
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
室蘭商工会議所（法人番号 6430005009806） 

実施期間 平成３０年４月１日～平成３４年３月３１日 

目標 

「工業港湾都市」として発展した室蘭市だが、幾度の大きな景気変動

により、人口の急激かつ大幅な減少や事業所数の減少等により地域経済

は低迷してきた。 

この状況に対応するため、市内小規模事業者の体質改善に向け、「その

意識改革や気づき」のための事業をはじめ、「販路拡大による売上・利益

の拡大」等を目的に関係機関との連携の下「小規模事業者を面的に支援

する体制」を構築し、伴走型支援の実施を目指す。 

事業内容 

Ⅰ.経営発達支援事業 
１．地域の経済動向調査 

当所独自の調査と関係機関による調査を活用していくことで、小
規模事業者支援のための新規販路開拓事業や効果的な事業計画を
策定するためのアイデアや基礎資料に役立てる。 

２．経営状況の分析 
当所の指導と経営分析を組み合わせて実施することにより、小規

模事業者に対する効果的な支援を実践する。 
３．事業計画策定支援 

小規模事業者による事業計画を策定し、実情に対応した支援体制
を整備することで、各企業のステージに応じた伴走型支援を実施
していく。 

４．事業計画策定後の実施支援 
事業計画策定者に対し巡回指導を中心としたフォローアップを

行なうとともに、関係機関との連携した支援を図ることで、補助
制度の活用推進等多様なフォローアップ体制を実現していく。 

５．需要動向調査 
小規模事業者が必要とする需要調査を実施し、的確な情報収集に

努め、トレンドに合った商品・サービスニーズを把握していくこ
とで小規模事業者の販路開拓を実現する。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業 
小規模事業者が商品・製品等の磨き上げを行い、「売れる商品・製
品」や「より魅力のある商品・製品の技術」を実現することで、商
談会・展示会等により市内をはじめ道内外の販路開拓や顧客拡大
を実施する。 

 
Ⅱ.地域経済活性化に資する取組 

関係機関と連携し、地元企業のプロモーション・人材育成・商店街
活動への総合的な支援に取組むことで、地域経済の活性化を図る。 

連絡先 
室蘭商工会議所 室蘭市海岸町 1丁目 4 番 1号 

℡.0143-22-3196 
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別表１ 
経営発達支援計画 

経営発達支援計画の目標 

 
【室蘭市の現状】 
 室蘭市は北海道南西の太平洋側に位置し、面積は 80.88 ㎢、人口は 85,631 人（平成 29 年 10 月末現

在）、事業所数は 4,494 件(平成 24 年経済センサス活動調査)で、うち小規模事業者数は 2,939 件（平成 24
年経済センサス基礎調査)であり、新日鐵住金㈱室蘭製鐵所、㈱日本製鋼所室蘭製作所、ＪＸTG エネルギ

ー㈱室蘭製造所などの重化学工業を中心に、蓄積された高度な産業技術や人材・企業による工業・港湾物

流基盤、室蘭工業大学等の研究開発機関を持つ、「ものづくりのマチ」として発展してきた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 天然の良港を有し、石炭の積み出しや製鉄業を主体とする工業の拠点都市として北海道の発展に大きく

寄与してきており、港は昭和 40 年に特定重要港湾（現在の国際拠点港湾）に指定されている。取扱貨物量

は苫小牧港(51.5%)、函館港(16.7%)に次ぎ道内第３位である。(2,319 万 t、11.2%)(北海道港湾統計平成 26
年実績) 室蘭市の産業構造は、全事業所に対する二次産業の事業所の比率は 15.9％と全道平均〔15.1％〕

とほぼ同じであるが、製造業出荷額を見ると鉄鋼が約 4,407 億円と二次産業全体(約 1 兆 2154 億円)の 36％
を占めており、基幹産業となっている。(平成 24 経済センサス活動調査)また、一次産業の事業所数の割合

は、0.02％と道内(1.8%)の中では低く、三次産業が 84.1%の構成比となっている。(平成 24 年経済センサス

活動調査) 近年、北海道 PCB 廃棄物処理事業、プラスチックリサイクル、水素エネルギーの活用促進な

ど環境関連産業の集積が進められ、平成 30 年度には岩手県宮古市とのフェリー航路が運航開始となるな

ど、工業・港湾都市として時代に対応した機能整備が図られている。 
 また、地球岬、白鳥大橋、工場夜景（日本七大工場夜景）などの観光スポットに加え、室蘭やきとり、

室蘭カレーラーメン、蘭扇（帆立）・クロソイなどの「室蘭３大グルメ」も積極的な PR を図っている。 
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【室蘭地域の課題】 
 
（１）人口はピーク時の半分以下に減少（基幹産業の合理化に伴う急激な人口減少） 

鉄鋼業が盛況であった昭和 44 年には人口が住民基本台帳で 18 万人を超え(183,125 人、市住民基本

台帳人口)、人口密度も北海道内で最も高かったが、基幹産業である新日本製鐵（現・新日鐵住金）や

日本製鋼所等での大規模な合理化のほか、比較的地価の安い周辺都市である登別市や伊達市への転出

等により平成 17 年には 10 万人を割り、人口はピークの半分以下の 85,631 人（平成 29 年 10 月末現

在）となった。 
この間、卸・小売業の販売額も、昭和 63 年の 1,287 億 6,568 万円から平成 26 年の 965 億 1,814 万

円と 2 割以上減少し（北海道商業統計調査）、また、バブル崩壊以降長期にわたる価格競争や、震災復

興等の影響による人件費・電力・原材料・資材等の高騰により業種全般において利益の確保が困難な状

況が続いている。（室蘭商工会議所業界動向調査） 
また、平成 29 年 9 月には JXTG エネルギー㈱室蘭製造所が石油化学製品の生産を平成 31 年 3 月末

で停止し、石油製品の物流拠点に転換して従業員約 230 名が 30 名体制になることを発表し、人口の一

層の減少が懸念される。 
 

（２）６５歳を超えた高齢者が３人に１人以上（道内の市で２番目の高齢化） 
室蘭市は道内の主要都市において小樽市(36.0%)に次いで２番目の高齢化率(33.8%)(平成 27 年 1 月現

在、北海道「高齢者人口の状況」)である。 
これに伴い、まちの活力低下、高齢者福祉の増加、労働力の確保など様々な課題が顕在化している。 
 

（３）空き家率は 14.9％で年々増加し、公共建築物の老朽化も著しい（築 30 年超 76.0％） 
  室蘭市の空き家率は 14.9％で全国・全道を上回り、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる

おそれのある特定空き家等とその予備軍となる空き家は 1,587 棟で全体の 6 割を占めているなど、周辺住

民の日常生活への悪影響が増加しつつある。 
また、室蘭市の公共建築物も築 30 年を超えるものが全体の 76.0％となっており、安心・安全なまちづ

くりを進める上での課題となっている。 
 
 
【室蘭市における小規模事業者の現状・課題】 
 
＜室蘭市における小規模事業者の現状＞ 

室蘭市の人口の急激な減少や高齢化の進展は地域経済の活力低下に直接つながっており、市内の事業

所数をみるとピーク時だった昭和 56 年が 7,635 件(事業所統計調査)となっていたが、平成 11 年が 6,139
件(事業所統計調査)、平成 21 年が 4,888 件(経済センサス基礎調査)、平成 26 年には 4,302 件(経済セン

サス基礎調査)と、年々事業所数は減少している。 
室蘭市の小規模事業者数は昭和 56 年度の 6,897 社から平成 26 年度は半数以下の 2,805 社まで減少し

ている。（各年度の事業所統計・経済センサス基礎調査）。 
全事業者に対し小規模事業者の占める割合は 65.2％と全国の割合（86.5％）に比べて低い。これは基

幹企業等の取引窓口として、大手企業の営業所等出先が多く立地していることによる。小規模事業者の

割合を業種別に見ると不動産業では 92.4％、建設業では 90.1％と高く、次いで飲食業が 79.2％、製造業

が 71.7％などとなっている。 
  また、室蘭市の小規模事業者の経営者の特徴として、平均年齢が 64 歳 9 ヶ月（室蘭商工会議所登録社

状況）と高く、業績の横ばい傾向や投資意欲の低下などを招いている。 
 

室蘭市内の事業所数の推移 

年 度 
昭和 56 

年度 

平成 11

年度 

平成 21

年度 

平成 24

年度 

平成 26

年度 

全事業所(社) 7,635 6,139 4,888 4,494 4,302 

小規模事業所(社) 6,897 4,693 3,208 2,939 2,805 
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室蘭市の小規模事業者数の業種別構成（平成 26 年度経済センサス基礎調査） 

産業区分 小規模事業者 全事業所 

農林漁業   1 

鉱業 0 0 

建設業 408 453 

製造業 165 230 

電気・ガス・熱供給・水道業 1 5 

情報通信業 17 36 

運輸、郵便業 48 121 

卸売業、小売業 685 1,039 

金融業、保険業 54 100 

不動産業、物品賃貸業 258 279 

飲食業 561 708 

宿泊業 34 39 

娯楽業 22 34 

旅行業 2 3 

サービス業（その他） 550 1,253 

合計 2,805 4,302 

 
 
