葉を指し、「ＣＯＲＤ」
はラテン語で「心」という意味で、これを組み合わせた「レ・コード」は“心の再生・回復”現代
において失われかけている大切な価値「心・やさしさ・いやし・ゆとり・やすらぎ」が実感できる
まちを「レ・コード」と定義している。

（本事業の目標及び実施方針）
１.消費需要動向を見据えた経営力の強化を図る支援をする
・ 過年度の消費需要動向調査で捉えた課題に対して次の項目の支援を行う。
①男性、単身世帯・シニア層のニーズへの対応の強化、②観光協会、地元の第１次産業等
との連携した活動（産直朝市、飲食店での提供、名物料理の開発など）、③飲食店の誘致、
④空き店舗を利用した不足業種の誘致（広域連携等）を検討。
２.事業承継の促進、創業・第二創業を支援する
・ 過年度に実施した経営者意識調査から事業承継の促進、創業・第二創業は小規模事業
者の重点課題となっている。これらを解決すべく後継者の育成、従業員・技術者の確保
に対するセミナー等を開催し、円滑な事業承継や創業・第二創業に関る助言・手法を専
門家と連携し適切に対応を行う。
・ 調査から「後継者が確定していない」
、
「廃業を視野に入れている」事業者を合せると９
割を超えている実態を踏まえ、経営者のライフステージに対する助言等を行い、小規模事
業者への“ゆとりと安心の提供”により事業承継等の促進に努める。
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３.定期的な調査・分析の蓄積データによる事業計画策定を支援する
・ 小規模事業者を取り巻く市場の動向を敏感に捉え、迅速に対応するため、定期的に目的
をもった詳細なアンケート調査を行い、経営環境（外部環境要因、内部環境要因）を把握
する。
・ 専門家等との連携による分析のもと、小規模事業者がマーチャンダイジング等の実施、
サービスの向上と差別化、マーケティング力の強化を図るための事業計画策定において、
蓄積されたデータとして活用し支援に役立てる。
４.経営資源の活用した新たな需要開拓による持続的発展を支援する
・ 小規模事業者の経営資源を活かした販売力を強化させるため①展示会・商談会の出展勧
奨、②ＩＴ活用による企業ＰＲの実施、③アンテナショップの活用、④新冠町観光協会（特
産品等の直売会）との連携した事業を提案し、新たな需要開拓へのアプローチを試みる。
・ 小規模事業者の売上高増加と利益確保への積極的な取り組みに対し、販売戦略の立案や
事業革新のフォローアップを中小企業診断士等と連携し実践的支援を行う。
５.高齢者等対象サービスによる新たな需要開拓の支援をする
高齢化割合の高い地域での経済状況を詳細に分析し、高齢者・買い物弱者への「宅配サー
ビス」や「住宅の営繕」など、小規模事業者の特性を活かした迅速な対応を強みとして、潜
在的ニーズに対しＰＲ行動を活発化させ、持続的発展・新規創業につながるビジネスチャン
スの支援に努める。
６.地域特徴を生かしたインバウンドの推進
小規模事業者が自社の地域を知り、地域資源を再発見することで活用できるビジネスチャ
ンスを取り込み、来町者がもたらす需要開拓を支援することで、地域ブランディングやイン
フラ整備に連鎖する効果を検証する。また「サラブレッド生産地としての地域特性を活かし
た特産品」や「インバウンド対応」等により、小規模事業者の知名度の向上につなげ新たな
需要を掘り起こす。

前述の経営発達支援体制を推進するため、当商工会は小規模事業者の経営に関する情報、
需要構造の変化等を敏感に捉え、様々な地域ビジネスの「メンター」並びに地域ビジネスの
「ハブ」として行政・その他諸関係者と連携する体制づくりを行う。
また、経営発達支援事業により小規模事業者の持続的発展に取り組み、本事業の目標とし
て、いずれの取り組みも第三者の客観的な視点を反映するため、専門家などの助言を受けな
がら効果的に進めていく。
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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 28 年４月１日〜平成 33 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】

（事業目的）
消費需要の縮小、高規格道路「日高自動車道」延伸による影響等の経済動向を調査すること
で、小規模事業者の経営発達に関わる「現状」
「資源」
「課題」を抽出し、町内消費の拡大を見
据えた取組みを検討する。
（現状）
・ 経営者意識調査アンケート（平成 26 年度実施）
対象者（配布枚数）142 枚／回収率 54.9％
（課題）
・ 地域や企業の実情や課題、ニーズなどの情報がデータとして管理されておらず、経営支
援に活用できていない。
・ 定期的な巡回・ヒアリングは行っているものの、過去の支援内容などの情報がデータと
して蓄積されていないため、毎回都度対応になっている。
・ 金融機関や専門家との連携体制が弱く、高度な支援が行うことができていない。
・ アンケート[消費動向調査（Ｈ25）
、経営者意識調査（Ｈ26）]を実施していたが、現状は
事業報告、調査結果に伴うフィードバックが全体的に行われていないなど活用に至ってな
い。
（事業内容）
（1）巡回ヒアリングによる市場動向、地域経済動向の調査
【手法】 経営指導員による定期巡回指導において会員等の「ＤＩ調査（景気動向指数調
査）
」を独自に行う。
【活用】 高規格道路延伸等の影響による経済動向や人口減少等の経営課題に対し情報収
集を行うことで経営課題の解決するための仮説予測に活用する。
（2）社会情勢・社会制度の変動による情報収集と提供
【手法】 専門家（中小企業診断士、税理士、司法書士、社労士、行政書士等）との連携
により法律改正等による経営活動の影響の情報収集を行う。
【活用】 社会情勢や社会制度の情報を小規模事業者に情報提供することで経営戦略の方針
策定や経営リスクの軽減をする。
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（3）地域金融機関「月例レポート」等を活用した情報収集と連携
【手法】

地域密着型である信用金庫、その他金融機関の「景況レポート」
「地区内経済
概況」等により、若手事業・承継者等を含めた金融機関との定期（四半期毎１回）
研修を行う。
【活用】 ・ 金融機関がリサーチした地域の情勢を把握し、経営支援活動に活かす。
・ 経営に関わる融資相談等を円滑にする。

（4）行政資料による経済動向の情報収集
【手法】

「ＲＥＳＡＳ」等から地域経済動向を分析し、定期的（年２回程度）に行政と
若手事業・承継者等の情報交換会を設ける。
【活用】 ・ 町制情報動向を把握し、経営支援活動に活かす。
・ 行政支援の要望策検討に活用する。

（5）経営者意識調査による情報収集
【手法】

アンケート調査により後継者・事業承継等を含む経営者の意識調査を実施す
る。
【活用】
小規模事業者の現状認識と商工会の支援ニーズを広域的に調査し、動向を把
握した上で経営課題の抽出を行う。

