経営発達支援計画の概要
実施者名

木古内商工会（法人番号 1440005000859）

実施期間

平成 29 年 4 月 1 日〜平成 34 年 3 月 31 日
１.北海道新幹線開通を起爆剤とした小規模事業者の経営力の向上

目

標

２.創業や事業承継などによる新陳代謝の促進
３.北海道新幹線開業を契機とする観光振興による賑わいの創出
４.地域資源の有効活用によるブランド化の推進

事業内容

連絡先

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事業者ヒアリングによる景況感の分析
②外部統計資料等の活用
③通行量に基づく経済動向調査
２．経営状況の分析に関すること【指針①】
①様々な経営分析ツールを活用した経営分析
②専門家を活用したより掘り下げた財務分析
３．事業計画策定支援に関すること【指針②】
①個別相談会の開催
②巡回指導や窓口相談時における計画策定支援
③創業や第二創業時における計画策定支援
④地域の先進事例の研究と計画策定支援への応用
⑤事業継続に向けた意欲喚起
４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】
①計画策定後の定期的なフォローアップ
②課題に沿った専門家を活用することによるフォローアップ
５．需要動向調査に関すること【指針③】
①イベント及び『道の駅』での来場者アンケートによるテストマーケティング
②消費動向アンケート調査の実施
③日経テレコンなどインターネット情報を活用した需要調査・情報収集・提供
④事業所における商品・サービスに対する需要動向調査
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北海道新幹線駅開業や道の駅開業に伴う交流人口増加を見据えた販路拡大のた
めの展示会・商談会の開催
②関係機関が開催する商談会や展示会等への参加
③商工会ホームページ作成ツール「SHIFT」等の活用推進
④パブリシティなどを活用したプロモーション
Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組
①地域資源を活用した特産品開発の取組
②北海道新幹線木古内駅を起点とする広域的な観光客誘致への取組
③木古内町イメージキャラクターの活用
④他業種への経済波及

木古内商工会 〒049-0422
北海道上磯郡木古内町字本町 217-3
電話 01392-2-2046 ・ FAX 01392-2-3411
URL
http:// kikonai-shokokai.com/
E メールアドレス rironai@rose.plala.or.jp

（別表１）
経営発達支援計画
経営発達支援事業の目標

（1）木古内町の概要
昭和６３年青函トンネルが開通し当町は北の玄関口となり、地域経済の発展に大きな期待
をされたが、景気低迷による企業の倒産、官公庁の撤退等による人口減少が進み、地の利の
条件を生かせないまま地域経済はますます疲弊している。
こうした状況の中で道民の悲願であった北海道新幹線が平成 27 年度（平成 28 年 3 月）に
開業となり、当町は北海道最初の駅として、道外から訪れる旅行者に対し、魅力ある大地「北
海道」を印象づけるとともに、道南の有数な見どころを発信する重要な役割を担うことにな
る。
また、高規格道路である「函館江差自動車道」の木古内 IC 開通も平成 31 年度に予定され
ており、町を巡る交通環境が大きく変化することが予想されている。

バイパス（現在の国道 228 号線）

中心市街地を通る旧国道 228 号線

北海道新幹線木古内駅
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しかしながら、各種産業も衰退している現状の中、北海道新幹線を最初に迎え入れる町と
して、受入の準備が整っていないのが現状である。
その中心的役割を担うのが本来は駅前商店街であるが、事業不振や後継者難で廃業する店
舗が相次いでいるのが実態である。
また、駅前商店街の外に目を向けても、人口流出と少子高齢化の進行は進み、空き家や遊
休不動産などが目立っている。
このように、地域経済の疲弊は進み、22 年前の平成 6 年には約 7,800 人であった人口は、
平成 28 年 8 月では約 4,447 人にまで減少した（下グラフ参照）。
木古内町の人口推移
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（住民基本台帳）

（2）産業別の経済状況
①

農業
木古内町の農業は、基幹作物の水稲を中心に酪農、肉牛、施設野菜を組み合わせた複合経
営の振興を図っているが、ここ数年の農家戸数の減少は深刻な問題である。
町内における農家戸数は農林水産省農林業センサスによれば、経営体ベースで平成 17 年
の 85 事業者から平成 22 年には 50 事業者にまで減少した。また、同様に平成 22 年農林業セ
ンサスによれば、販売出荷額の規模について、3,000 万円以上の大規模事業者は僅か 8％に過
ぎず、一方で販売無しという事業者も 12％存在した。
販売出荷額の構成
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②

漁業
木古内町の水産業は、捕る漁業から育てる漁業へとその形態を変え、現在はまさに栽培漁
業が確立している。
近年では、ウニ、アワビの人工種苗放流を行い、資源管理型漁業の定着を図るとともに、
漁業者の安定的な水揚げと経営の維持を図っている。
しかし、こうした取組の一方で、後継者不足による木古内町全体の水産業の低迷が懸念さ
れている。農林水産省漁業センサスによれば、木古内町の水産業経営体ベースでは、平成 15
年には 62 事業者であったのが平成 20 年では 45 事業者、平成 25 年に至って 34 事業者にまで
減少した。

事業者数

漁業事業者数の推移
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「漁業センサス」 （農林水産省）

③

商業
前述のとおり、駅前商店街や町内の各集落（本町、札苅、泉沢、釜谷など）の人口流出や
少子高齢化により、また事業不振や後継者難などにより商業者数は減少している。
経済産業省商業統計によれば、平成 19 年と平成 26 年との比較で、町内の小売事業者は 92
事業者から 51 事業者にまで減少、小売業従事者数は 382 人から 280 人に減少、年間商品販売
額は 50 億 9,852 万円から 45 億 6,071 万円にまで減少した。
平成 19 年
小売業事業者数
小売業従事者数
年間販売額

92
382 人
50 億 9,852 万円

平成 26 年
51
280 人
45 億 6,071 万円

増減率
△44.6％
△26.7％
△10.5％

特に駅前商店街のシャッター街化は年々進行しており、新幹線開業をにらみ再開発はされ
ているものの、町民の消費意欲を喚起するような抜本的な有効策は見いだせていないのが現
状である。

- 3 -

④

観光
観光客入込数は増加傾向にある。特に平成 25 年は JR 江差線（木古内―江差間）の廃線に
伴う鉄道ファンなどで大幅に増加した。月別では 5 月と 8 月と 1 月にピークがある。町の観
光イベントとして最も有名なのは、1 月に開催される伝統的な神事「寒中みそぎ祭」である。
また、幕末の動乱期に太平洋を渡る偉業を成し遂げた幕府海軍の主力艦「咸臨丸」も木古
内町で座礁、沈没し、今も「終焉の地」サラキ岬で静かに眠っている。
特に「咸臨丸」に関しては町の歴史資産として位置づけ、民間が主体的に組織を立ち上げ、
自らが出資をして「終焉の地」としての公園整備や、イベントを開催するなど、地域と住民
が一体となり町の観光地としての機能づくりを行っている。
従来の団体旅行から、少人数による小旅行へと旅行形態が変化している中で、今後は旅行
者のニーズをいかに捉えるかがポイントとなる。
見る観光、食の観光、また自らが体験する観光など、旅行者ニーズに対応できる観光資源
の開発と、町のオリジナリティーを活かした木古内町ならではの観光素材に磨きをかけるこ
とが、新幹線時代を迎える木古内町の観光振興策として重要となる。
観光客入込客数推移
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「渡島管内観光入込客数調査」 （北海道渡島総合振興局）

※「北海道新幹線を活用した木古内町まちづくり構想」
（木古内町）より

（3）産業の現状からみた地域課題
かつて木古内町の主な産業は、農業および漁業に加えて国鉄や官公庁などの職員の需要に
起因する各種サービス業であった。しかし、国鉄が民営化され組織もスリムになり、平成 26
年には江差線の一部（木古内−江差間）が廃線、また官公庁の出先機関も函館市などに集約
され、地域の購買力は激減した。
また、函館市と松前町を結ぶ国道 228 号線については、平成元年に役場や駅前などの中心
市街地を外れたバイパスができたことによって市街地の交通量も激減した。
このように、木古内町の産業は、交通インフラ整備や官公庁閉鎖などの外部環境によって
疲弊が続いている。
しかし、平成 28 年 1 月には JR 木古内駅に隣接する形で道の駅がオープンし、3 月には北海
道新幹線開業で JR 木古内駅が北海道で最初の新幹線の駅となる。これに伴い、バイパスを通
行する車が木古内駅前に流入し、新幹線開業に伴って木古内を起点とした松前や江差方面の
観光客が増えることが予想される。
今後は、このような人の動きに対応した小売業や飲食店といった第三次産業の重要性が増
すこととなるため、観光客等の需要に適切に対応することが課題である。
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（4）小規模事業者の現状と課題
①