＜室蘭市における小規模事業者の課題＞ 
 

（１）企業城下町特有の下請構造・払拭されない下請意識（製造業） 
室蘭市は鉄鋼業等の基幹産業の景況が大きく影響する産業構造となっている。過去には第１・第２次

石油危機、鉄冷えと言われた鉄鋼不況、さらに、リーマンショック等において関連企業・下請け企業だ

けではなく、諸産業にも基幹産業の景況の悪化が大きく影響した。そのため地域全体が景気低迷に陥

り、その都度、新たな産業の創出や事業転換、事業多角化などが課題となってきた。 
下請企業の大半を占める小規模企業は高度な技術を持ちながら、売上の大半を占める市内大手企業の

発注を優先するため、他社や市外への取引先の開拓に積極的でない。また、既存の技術を活かした新商

品開発・事業転換などについて関心はあるが、経営基盤が脆弱な室蘭市の小規模事業者においては、大

きな投資を伴う事業の転換や多角化への対応が難しく、資材・人件費の高騰や発注価格の抑えられる

等により収益環境の低迷が続いている。 
 

（２）室蘭市特有の地勢による商店街の分散（小売・サービス業） 
室蘭市は天然の良港と背後の山に挟まれ、平地が少ないドーナツ型の狭い地域に市街地が形成されて

いる。このため、都市規模に比して市街地が分散しており、かつ小規模である。商店街の大半は、基幹

企業の出入口（例 輪西：新日鐵住金、母恋：日本製鋼所等）や、社宅街を中心として形成されている

（８商店街振興組合と１２商店会）。このことから、それぞれ規模が小さく、活動も単独で行ってきたた

め、廃業等による業種構成の不足を補完することができず、商店街では不足業種（衣料、書籍、食器等

生活雑貨）による消費者利便の低下が著しい。 
大型店・飲食店等を除く一般小売店の商店数は昭和 63 年の 1513 店から平成 26 年の 800 店と、大幅

に減少してきている（北海道商業統計）。商店街における空き店舗率は 19.2％（平成 22 年度室蘭市商店

街実態調査）で依然として増加傾向にある。 
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特に中央地区（旧市街地）では中島地区（新市

街地）へ商業者等の移転も進み、長期にわたりシ

ャッターが閉まったままの空き店舗が老朽危険物

件となり、所有の小規模事業者が解体費を負担で

きず市民の安全確保のために室蘭市が解体をせざ

るを得ないといった状況も生じている。 
さらに、商店街会員である小規模事業者の高齢

化等を理由に恒例イベントの規模縮小や中止を招

き、消費者の大型店集中・市外流出に拍車を掛け

ている。 
 
 
 
 
 
 
 
（３）観光客・ビジネス客等交流人口対応の不足 

室蘭市は地球岬などの「自然の景観」と白鳥大橋や工場夜景などの「人工の景観」を観光資源として

合わせ持ち、また、室蘭やきとり、室蘭カレーラーメン、蘭扇（帆立）・クロソイなどの「室蘭３大グ

ルメ」もありこれらが、いずれも観光客を多く誘引している。しかし現状の観光は、通過型の観光とな

っているため、滞在時間の延長、観光客の消費活動の促進に向けた取組が必要となっている。平成 28
年 3 月の北海道新幹線の開業や、平成 30 年度の岩手県宮古市とのフェリー航路開設に伴う、観光・ビ

ジネス客の消費活動の促進に向け、現有する観光資源・魅力あるお土産の開発・食事の提供などが急務

となっている。 
室蘭市の近隣にある登別市、洞爺湖町といった国内有数の温泉地があることから、これらの地域と連

携した消費拡大に向けた営業体制の充実が求められる。 
 
（４）労働力の確保 

室蘭市の有効求人倍率は平成 29 年 9 月現在 1.36（室蘭公共職業安定所）で、平成 25 年 7 月より 50
ヶ月連続で全道平均を上回る高い水準で推移している。このうち小規模事業者においては、求人して

も応募するものが少なく、特に製造業や建設業においてはその傾向が顕著なことから経営上の問題と

なっている。 
 
（５）事業計画の否策定と高齢化 
  本所が平成 27 年 12 月に市内 165 社の小規模事業者を対象に実施した「これからの経営課題や経営計

画に関するアンケート」では、経営計画を策定している小規模事業者は３割程度にとどまっている。 
未策定の事業所においては、その半数以上が策定に対して否定的であり、３割は「現時点での取り組

みは困難」との回答だった。 
その理由としては、「既存（固定）客中心の営業、既存のサービス（事業・役務）内容で十分事業が成

立している」、「改めて経営計画を策定する必要性に迫られていない」などの現状を肯定するものが多く

なっている。 
また、計画策定を希望するものの「日々の業務に追われ計画を策定する時間が無い」といった物理的

な制約によるものや、（事業主が）高齢であり、「事業をあと何年続けられるか不透明」などの理由があ

げられている。 
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【室蘭商工会議所が実施する中長期的な小規模事業者の振興策】 
 

小規模事業者の持続的な経済活動を地域全体で支援する（創業を促し、売上を伸ばし、老舗を受

け継ぐ）「企業にやさしいまちづくり」の推進 
 
平成 27 年 2 月に本所では、室蘭市が他都市との比較で、企業の立地・存続する条件が有利であ

り、まち全体で企業を育み・育て・引き継いでいくことを目的とした「企業にやさしいまちづく

り」に向けた提案書を室蘭市に提出した。 
本所では室蘭市とともに、産業振興条例の改定や各種補助金の新設などを行い、元気で強い企業

の育成・新しい企業や産業の創出に向けた支援の充実など、提案内容の実現に向けた取組を進めて

いる。 
室蘭市の小規模事業者は、他都市に先んじて超高齢化社会を迎えた室蘭市において市民のきめ細

かいニーズに柔軟に応え、また基幹産業の振興の一翼を担い、地域コミュニティの中心としても地

域経済に欠くことのできない重要な存在である。 
小規模事業者の「持続的な経済活動」を地域一体となった支援のもと次世代に引き継ぐため、現

在の小規模事業者の状況を踏まえ室蘭市等と連携して実施する「企業にやさしいまちづくり」の中

で以下の振興策を実施する。 
 

＜振興策の柱と目標＞ 
Ⅰ．下請けから脱却し全国規模で事業展開ができる小規模製造業（ものづくり）事業者の育成 

経営改善や事業拡大・営業力強化に向け、室蘭工業大学と小規模企業の連携による新事業の創出

を支援、小規模企業の細かいニーズに対応する新規補助金の創設、小規模企業の他都市への売り込

みなどにより、下請けから脱却し全国規模で事業展開ができる元気で強い小規模製造業（ものづく

り）事業者を育成する。 
 

Ⅱ．買物難民を出さない商店街の（再）構築と小規模小売・サービス業の収益性の強化 
商業地における中古物件（空き店舗等）の流動化を進めるための規制緩和・財政支援等の施策の

展開や、商店街組織の事務局機能を集中的に代行し個店のための経営情報を提供する「むろらん商

店街づくりサポートセンター」の充実により商店街の基盤を再構築する。これと平行し、街づく

り・経済活性化に向けたファンドを創設し資金面での支援を行う。商店街の環境の整備と資金面で

の支援により、小売・サービス業を営む小規模事業者が、より顧客満足度の高いサービスを開発・

実行することにより収益性を強化する。 
 

Ⅲ．観光客・ビジネス客等交流人口増加への対応力の強化 
北海道新幹線の開業や宮古市とのフェリー航路開設、加えて年々増加する外国人観光客への対応

として、室蘭・登別・伊達商工会議所の広域連携による観光モデルコースの開発を行い、モデルコ

ースのテーマに沿った飲食メニュー・土産品等の開発、全国規模で開催される展示会の出店支援を

強化し小規模小売・サービス業の対応力を強化する。 
 
Ⅳ．小規模製造・建設業における労働力確保の推進 
 小規模事業者の労働力確保に向けた情報の共有化を図るとともに、新婚家庭・転入世帯（２０

代・３０代）・女性労働者雇用対策への支援、社宅、入社式・研修会・親睦会・託児等の共同実施に

対する支援などを行い、特に求人充足率の低い小規模製造・建設業をはじめとする労働力確保を推

進する。 
 
Ⅴ．創業・事業承継の推進 

行政・金融機関等との連携により、よりきめの細かい創業・事業承継相談体制を構築し、経営計

画策定を支援するとともに、創業者支援に向けたインキュベーション機能・施設を設置し、より確

実性の高い創業を支援する。 
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【経営発達支援計画全体の目標：平成 30 年度～平成 34 年度の 5 年間】 