（目標）
小規模事業者が抜本的に抱える課題を調査、把握し、戦略的な経営変革を推進するために、
下記のとおり取組む。

支援内容
経済動向調査（巡回ヒアリング）
専門機関別社会制度等調査
金融懇談会
若手事業承継者等行政懇談会
経営者意識調査の実施

現状
321
2
6
2
1

H28
360
3
6
2
0

H29
400
4
6
3
0

H30
440
4
6
3
1

H31
480
4
6
3
0

H32
520
4
6
3
0

（期待する効果）
・ 地域や企業の実情や課題、ニーズなどの情報をデータ管理することで、組織的に連続した
支援が可能となる。
・ マーケティング・ミックスのチャネル戦略等を活用・知ることで、地域の生産と消費地点
の様々な隔たりを埋める機会を検討できる。
・ 経営相談時に、適切な情報を適切なタイミングで情報提供できることにより、事業者に対
して的確なアドバイスを行うことができる。
・ 専門家や金融機関等との連携・強化することにより、高度化支援を円滑に行うことが可能
となる。
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２. 経営状況の分析に関すること

【指針①】

（事業目的）
上記１.の結果を踏まえ、小規模事業者が持続的発展、生き残る政策を確立するため経営
指導員を中心とした巡回、各種セミナーの開催を通じて経営分析を行い、経営環境の変化
に的確に対応できる経営ガイドラインの提案・支援を行うことを目的とする。
（現状）
・ 現在、経営分析は経営指導員の巡回の際のヒアリングによる経営状況の把握や決算書で
の財務分析を主に行っている。
【財務分析項目】
・ 収益性分析（営業利益率・経常利益率・総資本経常利益率）
・ 効率性分析（総資本回転率・売上債権回転日数・棚卸資産回転日数）
・ 生産性分析（従業員１人当たり売上高・１人当たり経常利益・１人当たり固定資産額）
・ 安全性分析（自己資本比率・流動比率・当座比率・固定長期適合率）
（課題）
・ 財務分析等は行っているが、過去の事業数字の羅列の報告になりがちであるため、経営
の未来に繋がる効果的な支援になっていない。
・ 外部・内部環境を踏まえた的確な分析を行っておらず感覚的な分析であるため、持続的
経営発展や新規事業展開を見据えた革新的指針の助言が出来ていない。
（事業内容）
（1）巡回訪問による経営環境（外部環境要因、内部環境要因）の分析
【手法】

巡回訪問時において経営者との対話により経営環境の分析を行う。内部環境（強
み、弱み）の把握には３Ｃ分析、ＳＷＯＴ分析を用いる。また、外部環境（機会、
脅威）の把握にはＰＥＳＴ分析を用いる。経営分析やきめ細かい伴走支援を行う
ために、当商工会の事務処理をスリム化し巡回訪問件数を５年間で 60％増加させ
る。
【活用】
内部環境と外部環境を３Ｃ分析、ＳＷＯＴ分析で見える化することにより内部
環境・外部環境を経営者と共有する。現環境のなかでの立ち位置を明確にすること
で今後の経営戦略やマーケティングの方向性を決める際の参考として活用する。

（2）専門機関別相談対応の実施
・ 上記（1）の分析により事業課題が専門的かつ時間的な支援を有するときは以下の対応に
より専門家と連携を図り対応する。
【手法】 専門家による各種セミナー、個別相談会等の開催を通じて、小規模事業者が行
う自社分析の手法を支援する。
【活用】 経営環境による現況と課題を分析することで事業領域を明確にし、３Ｃ分析等
による持続的経営発達計画の見直しを行う。

１４

（3）経営者意識調査に関するクロス集計分析とフィードバック
【手法】 小規模事業者（会員）の経営者に対し意識調査をアンケートにより実施し、経営
動向を把握した上で経営課題の抽出を行う。
【活用】 専門知識を有した中小企業診断士との連携によりアンケートのクロス集計分析を
行う。その結果を巡回訪問やセミナー等でフィードバックを行うことにより、今後
の経営支援に役立てていく。
（期待する効果）
巡回、窓口相談、各種セミナー等により知りえた経営環境課題、ニーズ等に関する情報
は、データベース化し、実態・事例の内部資料（ＣＲＭ）として共有することで相談時に
経営課題に対する助言、フォローアップ支援に広く活用できる。
調査の結果を踏まえた情報は、専門家や地域関係機関と共有・分析することで、小規模
事業者の創業や第二創業の模索、事業計画策定など経営力強化の向上を図れる。
（目標）
小規模事業者が抜本的に抱える課題を調査、把握した情報を適切に捉え、分析した結果を
提供し、企業の経営戦略に活用できるよう下記のとおり取組む。

支援内容
巡回訪問件数
専門機関別相談対応
経営者意識調査の分析（3）
上記（3）調査に対するフィードバックセミナー

３. 事業計画策定支援に関すること

現状
321
12
1
0

H28
360
3
0
1

H29
400
4
1
1

H30
440
4
1
1

H31
480
4
1
1

H32
単位
520 事業所
4 回
1 事業所
1 回

【指針②】

（事業目的）
小規模事業者が抱える経営課題を解決するため、事業計画策定セミナー・個別相談会を
開催し、事業計画のノウハウ・策定支援、事業者の立場に立った伴走型の支援を行う。
（支援対象）
地域小規模事業者
（現状）
・ 事業計画策定の規定フォーマットがなく、相談時において必要に応じた簡易的な計画策
定支援になっている。
（課題）
・ 事業計画の策定は定期的に行ってはおらず求められた時のみに策定しているため、事業
者の中長期計画やフォローアップに活用されていない。

１５

（事業内容）
（1） 経営戦略計画策定に関するセミナー、個別相談会の開催
事業計画策定等に関する専門家セミナーを開催し、事業計画策定を目指す小規模事業事
業者の掘り起しを行う。また、セミナー参加者に対し、事前に継続的事業発展に向けた経
営戦略の計画策定のための「現状」
「目標」
「取組み」の整理を巡回個別相談で行う。
（2） 定性分析、定量分析による事業計画立案、指針のフォローアップ
巡回支援、個別相談、セミナー時に経営力に関する自社能力を判断、評価するため「定
性分析」
「定量分析」により事業計画を立案する。
（3）創業前相談に関わる伴走型支援
創業に関わる事業計画・資金計画に対し助言、諸手続きの支援を行う。
（期待する効果）
事業計画策定支援することで、小規模事業者が信頼し相談できる商工会となることによ
り、既存小規模事業者・創業後の事業者も引き続き継続支援ができる関係をつくる。
（目標）
小規模事業者の経営課題に対する解決策の提言、並びに伴走型支援事業の遂行による
事業者の持続的発展の経営基盤強化を図る。

支援内容
経営戦略計画策定に関するセミナー
経営戦略計画策定に関する個別相談会
事業計画立案、指針のフォローアップ
創業前相談に関わる伴走型支援

４.