小規模事業者の状況
木古内町では全体の商工業者のうち約 94％が小規模事業者であり、商工業者の事業縮小や
廃業、開業事業者の小規模化により、
平成 26 年度は前年度より小規模事業者数は増加した(下
表参照)。
H23 年度末 H24 年度末 H25 年度末 H26 年度末 H27 年度末
商工業者数
249
246
241
241
233
小規模事業者数
221
218
212
227
218
（構成比）
88.7％
88.6％
88.0％
94.2％
93.6％
木古内町においては少子高齢化や人口流出等で地域経済の疲弊が慢性化している。特に小
売店・飲食店などの廃業や商店街の衰退が目立ち、本町の中心市街地や札苅、泉沢、釜谷地
区ではシャッター店舗が多くなっている。
一方、交通量の多いバイパス付近では、平成 31 年度に開通予定の高規格道路木古内インタ
ーチェンジに近いこともあり、コンビニエンスストアや飲食店、ホームセンターなどが立地
し、一定のにぎわいがある。
このようにバイパス沿線と市街地の経済的なギャップが大きく、特に古くから営業してい
る店舗が集まる市街地では、経営状況が非常に厳しく、事業継続に消極的な経営者が多い状
況である。

平成 28 年 3 月に北海道新幹線が開業し木古内駅が設置されるのに伴い、駅前地区の商店街
では区画整理が進み、新たに道の駅となる観光交流センターも平成 28 年 1 月にオープンした
ため、地域の小規模事業者にとっては、事業機会となる可能性もあるが、一方では、木古内
駅の乗降客がどの程度になるのかは未知数であり、多くの小規模事業者は楽観視していない。
しかし、経済的な起爆剤であることには変わりはないので、新幹線の駅という他の地域に
はない強みを最大限発揮することが求められ、町の水産資源などの付加価値化や新商品開発
といった町内の若手経営者たちの自発的な活性化の動きも見られる。
②

小規模事業者に対する経営状況調査の分析結果
平成 27 年 8 月に、木古内町の小規模事業者に対して経営状況に関するアンケート調査を実
施した。
小規模事業者数
161
回答事業者数
50
回答率
31.1
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この調査では、事業承継に関する課題が浮き彫りになった。
（表 1 参照）
まず、経営が悪化した要因として、客数の減少が 29％と最も多く、次いで資金不足が 14％、
利益率の低下が 12％であった。
（表 2 参照）
これにより 3 年前よりも経営が悪化した事業者は、
「悪い」、
「非常に悪い」を合わせて 50％
に達し、逆に良いと回答した事業者は 15％に過ぎなかった。
（表 3 参照）
このような状況の中で、次に事業の将来について、後継者が決まっている事業者は 30％で
あり、残りの 70％は後継者が決まっていない状況であった。
（表 1 参照）
後継者が決まっていない理由として最も多かったのが、
「自分の代で廃業する」という理由
であり、事業継続に消極的な事業者が多いことが浮き彫りになった。
（表 4 参照）
また、中小企業者に対する支援策についての情報源は、商工会と回答した事業者が 45％お
り、商工会の情報発信の重要性が改めて認識させられた。
（表 5 参照）
今後、商工会に望むこととして多かったのは、「確定申告」、「補助金などの制度の情報提
供」、
「記帳指導」であるが、いずれも事業者にとって目に見える短期的なテーマである。
一方「経営診断」と回答した事業者は 6％にとどまり、自身の事業を客観的に診断して、
将来の事業戦略を構築するといった中長期的構想への支援要望が低いという結果であった。
（表 6 参照）
表１

表２
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表３

表４

表５

表６
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③

小規模事業者の中長期的な課題
これらの分析結果から、木古内町の小規模事業者については、中長期的には悲観的な事業
の見通しや後継者難等により、ますます減少傾向が続いていくと予想される。
一方で、平成 28 年 3 月に開業する北海道新幹線を軸に、町として様々な振興策が打ち出さ
れていくことと予想されるが、このままでは町の振興策に町内の小規模事業者が十分に対応
できない懸念がある。
木古内町における小規模事業者の中長期的な課題としては、
●今後、観光客の増加が予想される道南エリアにおいて、継続的に観光客を呼び込めるよ
うなハード・ソフトの両面の整備
●新幹線の新駅で一定程度の知名度を向上させた「木古内」をさらに浸透させるための武
器となる地域資源を活用した特産品開発
であるが、これらに対応していくためには、小規模事業者の持続的な成長が必要不可欠で
ある。そのためには小規模事業者自身が下記の具体的課題に対応していく必要があり、商工
会としては下記の視点による経営発達支援事業の推進が重要であると考えている。
 客数の減少による収益悪化を改善すべく新規顧客および新商品・新サービスの開発
 事業継続への意欲を高めるための経営改善および事業計画策定
 空き店舗を有効活用するための創業や第二創業
 経営発達支援融資や持続化補助金などの公的支援制度を活用した資金調達

（5）商工会の現状と課題
これまで当商工会では、ミラサポや北海道商工会連合会の専門家派遣制度（エキスパート
バンク）などを活用し、小規模事業者の様々な課題への対応を行ってきた。
また、消費税引き上げに伴う売上対策のような課題に対しては、北海道商工会連合会の消
費税転嫁対策窓口相談事業における専門家派遣制度を活用し、来店客数確保や販売促進等の
対応についての第三者による助言を行ってきた。
さらに資金調達の面では、マル経融資や小規模事業者持続化補助金などを活用しながら、
事業継続に向けた支援を行ってきた。
しかし、地域の小規模事業者からの相談にその都度対応するという受動的な体制に留まっ
ており、商工会からの積極的な対応としては、補助金等の中小企業支援策の紹介や、共済制
度、そして小規模事業者周辺を取り巻く環境整備（間接的振興策）が中心となり、経営分析
や事業計画の策定といった伴走型の支援は充分にできなかった。
本来、事業継続のために商工会が果たすべき役割としては、
「身近なアドバイザー」として
経営者の右腕のような存在を発揮することである。
また、より専門的な課題については、中小企業診断士や税理士などの専門家を派遣して、
迅速かつ的確に対応することが求められ、資金調達の面でも、可能な資金調達手段を経営者
と一緒に考え、必要に応じて金融機関との橋渡しや資金計画などの作成支援も行うことが必
要であり、個々の小規模事業者の持続的な事業を実現するための能動的な対応が重要である。
さらに、前掲の小規模事業者の課題に効果的に対応するための支援力の向上も課題である。
これについては、金融機関や支援機関等との情報交換や、OJT・OFF-JT、専門家派遣の同行な
どによる商工会職員の資質向上に取組んでいくことが必要である。
このように、後継者難で事業継続に不安を抱える小規模事業者に対する支援という役割と
機能を果たしてきているが、現状の問題の解決や運転資金調達というマイナスをゼロにする
といった問題解決型だけではなく、今後はゼロをプラスにするような前向きな「課題対応型
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の支援」も必要になっており、機能を発揮することで、将来の道筋を明確にし、事業継続の
意欲を掻き立て、例えば後継者がいない場合には第三者へ店舗を賃貸したり、M&A を検討し
たりするなどの役割が重要になると考えている。
（6）経営発達支援事業の目標
平成 26 年に木古内町が定めた、
「第 6 次木古内町振興計画」
（計画期間：平成 26〜35 年度）
において、北海道新幹線開業を契機として、地域経済の停滞や過疎化などの様々な課題を解
決するため、広域観光などによる地域経済の活性化や移住・定住の促進などの取組を強化す
るとしている。
「魅力ある商店街や駅前空間を実現するため、商工業者やサービス業者等と行政が協働で
住民や観光客が過ごしやすい商業・交流空間づくりを促進し、もう一度訪れたいと思わせる」
これをまちづくりにおける商業振興の基本方針とし、また工業振興の基本方針においては「個
人や中小企業の安定的な経営を図る」ことが明記され、商工会がその役割を担うよう期待が
寄せられている。
その中で商業については、商業団体と連携しながら①魅力ある商店街形成、②消費者ニー
ズに応える商業活動、③商工会との連携、④観光との連動が施策テーマとして設定されてい
る。
また、建設・工業については、関係団体と連携しながら①企業の活性化、②企業誘致、③
地域産業の育成が施策テーマとして設定されている。
さらに観光については木古内駅前にオープンする観光交流センターを拠点として①観光施
設の整備、②交流型・体験型観光の体制づくり、③地域特産品の開発が施策テーマとして設
定されている。
当商工会としては、この町の振興計画と方向性を同じくして小規模事業者の中長期的な振
興のあり方「経営力の向上により経営の安定を図る」を定め、前述の小規模事業者の現状を
踏まえて下記の目標を設定し、その達成に向けた方針に基づき事業を実施する。
目標 【新幹線開通を起爆剤とした小規模事業者の経営力の向上】
（経営分析、事業計画策定支援、事業計画実施支援、需要動向調査、新たな需要の開拓）
１
建設業
加工施設や飲食店の施設・設備の更新や補修需要などで、公共工事依存
型からの脱却を図り、地域需要対応型の経営へのシフトを図る。
実
施
方
針