北海道・室蘭市・地域金融機関・地元大手企業・支援機関等と連携し、小規模事業者が持続的発展に

向けた事業計画づくりとその実行が、当地域経済存続の重要なファクターである事を共通で認識し、か

つ、事業計画づくりの浸透についてもそれぞれの立場（行政、資金調達、発注元等）が相互に連携して

小規模事業者に対し指導・要請などを行う。 
事業計画づくりに対しては、多くの小規模事業者が課題としている営業力、企画力、情報の受発信力強

化、人材の確保等に関する事項について、補助・商談会等、支援内容とその効果を明示し地域の小規模

事業者の意欲の向上を図るとともに、計画策定、需要動向の把握・分析、計画の実施に至るまで、小規

模事業者のニーズを的確に捉えた経営計画伴走型支援を行う。 
また、交流人口の増加や商談会への参加支援等、営業力の強化を活かすことを目的にビジネス機会の

創出・拡大に努める。事業者の高齢化に対し円滑な事業承継等の支援を行なうことで小規模事業者の永

続的経営を目指していく。 
 
■年度毎の目標と実施方針 
 
１．【平成 30 年度】：全市的支援組織の立ち上げと業界毎の段階的な支援の開始 
 （１）小規模事業者支援ネットワークの設置 
    （目的）当地域における、小規模事業者の事業計画策定の必要性共有とその浸透促進 
    （構成）北海道・室蘭市・地域金融機関・地元大手企業・各業界団体・支援機関等 
    （開催）年２回 
 （２）小規模事業者のこれからの経営課題や経営計画に関するアンケートの実施 

（目的）小規模事業者のこれからの経営課題や経営計画に関する意向を確認 
    （対象）市内全小規模事業者（2,005 社※本所独自調査による小規模事業者名簿） 
    （方法）郵送アンケート。配布・回収にあたっては各業界団体と協働して実施 
 （３）経営課題に対応した支援の実施（※平成 30 年～平成 33 年まで同内容） 

①室蘭商工会議所 元気づくりファンドによる支援 
（目的） 

     ・客単価・利益率の向上に向けた、新商品・サービスの開発 
     ・観光客・ビジネス客等市外からの利用者に向けた新商品・サービスの開発 
     ・市外・国外等に新たに取引先を求める販路拡大・開拓 
     ・商店街組織等の共同販促事業による利用者の囲い込み 
    （主な対象）小売・卸、飲食、サービス業（10 社） 
    （方法）申請手続きに沿って経営状況の分析、需要動向に関する情報の収集・分析 
        事業計画書の作成、実施並びに評価について伴走型支援を実施。 
    ②「女性向け職場改善・魅力アップ支援事業補助金」、「社宅建設等補助金」による支援 
    （目的） 

・福利厚生・待遇等の改善による人材の確保 
・人手不足に対応した設備の更新・導入 

（対象）製造・建設業（5 社） 
    （方法）申請手続きに沿って経営状況の分析、需要動向に関する情報の収集・分析 
        事業計画書の作成、実施並びに評価について伴走型支援を実施。 
    ③企業プロモーション・商談会の実施 
    （目的） 
     ・市外・国外等に新たに取引先を求める販路拡大・開拓 

（対象）小売・卸、飲食、サービス業（10 社） 
    （方法）参加手続きに沿って経営状況の分析、参加会場で需要動向に関する情報の収集・分析 
        事業計画書の作成、実施並びに評価について伴走型支援を実施。 
   ④プレゼンテーションならびに商品ブラッシュアップセミナーの実施 

（目的） 
・市外・国外等に新たに取引先を求める販路拡大・開拓 
（対象）小売・卸、飲食、サービス業（10 社） 
（方法）専門家による商品の評価、改善アドバイス、商品の需要動向に関する情報の収集・分析 
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 （４）小規模事業者支援ポータルサイトの開設 

（目的） 
・市内の経済状況、支援情報、計画策定・実行者の声など 24 時間提供 
（方法）PC・スマートフォン両方に対応 

 
２.【平成 31 年度～平成 33 年度】 
（１）小規模事業者支援ネットワークの開催 
    （目的）前年度の事業計画策定の状況確認とその浸透促進策の検討共有 
    （開催）年２回 
（２）経営課題に対応した支援の実施（※平成 30 年と同内容） 
（３）小規模事業者支援ポータルサイトによる情報提供 
 
３.【平成 34 年度】 
（１）小規模事業者支援ネットワークの開催 
    （目的）前年度の事業計画策定の状況確認とその浸透促進策の検討共有・事業総括 
    （開催）年３回 
（２）経営課題に対応した支援の実施（※平成 30 年と同内容） 
（３）小規模事業者支援ポータルサイトによる情報提供 
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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～平成３５年３月３１日（５年間） 
 
（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） 

本所では独自の調査（中小企業景気動向調査）を実施し、当該地域の景気動向を把握してきているが、

経営指導に有効と思われる調査結果を職員間において情報共有が不足していたと考えられるため、そ

の小規模事業者への指導においては経済動向を把握する調査の積極的な活用に向けた体制が望まれ

る。そこで、複数の調査結果を分析し、その分析結果を今後の経営発達支援に役立てていく。 
一方で小規模事業者への提供については、膨大な情報提供は逆に結果を読み解く際の障害となるた

め、本所が現在提供している経営情報に加え、必要な追加情報を絞り込み、小規模事業者支援ポータル

サイトによる 24 時間どこでも情報が得られる体制を構築する 
 
（事業内容） 
（１）小規模企業景気動向調査の実施 

市内の業種、従業員規模を考慮し抽出した小規模企業１００社程度を対象に、四半期毎の経営に関す

る情報（売上高、純利益額、資金繰り、長期（短期）資金借入難度、従業員数・在庫の適正水準、新規

設備投資の状況）や経営上の問題点等について調査を行い、市内の景気、業界動向等をタイムリーに把

握・分析していくことで、経営指導員等が経営指導・相談や事業計画策定支援の基礎的な資料などに活

用する。 
 
（２）小規模事業者のこれからの経営課題や経営計画に関するアンケートの実施 

小規模事業者の経営課題（財務、人材、営業、販路等）、経営計画に関する意向（短中長期）について

経営者の意向を確認する。 
（調査項目）これからの経営課題、経営計画に関する意向 

    （対  象）市内小規模事業者全業種（2,005 社※本所独自調査による小規模事業者名簿） 
    （方  法）郵送アンケート。配布・回収にあたっては各業界団体と協働して実施 
 
（３）小規模事業者支援ネットワークにおける情報交換と情報共有 

連携機関である日本政策金融公庫室蘭支店並びに各金融機関等が実施している景気に関する調査を

活用することで、地域内の小規模事業者の動向を把握するとともに支援事業者に対する情報の共有化

を図る。また、連携機関との情報交換会を実施し、各機関との連携を図ることで、小規模事業者に対す

る経営発達支援全般に関わる事業（事業計画策定支援、事業計画策定後のフォローアップ支援、販路開

拓支援事業）に活用する。 
※活用予定の調査と情報収集を行なう項目 

① 管内小企業景況調査結果（日本政策金融公庫室蘭支店） 
小企業の景況の動向「実績と今後の見通し」 
調査項目：業種ごとの業況判断、売上・受注状況、採算、資金繰り、借入、設備投資、経営上の

問題点など今後については業況判断や売上・受注状況を中心に分析を行なう。 
② スワンレポート（室蘭信用金庫）（四半期） 

調査項目：業種ごとの売上、収益に対する実績・見通しなど 
今後については売上・収益の動向を中心に分析を行なう。 

③ 景況ＲＥＰＯＲＴ（伊達信用金庫） 
調査項目：業種ごとの景況、経営上の問題点、重点経営施策、来期の見通しなど 
今後は、業種ごとの景況などを中心に分析を行なう。 
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（４）小規模事業者支援ポータルサイトによる情報提供 

 
（目標） 

地域内の景気動向並びに事業所の経営実態等を把握するとともに小規模事業者特有の課題を把握し、

その対策を図ることで今後の経営発達支援事業の効果的な事業推進につなげる。 
また、日本政策金融公庫室蘭支店・室蘭信用金庫・伊達信用金庫等を含めた関係機関による情報交換

会（年２回）を開催し、地域内の事業所の状況や課題に関する情報の共有化を図り小規模事業者に対す

る地域関係機関の連携による伴走型支援の実現とともに全職員がこれらで得た情報や調査結果の把

握・共有を行なう。 
・目標 

実施項目 平成 29 年

度(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 
小規模企業 

景気動向調査 0 回 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 
小規模事業者の

これからの経営

課題や経営計画

に関するアンケ

ート 

0 回 1 回 0 回 0 回 0 回 0 回 

小規模事業者支

援ネットワーク 0 回 2 回 2 回 2 回 2 回 3 回 
 
 
２．経営状況の分析に関すること（指針①） 

 
これまで、経営状況の分析については、持続化補助金の申請時や小規模事業者経営改善資金（マル経

資金）の推薦時、経営計画作成支援セミナー等にとどまっていた。また、小規模事業者に対しその必要

性や有益性について、広く周知する機会も限られていた。 
経営分析については、北海道・室蘭市・地域金融機関・地元大手企業・各業界団体・支援機関等を構 

成員とする「小規模事業者支援ネットワーク」を設置し地域全体でその必要性を確認し、構成団体との

協働により小規模事業者全体へ浸透させる。 
 
＜小規模事業者の経営分析の内容・項目＞ 

分析項目 調査ツール 調査方法 

財務面 
「収益性」「効率性」「生産

性」「安全性」「成長性」 
（貸借対照表・損益計算書） 

独立行政法人中小企業

基盤整備機構「経営自

己診断システム」 

北海道・室蘭市・地域金

融機関・地元大手企業・

各業界団体・支援機関等

を構成員とする「小規模

事業者支援ネットワー

ク」名で市内小規模事業

者 2005 社に郵送。 
回収した調査票の経営診

断を行い、回答者に返

送。 

非財務面 

「技術力」 
（有資格者数、知的所有権の

有無） 
室蘭商工会議所作成の

調査票 「社会性等」 
（営業年数、後継者の有無、

雇用保険加入等労働福祉の状

況、採用意向・就労条件） 
（2,005 社※本所独自調査による小規模事業者名簿より） 
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（事業内容） 