現状

H28
0
0
0

事業計画策定後の実施支援に関すること

H29
1
1
3

H30

1
2
1
2
5
7
必要に応じて随時

H31

H32
2
2
10

単位
2 回
2 回
10 事業所
事業所

【指針②】

（事業目的）
経営者を対象に行った意識調査では、後継者が確定していない事業者が６割を超えてお
り、廃業も視野に入れている実態が窺える。当商工会としては関係機関と連携し小規模事
業者の持続的経営発展・事業革新のためフォローアップ支援、事業承継、ライフステージ
の助言、新規開拓による需要へのアプローチを検討すると共に、創業・第二創業（経営革
新）支援の体制整備に取組む。
（現状）
・ 事業計画策定後の専門的相談に対し、総合的・先進的アドバイスが行えていない。
・ 当商工会独自の創業を促す事業は実行していないため相談時の対応となっている。
（課題）
・ 事業革新、
相談先が無いなど悩んでいる小規模事業者の相談窓口として広く相談に応じ
られるようワンストップサービス（よろず支援拠点等の連携）の強化。
・ 町内消費の低迷に対する新たな需要の掘り起しが必要である。
１６

（事業内容）
（1） 小規模事業者の経営課題発見と対策設定及び事業計画策定後のフォローアップ
事業計画策定後のフォローアップとして、月１回の巡回を行う際、下記分析シート等
を用いて「現状」
「課題」
「実績」等の項目を確認し、
「目標値」とのギャップを見える化
する。特に「行動」の項目は売上高・利益に直結すると捉え目標値とのギャップに対し、
販促支援や専門家派遣など適切な対応を行う。
分析（自社評価）シートはデータとして管理し、職員で共有できるようにする。
自社評価シート
現状

課題

目標値

方向性（理由）

キーワード

資源
機能
自
社
分
析

活動
強み
弱み

行
動

実績

（2） 経営資源等分析からのアプローチ
事業計画策定を目指す小規模事業者の経営資源等分析を支援し、データ管理すること
により、金融相談、国・道・町制度の補助金等の申請時に迅速な対応を可能にする。
（3）事業計画策定・創業（第二創業）後の伴走型フォローアップ
事業計画策定・創業（第二創業）後に対して定期的な巡回（四半期１回）事業において
中長期計画に基づく、上記２．経営分析、上記３.事業計画策定支援等により継続的に伴
走型の支援を行う。
（4）事業承継に関わるフォローアップ
事業承継に対する相談において傾聴および助言による支援を行う。また専門的な相談
には専門家派遣制度を利用して適切な専門家を派遣する。事業継承者に対しては引き続
き伴走型の支援により持続的事業の発展に繋がる第二創業を促す。
（5） ＩＴ活用のメリットを踏まえた情報管理体制の提案
事業計画の実行性、分析結果を計数等により管理、データ化することで、小規模事業者
に有効なマネジメントのＰＤＣＡサイクルを追求し提案をする。巡回訪問等により経過等
の確認を行うとともに助言による支援を行う。
（期待する効果）
・ 安心して創業・第二創業の相談ができる場を提供し、地域での創業を容易にする環
境を整えることで、地域経済の活性化を図る。
・ 分析シート・ＩＴ活用によるギャップの見える化で、販促支援・専門家派遣と適切
な対応を迅速にとることにより事業者の利益の確保が期待できる。

１７

（目標）

支援内容
小規模事業者の経営課題発見と対策設定
事業計画策定後のフォローアップ
経営資源等分析からのアプローチ
事業計画策定・創業（第2創業）後の伴走型支援
事業承継に関わるフォローアップ
IT活用のメリットを踏まえた情報管理体制の提案

５.

需要動向調査に関すること

現状

H28

H29

3
3

3
3

0

3

H30
10
10
随時
随時
随時
3

H31

H32

10
10

15
15

5

5

単位
15 事業所
15 事業所
事業所
事業所
事業所
5 事業所

【指針③】

（事業目的）
小規模事業者が需要縮小の防止や新たな需要の開拓を目指す取り組みに対し、過去に実施
した消費者動向調査の分析結果を踏まえ、改めてターゲットを細分化した消費者ニーズのア
ンケート調査を行い、需要動向を詳細に分析する資料とする。
また、分析した結果は小規模事業者の商品構成・商品開発に有用な情報として定期的に提
供することで持続的な経営発達に寄与する。
（現状）
・ ターゲット、業種別、消費者ニーズに対して明確な目的の設問ではなく、表面的な設
問によるアンケート調査となっている。
・ 行政（新冠町保健福祉課）の協力のもとに、高齢者等に対する小売業の商品構成・要
望アンケートを実施しているにとどまっている。
・ 過去の調査（消費者動向調査）が定期的なものではなく、蓄積されたデータの分析・
活用に至っていない。
・ 巡回相談支援・セミナーにおいて小規模事業者に対し、十分な情報提供が行えていない。
（課題）
表面的な需要動向しか調査できておらず、マーケットニーズを捉えられていないことが課
題であり、今後は地域課題を見据えた新たな需要の開拓に取り組むための調査・分析も必要
である。
消費者ニーズに対する事業者の商品（下述①・②）、サービスの提供資源の調査（下述③）、増加する
高齢者・買い物弱者の生活に関わる需要動向を調査・分析（下述④）、観光客、外国人インバウン
ド誘客に伴うニーズ調査（下述⑤）による需要縮小の対策を検証する。
また、小規模事業者に対し十分な情報提供が行えていないことも課題であった。収集・分
析・検証・蓄積したデータは、小規模事業者に対し定期的（年１回〜２回）に情報を提供す
る支援が求められている。

１８

（事業内容）
①ターゲットを絞った需要動向調査
【手

法】 過去の消費動向調査の結果・分析を踏まえ、小規模事業者並びに商店街（商
店）の利用頻度が多い①ターゲットの強みと機会の分析、利用頻度の少ない②
ターゲットの弱みと脅威の分析を行うため、細分化したアンケート調査を行う。
消費者のニーズを把握し、消費者から選ばれるマーチャンダイジングの実施と
新しい商品開発やサービスの向上に繋げる。
（サンプル数：配布 300 世帯、回収率 70％以上）
【調査対象】 ①ターゲット＝地域住民・世帯（男性・単身・核家族・シニア層）
・地区・
職業など対象として実施
②ターゲット＝地域住民・世帯（女性・世代同居世帯）
・地区・職業など対
象として実施
【調査項目】 性別、年齢、世帯、職業、利用の業種、利用頻度、利用時の移動手段、商品
構成、大型店の利用頻度、地域外利用の場所、インターネット販売の利用、地
域を利用するために必要なもの、利用しない理由・意見、不足業種、要望など
【活
用】 アンケート調査を単純集計・クロス集計による分析をする。さらに需要の動
向をピックアップしたマージンミックス等の分析を中小企業診断士等と連携し
行い、分析された結果を基に、①ターゲットの消費者需要へのアプローチとして、
地域の第１次産業と連携した新たな商品開発の取り組み（産地のカット野菜等）
や、②ターゲットの消費者ニーズに対する弱みと機会を詳細に見極め、品質管理
の徹底や小規模事業者ならではの専門性やサービスの充実など、大型店との差別
化を明確にし、購買力の流出を減少・防止する。
ここで得られた結果は、当商工会のホームページに掲載、また集団セミナーの
開催時において情報提供するなど広く情報を届けていくことで、小規模事業者の
策定する事業計画に反映させ、経営の安定化を図る。

②各種調査資料による需要動向の把握
【手

法】 上記①の調査・分析結果を基にターゲットの需要動向と全国的な需要動向
の隔たりを、日経テレコン POSEYES の活用により不足商品等の実態把握を
行う。
【調査項目】 大型店等への消費流出防止を視野に入れた項目（個別事業者の取扱商品の
動向等）や新商品開発のヒント項目（売れ筋ランキング等）
【調査手法】 日経テレコン POSEYES は加工食品、酒類、家庭用品など 2000 分類の売上
情報等を調査することができるため、個別の経営支援においてヒアリング等
により調査対象商品を抽出し、システムに搭載されている地域比較分析や
ABC ランキング分析で分析した結果を小規模事業者へ提供する。