目標
２
実
施
方
針

運輸業
宿泊業

食品加工や建設などの需要に対応するため、原材料や資材、及び商品な
どの輸送量増加による収益機会及び雇用機会の確保を図る。
北海道新幹線開業や観光交流センターオープンの機会に合わせ、観光メ
ニューや観光ルートの情報発信などで宿泊需要の掘り起こしを行う。

その他のサー 直接的な業種や上記の関連業種の小規模事業者の経営力向上によって
ビス業
消費者の消費意欲を喚起し、理容、保険、IT などの関連事業の活性化を図
る。
【創業や事業承継などによる新陳代謝の促進】
（地域経済動向調査、経営分析、事業計画策定支援、事業計画実施支援）
創業の促進
上記のビジネス機会を創出することで、町内外の住民による創業の促進を
図る。
円滑な事業承 現時点で事業の継続に消極的な経営者も、地域経済が活性化し、個々の
継
小規模事業者の経営力が向上することで事業継続への道筋をつけ、後継
者が不在である場合には第三者による M&A や創業などの代替手段も検討
することで円滑な事業承継を図る。
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目標
３

実
施
方
針

目標
４

実
施
方
針

【北海道新幹線開業を契機とする観光振興による賑わいの創出】
（事業計画策定支援、事業計画実施支援、需要動向調査、新たな需要の開拓、地域経済の
活性化）
着地型観光の 町が進める交流型・体験型観光と連動しながら、平成 28 年 1 月にオープン
推進
した観光交流センターを有効活用し、観光客が木古内町を起点とする「着
地型観光」へのシフトも進め、町内での消費機会を創出する。
広域観光の推 既存の組織である「渡島西部 4 町商工会広域連携協議会」を活用し、木古
進
内駅を起点として渡島西部 4 町（木古内町、知内町、福島町、松前町）にお
ける広域型の観光メニューの開発等に取り組み、町内の個々の小規模事業
者の活性化をはじめ、広域的に地域が活性化する取組を行う。
【地域資源の有効活用によるブランド化（主に製造業、小売業、飲食業）】
（経営分析、事業計画策定支援、事業計画実施支援、需要動向調査、新たな需要の開拓、
地域経済の活性化）
水産資源の付 ホタテなどの新たな加工方法の開発及び新規販路開拓による製造業の収
加価値化
益機会の確保を図る。
農商工連携の
推進
はこだて和牛
のブランド化

町民が自発的に取組んでいる地域資源の新たな加工について、需要調査
や事業計画、販路開拓などの事業化に向けた支援を行う。
はこだて和牛を使った新たな加工食品の開発を進め、広域流通可能な食
品に加工し、新規販路やイベントに参加することでブランド化を図る。

飲食メニュー
の開発

上記の農水産物を使用した飲食メニューを開発し、共通レシピも導入して、
ご当地グルメのようなイベントに参加し、町外からの来店客の増加を図る。
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経営発達支援事業の内容及び実施期間
（１）経営発達支援事業の実施期間

平成 29 年 4 月 1 日〜平成 34 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】
①

現状
現在、木古内町を中心とした経済動向の調査については、経済センサスや木古内町の統計
データ及び国や道といった行政機関、金融機関等の公表資料を参考に、年に 1 度、定期総会
のタイミングで整理し、総会議案書の中で記載している状況である。
また、日常業務である巡回指導や窓口相談における対応についても、この経済動向を踏ま
えた助言には十分にはなっていない。

②

課題と対応方針
上記のような現状を踏まえ、今後は定期総会以外における定期的な経済動向の分析と事業
者へのフィードバックの体制を整備することが課題である。
さらに、フィードバックした調査内容について、事業者が経営分析や事業計画の策定・実
施、新たな需要の開拓などに有益に活用できることも課題である。
今後は経済動向調査の頻度と対象を明確にし、広報誌やウェブサイトでの公表、ならびに
個別の支援の場で、経営分析や事業計画の策定・実施、新たな需要の開拓などへの有効活用
の支援体制を構築していく。

③ 事業内容
(ア) 事業者ヒアリングによる景況感の分析
小規模事業者の中から約半数の 100 社を業種別に抽出しヒアリングを年に 2 回行い、地
域のミクロ的な経済動向（調査項目：事業者の感じる地域の景況感、資金繰りや収益性、
投資意欲、後継者等の経営状況、売上や受注予測、顧客の反応、支援ニーズ等）を調査、
業種別に整理分析し、事業者にフィードバックする。
その際、上記の調査項目を網羅したヒアリングシートを活用することで、職員間でのヒ
アリングスキルのギャップを埋め、効率的に情報収集する体制を構築、会報やホームペー
ジに掲載し会員企業への情報提供を行う。
(イ) 外部統計資料等の活用
下記の金融機関・行政等が公表している各種資料を活用し、業種別の経済情報や需要動
向を収集、提供することで、事業機会や事業計画策定に活用する。
新たに地域の経済動向を年に 2 回業種別や地域別に取りまとめ、商工会の WEB サイトや
広報誌などで公表するほか、個別の支援の場において、特に事業環境に関するテーマの場
合等で、マクロ的な外部環境の変化の整理などに活用する。
なお、下記の公的資料は申請時点で想定しているものの一部であり、事業開始後はその
時点で参考となる様々な公表資料を活用する予定である。
●北海道経済産業局（地域経済産業調査、生産動向、産業動向
●北海道（月例経済報告）
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等）

●中小企業庁（中小企業白書、小規模企業白書）
●北海道商工会連合会（中小企業景況調査報告書）
●日本政策金融公庫（調査月報）
●北海道銀行（調査ニュース）
(ウ) 通行量に基づく経済動向調査
平成 28 年 1 月に開業した「道の駅みそぎの郷きこない」周辺および平成 28 年 3 月開業
した北海道新幹線木古内駅周辺における調査（調査項目：国道 228 号線における車の通行
量、道の駅構内における車のナンバーの地名調査、レンタカーか否か、車種といった項目、
北海道新幹線開業後の車の動態等）を実施する。
調査頻度は年 2 回（5 月の連休時および 11 月の閑散期）とし、定点観測を継続し推移を
分析することで観光客やビジネスでの移動に関する動向を分析、前項同様商工会 WEB サイ
トや広報誌で公表し、合わせて個別支援の場でもフィードバックしながら、特産品の開発
や観光メニューの整備につなげていく。
④

効果
上記③の取組により、マクロ的な視点及びミクロ的な視点の両面から地域の経済動向を捉
えることができ、自社の課題や業種毎の課題を明確にし、事業者における経営分析や事業計
画の策定の基礎資料として活用することができる。
さらには、策定した事業計画の実施支援や新たな需要の開拓につなげていく。

⑤

目標
内容
ヒアリングシート調査・提
供
経済動向調査の収集・提供
新幹線木古内駅や道の駅
周辺における通行量調査
会報発行による情報提供

現状

29 年度

30 年度

31 年度

32 年度

33 年度

2回

2回

2回

2回

2回

2回

2回

2回

2回

2回

2回

2回

2回

2回

2回

2回

2回

2回

2回

2回

-

２．経営状況の分析に関すること【指針①】
①

現状
小規模事業者の経営状況の分析については、事業者の金融機関への対応（融資交渉、返済
条件等）や、確定申告や記帳指導時における年次（月次）比較分析、ならびに小規模事業者
持続化補助金等の支援制度活用時等に限られているのが現状である。
このように決算書や月次試算表に基づいてはいるものの、支援内容は決して十分とは言え
ないため、必要に応じて専門家を活用しているが、必要に迫られて経営分析を行うという受
け身である根本的な問題が残っているのが現状である。