（１）「小規模事業者支援ネットワーク」構成団体との協働による経営状況分析の周知・実施指導 
  行政、資金調達、発注元等それぞれの立場が相互に連携して小規模事業者に対し経営状況分析の必要

性について指導・要請などを行うことにより、小規模事業者にとって困難とされる経営計画策定への動

機付けが小規模事業者支援ネットワークからの指導・要請によりこれまで以上に強力に行われる。 
 
（２）本所が開催する各種セミナー受講者に対する財務分析の有効性の周知 

本所所が年３回開催する経営者向けのセミナーの休憩・終了時間を活用し、その受講者に対し、分か

りやすい好事例を記載したチラシや簡易分析表等を配布し、経営状況の分析が経営の向上に係る有効性

を持つについて周知していくことで、今後の経営意欲の向上につながるとともに経営計画策定の必要性

について周知する。 
 

（３）決算・確定申告指導における財務分析指導 
本所が決算・確定申告の決算指導を行っている個人事業所の申告時の指導において、個々の小規模事

業者の現状を把握し、申告指導とともに経営状況の分析の必要性について説明することで、その取組

みを行う小規模事業者の掘り起こしを行なう。 
今後は、売上の推移や収支バランス等を中心に財務分析を行なうことで、経営計画策定の必要性につ

いて指導する。 
 
（４）巡回・窓口相談での経営分析の実施 

巡回訪問・個別相談で本所を訪れた小規模事業者を対象に、分かりやすい好事例を記載したチラシや

簡易分析表等を配布し、経営計画策定の重要性や有効性について説明することで、今後の経営意欲の向

上につなげるとともに経営計画策定の必要性について気づかせていく。 
 
（５）分析手段 

中小企業基盤整備機構が運営している、インターネットを活用した「経営自己診断システム」による

初期分析を行い、必要に応じ中小企業診断士・税理士等の専門家、北海道中小企業総合支援センター、

北海道よろず支援拠点などの専門機関との相談を活用し、より精密な経営分析を行う。 
 
 

（目標） 
中小企業診断士・税理士等の専門家、北海道中小企業総合支援センター、北海道よろず支援拠点など

の専門機関との相談を活用していくことで、関係機関等が連携して小規模事業者の経営分析を実施し

ていく。 
 

実施項目 
平成 29
年度(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 

小規模事業者支援ネットワ

ークによる周知 0 社 2,005 社 2,005 社 2,005 社 2,005 社 2,005 社 

セミナー受講者に対する周

知 0 社 100 社 100 社 100 社 100 社 100 社 

経営

分析

実施

事業

所数 

確定申告指導事業所

に対する経営分析 0 社 10 社 10 社 10 社 10 社 10 社 
窓口相談時におけ

る経営分析 0 社 10 社 10 社 10 社 10 社 10 社 
関 係 機 関 と 連 携           

した指導での経営分析 0 社 10 社 10 社 10 社 10 社 10 社 

（合計） 0 社 30 社 30 社 30 社 30 社 30 社 
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３．事業計画策定支援に関すること（指針②） 
 

本所では経営計画作成支援セミナーや補助金申請時、創業相談、融資相談等の際に本所経営指導員や

専門家により事業計画の策定の指導を行なってきた。 
だが、本所が実施した「これからの経営課題や経営計画に関するアンケート調査」によると、 

○事業計画を策定している事業者   …32.8% 
○事業計画を策定していない事業者  …67.2% 
その内 

    ・すぐにでも策定したい事業者   …15.4％ 
    ・策定したいが、現在は難しい事業者…33.3％ 
    ・策定したいと思わない事業者   …51.3％ 

といった結果となった。 
小規模事業者は経営環境の変化の影響を受けやすい経営実態にあるため、事業の持続的発展のために

は顧客のニーズの把握や自らの強みを生かした事業計画、それに基づいた事業の実施が必要であり、そ

のためには強みを活かした新たな販路開拓や商品開発の推進などの経営発達支援事業の積極的な推進が

求められてくる。そのことを踏まえ、本所は小規模事業者の状況に応じて臨機応変に対応するため、経

営計画作成支援セミナーだけではなく、事業計画策定希望者に対しては積極的に巡回訪問を行なうこと

などで事業計画の策定推進を図っていく。 
 
（事業内容） 
（１）既存小規模事業者への支援 

事業計画策定に対する意識の相違に応じた支援を本所や他の関係機関が協力して行なっていくこと

で、小規模事業者に的確な経営発達支援を実施していく。事業計画を策定していない事業者は全体で約

７割にのぼっているが、その半数以上が策定したいと思わないと回答しており、その意識改革のための

対策を図るとともに、策定したいが何らかの理由により躊躇している事業者にはその解消に努めるな

ど、それぞれの状況に応じた対策を図っていく。 
 

○ステージ１：事業計画を策定する必要がないと考えている、または現状に満足している小規模事業

者については、事業計画の策定の有益性などを気づかせ、意識を改善させることにより事業計画の策定

を啓蒙していく。さらに、Ａ４チラシ１枚（両面）で経営に関する事業計画を作成することを目的とし

た「（仮）経営計画策定のすすめ」を作成し、配布又は巡回訪問の資料として活用していくことで、事業

計画策定の有益性を気づかせ、事業計画の策定を促していく。具体的には業種ごとの事業計画策定に関

しての好事例を紹介し、小規模事業者にとっても必要性が高いことを周知していくことで、事業計画の

策定を促していく。なお、事業計画を策定する必要性を感じた小規模事業者については、ステージ２又

はステージ３に引き上げることで、事業者の状況に応じて事業計画の策定を支援していく。 
 

○ステージ２：事業計画を策定したいと考えているが、時間・技術的等の理由から事業計画策定を躊

躇している小規模事業者に関しては休日訪問や夜間訪問等の方法を行なうことにより、小規模事業者の

状況に応じた巡回訪問により事業計画の策定を促していく。 
また、事業者ごとに経営状況や課題が異なるため、個別要件ごとに本所経営指導員等による窓口・巡

回指導の強化を図る。さらに、本所の経営指導員等で対応することが難しい案件については、中小企業

診断士・税理士等の専門家、北海道中小企業総合支援センター、北海道よろず支援拠点などの専門機関

との相談を活用していくことで、関係機関等が連携して小規模事業者の事業計画策定を実現していく。 
 

○ステージ３：今すぐ事業計画を策定したい小規模事業者については事業計画作成支援セミナー・個

別相談会等の開催や本所経営指導員等の指導、中小企業診断士・税理士等の専門家、北海道中小企業総

合支援センター、北海道よろず支援拠点などの専門機関の個別指導により事業計画の策定支援を実施し

ていく。具体的な方法としては小規模事業者の状況(代表者の年齢、従業員数、過去での本所の支援内容

など)から将来の展望を予測し、それに応じて事業計画の策定支援を行なっていく。 
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（目標） 

事業計画策定にあたっては、「１．地域経済動向調査」、「２．経営状況の分析」、「５．需要動向調査」

の各分析結果を活用しながら、個々の小規模事業者に応じた支援体制により小規模事業者に寄り添っ

た経営発達支援を行なっていく。 
事業計画策定事業者数に関しては、年間 20 件程度を目標に事業計画の策定支援を行なっていく。 
 

支援内容 平成 29
年度(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 
事業者数 7 社 21 社 21 社 21 社 21 社 21 社 
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４．事業計画策定後の実施支援に関すること（指針②） 

 
平成 27 年に実施した事業計画作成支援セミナー等で事業計画の策定を支援した際には、策定後の指

導は行なっておらず、本所からの具体的なフォローアップが不足していた。 
そのため、事業計画を策定した事業者については事業計画の策定が主目的となってしまい、事業計画