１９

【活

用】 事業計画策定支援において、上記①の地域内需要調査による商圏内需要を
把握した上で当該カテゴリーの売れる商品への品揃えの見直し等を支援する
ことで小規模事業者の経営改善に寄与する。
また、売れ筋商品を最大 24 ヶ月追跡できるため、商品ライフサイクルを意
識した商品開発のヒントの提供が可能となり、地域外への新たな需要開拓につ
ながる支援に活用し、当該で得られた情報については、巡回指導時にフィード
バックすることで新たな需要開拓に繋がる伴走型支援をする。

③建設業の顧客ターゲットへの需要動向調査
【手

法】 新築住宅の建築需要は地域外企業への発注が増加傾向にある現状を踏まえ、
新冠町宅地開発分譲地（81 区画）に新築した住民及び新冠町内に新築して２
年以内の住民に対しアンケート用紙の郵送（投函返信）による調査を実施する。
（サンプル数：配布 100 世帯、回収率 60％以上）
【調査項目】 職業、家族構成、発注先を知ったきっかけ、発注先を決めた理由、建築前
の業者の対応、建築中の業者の対応、建築後のメンテナンスの対応、満足度、
業者の満足したところ（感動したところ）
、職員の対応、ライフプランニング、
地区外業者を選択した方に地区内業者を選択しなかった理由、意見・要望など
【活
用】
・ 調査項目や特出すべき意見、要望に対する情報を単純集計し、
「営業力の
強化」、
「技術力の強化」
、
「資金繰り管理の強化」につながる参考・分析の注釈
を入れたレポートを作成し、主に建築事業者にフィードバックする。
（分析レ
ポートの編集の都度提供）
・ ＩＴツール（ＨＰ等）の特性を活かした広報活動を様々な機会に利用し、
新築・改築希望者のニーズに対した広報活動により顧客数の増加を図る。
・ 多岐の広報媒体を利用したＰＲ活動や、住宅展示等での「見せる」
「聴く」
「体感」させるための誘導手法の資料とする。
・ 経営者の「人的な縁」と「過去の地域内受注実績」等を主体とした「待ち」
の営業活動から、調査情報を活かした「攻め」の営業活動への手法改善。
・ 小規模事業者が持っている差別化した技術力や工事中の設計変更等の柔軟
性を活かした営業活動の促進。

④高齢者対策に関わる買い物弱者対象者調査
【手

法】

行政と連携し、町広報等を利用したアンケート調査を継続実施する。
（サンプル数：配布 120 人、回収率 60％以上）
【調査項目】 顧客属性、家族構成、当町の利用頻度、購入商品・サービス（利用する人）、
品揃え、価格、接客、個店・商店への要望等

２０

【活

用】
・

アンケート調査は高齢者ニーズ、サービスの向上に関わる情報の設問を５
段階調査し、グラフ化（注釈入）により分析レポートを作成する。
導き出された結果をもとに、具体的なアクションにつなげるための定量・定
性データとして小規模事業者にフィードバックする。
（分析レポートの編集の
都度提供）
・ 高齢者等へ配達サービスを活かし、需要を確保する具体策の検討材料とし
活用する。
・ 高齢者及び買い物過疎地での需要開拓に結びつけるデータ把握ができる。
・ 主として小売事業者における事業計画策定支援時の資料として活用する。

⑤外国人観光客のニーズ調査による情報収集
【手

法】

観光施設内において５段階調査のアンケート票を常備し、定期的（年２回）
に回収する。同時に関係諸機関から観光客入込等の情報を収集する。
新冠町を紹介したＱＲコード付きのカードを常備し、当商工会のホームペ
ージ上もしくは関連サイトにスマートフォン、タブレット等で小規模事業者
のサービス内容、施設の雰囲気、料金、接客に対する感想の書き込みにより
評価を受け、事業内容を検証する仕組みをつくる。
【調査項目】
顧客属性、家族構成、来町目的、消費金額、接客（おもてなし）
、新冠町
の良いところ、体験してみたいこと、興味深いと思ったこと等
【活
用】
・ アンケート調査は外国人観光客ニーズの情報、サービスの向上に関る情報
など各項目に分け、グラフ化（注釈入）した分析レポートを作成する。
また導き出された結果をもとに、小規模事業者がインバウンド整備など具
体的なアクションにつなげる定量・定性データとして、小規模事業者及び観
光施設等にフィードバック（年１回）する。
・ 観光メニューや受け入れ態勢を整備する検討に活用する。
・ 観光関連産業の小規模事業者における事業計画策定支援時の資料として活
用する。
・ インバウンド観光地として、ブランディングの実践をするために必要な外
国人観光客等のニーズを分析し、魅力的な観光メニューの開発に活用する。
・ 専門家（新冠町観光振興プロデューサー）等に情報提供することで、イン
バウンド対応の促進につなげる。
（期待する効果）
・ 小規模事業者の持続的な経営発展に向けた、情報分析のフィードバックによる事業計
画策定に向けた有用な資料提供および経営革新計画により、経営意欲の高揚に繋げる。
・ 各種調査から得られた結果から、経営におけるハード（設備）
・ソフト（接客・商品構
成）局面の整備により、新たな需要の開拓や需要縮小の防止を検証し、安定した売上高・
利益確保を図る事業計画策定に活用ができる。
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（目標）
小規模事業者の販売する商品、提供する役務に関する消費者ニーズ、新たな需要の開拓を
調査・分析するために下記のとおり取り組む。
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新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること

【指針④】

（事業目的）
小規模事業者が地域内外の市場に向けた企業ＰＲを効果的に実施し、新たな需要の掘り起
こしを図るために策定された事業計画の実践を支援する。
（現状）
小規模事業者に対して展示会や商談会の情報提供はチラシ等の配布による周知に留まって
おり、参加希望の待受け型となっている。
また、ＩＴツール（パブリシティ）の活用による企業ＰＲ、新たな需要拡大に対し組織的
な支援ではなく、個々の事業者の広報活動に限られており、先進的な手法を取り入れた効果
的な支援が行えていない。
（課題）
・ 事業計画に沿い展示会や商談会への出展および商談成立を実現させるための取り組み
支援に至っていない。
・ 小規模事業者が地域内外の展示販売・ＰＲを効果的かつ積極的に実施していないため、
新たな需要開拓に向けた支援に至っていない。
１≫展示会・商談会への出展支援
（事業目的）
北海道商工会連合会・日高振興局等が開催している展示会・商談会の積極的な周知によ
る参加企業の増強。展示会・商談会におけるアンケート調査を行いフォローアップによる
販路開拓を支援する。
（事業内容）
個々の小規模事業者が上記５.により得られた分析結果を基に将来の需要を見据えて、小
売業や製造業が取り扱う商品・サービス等の販路開拓や潜在的な顧客にアプローチするた
め、町外・道外で開催している展示会や商談会（日本全国物産展、地域の力ニッポン市、北
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のおいしいを新発見！北海道味覚マルシェなど）で、商品、サービス、企業ＰＲを行うため
出展勧奨を行う。（支援内容：補助金等の活用による出展費用の支援など）
また、地域企業が参加することで消費者やバイヤーの感想・意見・情報をアンケート調査
等により収集し、区域外の市場にも販路拡大が図れる商品開発の資料とする。
当該で得られた情報については、巡回指導時にフィードバックすることで販路開拓の営業
活動や商品・サービスの拡充に繋がる伴走型支援をする。