②

課題と対応方針
今後は、小規模事業者が経営分析の必要性や重要性を認識し、外部からの要請がなくても
自発的に自らの経営状況を分析できるような土壌作りが課題である。
したがって事業者が経営分析に関心を持ってもらうよう、視覚的な経営分析ツールを用い、
『経営の見える化』を進めていく。
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③ 事業内容
（ア）巡回指導や窓口相談を通じて、相談事業者の現状分析と課題抽出を目的とした経営分析
をすべく SWOT 分析（強み・弱み・機会・脅威）や経営状況ヒアリングシート（ヒアリン
グ項目：直近の売上や原価、固定費等の推移、設備や雇用の状況、新商品開発の状況、市
場の評価等）を行い、問題点や改善点を整理する。
また、事業者の商品・サービスの分析については、上記の SWOT シートのほか、マーケ
ティングの 4 P（商品・サービスの内容、価格、販路、プロモーション）や 4C（顧客価値、
購買コスト、利便性、コミュニケーション）による検証、ポジショニングマップによる競
合他社との比較など、内部および外部の視点から多面的に分析する。これらをグラフなど
で視覚的に表示し、『経営の見える化』を定着させていく。なお、この分析については同
じ事業者に対し定期的に継続していくことで、「動的」な経営の見える化も図ることがで
きるので、このような取組で経営分析や経営の見える化への関心を高める。
（イ）財務的な分析については、直近 3 期分の決算書、月次試算表や借入金返済予定表のほか、
売上管理などの内部計数管理資料を用いて、収益性や健全性、キャッシュフローなどの指
標について分析する。これについてもグラフなどを用い経営の見える化を図る。
（ウ）これらの分析については、一定の専門知識や労力を伴うため、商工会単独での実施が困
難である場合は専門家派遣制度を活用する。
（エ）商工会として経営分析の重要性を啓蒙した広報を行う。具体的には、広報紙への掲載ホ
ームページでの周知を行い、経営分析がその後の事業計画策定に有効に活用できたモデル
事例を掲載することで、事業者のやる気(意欲)を引き出させる。
④

効果
上記③の取組により、経営状況の定性・定量分析をし経営課題が「可視化」され、問題意
識を持って事業計画策定につなげることが出来る。これにより精度の高い事業計画の策定
や、より実効性のある需要開拓等につなげていく。

⑤

目標
内容
現状
巡回訪問件数
505
窓口相談件数
265
経営分析件数
1
※現状の件数は平成 27 年度実績

29 年度
420
350
10

30 年度
420
350
10

31 年度
440
370
15

32 年度
440
370
15

33 年度
440
370
15

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】
①

現状
現在、小規模事業者の事業計画策定支援については、創業時や融資申込時の金融機関への
提出、中小企業支援制度の活用といったケースに限られている。
また、平成 27 年 8 月に実施した会員事業者の経営状況アンケート調査においても、事業の
継続に消極的な事業者が非常に多かった。
本来であれば、事業者が平時においても自発的かつ継続的に事業計画を策定することによ
って、経営戦略の再確認がされたり、新たな事業機会の発見等につながっていく可能性があ
るが、事業者が日々の業務に忙殺されており、そして商工会もまた十分な支援体制が取れな
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かったことが問題である。
②

課題と対応方針
事業計画策定の重要性を認識してもらった上で事業者が自ら事業計画策定に着手し、商工
会や専門家が側面から支援するという形が理想である。今後はこの体制に向かうべく、事業
計画策定の支援実績を積み重ね、その成果を事業者自身や他の小規模事業者にも理解しても
らうような支援体制が課題である。
また、アンケートで浮き彫りになった事業継続に消極的な事業者に対しては、モチベーシ
ョンを回復させるようなメンタル面のケアや、継続へ向けた再チャレンジに関する事業計画
や、廃業するにしても M&A 用の資料など事業自体の存続が可能になるような事業計画の策定
を支援する。
また、必要に応じて専門家も活用しながら、事業者自らの意思による積極的な事業計画策
定を啓蒙するだけではなく、経営資源に乏しく日々の経営に追われ、自発性に乏しい事業者
に対して伴走型の支援を行う。

③ 事業内容
（ア）経営分析を行った全ての小規模事業者に対し、分析内容に基づく事業計画策定の支援
を行う。
（イ）巡回指導や窓口相談時さらに個別相談会において、事業計画策定を目指す小規模事業
者の掘り起こしを行うとともに、策定支援時には事業計画の策定手順から策定後の実績と
の検証といったＰＤＣＡサイクルの重要性も説明し、必要に応じて専門家の活用もしなが
ら進める。なお、この掘り起こしに際しては、地域の先進的事例や成功要因などを提示し
ながら行うこととし、事業計画策定への動機づけにつなげる。
（ウ）平成 27 年 8 月の経営状況に関するアンケート調査で明らかになった事業承継の問題を
改善するため、円滑な事業承継に向けた事業計画の策定支援を行う。この策定支援を通
じて事業が継続するための条件等を客観的・定量的に把握してもらい、事業者自身の発
想の転換や事業継続・M&A などへの意欲喚起につなげ、事業者自身が将来の事業の方向性
やこれから取組むべきことを明確にする。
また、事業継続に消極的な事業者に対しては、低下している事業継続へのモチベーシ
ョンを回復させるべく、若手経営者などによる地域活性化のために自発的な活動に参画
を呼び掛けるなど、事業に対して前向きになるよう促す。
④

効果
上記③の取組により、事業計画策定の意義を浸透させることができ、新たな需要の開拓を
目指す事業者の抽出につなげることができる。

⑤

目標
支援内容
個別相談会開催回数
〃 支援事業者数
創業支援者数
事業計画策定支援数

現状
2
4
0
1

29 年度
2
4
1
10

30 年度
2
4
1
10

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 【指針②】
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31 年度
3
6
2
15

32 年度
3
6
2
15

33 年度
3
6
2
15

①

現状
従来、事業計画策定後や創業・第二創業後の実施支援については、定期的な巡回指導等で
現状を確認することはあっても、定期的にフォローアップするような体制にはなっていない。
このため、策定した事業計画との乖離が進み、相談を受けた時には経営状況が深刻な状態に
なっているケースも少なくないのが現状である。

②

課題と対応方針
今後は、経営分析ツール等を活用しながら事業計画策定後の経営状況の見える化を進める
ことで、事業者が客観的な進捗状況を図ることができるような支援体制の整備が課題である。
また、このようなフォローアップを継続することによるＰＤＣＡの定着も課題である。
特に、創業や第二創業、事業承継についても、その事情の特殊性から事業計画策定直後は
経営危機に陥ることも少なくないので、上記のようなフォローアップは特に重要となる。

③ 事業内容
（ア）全ての事業計画策定事業者に対し、3 カ月に 1 度の頻度でフォローアップ訪問し、進捗
状況の確認やヒアリングシート（ヒアリング内容：実施状況、計画と実績との乖離分析、
乖離に至った問題点およびその対策など）による経営の見える化等を行うとともに、これ
に基づく今後対策等について指導・助言を行う。また、必要に応じて専門家によるフォロ
ーアップも行い、円滑なＰＤＣＡサイクルの定着を図っていく。
（イ）創業や第二創業に関しても、事業計画策定後は、同業他社および異業種の経営者との意
見交換会、
経営指導員と補助員以下の職員が一体となった伴走型支援体制を強化し巡回指
導や専門家派遣による個別フォローアップをしていく。
（ウ）小規模事業者のアンケート調査で浮き彫りになった事業承継についても、将来の事業の
方向性や M&A などを反映させた事業計画の実施に関するフォローアップを行っていく。
④

効果
上記③の取組により、経営の見える化および PDCA サイクルが機能し、経営の持続性や企
業の成長につなげることができる。

⑤

目標
支援内容
フォローアップ件数
（既存事業者）
フォローアップ件数
（創業・第二創業者）
フォローアップ件数
（事業承継）

現状

29 年度

30 年度

31 年度

32 年度

33 年度

3

40

40

60

60

60

0

4

4

8

8

8

0

1

2

2

3

3

５．需要動向調査に関すること 【指針③】
①

現状
現在の商工会については、市場の需要動向を調査するための体制が整備されておらず、イ
ンターネットを活用した調査など様々な調査ツールを活用できていないことを問題として認
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識している。
したがって個別事業者の経営状況を把握していても、消費者のニーズとのギャップに起因
する事業者の課題を整理・分析できていなかったり、消費者の需要動向を正確に把握できて
いないのが現状である。
②