策定後の実施支援については十分ではなかった。 
今後は、事業計画を策定した事業者に対しては本所経営指導員等が定期的な巡回訪問等を行ない、す

でに策定した事業計画における進捗状況を確認し、その状況に応じて小規模事業者に対して必要な補

助金等の支援を実施していく。 
また、経営指導員等では対応が難しい案件については、中小企業診断士・税理士等の専門家や北海道

中小企業総合支援センター、北海道よろず支援拠点などの専門機関などの指導を仰ぎながら、対象と

なる小規模事業者に応じたフォローアップ（個別相談などの実施）を行なっていくことで小規模事業

者への伴走型支援を行なう。 
なお、販路拡大などの営業力強化等の収益改善に直結する事業については重点的に支援を行なうこ

とで、事業計画を策定した小規模事業者の育成・存続等を目的として持続的な支援を図る。 
 

（事業内容） 
（１）事業計画の策定を行なった小規模事業者に対するフォローアップ 

事業計画の策定を行なった小規模事業者に対しては経営指導員等による巡回訪問等を定期的（四半

期に一度）に実施し、進捗状況を把握していくことで、事業計画どおりに進んでいるかを確認する。 
巡回訪問時には「１．地域経済動向調査」、「２．経営状況の分析」、「５．需要動向調査」の各分析結

果を活用し、既に策定した事業計画を実際の数値等から結果をチェックし、計画とのギャップが生じ

ている場合には、原因等を検証、改善すべき点を洗い出すことによって計画の修正や新たな計画の策

定を促す。 
なお、PDCA サイクルにより計画の進捗状況を把握することで小規模事業者の経営の持続的な発展

を着実に進める。 
 
（２）事業計画の内容に対応した補助制度を活用した実施支援 
事業計画の策定を行なった小規模事業者に対しては現状、それぞれの課題に応じた以下の補助金等による

支援を行うこととしている 
①室蘭商工会議所 元気づくりファンドによる支援 
（目的） 

     ・客単価・利益率の向上に向けた、新商品・サービスの開発 
     ・観光客・ビジネス客等市外からの利用者に向けた新商品・サービスの開発 
     ・市外・国外等に新たに取引先を求める販路拡大・開拓 
     ・商店街組織等の共同販促事業による利用者の囲い込み 
    （対象）小売・卸、飲食、サービス業（10 社） 
    ②小規模事業者持続化補助金による支援 
    （目的） 
     ・新商品・サービスの開発 
    （対象）全業種（5 社） 
    ③「女性向け職場改善・魅力アップ支援事業補助金」、「社宅建設等補助金」による支援 
    （目的） 

・福利厚生・待遇等の改善による人材の確保 
・人手不足に対応した設備の更新・導入 

（対象）製造・建設業（5 社） 
    ③企業プロモーション・商談会の実施 
    （目的） 
     ・市外・国外等に新たに取引先を求める販路拡大・開拓 

（対象）小売・卸、飲食、サービス業（10 社） 
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（３）「小規模事業者経営発達支援資金」の活用 
事業推進のための金融支援の一環として、「小規模事業者経営改善資金（マル経融資）」と合わせて新

たに創設された「小規模事業者経営発達支援資金」を活用していくことで、小規模事業者に合った融

資制度を提案していく。 
本融資制度を活用したい小規模事業者については、事業計画の策定にあたり、「１、経済動向調査」、

「２、経営状況の分析」、「５、需要動向調査」などの各分析結果をもとに、事業者の経営課題の把握

及びその解決策、収支計画、資金計画の作成等を支援していく。 
さらに、貸付実行後は四半期に１回当該事業所に対し巡回訪問を行ない、計画の進捗状況、資金繰り

の確認を行なうことや必要に応じて販路開拓などの支援メニューを紹介し、更なる売上確保・利益向

上を目指していく。 
 

（４）小規模事業者に役立つ各種制度の情報提供・斡旋の充実 
融資や補助金を希望する事業者に対しては、地域金融機関等の各種融資制度又は補助金等の各種制

度や施策に対する情報提供・斡旋等の支援を充実させることで、小規模事業者に対する財務体質の改

善に向け支援していく。 
 
（目標） 

事業計画策定事業者に対するフォローアップは四半期毎に実施する。 
 

支援内容 平成 29
年度(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 

巡回訪問回数 
(事業計画策定者) 0 回 84 回 84 回 84 回 84 回 84 回 
補助金による支

援（ファンド・持

続化） 
5 社 25 社 25 社 25 社 25 社 25 社 

経営発達支援資

金利用者 0 社 7 社 ７社 7 社 ７社 ７社 

 
 
５．需要動向調査に関すること（指針③） 

 
本所で実施した「これからの経営課題や経営計画に関するアンケート」調査では経営上の課題として

新商品開発など販路開拓に関する課題が最も多く、販路開拓等を目的とした需要動向調査を新たに実

施し、その分析結果を小規模事業者に対し提供していくことで、今後の経営改善につなげる支援を行

ない、小規模事業者との伴走型支援を実施する。 
小規模事業者が、新たな事業展開を行うにあたってそのマーケットの現状やニーズ、今後の動向を把

握出来ていないケースが見受けられるため、それらの把握に向けた需要動向調査等の支援を行なう。 
 

（事業内容） 
（１）本所主催による商談会参加事業等での需要動向調査 

（対象 商品の改良等を目指す小規模事業者：小売・卸・飲食・サービス業） 
毎年９月に東京池袋で開催される見室蘭市「インフォメーションバザール」に本所のブースを開設

し、来場した大手百貨店・ホテル・メーカー等のバイヤー（来場 4000 名）に対し、室蘭市の小規模事

業者の商品説明・商品に対する聞き取り調査（商品、ｻｰﾋﾞｽ、価格、味、ボリューム、パッケージ、陳

列方法、顧客としての満足度など）を行う。この見室蘭市で得られた商品・サービスなどへの評価と、

それに基づいた分析結果を小規模事業者に提供することで事業計画の策定や新たな販路開拓事業等に

活用する。尚、平成 29 年 9 月実施時には３社５商品にそれぞれ 50 社からの意見を聞き取っている。

今後は対応事務局の人員増などにより段階的に調査事業者数の増を図る。 
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（２）モニターを活用した需要動向調査 

（対象 商品・サービスの開発・改良を目指す小規模事業者：食品製造業等） 
小規模事業者が商品やサービスの開発・改良にあたって需要動向を知りたい場合には、事業者からの

要請により本所が専門家等と連携しながら、オーダーメイド型の需要動向調査（製品の内容、名称、

見た目、味、ボリューム、パッケージ、価格、販売先、顧客満足度など）を実施する。 
（※例：室蘭近海のがごめ昆布を練りこんだクッキーについて、贈答品として主婦の需要があるか知

りたい等）作成した調査票は本所が入居する「むろらん広域センタービル」の勤務者（約 700 名）と

その家族から年齢・性別等をサンプリングし、モニターとして回答を依頼し、その分析結果を依頼し

た事業者に報告を行なう。また、その報告をもとに事業者に対して「６、新たな需要の開拓に寄与す

る事業に関すること」などで適切な指導・支援を実施する。 
需要動向調査を行なうことで、マーケット情報を正確に把握し、当該事業者の販路開拓や商品の開

発・改良等に生かすことで、今後の経営計画の資料として活用していく。また、同調査は他の事業者

への指導・研修会の参考や情報の提供として幅広く活用していく。 
 

（目標） 
小規模事業者へマーケットイン（買い手のニーズを重視する）に向けた指導をすることで、買い手の

ニーズをつかみ、そのニーズに沿った商品開発や売り込みなどに実施する。 
これにより、小規模事業者への事業計画策定時への支援のほか販路拡大、顧客増加への支援につなげ

る。 
なお、需要動向調査については、「３、事業計画策定支援」、「４、事業計画策定後の実施支援」、「６、

新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること」に活用できるように同調査を設計していく。 
 

支援内容 平成 29
年度(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 

商談会等での調査

(商品数) 
 

5 品 10 品 10 品 10 品 15 品 15 品 

オーダーメイド

型需要動向調査 
(商品数) 

0 品 3 品 10 品 10 品 15 品 15 品 

 
 
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） 

 
室蘭市では大企業等が複数立地しているため、それらが大口の安定した取引先となり、新規販路開

拓・サービスの向上や新商品の開発の取組みが遅れている事業所も少なくないとの指摘もある。また、

小規模事業者は資金や人手不足などから IT(情報技術)の活用が遅れているため、外部への販路開拓に

対する意識が希薄となっている。こうした小規模事業者の需要・販路開拓を支援するため、商店街振

興組合連合会、金融機関等と連携した研修会を開催するとともに、観光協会等と連携した地元商品の

展示会・販売会を開催する。 
本計画では、「５、需要動向調査」などからの情報を活用し、各関係機関と連携して小規模事業者に

対し、地域内外に対する小規模事業者の新たな販路開拓・新商品の開発・ｻｰﾋﾞｽの向上等の支援を行な

う。 
 

（事業内容） 
（１）新規顧客や需要の確保に関する研修会等の開催 

中小企業診断士や販売員・バイヤーの経験のある専門家等が講師として、新規顧客や販路開拓に関す

る研修会を開催し、新商品の開発・商品の改良・販売方法等に対する効果的なノウハウを習得する。 
これにより、販路開拓等を実施し、小規模事業者の売上の向上や利益の確保を目指す。 
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①「より魅力ある商品を販売する研修会」の開催 