２≫インターネット（パブリシティ）を活用した販路開拓支援
（事業目的）
過年度に実施した消費動向調査並びに経営者意識調査から、当地区は消費者のインターネ
ットを利用する購買行動の割合は高いものの、ＩＴツールを活用した販売促進活動に取り組
んでいる小規模事業者は少ない。
地域内外の消費者に向けた積極的な企業ＰＲや新しい販路開拓においてＩＴツールの活
用は、地域小規模事業者の重点課題であり、当商工会はＩＴツールの必要性の周知を行い、
事業に活かすメリットの普及と活用の実践支援に努める。
（事業内容）
・ 建設業者や小売業者など、インターネットを利用した販路開拓を目指す事業者には、
定期的（年１回）な個別相談会やＷＥＢサイト作成セミナーにおいて、操作や広告宣伝
手法の課題を検証し、事業計画に基づいた情報発信や疎かになりがちな更新情報の発信
を怠らず知名度向上に期する支援を行う。
ホームページ作成やＩＴ・タブレット等のツールに関心がある小規模事業者に対して、
「ＳＨＩＦＴ（商工会ＨＰインフォメーションツールやインターネット）」や「ニッポン
セレクト．Com（インターネット通販サイト）」等の利用による商圏の拡大を促し、新規販
路開拓や取引先開拓などビジネスの可能性を広げる。
・ 新聞のパブリシティや観光雑誌への掲載などにより、小規模事業者（小売業、製造業、
飲食業、サービス業など）の事業内容を地域内外の市場へ発信する。
・ ホームページ作成やパブリシティ広告において、市場の反応に詳しい専門家を活用で
きる施策支援「専門家派遣制度」や「小規模事業者持続化補助金」等を、窓口・巡回相
談支援時に情報提供を行う。

３≫アンテナショップを活用した需要開拓支援
（事業目的）
事業計画策定支援を行った小規模事業者が、販路を拡大できるアイテム（商品）を持っ
ているにもかかわらず、供給能力の不足を理由に商談会等の出展を躊躇する小規模事業者
を対象として、支援機関等が運営するアンテナショップへの出品を支援（支援内容：出展申
請書類作成支援など）することで、新たな需要の開拓につなげる。
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（事業内容）
全国商工会連合会が運営するアンテナショップ「むらからまちから館」は少ない経費で
首都圏への需要開拓につなげることができる。
「むらからまちから館」では”47 都道府県商工会推薦ゾーン”が設置されており、１ヶ
月のトライアルまたは６ヶ月の展示販売を行うことができ、さらに、首都圏の生活者の目で
見たモニター機能や流通のプロによるアドバイザー機能を提供しているため、低コストで高
い効果が期待できる。そのため、巡回訪問等において出品メリットを訴求し、事業計画策定
から需要開拓支援までを伴走型の支援により実行する。

４≫新冠町観光協会誘客事業への協力支援
（事業目的）
経営者意識調査から小売業者の廃業の検討や地域の人口が減少し、消費が縮小し続けて
いることが把握できた。このような状況のなかで小規模事業者の持続的発展に繋げるため、
地域経済を活性化させる交流人口（観光客）を増やし、新冠町内での消費活動を促すこと
が重要である。観光客が増加することで、観光産業だけでなく、小規模事業者すべての事業
に経済効果が波及するように新冠町観光協会（下記◎）と連携し、域外の新たな需要開拓を目的
とする。
◎事業企画等検討委員会：
（社福）新冠ほくと園・地域生活サポートセンターワーク＆
ライフワークセンター、㈲にいかっぷホロシリ乗馬クラブ、新冠町農業協同組合、
日高漁業協同組合、㈱新冠ヒルズ

（事業内容）
「道の駅」を活用した軽トラ市・地場産品直売会
主に製造小売業者や観光関連業者を支援対象として、地域住民のほか、通行・観光客をタ
ーゲットに地場産品の販売を、
「道の駅：サラブレットロード新冠」の敷地内で行い、特産
品等の商品ＰＲや地域企業のＰＲ活動を行う。
観光施設「道の駅：サラブレットロード新冠」での直売会は、通行・観光客へのＰＲ効果
も高く、消費者と生産者のコミュニケーションの場を設け、新たな需要の創出を図るため農
産品・水産物・各種加工品・地元食材の品質鮮度を活かした商品（カット野菜など）
、地元
（上記◎）
食材を利用した菓子などの直売会を新冠町観光協会
と連携して実施する。
同時に小規模事業者を紹介したＱＲコードの記載したカードを配布し、来場者にホームペ
ージ上で商品等の感想・意見を聴き取ることで、商品開発や改良の事業計画を見直す。
（目標）
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Ⅱ.

地域経済の活性化に資する取組

１.高齢者等対象サービスによる消費拡大
（事業目的）
消費需要縮小の対策として、増加する高齢者・買い物弱者の生活に関わる物販配送サービ
スを行い、地域商工業者の特性を活かした供給できるサービスをＰＲすることにより、大
消費地への消費流出を縮小防止する。また、建築の受注等においても大手郊外企業への顧
客流出を防止する。
（現状）
高齢化・購買人口流出・過疎地での事業者の廃業による買い物難民支援策として、平成
23 年度に当商工会会員と新冠町農業協同組合を構成団体に「らくらくにいかっぷ運営協議
会」を立ち上げ、行政の補助・支援により高齢者等買物支援事業を実施した。
平成 24 年度には商業活性化のため移動販売冷蔵車、通称「らくらく号」を導入し、宅配
事業に加え移動販売を開始するなど、高齢者等の買い物支援と併せて高齢者の安否確認等サ
ービスを行い、地域の安心と需要の消費拡大に取組んでいる。
（今後の課題）
高規格道路「日高自動車道」の延伸により、若年家族層をはじめとした大消費地への消費
流出が起こっており売上高が年々減少している。そのため参加店の販売意欲の低下が見ら
れ、提供サービスにもマンネリ化が見られている。①安定した売上を確保し参加店の販売
意欲を高揚させること、また、②利用者ニーズを踏まえたサービスの提供が、宅配・移動販
売事業活性化の課題である。さらに今後の取組みとして、利用者に対するクロスセル・アッ
プセルを行っていく。まずは建築・工業の宣伝、企業ＰＲ（新築・リフォーム等）を行い、
建築・工業の活性化に繋げていく。
（事業内容）
（1）高齢者等への買い物支援事業の市場拡大
現在、宅配・移動販売による高齢者等の買い物支援、高齢者の安否確認等サービスを
行政と連携して行い、地域需要の消費拡大に取組んでいる。消費流出による売上低下を
補うために、対象区域の拡大を行う。
【本事業の現状と目標】 ・平成 26 年度（自平成 26 年４月〜至平成 27 年３月）
・登録店舗数 20 事業所 ⇒ 【目標】25 事業所
・稼働日数 178 日
・利用者数 113 名 ⇒ 【目標】124 名（10％増）
・総売上平均／日 35,905 円
・総売上平均／月 532,584 円
・総人数平均／日 20 人
・総人数平均／日 290 人
・売上金額 6,391 千円 ⇒ 【目標】7,670 千円（20％増）
・利用件数 3,477 件
⇒ 【目標】3,824 件（10％増）
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（2）利用者アンケートによる消費ニーズの分析
宅配・移動販売時において定期的に商品構成・要望アンケートを行い、消費ニーズ
を分析し地域内の消費者が地域商工業者に求めている需要を探る。その結果を登録事
業者（商工会員）へフィードバックすることで売上・受注に繋げる伴走型サポートを
行う。
【アンケート】新冠町保健福祉課調査
・市街地を除く山間部地域に住む 65 歳以上の世帯を対象とする。
・調査件数 262 世帯／回答数 166 世帯
（3）利用者へのクロスセル・アップセル
今後の重点的な取組みとしては、宅配・移動サービス利用者に対してクロスセルや
アップセルを行っていく。第一弾として、建築・工業事業者の企業ＰＲチラシを配布し建
築・工業（新築・リフォーム等）の受注に繋げる。
高齢者等買物支援事業のイメージ全体図
⑦配達（移動販売）／高齢者等安否確認