課題と対応方針
平成 27 年 8 月に実施した会員事業者経営状況調査結果や各種イベントにおけるアンケー
ト調査、町民アンケート調査、インターネットによる需要動向の情報収集などにより、需要
動向や需給のギャップなどを調査分析し、総括的な結果については商工会の WEB サイトや広
報誌で公表することとし、合わせて小規模事業者に対する個別支援の場において、分析結果
の詳細などをフィードバックし、販路開拓や・新商品開発や事業計画策定に活用する。

③ 事業内容
（ア）イベント及び『道の駅』での来場者アンケートによるテストマーケティング
観光客の需要動向に関する意識調査を大勢の人が町を訪れるサラキ岬チューリップ
まつり（5 月）
、咸臨丸まつり（8 月）
、寒中みそぎ祭り（1 月）
、といったイベント開催
時期に、イベント実施会場や道の駅で試食品を配布したテスト販売を行い、その際、町
の特産品である「ほたて炙り丼」、
「はこだて和牛コロッケ」、「みそぎの舞」、「はこだて
和牛牛鍋」といった個別の商品についてのアンケート（味、値ごろ感、パッケージ、ネ
ーミング等）やヒアリング調査（調査項目：①居住地域・性別・年齢、②来訪回数・人
数、③木古内町の特産品購買品目・価格・数量、④木古内町の景観・観光施設・飲食施
設・物販施設、⑤要望や期待等）を、来場者 50％程度に配付し、うち回収を 60％行うこ
とにより、木古内町に対するイメージや、木古内町に求める土産品やメニューなど、ど
のようなニーズにどのように対応すべきかを分析し、調査結果について巡回指導時に主
として食品製造や小売店、飲食店、宿泊事業（約 31 者）に対して情報提供を行う。
（イ）消費動向アンケート調査の実施
食品製造や小売店、飲食店、宿泊事業（約 31 者）個社の具体的な品目（パン、米販、
食肉、酒、魚貝、弁当、飲食メニュー）に関し、町民に対する購買行動を中心とした需
要に関するアンケート調査（調査項目：年齢、居住地、交通手段、時間帯、購買頻度、
不足商品、価格、ネット購入、商店街や事業者への要望などに加え、購入品目、サービ
ス、購入場所、品揃えといったミクロ的な項目も設定）を年に 1 回実施する。
調査対象は町民とし、町内 2,311 世帯にアンケート用紙を送付、回収率は 80％を目標
とし、収集した情報をもとにして、年齢・居住地などから購買層を分析しターゲット（販
売先、訴求する商品・サービス）を絞り込むための資料として活用する。
この結果から、購入者のニーズが把握でき、個店の商品構成を改善して価格等を見直
して購入者とのギャップを解消することによりコスト削減につながり、売上増加が期待
される。
周知方法については、町内の小規模事業者に対しては、巡回指導や窓口相談時でのフ
ィードバック、さらには事業計画策定や新たな需要の開拓などの支援につなげていく。
なお、本取組では町民全体の消費動向の把握にもつながることから、そのとりまとめ
結果は商工会 WEB サイトで公表して周知を図る。
（ウ）日経テレコンなどインターネット情報を活用した需要調査・情報収集・提供
新たに地域外の需要動向として、日経テレコンの POS データを用いて加工食品や家庭
用品等の売れ筋商品の把握や ABC 分析を実施して、食品製造業や小売業の小規模事業者
（約 34 者）の新たな品揃えや新商品開発などの支援に活用する。
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また、日経テレコンのほかにも例えば下記の資料を活用して、商品やサービスの消費
動向を業種別に分類し、どこで・何が・どれくらい消費されているかといった情報を四
半期ごとに取りまとめ、商工会の WEB サイトや広報誌などで公表するほか、個々の事業
者に対してはその事業者が営む事業内容に適した商品・サービスの収集データや販売傾
向等の分析情報を提供し、事業計画への反映や見直しに活用するなど、客観的・定量的
な需要動向に基づく意思決定の支援をする。
●日本経済新聞（日経テレコン）売れ筋商品等トレンド
●総務省統計局（家計消費状況調査）
（全国消費動向調査）消費動向指数等
●内閣府消費者庁（消費者意識基本調査）消費動向指数等
●日本政策金融公庫総合研究所（消費動向調査）消費動向指数等
（エ）事業所における商品・サービスに対する需要動向調査
上記(ア)及び(イ)の調査及び結果を踏まえ、食品製造業や小売店、飲食店、宿泊事業
者（約 31 者）個社の営業店舗（事業者の協力を仰ぎ）において、自社取扱既存商品や
メニュー・新商品や新メニュー（サービスを含む）の試食品の提供や試食会の実施でモ
ニター調査（地域住民を対象に新聞折込による申込で選定(各店 20 名)、調査項目：味、
量、パッケージ、見た目、価格等）を年 2 回行う、個店が収集した情報をもとにして、
個店の個別商品やメニュー（サービスを含む）を絞り込み、個別消費者ニーズのギャッ
プ埋めることで、商品構成等の改善につながる、また、上記(ウ)を活用し事業者に適し
た商品やサービスの情報提供が可能となり事業計画への反映や見直し、ブラッシュアッ
プすることで、新たな需要開拓と販路開拓に結びつける。調査結果について巡回指導時
個社ごと（約 31 者）に対して情報提供を行う。
④

効果
上記③の取組により、イベント会場や道の駅での来場者調査では域外からの消費流入機会
をいかに確保するか、町内世帯に対する調査や事業所における需要動向調査では域外への流
出をいかに食い止めるかといった視点で分析する。
その内容に基づいて個別事業者の行う新商品開発や新たな需要の開拓につなげ、事業計画
策定時の売上計画やマーケティング戦略に活用し、精度の高い事業計画や意思決定による小
規模事業者の経営力向上や地域活性化に資する取組につなげていくことが出来る。

⑤

目標
支援内容
イベント会場や道の駅で
の来場者アンケート
町民に対するアンケート
調査の実施
個別事業所需要動向調査

現状

29 年度

30 年度

31 年度

32 年度

33 年度

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

2
（62）

2
（62）

2
（62）

2
（62）

2
（62）

4

4

4

218

218

218

-

各種調査資料分析提供回
4
4
数
各種調査資料提供事業者
218
218
※個別事業所需要調査は年 2 回×31 事業所で実施。
※各種調査資料分析提供は四半期ごと。
※各種調査資料提供事業者は当地区全小規模事業者とする。
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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
これまで商談会及び物産展開催と参加に関する広報に留まっており、事業者の代行で職員
が物産展へ出向いて商品販売・PR をする程度だった。また木古内町の小規模事業者の新たな
需要の開拓に係る現状については、町内や函館市を中心とした道南エリアに対するアプロー
チが中心であり、本州等に積極的に展示会や物産展に参加したり、多様なプロモーションで
知名度向上を図ったり販路を開拓する小規模事業者は少ない。

②

課題と対応方針
今後は、町内の小規模事業者の販売する商品や提供するサービスに関し、新たな顧客や市
場を獲得するための取組を実施することによって、製造業者や小売業者は自社の製品や商品
について域外を中心とした販路開拓につなげ、サービス業者は来街者の消費を増やして新規
顧客開拓につなげることが課題であり、販路開拓に効果のある直接的な支援を行う。