本地域では人口減少等による商圏人口（購買力）の低下が課題となっているため、一般消費者やバイ

ヤーに対し魅力のある商品開発・改良を目指す。新商品の開発や商品の改良を希望する事業者（全業

種）を対象とした「新商品開発・商品改良研修会」を実施する。当研修会では商品開発や改良だけで

はなく、販売方法（より魅力のある広報作り、より買いたくなる陳列方法やパッケージの工夫など）

の研修を行ない、多くの顧客から買いたいと思わせる商品の開拓や魅力ある商品に見せる技術の習得

を目指す。なお、その後のフォローアップとして後述（(３）域外販路開拓支援①域外への商談会の出

展支援）の商談会やビジネスマッチングに出展することで、新たな販路開拓や取引先の開拓につなげ

る。 
 

②IT 営業（インターネット強化に向けた事業）の支援 
（対象 販路拡大・新規開拓を目指す事業者：全業種） 

パソコンやタブレットなどの「IT 機器を活用するための研修会」を開催し、ネット販売の活用や接

客時での活用を通じて一般消費者などの顧客へのコミュニケーション方法の一つとして活用すること

で新たな販路の開拓や新たな顧客の確保につなげる。また、営業や広告の強化を目的とするホームペ

ージの作成・改良に関する研修会を開催することで、魅力ある商品として見せることで小規模事業者

の売上拡大を図る。 
 
③商談会等に役立つプレゼンテーション向上への支援 
（対象 営業力強化を目指す事業者：全業種） 

小規模事業者の営業力強化に取り組むために、「プレゼンテーション向上研修会」を開催する。 
これにより、商品情報を正確かつ魅力的に伝える技術を習得することで、新たな販路の開拓顧客の確

保につなげる。 
 

（２）販路開拓支援 
 
①魅力ある地元商品の展示会・販売会の開催 

地元商店街では毎年「年末大売出し」として地域での消費拡大に取り組んできたが、地元の商品を住

民の方々に知ってもらう機会が不足していると考えられる。そこで、地元の商品を広く地元の人に知

ってもらう機会を設けることを目的に地元の住民をターゲットに、小規模事業者が販売・製造してい

る商品・製品を一同に展示・販売することで、継続的な取引のスタートづくりとなる、全業種対象の

展示会・販売会を開催する。これにより、商品や製品のファンを作り出すことへつなげ、住民(事業所

を含む)への購買意識を高め、消費の喚起を促す。 
 
②「室蘭商工会議所元気づくりファンドによる」市外への商談会等の出展支援 
 

 
（３）市外販路開拓支援 

 
①市外への商談会等の出展支援 

北海道ブランドを活かし、北海道ブランドとしての室蘭の商品を道外へ拡販するため行政施策をは

じめ金融機関等で開催する商談会への積極的な参加促進に努める。 
なお、参加費用負担にあたっては使用可能な補助金制度等の活用を図る。（室蘭市には「企業にやさ

しい街づくり」に向けた提案書にて補助制度を創設提案済。） 
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②「クラウドファンディング」を活用した商品開発・販路開拓支援 

クラウドファンディング（インターネット上で商品等を紹介しながら一般個人から資金を集める新

しい資金調達方法）の活用推進を図る。 
本事業は、新事業展開を図ると同時に小規模事業者の商品や製品のファンとなって出資を受けるこ

とが目的であり、新たな商品開発・販路開拓の方法の一つとして期待される。 
平成 29 年度には、西胆振の市町村が参加経費の一部を負担し、金融機関が運営に参加している「ク

ラウドファンディング」への小規模事業者の参加を検討しており、積極的な活用推進を図る。 
なお、小規模事業者が応募できるように本所が当事業の紹介・斡旋の支援や応募するために必要な事

業計画の策定支援を行なうことで小規模事業者に対する伴走型支援につなげる。 
 
（目標） 

事業計画策定支援や事業計画のフォローアップ支援を実施している小規模事業者に対して需要に寄

与する事業に展開できるように支援を行なっていく。 
 

支援内容 平成 29
年度(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 

より魅力のある商品研修会 
(参加者数) 0 名 10 名 10 名 10 名 10 名 10 名 
IT 営業支援 
(参加者数) 0 名 10 名 10 名 10 名 10 名 10 名 
プレゼンテーション支援 
(参加者数) 0 名 10 名 10 名 10 名 10 名 10 名 

展示会・販売会 
出展商品数 5 品 10 品 10 品 10 品 15 品 15 品 

成約商品数 0 品 1 品 1 品 1 品 2 品 2 品 

市外商談会 
出展商品数 0 品 10 品 10 品 10 品 15 品 15 品 

成約商品数 0 品 1 品 1 品 1 品 2 品 2 品 

クラウドファンディング(出展者数) 0 社 1 社 1 社 1 社 1 社 1 社 
 
 
Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
 
１．地元企業のプロモーションと多面的な交流人口の拡大 
 
 （１）地元企業のプロモーション 
  平成 28 年 11 月に、室蘭商工会議所内に地元企業プロモーション特別委員会（委員長：室蘭信用金庫

理事長 山田 隆秀氏）を設置した。同特別委員会では平成 33 年度室蘭バイオマス発電合同会社の開業

に際し、建設工事・物品納入などにおいて、小規模事業者を含めた地元企業の受注希望者リスト（プロ

モーションファイル）を作成し、地元企業活用促進に向けた栗林室蘭商工会議所会頭らによるトップセ

ールスを実施。発注側より全面協力の申出を得ている。今後とも引き続き、室蘭市への進出を検討する

本州（関東・東北）企業などへ同様の働きかけを行い、地元企業の受注機会の増加を図る。 
   
 （２）多面的な交流人口の拡大 
  平成 28 年 3 月の北海道新幹線開業、平成 30 年の岩手県宮古市とのフェリー航路開設など、交通網

の整備にあわせ、工場夜景などの地域資源を有する室蘭市の特徴を活かした、24 時間滞在型フォトコ

ンテスト「撮りフェス in 室蘭」の開催など、常に交流人口拡大の核となる催事等を調査・開催する。 
  また胆振の中心都市として、両隣の登別・伊達商工会議所、室蘭観光協会等との緊密な連携により、

３市の観光資源に地球岬・ボルタ人形制作体験などの地域資源を網羅したモデルコースを提案し、併せ

て室蘭 3 大グルメ（室蘭やきとり、室蘭カレーラーメン、室蘭近海の海産物（クロソイ・蘭扇（ホタ

テ））をＰＲする。 
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２．人材の育成 

新卒者は、ビジネスマナーや社会常識、仕事に向かう姿勢等が身についていないまま、企業に就職す

るケースも多く、年々その傾向が強まっているとの声も増えている。 
その中で、新卒者就業のための充分な対応がなされていない中小企業も多く、それが従業員の早期離

職につながっていることから、地域ぐるみで若年者の育成を行うことが必要であり、地域における社会

人・企業人の教育システムの構築を官民一体となって推進する。 
特に室蘭工業大学、日本工学院北海道校、室蘭工業高校、北海道立室蘭高等技術専門学院の連携によ

るモノづくり教育の実施や、子供から社会人まで各年代に応じたキャリア教育、社会教育を実施する

「（仮称）むろらんキャリア教育センター」を設立し、優秀な人材の輩出と地元定着の促進により地域の

活性化を推進していく。 
 
３．商店街活動への総合的な支援 
  平成 25 年 5 月に、本所・室蘭市が運営経費を折半し、地元商店街組織の事務局機能を一括で補完し、

補助金申請業務の受託や商業振興にかかる情報の収集・提供などを行う「むろらん商店街づくりサポー

トセンター」を開設し（センター長 松永 英樹：室蘭商工会議所 副会頭）９件の商店街振興組合の

ハード整備事業を実施している。 
今後は同センターの機能充実と併せ、ハード・ソフト事業に必要な資金を助成する「（仮称）室蘭まち

づくりファンド」の創設を検討しており、資金面・人的支援など総合的な支援を実施する。 
また、本所が策定している市内各商店街の商業ビジョンが、室蘭市が今後実施する「都市マスタープ

ラン」の見直しや「立地適正化計画」において、適正に反映されるため、常に室蘭市と本所が情報を

共有する。 
 
 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

 

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 

 
各金融機関や中小企業を支援する機関が室蘭市には存在するが、関係機関によって支援の仕方や支

援する目的が異なるため、小規模事業者に対して十分な支援がなされてこなかった。 
本計画では小規模事業者支援という目的を達成するために関係機関がより密に連携し、関係機関と

の情報提供を行なうことや互いの長所をうまく活用することで小規模事業者に対してより効率的な支

援を行なうことを目的とする。 
また定期的な会議を開催し情報の共有を図る。 
 

（事業内容） 
小規模企業支援ネットワーク会議（行政機関、政府系金融機関、金融機関、市内大手企業等をメンバー

としている。P6 参照）の活用 
市内における小規模企業支援を目的に組織した小規模企業支援ネットワーク会議を活用し、本事業

推進に向けた支援内容の検討や情報共有を図る。なお、必要に応じて参加機関を加える。 
 
（目標） 

支援内容 平成 29
年度(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 

小規模企業支援

ネットワーク会

議 
0 回 2 回 2 回 2 回 2 回 3 回 
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２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