利用者
（会員）

（商工会会員チラシ宣伝）

配達員

⑧売上金の回収

①注文

⑨報告（引継ぎ）
⑤注文書伝達

当商工会
らくらくにいかっぷ
運営協議会事務局
⑩高齢者等安否報告
（引継ぎ）

（商工会会員チラシ宣伝）

⑥集荷

②注文受付（商品受注データ管理）

③発注

新冠町
（保健福祉課）

参加店
（商工会会員・ＪＡにいかっぷ）

④受注

２.「地域特徴を生かしたインバウンドの推進」
地域活性化事業 〜観光振興による町の活性化〜
新冠町は流入増加・循環促進・流出減少に繋がる観光振興ができる「地域デザイン」の
検討を行っている。観光交流人口、定住促進の拡大に繋げる地域モデルを構築し、観光産
業拡大を図っている。耕作放棄地の活用、空き店舗・古民（空き）家などの遊休不動産を
再生活用させ、観光客の増加による地域経済の循環によって活気ある町にすることで、観
光客が町の「光」を「視に・観に・見に」来る仕組みづくりに取り組んでいる。
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（1）短期滞在型観光ビジネス提案
（事業内容）
新冠町が検討している使われなくなった遊休不動産（公有、民間どちらも）の再生活用
を行う。使われていない空き店舗、空き家、空間を活用し新規業態を取り込むことによっ
て今までにない客層を取り込み、観光地としての魅力を高める。
具体的には本町、節婦の商店街、使われなくなった牧場の家、厩舎など、空き家になっ
ている不動産をリノベーションし、貸切で我が家に暮らすように自由にお過ごしいただける
「新冠ステイ」をお楽しみいただく。ホテルや旅館のようなお食事やサービスは提供せず、
新冠の海のそば、星の見える山の中にある「我が家」から観光地巡りにお出かけいただく。
既存の使われていない建物の価値を刷新し高めることで、その建物が存在するエリアの
価値も高まる。既存物件を使うことで投資回収を早め、イニシャルコストも下げ、利回り
を高めていくことができる。
効果として、所有者にとっては不動産での収入、また、テナントからの収入も期待でき
る。また、新しい収入が生まれることで、一般財源収入にもプラスになる。新しい新冠ステ
イの提案により、滞留性の高い、低売り上げながらも高粗利な観光・体験による産業振興に
繋がる。
（当商工会の支援と期待する効果）
当商工会の会員等に参画してもらい遊休不動産（公有、民間どちらも）の再生活用の情報
提供を行う。使われていない空き店舗、空き家のインフラ整備に広げることで町の活性化が
期待できる。
どこにでもあるようなショップやカフェをやるのではなく、新規業態の創業者の取り込
み、進化した第二創業を計画している事業者への提案・支援を行う。
またリフォーム等の建築事業に関わるインフラ整備による事業拡大が図れる。
（主に効果が期待できる業種）
・不動産業（遊休不動産の利用）
・建設業（遊休不動産等のインフラ整備）

（2）外国人観光来訪客誘致によるインバウンドの推進
（事業内容①）
外国人観光客に対し、日本の文化を体験し、学び、伝えることのできる施設を町内に整
備することで、今まで取り込めていなかった外国人観光客を呼び込む。具体的には、観光
施設を中心に英語、中国語、台湾語、韓国語、タイ語など多国語に対応できるよう案内板
やメニューなどのハード面、翻訳人材などのソフト面の整備を行う。
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（事業内容②）
【会員事業所の資源を利用した事業案】
・塗装業
⇒ 案内看板
・メニュー表等の製作
・美容室
⇒ 美容室による日本髪結や着物の着付け教室
・飲食業
⇒ 地場産品を使用した料理教室、日本食の体験・学び
・柔道、華道、剣道、書道等教室 ⇒ 日本文化体験
・お土産
⇒ 新冠の自然資源を利用したお土産の考案及び販売
・乗馬施設 ⇒ 乗馬体験
・美術館
⇒ 廃校になった校舎を利用したビジネスモデルのツアー
（事業内容③）
【情報を交換できるモバイルでのコミュニケーションサイトの開設】
滞在型観光者※上記(1)や外国人観光者に対し、観光施設・店舗のアクセスや体験型
観光、上記「事業内容②」の情報を交換できるモバイルでのコミュニケーションサイト
の開設を検討する。コミュニケーションサイトは多国語別のＳＮＳを利用し、ＳＮＳの
閲覧者が訪問し「視・観・見」たくなる情報を発信する。また、ＧＰＳ機能でアクセス
誘導ができる等の利便性を重視する。
情報源として当商工会会員のコミュニティである青年部・女性部を中心に部会を設立
し、下記【※４つテーマ】等の情報提供を行う。また、閲覧者が訪町した際は訪町者目
線での当町の魅力をフェイスブックやツイッターから情報発信できるようにリンクする
ことで旅行計画者等の訪町を促す。
さらに、行政と提携している旅行会社や翻訳人材（サプライヤー）の中間拠点を当商
工会等に点在させ、言語等による不便を解消する仕組みを構築することで当町の満足度
を高め滞在型観光のリピーターへ繋げる。
【※４つのテーマ】
①「地域の人・歴史・風土」
②「新冠だけの観光」
③「四季折々の景観や食材に関する情報」
④「上記 2≫新冠町観光協会誘客事業の情報」
（当商工会の支援と期待する効果）
当商工会は小規模事業者に対して事業参画のバックアップを行う。交流人口に対する日配
品、消耗品、飲食、宿泊等サービスの拡充をＰＲすることによる効果は、①町内需要が増え
ることによる観光施設等への新規雇用の創出、②新冠ならではの観光コンテンツの創出、
③地域ブランドの開発による創業及び第二創業の創出、④各事業所のサービス向上やマーケ
ティングおよびプロモーションを強化することでの増収が見込める。
ついては新需要の創出によって商業・観光業の経営の安定が見込まれ、インバウンド対
応等のインフラ整備による工業建築事業の持続的経営の安定が図れる。

２８

３.地域課題（買い物弱者対策・外国人観光客の受入整備）の分析
【手法】 一次情報においてはヒアリングやアンケート調査、二次情報においては行政・専
門家・金融機関との連携によって情報を収集・分析する。収集・分析した情報は連
携機関内で情報共有できるようデータ化し一元管理を行う。
【活用】 高齢者の消費拡大、インバウンドに関わる創業、第二創業の模索に活用できる。
４.