③ 事業内容
（ア）北海道新幹線駅開業や道の駅開業に伴う交流人口増加を見据えた販路拡大のための展
示会・商談会の開催
北海道新幹線駅開業や道の駅開業を契機にバイパスから駅前を中心とする市街地に流
入する車は増加した。渡島西部 4 町「木古内町、知内町、福島町、松前町」や商工会運
営母体の一般社団法人木古内公益振興社（食品製造事業者等 9 者の個社）が運営する「み
そぎの郷きこない」と連携し、同店舗において、商品等に対する思いや志を伝えながら、
スーパーや百貨店等の道内外流通バイヤーや関係者に積極的なアプローチを行い、食品
製造業者や小売店、飲食店、宿泊事業者の新商品を含めた一般食品、加工食品、弁当等
の展示会・商談会を年 1 回開催し、道内及び道外への販路開拓と商品の認知度向上を目
的として実施する。
出店事業者には商品特徴や商品パンフレット等の販促物の制作や店舗レイアウトを支
援し、バイヤー等からの声を活かし商品改良によるブラッシュアップを行い、専門的な
指導・助言が必要な場合は専門家派遣制度を活用し、商談成立に向けて支援する。
また、バイヤー等からの意見（味、価格、パッケージ、ネーミング、改善点等）を整
理し、必要に応じ巡回訪問や窓口相談等でフィードバックする。
（イ）関係機関が開催する商談会や展示会等への参加
製造業や小売業等については、道・町・金融機関・北海道商工会連合会等と連携し、
販路拡大の機会を創出するため、個社商品等に応じた商談会や展示会等への参加勧奨を
行うほか、申込み手続き等を支援する。また、参加に際しては商工会職員が同行し、バ
イヤーや来場者に対して出展時又は後日アンケート（アンケート項目：商品の評価、価
格の妥当性、パッケージやネーミング、競合商品との比較、改善点等）を記載してもら
い、アンケート集計等を支援し、その情報をもとに専門家派遣制度等などを活用し、商
品改良するとともに販路開拓活動を踏まえた事業計画の見直しも進めていく。
出展後については、名刺交換したバイヤーや来場者などに対し、礼状、サンプルや招
待券などを送付し、早期に商談に移行できるよう出展者と伴に販路拡大を目指す。
商談会・展示会
●北の味覚、再発見！！

北海道商工会連合会
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（農林水産資源を活用した商品の販路開拓支援）
●北海道産品取引商談会
（一社）北海道貿易物産会
（道外への販路開拓支援）
●インターネットビジネスマッチング
日本政策金融公庫 等
（多様な業種・規模のマッチングによる効率的な商談成立）
物産展
●はこだてグルメサーカス
はこだてグルメサーカス実行委員会
（地域特産品・料理の PR による販路開拓）
●ＨＴＢイチオシ！まつり
ユメミルチカラＨＴＢ
（地域特産品・料理の PR による販路開拓）
●つるおか大産業まつり
つるおか大産業まつり実行委員会
（地域特産品・料理の PR による販路開拓）
●町内で開催される物産展
アンテナショップ
●北海道どさんこプラザ
北海道
●むらからまちから館
全国商工会連合会
（道外への販路開拓とマーケッティング支援）
（ウ）商工会ホームページ作成ツール「SHIFT」等の活用推進
現在、商工会のホームページ作成ツール「SHIFT」利用者は 3 件であるが、
「SHIFT」や
全国商工会連合会のネットショップ「ニッポンセレクト．Com」等の通販サイトを活用し、
製造業や小売業は「個店のお買い得情報や取扱商品情報等」について継続的に更新を行
って情報発信していくことで、町内外・道外への販売促進ツールとして利活用するよう、
積極的に事業者に情報発行手法を促す。飲食業や宿泊業等は「飲食メニューや宿泊情報
等」に活用、作成ツール登録が困難な場合はその手法を支援することにより販路開拓と
新たな需要開拓に結びつける。
（エ）パブリシティなどを活用したプロモーション
商工会から小規模事業者(小売業、製造業、飲食業、サービス業など)の事業内容を新
聞のパブリシティや観光雑誌などへ掲載されるよう促していき、町外・道外へ PR してい
く。
④

効果
上記③の取組により、新規顧客開拓や小規模事業者の経費削減と地域内外からの集客及び
地域外に向けた販路開拓が図られ新たな需要開拓につなげることが出来る。

⑤

目標
項目
商談会・展示会支援事業者
数
商談会・展示会支援相談回
数
商談成立件数

現状

29 年度

30 年度

31 年度

32 年度

33 年度

6

6

9

9

9

20

20

28

28

28

2

2

3

3

3

-
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商談会・展示会参加事業者
3％
5％
6％
7％
売上増加率
SHIFT 等の登録支援件数
3
10
10
20
20
SHIFT 等の利用売上増加率
3％
5％
6％
7％
ニッポンセレクト.com 登
6
6
9
9
録支援件数
ニッポンセレクト.com 売
3％
5％
6％
7％
上増加率
※商談成立件数は（商談会・展示会の支援事業者数 30％）を目標とする。
※売上増加率は概ね売上×当初 3％を目標とする。

8％
20
8％
9
8％

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組
①

現状
現在、特産品などを活用した各種イベントの開催を通じた活性化が中心であり、商工会の
組織である商業部会や、町の組織である体験観光推進協議会といった地域活性化の組織とは
連携しているものの、情報共有が不十分であったり、終了後の総括の認識が完全に一致しな
かったり、なかなか足並みがそろっていないのが現状である。
また、はこだて和牛やホタテ、みそぎの舞（日本酒）といった特産メニューや土産品はあ
るものの、町内における購買・消費の増加にまでは至っておらず、依然として町民の購買行
動については、函館市や北斗市の大型商業施設などに流出しているのが実態で、町外からの
来街者についても、イベントやお祭りなどでの一過性な消費にとどまっており、木古内で宿
泊滞在し、町内の小規模事業者まで経済的に波及するまでには至っていない。
さらに、地域の小規模事業者の経営状況も悪化しており、平成 27 年 8 月の経営状況に関
するアンケート調査からも事業継続に消極的な事業者が非常に多く、地域経済の疲弊が進行
している状況である。

②

課題と対応方針
今後は、地域資源を活用した特産品開発や観光メニュー開発を進め、効果的なプロモーシ
ョンによって知名度を向上させ、販路開拓や着地型観光の定着によって地域の幅広い業種が
経済波及のメリットを享受できるための取組が課題である。
平成 28 年 3 月に北海道新幹線が開業し、それに先駆けて木古内駅前に観光交流センター
および道の駅「みそぎの郷 きこない」が開業したことをいかに地域経済の活性化につなげ
るかがポイントであり、これを効果的に進めるため、平成 28 年 4 月に発足した「木古内町
観光推進連絡協議会」と連携し、地域資源を活用した商品・メニュー開発（土産品・グルメ）
などのモニタリングや町内外へのＰＲなどを行い、組織全体で小規模事業者を支援し地域経
済活性化を図っていく。
また、上記の新商品開発やＰＲの進捗状況等の情報を同協議会とは年 4 回以上の定期的な
会議開催において今後の方向性を共有することで迅速で実行的な取組につなげていく。
※協議会構成員
・木古内商工会
・木古内町観光協会
・（一社）木古内公益振興社（道の駅の指定管理者）
・道南いさりび鉄道（株）
・北海道運輸局
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・北海道渡島総合振興局
・木古内町
さらに、地域の小規模事業者にとって将来への道筋を明確にし、事業継続意欲の喚起や、
円滑な事業承継に向けた取組も課題である。
本経営発達支援事業では、上記の新たな集客の機会を地域経済の活性化につなげ、小規模
事業者全体が円滑に事業を継続・承継することを支援する。
③ 事業内容
（ア）地域資源を活用した特産品開発の取組
本経営発達支援事業の目標のうち、
「地域資源の有効活用」について、これによる地域
経済の活性化を図るため、特に、木古内町の特産品である「はこだて和牛」については、
これを使った新商品や新メニューの開発を進めると同時に、供給量の増加させるため飼
育頭数の増加や流通の多様化・広域化などについて木古内町や新函館農業協同組合と協
議していく。
さらにブランド化を図るため全国の物産展や展示会などにも積極的に参加、
「SHIFT」
や「ニッポンセレクト．Com」等の活用による情報発信による販路開拓支援により、
「ふ
るさと納税」の返礼品として行政へ提案し、必要に応じて専門家の活用をしながら進め
ていき知名度を高めていく。
以上の取組を通じて、製造業や小売業では特産品の開発・製造・販売、またサービス
業では特産品を使ったメニューやサービス提供、その他の業種ではヒトやモノが動くこ
とによる経済波及を目指し、地域の小規模事業者全体の活性化を図る。
（イ）新幹線木古内駅を起点とする広域的な観光客誘致への取組
自治体レベルでは渡島西部檜山南部の 9 つの自治体が連携する広域的な活性化への連
携体組織があり、商工会としては渡島西部 4 町（木古内町、知内町、福島町、松前町）
の商工会の連携組織「渡島西部 4 町商工会広域連携協議会」があるが、まずはこの商工
会の広域連携組織を活用して、北海道新幹線木古内駅を起点とする広域的な観光メニュ
ーの開発に取組、必要に応じて自治体レベルの上記の連携組織とも密接に連携する。
この広域的な取組と並行し、商工会単独の取組としては来街者が自発的に当町を訪れ、
町内で消費、滞在するような着地型の観光メニューの開発を進める。
具体的には、北海道新幹線で木古内町を訪れ、木古内町を起点として松前町や江差町、
函館市などへ足を延ばし、木古内町で飲食・宿泊をするという動機づけとなるような複
数の観光メニューを、町や観光協会などと連携しながら開発し、観光協会の SNS やその
他のプロモーションツールで周知を図る。
（ウ）木古内町のイメージキャラクターの活用
木古内町のイメージキャラクターであるはこだて和牛を
モチーフとした木古内駅新幹線観光駅長「キーコ」によっ
て、町内や町外のイベント会場や展示会場で来場者に対し
て地域や商品などを PR し、特産品や観光メニューの知名
度を向上させる。併せて小規模事業者による新商品やパッ
ケージデザイン等のプロモーションツールとして積極的に
活用することを促し、地域の相乗効果が得られるよう推進
する。
（エ）他業種への経済波及
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木古内町のイメージキャラクター
「キーコ」