（現状） 
現在、本所では日本商工会議所や北海道商工会議所連合会が主催する研修の参加や WEB 研修受講に

加え、中小企業大学校の主催する研修等に経営指導員・補助員等が受講し、小規模事業者への支援能

力の向上を図ってきたが、職員の世代交代に伴い若手職員の育成も課題の一つとなっており、経営指

導員等の全般的なレベルアップの向上を図る必要がある。 
 

（事業内容） 
本計画を推進するにあたり以下の研修・派遣等を実施するとともに職員間の連携強化と更なる資質

の向上を図ることで、小規模事業者に的確な伴走型支援体制を整える。 
 

（１）研修会等への積極的な参加 
現在実施している経営指導員研修に加え、中小企業基盤整備機構・日本商工会議所・北海道商工会議

所連合会などが主催する販路拡大・マーケティングなど小規模企業の営業力強化に役立つ研修会に経

営指導員を参加させ、参加した経営指導員が講師となる会議形式での復命を行うことにより、情報共

有を行う。 
 

（２）商談会・ビジネスマッチング等への参加 
商談会やビジネスマッチング等に当職員を派遣し、市場動向や需要動向を把握するとともにアンケ

ート等を実施することで、実際の来場者の「生の声」を感じることができ、小規模事業者に的確な支

援が可能となる。 
 

（３）OJT（職場実習による社員教育）の実施 
若手職員については融資相談や助成金相談などの業務や補助金申請時の事業計画策定支援等におい

てベテラン経営指導員とチーム体制で小規模事業者を支援していく体制を作る。 
これにより、ベテラン指導員から指導方法・情報収集方法等のノウハウを学んでいく。 

 
（４）相談ノウハウの共有 
  本所職員が相談業務事例を含む業務日報の作成を徹底し、週間業務報告・業務計画の共有について制

度化、週１回、各グループ（総務・経営支援・企画業務）間で情報共有のためのミーティングを実施す

る。 
  ミーティング内容には小規模企業に対する支援・指導内容も含まれ、個別案件の課題・解決策・連携

機関等もほぼタイムラグ無しで共有される。これにより担当の異動等によるノウハウの遺失を防ぐと

ともに、事務引継ぎの労力を削減する。 
 

 
３．事業の評価・見直しをするための仕組みに関すること 

本計画の進捗管理並びに小規模事業者のニーズをどのようにして次の計画に反映するかについては、

以下の通り外部評価委員を加えた「事業評価会議（仮）」において PDCA サイクルで検証することに

より、次年度の計画に反映させていく。これにより５年後の計画には目標が達成され、地域の小規模

事業者が持続的に発展していくことを目的としている。 
なお、当事業の評価・見直しについては毎年度実施する。 
 

（１）実施担当者による事業評価〔担当者レベル〕 
担当者が実施してきた業務について事業の進捗状況の確認・事業に関する自己評価（既に行なった事

業の反省点、今後に向けての改善点の把握を行なう）を実施することで、事業に関する改善点を洗い出

す。 
 

（２）事務局による事業評価〔本所レベル〕 
実施担当者の事業評価を行なった後、事務局内部で事業評価を行ない、事業の方法と改善点について

の整理を行なう。 
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（３）年度評価 
本所の中小企業対策委員会正副委員長と外部評価委員（北海道中小企業総合支援センター、室蘭市な

どの関係機関の代表者などの外部有識者）で構成する「事業評価組織」に事業評価を諮り、当組織から

の意見の検討を行い、ブラッシュアップを行なうことで、今後の改善点の整理や今後の事業の進め方等

の方針を決定する。 
 

（４）事業成果の公表 
事業の成果・評価・見直しの結果を本所のホームページで計画期間中公表する。 
これにより、会員・非会員を問わず当事業を閲覧することができることから、小規模事業者が当事業

に参加することが可能となり、今後の小規模事業者の成長につなげる。 
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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 29年 1月現在） 

（１）組織体制 
本所中小企業相談所内の経営支援グループ５名（経営指導員３名、補助員２名）を中心として関係機関

との密接な連携を図り、同事業の推進を図っていく。 
 
【事務局】 

経営指導員５名、補助員２名、記帳指導職員３名、一般職員７名  計１７名 
 

（２）連絡先 
〒051-0022 北海道室蘭市海岸町１丁目４番１号 むろらん広域センタービル２F 
室蘭商工会議所 経営支援グループ 
TEL:0143-22-3196  FAX:0143-24-2943 
URL:http://www.murocci.or.jp/ 
E-meil:info@murocci.or.jp 

 

 
（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                  （単位 千円） 

 平成 29年

度 
（平成 29年

4月以降） 

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 62,770 62,770 62,770 62,770 62,770 62,770 

 

小規模会計 

(事業費) 

(経営指導推進費) 

(給与費・福利厚生費) 

(旅費交通費) 

(事務費) 

(経営安定特別相談事業費) 

(その他) 

一般会計 

(部会委員会活動費) 

61,770 

(3,057) 

(24) 

(55,876)  

(392) 

(992) 

(377) 

(1,052) 

1,000 

(1,000) 

61,770 

(3,057) 

(24) 

(55,876)  

(392) 

(992) 

(377) 

(1,052) 

1,000 

(1,000) 

61,770 

(3,057) 

(24) 

(55,876)  

(392) 

(992) 

(377) 

(1,052) 

1,000 

(1,000) 

61,770 

(3,057) 

(24) 

(55,876)  

(392) 

(992) 

(377) 

(1,052) 

1,000 

(1,000) 

61,770 

(3,057) 

(24) 

(55,876)  

(392) 

(992) 

(377) 

(1,052) 

1,000 

(1,000) 

61,770 

(3,057) 

(24) 

(55,876)  

(392) 

(992) 

(377) 

(1,052) 

1,000 

(1,000) 

（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 

道補助金、市補助金、指導料収入、会費収入、各種事業収入 

 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 

 

http://www.murocci.or.jp/
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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 

○連携する内容 
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 
小規模事業者の動向を把握するための各金融機関の調査活用と情報交換 
２．経営状況の分析に関すること 
経営状況の分析を行なうための実施支援 
３．事業計画策定支援に関すること 
事業計画を策定するための実施支援 
４．事業計画策定後の実施支援に関すること 
策定した事業計画の進捗状況を確認又は計画の修正・見直しの指導、事業者に応じた融資、補助金等

の情報提供及び支援 
５．需要動向調査に関すること 
需要動向調査の調査票作成の指導と調査実施のアドバイス 
６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 
販路開拓のための商談会の開催協力と出展支援 
Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 
魅力ある観光事業の促進と観光事業に関する情報交換 
Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取り組み 
１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等情報交換に関すること 
創業者をより増やしていくための創業者支援および情報提供 
２．経営指導員等の資質向上等に関すること 
小規模事業者を支えていくための経営指導員等の育成 

連携者及びその役割 

別紙参照 

連携体制図等 

別紙参照 
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■連携者及びその役割 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 北海道胆振総合振興局  
代表者：局長 本間 研一 産業振興部商工労働観光課 
住 所：室蘭市海岸町１丁目４番１号むろらん広域センタービル    TEL:0143-24-9900 
（経営発達支援事業の支援協力、情報提供） 

2. 室蘭市 
代表者：市長 青山 剛 経済部産業振興課 
住 所：室蘭市幸町１番２号                    TEL:0143-22-1111 
（経営発達支援事業の支援協力、経営に関する情報提供） 

3. 日本政策金融公庫 室蘭支店 国民生活事業 
代表者：支店長 長田 和彦 
住 所：室蘭市東町２丁目９－８                  TEL:0143-44-1731 
（経済・需要動向調査並びに地域内中小企業・小規模事業者の現状、課題の把握、各種融資制度の情報提供、支援協力） 

4. 室蘭信用金庫 本店 
代表者：理事長 山田 隆秀 
住 所：室蘭市東町 2 丁目 24 番 13 号                TEL:0143-44-3543 
（経済・需要動向調査並びに地域内中小企業・小規模事業者の現状、課題の把握及び支援協力） 

5. 伊達信用金庫 室蘭支店 
代表者：支店長 三上 陽一 
住 所：室蘭市中島町 1 丁目 29 番 1 号                TEL:0143-44-8731 
（経済・需要動向調査並びに地域内中小企業・小規模事業者の現状、課題の把握及び支援協力） 

6. ㈱北洋銀行 室蘭中央支店 
代表者：支店長 中島 康博 
住 所：室蘭市海岸町１丁目４番１号むろらん広域センタービル     TEL:0143-23-0123 
（経済・需要動向調査並びに地域内中小企業・小規模事業者の現状、課題の把握及び支援協力） 