地域商品券発行事業

（事業目的）
新冠町に所在し地域振興・創生に貢献する商店等において共通して使用できるプレミアム
付き商品券を発行することにより、地元消費の拡大、地域経済の活性化に資することを目的
とする。
（当商工会の支援と期待する効果）
消費喚起による地方経済の活性化。
５.

Ⅲ.

新冠町総合戦略推進会議参画による検討協議
行政主導の新冠町の人口減少課題の解決と魅力あふれる創生を実現する総合戦略会議へ
参画し、地方活性化策による商工業の持続的発展を検討する。

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

１.

他の支援機関との連携を通じ支援ノウハウ等の情報交換に関すること
当商工会では関係する支援機関との情報交換について、主に会議・研修参加型が多く伴走
型支援業務の内容に効果的な活用に至るものが少なかった。
今後は経営発達支援事業を計画に沿って推進するためにも専門・高度ネットワーク体制
を構築し、支援知識が豊富な専門家との協力のもとで伴走型支援を行っていく。

（事業内容）
小規模事業者の持続的発展を円滑に推進するため、定期的な情報交換を行い、支援ノウハ
ウの向上を図る。
【北海道（日高管内）商工会連合会】
（随時）
全道経営指導員研修会・管内指導員研修会議等において知り得た経営改善普及事業の取
り組みを参考として、当商工会が同事業を円滑に進める一助とするとともに、同一地域の特
性的な経営課題や需要開拓支援に係る情報共有を行うことによって、小規模事業者経営発展
に寄与できる支援ノウハウを習得し、支援力の向上に努める。
また当地域で小規模事業者の新たな需要開拓支援における展示会・商談会への出展、ア
ンテナショップの活用での諸手続きやノウハウを学ぶことで、地域小規模事業者の相談支援
等に迅速な対応ができる体制づくりをする。
２９

【広域連携協議会（新冠町・平取町・日高町）
】（年３回〜４回）
各商工会が知り得た経営支援ノウハウ・支援フォームを共有し、効率的支援の手法強化
を行う。また、事業計画策定・実行支援や需要動向調査・経営者意識調査など、共通する地
域課題の解決に向けた事業を実施することを通じて、地域需要・経営課題等の把握や解決に
向けた商工会職員の資質向上に向けた体制づくりをする。
【金融機関】
（年２回）
地域金融機関が知り得た経済情勢、町融資制度の円滑な金融・融資支援について情報交
換を行うことで経済動向調査や需要動向調査の情報を把握し、事業計画策定・創業支援に活
用する。
日本政策金融公庫が開催するマル経協議会「小規模事業者経営改善貸付推薦団体連絡協
議会」において、地域経済活性化策や支援施策等の情報交換を行い、支援体制強化に有効活
用をする。
【北海道中小企業総合支援センター】
（専門家派遣時）
小規模事業者の設備導入支援等において、事業計画の実行性の検証や販路開拓に向けた
経営支援の際に、専門知識が豊富な専門家との連携のもとで伴走型支援を行っていく。
【よろず支援拠点】
（専門家派遣時）
小規模事業者の抱える多様化したニーズの経営相談に応じる上で連携し、専門知識が豊富
な専門家との協力のもとで伴走型支援を行っていく。
【中小企業基盤整備機構】
（専門家派遣時）
地域資源の活用、農商工連携、新事業支援に対し情報交換に努め、支援ノウハウや施策
の有効活用を小規模事業者に提供できる支援力強化を図る。

２.

経営指導員等の資質向上等に関すること
現在は北海道商工会連合会が実施する職員別研修、中小企業大学校の開催する研修等へ
参加し、職員個々の資質向上に努めている。しかし、研修内容等についての職員間での情
報共有不足や経営指導員と補助員等の間で指導、支援能力に差があることが現状の課題とな
っている。さらに、様々な相談等に対して支援の幅を広げられるよう、これまで以上の職員
の研鑽が必要と考える。

（今後の取組み）
今後は上記課題解決のため、経営指導員等職員の資質向上のために下記の取り組みを行
い、職員内での中小企業診断士等の資格取得を目指す。
・研修体系の見直し
現在職員別に実施されている各種研修等への参加以外にも今後、小規模事業者、会員
の方への支援として必要になる内容等の実践型研修へ積極的に参加していく。

３０

・専門的な研修、セミナーへの受講、さらに当計画により連携する「中小企業診断士」
「社
会保険労務士」等の協力のもと、小規模事業者の様々な経営課題に対する解決手法ノウハ
ウの習得や新制度に対しての講習会等により職員資質の向上を図る。
・職員内研修会、勉強会
職員が受講した研修等についての情報共有を行う勉強会を開催し、職員にとっての知
識のアウトプット、その後小規模事業者へ知識をフィードバックできる体制を作る。
・ＷＥＢ研修の活用
全国商工会連合会が実施している経営指導員等を対象とした「ＷＥＢ研修」を職員全体
が受講し、補助員等の指導能力向上、中小企業診断士等資格取得への足掛かりとする。

３.

事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること

毎年度、本計画に掲げる事業の実施・実行の進捗状況及び成果について、以下の方法により
ＰＤＣＡを行い、評価及び見直し案の提示を行う。
【構成委員】
外部評価委員（５名）
１ 北海道商工会連合会 関係職員
２ 新冠町役場 産業課長
３ 新冠町役場 企画課長
４ 中小企業診断士
５ 苫小牧信用金庫新冠支店 支店長
①Ｐ・Ｄ

上記の支援計画について経営指導員を中心とした職員会議を開催し、年間計
画を作成する。作成された計画に基づき実行する。

②Ｃ・Ａ

外部評価委員（行政・その他関係機関・専門家）に、年１回、本計画の事業
評価を依頼する。

③Ｃ

上記①の事業評価を受け三役会議において、成果の評価、見直しを検討し方
針を決定する。

④Ｃ

上記②で決定した事業の評価、見直しの方針は当商工会理事会に報告し承認
を受ける。

⑤Ｃ・Ａ

承認を受けた本事業計画の結果について、商工会報や当商工会のＨＰ上で公
表し、小規模事業者等に広く周知し、寄せられた意見についても反映させる。
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（別表２）
経営発達支援事業の実施体制
経営発達支援事業の実施体制
（平成 28 年 1 月現在）
（１）組織体制
経営発達支援計画を実施する体制として事務局長が指揮統括のもと、経営指導員が中心と
した実施を行う。補助員、記帳専任職員、記帳指導員は本計画の全体の補助を行い、事務局
全体として事業を遂行する。

・事務局体制（5 名）
事務局長
1名
記帳専任職員 1 名

経営指導員
記帳指導員

1名
1名

補助員

（２）連絡先
名
称
住
所
電話番号
Ｍail

新冠町商工会
〒059-2401 北海道新冠郡新冠町字本町 44 番地
0146-47-2421 ／ FAX 番号 0146-47-3596
niikps@niikappu.or.jp