地域資源を活用した特産品や観光メニューの開発・拡大によって、直接の当事者では
ない他業種の事業者についても経済波及を図る。
例えば、建設業は供給能力の増加による施設の造作、運輸業は関連資材の輸送、そし
て新たな来街者の滞在による飲食店や宿泊施設の稼動率向上などといった特産品の開
発に関連する経済波及により地域経済の活性化を図る。
④

⑤

効果
上記③の取組により、北海道新幹線開業という機会を、関係機関と連携することにより地
域資源を有効に活用でき、観光メニュー開発や、はこだて和牛のブランド化など当町及び広
域的な地域経済の活性化につながっていく。
目標
項目
地域資源を活用した特産品
の開発
地域資源を活用した観光メ
ニューの開発
木古内町観光推進連絡協議
会との情報共有

現状

29 年度

30 年度

31 年度

32 年度

33 年度

1

3

3

5

5

5

1

2

2

3

3

3

-

4

4

4

4

4

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
①

現状
現在の支援ノウハウ等の情報交換については、周辺の支援機関（北海道商工会連合会、地
域金融機関、自治体等）に限定されていて、その内容も施策の情報提供にとどまっている。
このため多様な支援の場面での情報が少ないのが現状である。

②

課題と対応方針
今後は多様な場交換の場の確保が課題である。現在連携している支援機関を含め、支援機
関ごとにどのような内容で連携するかを整理し、得られた支援ノウハウ等を商工会の支援ス
キルの向上に役立て、経営発達支援事業の円滑な実施につなげていく。

③

事業内容
支援機関
連携の内容
北海道商工会連
北海道内の商工会の上部組織として、道内の商工会職員の情報
合会
交換場などを通じて支援ノウハウを有効に吸収できることが連
携の狙いである。全道経営指導員研修会における経営指導員との
支援事例や支援ノウハウ等の情報交換を行う。
渡島管内商工会
渡島・桧山管内の商工会が中心となるが、類似の地域的な課題
連合会
を抱える商工会職員と情報共有の場を設けることで、地域特性を
踏まえた支援ノウハウを適時に情報収集できることが連携の狙
いである。管内経営指導員研修会における管内経営指導員との支
援事例や支援ノウハウ等の情報交換を行う。
金融機関
地域の小規模事業者に対する金融支援が豊富であり、この小規
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模事業者に対する金融支援実績に基づき蓄積された支援ノウハ
ウを吸収することが連携の狙いである。マル経協議会や金融懇談
会等の場を通じて、金融制度支援情報や各地域の産業情勢、消
費・需要動向等の情報を入手し、さらに金融機関としての支援事
例や支援ノウハウ等の情報交換を行う。
全国商工会連合
全国展開プロジェクト等、全国の小規模事業者支援事例を豊富
会
に持ち合わせており、これらの情報を吸収することが連携の狙い
である。地域力活用市場獲得等支援事業専門家派遣事業により、
小規模事業者が抱える問題や解決について、中小企業診断士と情
報を共有し、支援ノウハウ等の情報交換を行う。
小規模事業者に対する豊富な支援実績を持つため、その知見や
北海道中小企業
総 合 支 援 セ ン タ 支援ノウハウを吸収することが連携の狙いである。センターの実
施する小規模事業者に対する支援事例や支援ノウハウ等の情報
ー
交換を行う。
派遣税理士
確定申告の時期を中心に、税務指導のほか、相続や贈与に対す
る高度な支援ノウハウを吸収し、商工会としての税務指導等に活
用することが狙いである。税務面や財務面での支援事例や支援ノ
ウハウ等の情報交換を行う。
よろず支援拠点
小規模事業者に対する豊富な支援実績を持つため、その知見や
支援ノウハウを吸収することが連携の狙いである。道南エリア担
当と定期的に面談する機会を持ち、事業発足以降の支援事例や支
援ノウハウ等の情報交換を行う。
中小企業診断士
専門家派遣等の場を通じ、実際の支援の場面に同席することで
支援ノウハウを吸収することが連携の狙いである。商工会事務所
での打ち合わせ時においても、類似課題の支援事例や支援ノウハ
ウ等の情報交換を行う。
④

目標（回／年）
項目
研修会等における情報交換
懇談会等における情報交換
専門家派遣時における専門
家との情報交換
支援機関との連携事業を通
じての情報交換

現状
2
1

29 年度
3
2

30 年度
3
2

31 年度
3
3

32 年度
3
3

33 年度
3
3

3

4

4

5

5

5

3

4

4

5

5

5

２．経営指導員等の資質向上等に関すること
①

現状
現在、定期的な資質向上の場としては、年に 1 度実施される北海道商工会連合会の職種別
研修に該当する職員が参加しているが、それ以外については税務指導や専門家派遣等を通じ
た不定期な OJT がされている程度で、質および量ともに十分とは言えない状況である。

②

課題と対応方針
今後は Off-JT、OJT ともにその機会を増やして、経営発達支援事業が円滑に実施されるよ
うな体制づくりが課題である。
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③ 事業内容
（ア）北海道商工会連合会が主催する「資質向上対策事業研修会」や「全道ブロック別商工会
職員研修会」に経営指導員や補助員が年 1 回以上参加し、新商品開発、販路開拓、売上げ
や利益を確保することを重視した研修に積極的に出席し、支援能力の向上を図る。
（イ）外部機関研修については、
「企業診断実務研修」
（北海道中小企業診断士会）や「中小企
業支援担当者等研修」
（中小企業基盤整備機構北海道本部）
、「小規模事業者支援人材等育
成事業」
（中小企業庁）などに、経営指導員や補助員を参加させ、小規模事業者の支援ノ
ウハウのレベルアップと職員の資質向上を図る。
（ウ）内部的な新規の取り組みとしては、Off-JT の取り組みの一環として、上記の専門的な
研修を受講した経営指導員などが講師となった会議を下記の目標に記載してある頻度で
開催し、事務局長をはじめ全職員および役場担当課の職員も参加し、経営指導員などの研
修内容を共有するとともに、小規模事業者経営分析等の結果や支援事例の研究、小規模事
業者が活用できる中小企業支援策の情報などの共有を図り、
経営指導員と補助員以下の職
員が一体となった伴走型支援体制を構築する。
例えば出席した研修会資料を職員全員が閲覧できるようファイリングして、所定の位置に
保管しておくことも有効であるのでこのような視点でスキルの共有や横展開を図ってい
く。
（エ）OJT の一環として、専門家派遣時において、補助員も帯同させ、経営指導員の補佐とし
ての役割を担う補助員の経営支援スキル向上を図る。
（オ）新たに「経営指導員等 WEB 研修」を受講することで、日常業務では習得が困難な支援知
識を学び、小規模事業者の多様な支援ニーズに対応できる体制を整備する。
④

目標
項目
商工会関連組織の研修の参
加
外部機関の研修の参加
Off‐JT の一環である商工
会内部の情報共有会議

現状

29 年度

30 年度

31 年度

32 年度

33 年度

3

4

4

5

5

5

0

1

2

2

3

3

0

5

6

7

8

8

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
①

現状
現状の経営改善普及事業の評価については、理事会の審議がされ、総会の議決を経ること
となっているが、期中における進捗状況が見えず、かつ事業評価が十分に機能していない。

②

課題と対応方針
今後は、実行段階でのモニタリングとフォローアップが的確にされるよう、本計画に記載
の事業の実施状況及び成果のプロセスについて、年 1 回の頻度で定性的・定量的な評価・検
証を行い、商工会の組織として PDCA サイクルを確立することが課題である。