7. 北海道銀行 室蘭支店 
代表者：支店長 佐藤 潤一 
住 所：室蘭市中島町 1 丁目 22 番 5 号                TEL:0143-45-2511 
（経済・需要動向調査並びに地域内中小企業・小規模事業者の現状、課題の把握及び支援協力） 

8. 独立行政法人 中小企業基盤整備機構 北海道本部 
代表者：本部長 戸田 直隆 
住 所：札幌市中央区北２条西１丁目１番地７ ORE 札幌ﾋﾞﾙ６階   TEL:011-210-7470 
（経済・需要動向調査並びに経営指導員等の資質向上に係るセミナー開催、講師派遣協力、事業計画に関する策定支援及び情報提供） 

9. 公益財団法人 北海道中小企業総合支援センター 
代表者：理事長 伊藤 邦宏 
住 所：札幌市中央区北１条西２丁目 北海道経済センター９階     TEL:011-232-2001 
（経営発達支援事業の実施に係る全般的アドバイス、事業計画策定支援、補助金等の情報提供） 

10. 北海道よろず支援拠点（中小企業庁） 
代表者：コーディネーター 中野 貴英                TEL:011-232-2407 
住 所：札幌市中央区北１条西２丁目 北海道経済センター９階（北海道中小企業総合支援センター内） 
（経営発達支援事業の実施に係る全般的アドバイス、事業計画策定支援、各種支援の情報提供） 

11. 日本商工会議所  
代表者：会頭 三村 明夫 
住 所：東京都千代田区丸の内 2-5-1                TEL:03-3283-7823 
（経済・需要動向調査並びに経営指導員等の資質向上に係るセミナー開催、講師派遣協力） 

12. 一般社団法人 北海道商工会議所連合会 
代表者：会頭 岩田 圭剛 
住 所：札幌市中央区北１条西２丁目 北海道経済センタービル２階  TEL:011-241-6305 
（経済・需要動向調査並びに経営指導員等の資質向上に係るセミナー開催、講師派遣協力） 

13. 伊達商工会議所 
代表者：会頭 寿浅 弘幸 
住 所：伊達市網代町 24 番地                    TEL:0143-23-2222 
（地域活性化事業への協力・情報提供） 

14. 登別商工会議所 
代表者：会頭 木村 義恭 
住 所：登別市中央町 5 丁目 6-1                   TEL:0143-85-4111 
（地域活性化事業への協力・情報提供） 

15. 一般社団法人 室蘭観光協会 
代表者：会 長 石橋 博信 
住 所：室蘭市海岸町１丁目５番１号                 TEL:0143-23-0102 
（地域活性化支援、観光に関する情報提供） 

16. 室蘭観光推進連絡会議 
代表者：会 長 石田 仁 
住 所：室蘭市海岸町１丁目５番１号                 TEL:0143-23-0102 
（地域活性化支援、観光に関する情報提供） 

17. むろらん商店街づくりサポートセンター 
代表者：センター長 松永 英樹 
住 所：室蘭市海岸町 1 丁目 4 番 1 号 むろらん広域センタービル 1 階  TEL:0143-25-1177 
（商店街活性化事業への協力・情報提供） 
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24 
 

18. 室蘭工業大学 
代表者：学長 空閑 良壽 
住 所：室蘭市水元町 27 番 1 号                   TEL:0143-46-5000 
（小規模企業支援ネットワーク事業におけるアドバイス・情報提供） 

19. 室蘭公共職業安定所 
代表者：所長 杉本 秀司 
住 所：室蘭市海岸町 1 丁目 20                   TEL:0143-22-8689 
（小規模企業支援ネットワーク事業におけるアドバイス・情報提供） 

20. 北海道信用保証協会 室蘭支店 
代表者：支店長 小神野 晋 
住 所：室蘭市東町 4 丁目 29 番 1 号                 TEL:0143-45-6001 
（小規模企業支援ネットワーク事業におけるアドバイス・情報提供） 

21. 新日鐵住金㈱室蘭製鐵所 
代表者：所長 米澤 公敏 
住 所：室蘭市仲町 12 番地                       TEL:0143-47-2134 

   （小規模企業支援ネットワーク事業におけるアドバイス・情報提供） 
22. ㈱日本製鋼所室蘭製作所 

代表者：所長 岩本 隆志 
   住 所：室蘭市茶津町４番地                       TEL:0143-22-0143 
   （小規模企業支援ネットワーク事業におけるアドバイス・情報提供） 
23. JXTG エネルギー㈱室蘭製造所 

代表者：所長 豊永 信広 
   住 所：室蘭市陣屋町１丁目１７２番地                  TEL:0143-55-1111 
   （小規模企業支援ネットワーク事業におけるアドバイス・情報提供） 
24. ㈱栗林商会 

代表者：代表取締役 栗林 和徳 
住 所：室蘭市入江町 1 丁目 19 番                    TEL:0143-24-7011 
（小規模企業支援ネットワーク事業におけるアドバイス・情報提供） 

25. ナラサキ産業㈱室蘭営業所 
代表者：所長 山本 英孝 
住 所：室蘭市海岸町 1 丁目 4 番 1 号 むろらん広域センタービル２階  TEL:014-22-1171 
（小規模企業支援ネットワーク事業におけるアドバイス・情報提供） 

26. 日鉄住金セメント㈱ 
代表者：代表取締役社長 吉村 康嗣 
住 所：室蘭市仲町 64 番地                      TEL:0143-44-1693 
（小規模企業支援ネットワーク事業におけるアドバイス・情報提供） 

27. 函館どっく㈱室蘭製作所 
代表者：理事所長 山本 雅敏 
住 所：祝津町 1 丁目 128 番地                   TEL:0143-27-1251 
（小規模企業支援ネットワーク事業におけるアドバイス・情報提供） 

28. ㈱室蘭民報社 
代表者：代表取締役 工藤  忞 
住 所：室蘭市本町 1 丁目 3 番 16 号                 TEL:0143-22-5121 
（小規模企業支援ネットワーク事業におけるアドバイス・情報提供） 

29. ㈱北海道新聞社 室蘭支社 
代表者：支社長 須藤 健一 
住 所：室蘭市中央町 3 丁目 5 番 1 号                TEL:0143-22-5161 
（小規模企業支援ネットワーク事業におけるアドバイス・情報提供） 

30. 室蘭まちづくり放送㈱ 
代表者：代表取締役 沼田 勇也 
住 所：室蘭市輪西町 1 丁目 32 番 8 号                TEL:0143-84-1662 
（小規模企業支援ネットワーク事業におけるアドバイス・情報提供） 

31. 公益財団法人 室蘭テクノセンター 
代表者：理事長 栗林 和徳 
住 所：室蘭市東町 4 丁目 28 番 1 号                 TEL:0143-45-1188 
（小規模企業支援ネットワーク事業におけるアドバイス・情報提供） 

32. 北海道税理士会 室蘭支部 
代表者：支部長 渡辺 達之 
住 所：室蘭市東町 2 丁目 16 番 9 号                 TEL:0143-44-4525 
（小規模企業支援ネットワーク事業におけるアドバイス・情報提供） 

33. 公益社団法人 北海道宅地建物取引業協会室蘭支部 
代表者：支部長 山下 眞弘 
住 所：室蘭市中島町 1 丁目 14 番 5 号                TEL:0143-44-4996 
（小規模企業支援ネットワーク事業におけるアドバイス・情報提供） 
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○連携体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小規模事業者 

連携 

支援 

室蘭商工会議所 

関係機関 

相談等 

■経営発達支援事業 
○地域の経済動向調査 
○経営状況の分析 
○事業計画策定支援 
○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 
○地域経済の活性化に資する取組 
○他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等情報交換 
○経営指導員等の資質向上等 

・(独)中小企業基盤整備機構 
北海道本部 

・(公財)北海道中小企業総合 
支援センター 

・北海道よろず支援拠点 
・中小企業診断士等の専門家 

・日本政策金融公庫室蘭支

店 
・室蘭信用金庫 
・伊達信用金庫室蘭支店 
・㈱北洋銀行室蘭中央支店 
・㈱北海道銀行室蘭支店 

・北海道胆振総合振興局 

・室蘭市 

・日本商工会議所 
・(一社)北海道商工会議所 
連合会 

・伊達商工会議所 
・登別商工会議所 
・(一社)室蘭観光協会 
・室蘭観光推進連絡会議 
・むろらん商店街づくりサポ

ートセンター 
 

 
・室蘭工業大学 
・室蘭公共職業安定所 
・北海道信用保証協会室蘭支店 
・㈱室蘭民報社 
・㈱北海道新聞社室蘭支社 
・室蘭まちづくり放送㈱ 
・(公財)室蘭テクノセンター 
・北海道税理士会室蘭支部 
・(公財)北海道宅地建物取引業

協会室蘭支部 
・新日鐵住金㈱室蘭製鐵所 
・㈱日本製鋼所室蘭製作所 
・JXTG エネルギー㈱室蘭 
製造所 

・栗林商会㈱ 
・ナラサキ産業㈱室蘭営業所 
・日鉄住金セメント㈱ 
・函館どっく㈱室蘭製作所 
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