３２

1名

（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
28 年度

必要な資金の額
市場・動向調査
各種情報収集
専門家による各種データ分析
セミナー等開催
観光事業外国人ニーズ調査

29 年度

1,550
200
300
500
300
250

1,950
600
300
500
300
250

30 年度

1,750
200
500
500
300
250

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。
調達方法
補助金（国・北海道・新冠町）
、商工会費、手数料、受益者負担金
（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。

３３

31 年度

2,150
600
500
500
300
250

千円）

32 年度

1,850
300
500
500
300
250

（別表４）
商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に関する事項

連携する内容
１．地域の経済動向調査に関すること
【内容】統計資料、経済動向指数の分析、活用
２．経営状況分析に関すること
【内容】経営状況の把握、分析、手法についての活用
３．事業計画策定支援に関すること
【内容】小規模事業者の創業や第二創業の模索、事業計画策定に関する支援
４．事業計画策定後の実施支援に関すること
【内容】事業革新のためのフォローアップ、事業承継、創業・第二創業に対しての支援
５．需要動向調査に関すること
【内容】調査結果に基づく需要縮小防止、需要開拓等の持続的経営発展支援
６. 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること
【内容】展示会・商談会への出展支援、インターネット等による需要開拓支援

連携者及びその役割
役割の数字は上記内容と同様
新冠町 町長 小竹 國昭（北海道新冠郡新冠町字北星町３-２）
（産業課、企画課）
【役割】１．調査資料の提供・閲覧及び相談
３．事業計画策定に関する助言
苫小牧信用金庫新冠支店（会員）

支店長

金子

洋巳

（北海道新冠郡新冠町本町 55−１）

【役割】１．調査資料の提供・閲覧及び相談
３．事業策定支援に関する助言、指導
４．創業計画等に対しての指導、金融支援
中小企業診断士

高田

雅文

氏

（ 北海道札幌市西区西町北２丁目１−14−406）

【役割】２．各種支援事業の指導及び助言
３．事業策定支援に関する助言、指導
４．事業承継、創業等についてのノウハウ提供
日本政策金融公庫室蘭支店

支店長

梅沢

光一

（北海道室蘭市東町２−９−８）

【役割】１．調査資料の提供・閲覧及び相談
３．事業策定支援に関する助言、指導
４．創業計画等に対しての指導、金融支援

３４

北海道商工会連合会 会長 荒尾 孝司
（北海道札幌市中央区北 1 条西 7 丁目 プレスト 1・7 ビル 4 階）
【役割】２．専門家派遣事業による支援
３．事業策定支援に関する助言、指導
４．創業・第二創業に関しての支援、情報提供
６．専門家派遣事業、商談会等に関する助言、支援
新冠町観光協会

会長 橋本 正美
（北海道新冠郡新冠町字中央町１番地の４（レ･コード館内）
）

【役割】６．即売会等の販売協力、支援

３５

（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
高齢者等対象サービスによる消費拡大
・ 消費需要縮小の対策として、増加する高齢者・買い物弱者の生活に関わる物販配送サービス

連携者及びその役割
新冠町保健福祉課（北海道新冠郡新冠町字北星町３-２）
【役割】高齢者の安否に関わる福祉事業
新冠町農業協同組合

代表理事組合長

浅川

豊（北海道新冠郡新冠町字本町 59-１）

【役割】高齢者等の買い物支援

連携体制図等
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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
新冠町観光協会誘客事業への協力支援
・来町者への飲食・特産品販売促進支援
・軽トラ市・地場産品即売会
・第一次産業活性化による食品加工（第二次産業）、流通・販売（第三次産業）の加工費や流
通マージンなどの事業発展、創業を促進させる付加価値につながる六次化

連携者及びその役割
新冠町観光協会 会長 橋本 正美
（北海道新冠郡新冠町字中央町１番地の４（レ･コード館内）
）
【役割】観光協会事業への協力・人的支援（周知・参画者の募集）

連携体制図等
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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
外国人、観光来訪客誘致によるインバウンドの推進
・新冠町が実施している新冠の独特の文化芸術、自然景観、感じていただくためのツアーへ
の参画による協力
・新冠町総合戦略推進会議参画による検討協議
・行政が主導となった新冠町の人口減少課題の解決と魅力あふれる創生を実現する総合戦略
会議へ参画し、地方活性化策による商工業の持続的発展を検討。

連携者及びその役割
新冠町企画課まちづくりグループ（北海道新冠郡新冠町字北星町３-２）
【役割】
・ツアーへの参画事業所の募集、遊休不動産等の斡旋。
・商工業の現状と持続的発展を踏まえ総合戦略会議での検討。

連携体制図等

３８

（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
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
・小規模事業者の持続的発展等を円滑に推進するため、定期的な情報交換を行い、支援ノウハ
ウの向上を図る。

連携者及びその役割
全国商工会連合会
会長 石澤 義文
東京都千代田区有楽町 1-7-1
北海道商工会連合会 会長 荒尾 孝司
北海道札幌市中央区北 1 条西 7 丁目

プレスト 1・7 ビル 4 階

【広域連携】
平取町商工会 会長 津河 司
北海道沙流郡平取町本町 34-7
日高町商工会 会長 武田卓也
本所 北海道沙流郡日高町門別本町 188-1
支所 北海道沙流郡日高町本町東 1 丁目 298-1
【金融機関】
苫小牧信用金庫新冠支店（会員） 支店長 金子 洋巳
北海道新冠郡新冠町本町 55−１
日本政策金融公庫室蘭支店
支店長 梅沢 光一
北海道室蘭市東町２−９−８
北海道中小企業総合支援センター 理事長
北海道札幌市中央区北 1 条西 2 丁目

伊藤 邦宏
北海道経済センタービル 9 階

北海道よろず支援拠点 理事長 伊藤 邦宏
北海道札幌市中央区北 1 条西 2 丁目 北海道経済センタービル 9 階
中小企業基盤整備機構 本部長 中島 真
北海道札幌市中央区北 2 条西 1 丁目 1 番地 7

３９

ORE 札幌ビル 6 階

（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
高度、専門的相談に対する専門家との情報交換による支援機能向上
・会員等が抱える経営課題が専門・高度化し、当商工会での日常的な業務では、対応が困難な
相談を、迅速かつ的確に行えるよう支援体制強化を図ることを目的とする。

連携者及びその役割
【中小企業診断士】

高 田 雅 文 氏
中小企業診断士事務所たかまさ経営総研
北海道札幌市西区西町北２丁目１−14−406
【税理士】 荒 川
雅 喜 氏
荒川税理事務所
北海道日高郡新ひだか町静内緑町８−６−２
【司法書士】 石 井
健 一 氏
司法書士石井健一事務所 北海道日高郡新ひだか町静内こうせい町８−20
【社会保険労務士】 石 井
静 子 氏
石井静子事務所
北海道日高郡新ひだか町静内こうせい町８−20
【社会保険労務士・行政書士】 廣 澤
信 雄 氏
廣澤信雄事務所
北海道浦河郡浦河町向が丘東１丁目 538-11
【金融機関】
苫小牧信用金庫新冠支店（会員） 支店長 金子 洋巳
北海道新冠郡新冠町本町 55−１
日本政策金融公庫室蘭支店 支店長 梅沢 光一
北海道室蘭市東町２−９−８

連携体制図等
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