- 24 -

③ 事業内容
（ア）木古内町担当課長、北海道商工会連合会道南支所長、連携する金融機関の支店長や担
当課長、農協や漁協などの連携体の担当、中小企業診断士などの有識者で構成された事
業評価会議により、事業の実施状況、成果の評価・見直し案の提示を行う。
（イ）理事会において、評価・検証し、見直しの方針を決定する。
（ウ）事業の成果・評価・見直しの結果については、通常総会や理事会へ報告し、承認を受け
る。
（エ）事業の成果・評価・見直しの結果については、木古内商工会ホームページで計画期間中
公表する。
（http:// kikonai-shokokai.com/）
④

目標
項目
事業評価の開催
理事会での検証等

現状
0
0

29 年度
1
3
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30 年度
1
3

31 年度
1
3

32 年度
1
3

33 年度
1
3

（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 10 月現在）
（１） 組織体制
本発達支援事業については、平成 29 年 6 月に、既存委員会である経営改善普及推進委員会を「経
営発達支援事業推進委員会」に名称を変更し、この組織において事業の進捗状況や事業推進する上
での課題への対応、関係機関との調整等の協議を行う予定である。
事業を推進していく上での事務局は、当商工会の事務局長の指揮統括のもと、経営指導員 1 名を
実務責任者、経営指導員を補佐する役割として補助員 1 名および記帳専任職員 1 名の計 4 名体制と
する。

事務局体制
事務局長

（２） 連絡先
実施機関
住所
電話番号
FAX
ホームページ
E-mail

木古内商工会
北海道上磯郡木古内町字本町 217-3
01392-2-2046
01392-2-3411
http:// kikonai-shokokai.com/
rironai@rose.plala.or.jp
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新井田 勝幸

経営指導員

品田 信也

補助員

平野 有志

記帳専任職員

佐野 来実

（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
平成 29 年度

平成 30 年度

平成 31 年度

平成 32 年度

千円）

平成 33 年度

1,850,000

1,900,000

2,400,000

2,450,000

2,450,000

1,050,000

1,100,000

1,450,000

1,500,000

1,500,000

・通行量調査分析事業
費
・イベント調査分析事
業費
・事業計画策定支援事
業費
・個別相談会事業費

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

450,000

450,000

450,000

250,000

250,000

375,000

375,000

375,000

150,000

150,000

225,000

225,000

225,000

・経営指導員等資質向
上事業
地域振興事業費

50,000

100,000

100,000

150,000

150,000

800,000

800,000

950,000

950,000

950,000

・地域産品開発事業費

300,000

300,000

450,000

450,000

450,000

・販路開拓支援事業費

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

・広報事業費

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

必要な資金の額
経営改善普及事業

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。
調達方法

会費、国補助金、道補助金、町補助金、事業受託費
（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。
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（別表４）
商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に関する事項

連携する内容
Ⅰ経営発達支援事業
１．地域の経済動向調査に関すること
 金融機関や行政が調査・公表している資料集計・分析
２．経営状況の分析に関すること
 専門家による小規模事業者の経営分析（SWOT、マーケティングの 4P・4C・ポジシ
ョニングマップ、経営資源、決算書・試算表・内部計数管理資料等）
３．事業計画策定支援に関すること
 専門家による事業計画策定に関する助言
 専門家による個別相談会などの開催
 創業や第二創業に関する事業計画策定支援
 事業計画策定に関連する中小企業支援策などの情報提供
４．事業計画策定後の実施支援に関すること
 事業計画策定後の専門家による定期的なフォローアップ
 創業・第二創業後の専門家による定期的なフォローアップ
５．需要動向調査に関すること
 地域住民や来街者のアンケートの実施と、その集計・分析、方針提案
 インターネットなどの新たな手段による需要動向調査
６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること
 効果的な販路開拓のための専門家活用
 展示会出展および出展後のフォロー活動に関する専門家による助言
 地域資源を活用した商品・メニュー開発
Ⅱ 地域経済の活性化に資する取組
 渡島西部 4 町における広域的な観光客誘致
Ⅲ 職員の資質向上の取組
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
 金融機関や自治体、専門家等との連携強化
２．経営指導員等の資質向上等に関すること
 研修の参加によるスキル向上（Off-JT）
 内部研修会の開催による情報共有（OJT）
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
 外部有識者参加の事業評価会議の開催とその内容の公表
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連携者及びその役割
連携者‐北海道 知事 高橋 はるみ 札幌市中央区北 3 条西 6 丁目 011-231-4111（代）
木古内町 町長 大森 伊佐緒 上磯郡木古内町字本町 218 番地 01392-2-3131
役割‐１ 経済動向調査
連携者‐中小企業基盤整備機構北海道本部 本部長 戸田 直隆 札幌市中央区北 2 条西 1 丁目 1 番地 7
011-210-7470（代）
役割‐２ 経営分析 ３ 事業計画策定支援 ４ 事業計画実施支援 ５ 需要動向調査 職員の資質向上の取組
連携者‐北海道よろず支援拠点 理事長 伊藤 邦宏 札幌市中央区北 1 条西 2 丁目 011-232-2407（代）
役割‐２ 経営分析 ３ 事業計画策定支援 ４ 事業計画実施支援 ５ 需要動向調査
連携者‐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 丁目 7 番 1 号 03-6268-0088（代）
役割‐６ 新たな需要の開拓 職員の資質向上の取組
連携者‐北海道商工会連合会 会長 荒尾 孝司 札幌市中央区北 1 条西 7 丁目 1 番地 011-251-0101（代）
北海道渡島管内商工会連合会 会長 宮崎 高志 函館市昭和 4 丁目 3-24 0138-43-0086（代）
役割‐２ 経営分析支援 ３ 事業計画策定支援 ４ 事業計画実施支援 ５ 需要動向調査
６ 新たな需要の開拓 職員の資質向上の取組
連携者‐木古内町観光協会 会長 佐藤 裕史 上磯郡木古内町字本町 217-3 01392-2-2046
新函館農業協同組合木古内支店 支店長 笠巻 美知子 上磯郡木古内町字本町 545-1
01392-2-3151
上磯郡漁業協同組合木古内支所 支所長 浜谷 正明 上磯郡木古内町字幸連 18-7
01392-2-2315
役割‐６ 新たな需要の開拓
連携者‐日本政策金融公庫函館支店 支店長 久木田眞郎 函館市豊川町 20-9 0138-23-8291
北海道銀行木古内支店 支店長 館山 浩 上磯郡木古内町字本町 330 01392-2-2626
函館信用金庫木古内支店 支店長 池田秀生 上磯郡木古内町字本町 224-1 01392-2-3121
役割‐３ 事業計画策定支援 ４ 事業計画実施支援
連携者‐体験観光推進協議会 会長 東出 文雄 上磯郡木古内町字本町 217-3 01392-2-2046
知内商工会 会長 繁田 一義 上磯郡知内町重内 66-77 01392-5-5340
福島町商工会 会長 小笠原 幸助 松前郡福島町三岳 32-1 0139-47-2272
松前商工会 会長 熊谷 喜久夫 松前郡松前町福山 116 0139-42-2339
役割‐地域経済の活性化に資する取組
連携者‐網野中小企業診断士事務所 代表 網野征樹 札幌市東区北 19 条東 9 丁目 6-18 090-1305-5643
役割‐１ 経済動向調査 ２ 経営分析支援 ３ 事業計画策定支援 ４ 事業計画実施支援
５ 需要動向調査
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連携体制図等

（地域機関等）

（金融機関）

木古内町観光協会

日本政策金融公庫

新函館農業協同組合

北海道銀行木古内支店

小規模事業者

上磯郡漁業協同組合

函館信用金庫木古内支店

・新たな需要の開拓

・経済動向調査

・地域経済の活性化に資する

・事業計画実施支援

取組

・創業支援

（自治体等）

伴走
支援

（上部機関）
全国商工会連合会

北海道
木古内町

北海道商工会連合会

木古内商工会

北海道商工会連合会道南支所

・経済動向調査
・展示会やその他政策の情報提供

・展示会やその他政策の情報提供

・職員の資質向上

（渡島西部 4 町）

（支援機関）

知内商工会

中小企業基盤整備機構

福島町商工会

北海道よろず支援拠点

松前商工会

網野中小企業診断士事務所

・地域経済の活性化に資する取組

・展示会やその他政策の情報提供

・個別の課題に対応した専門
家派遣
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