
経営発達支援計画の概要 
実施者名 

（法人番号） 
八雲商工会（法人番号２４４０００５００１５６７） 

実施期間 平成２９年４月１日～平成３４年３月３１日 

目標 

①個別事業者の経営力の向上と持続的発展を進め、創業支援や事業承継等により小規模事業者

の減少に歯止めをかけます。 

②町や関係団体との連携によって地域全体の経済の底上げを図り、観光入込客数の増大と町外

新規就業者数の拡大を図ります。 

③多様化する消費者ニーズの動向調査を実施し、必要とされる商店街の形成とにぎわい創出を

図ります。 

事業内容 

Ⅰ 経営発達支援事業 

   １ 地域経済の動向に関すること【指針③】 

      ①八雲版中小（小規模）企業白書の更新 

      ②八雲町経済データブックの更新 

      ③業種別景況調査の実施 

      ④町や金融機関との定期的な意見・情報交換会の開催 

      ⑤町内の産業経済団体との定期的な意見・情報交換会の開催 

２ 経営状況の分析に関すること【指針①】 

      ①小規模事業者の経営分析 

      ②ネット de 記帳による経営分析の強化 

      ③専門家派遣による分析 

   ３ 事業計画策定支援に関すること【指針②】 

①巡回相談、セミナー・相談会等による計画策定に係る普及・啓発 

      ②専門家派遣による策定支援 

      ③起業・創業ニーズの把握、支援策に関する情報提供 

      ⑤事業承継機会の確保と円滑な移行の促進 

４ 事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

      ①定期的な巡回相談によるフォローアップ 

      ②計画通りの進捗が見られない策定者へのフォローアップ研修会等の開催 

      ③起業・創業、事業承継の取り組みに応じた専門家派遣によるフォローアップ 

      ④計画された取り組みに応じた支援策に関する情報提供の強化 

   ５ 需要動向調査に関すること【指針③】 

①新商品のアンケート調査及びテストマーケティングの実施 

②最寄品、買回品に対する需要動向調査 

      ③消費者動向調査（マクロ調査）の実施 

      ④消費者動向調査（ミクロ調査）の実施 

   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展示会や商談会の出展 

      ②ネット販売ＩＴの活用 

Ⅱ 地域経済の活性化に資する取組 

   １ 観光振興事業による地域経済の活性化 

①観光コンテンツの発掘と磨き上げ 

      ②観光まちづくり事業、ブランド化促進事業による市場動向の把握 

   ２ 地域物産振興事業による地域経済の活性化 

①ブランド化促進事業の共同実施 

      ②北部渡島檜山４町地域連推進協議会「食」と｢観光」推進部会 

   ３ 中心市街地の活性化による地域経済の活性化 

４ 産業人材の確保と育成システムの構築による地域経済の活性化 

連絡先 

実 施 機 関 八雲商工会 

住      所 （本所）二海郡八雲町本町１１０－１ 

（支所）二海郡八雲町熊石雲石町 150 

電 話 番 号 （本所）0137-63-2525（支所）01398-2-2255 

ホームページ http://www.hapia.jp/ 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

 

１ 八雲町の概要 

 

（１）地勢  

    八雲町は、北海道渡島半島の北部、北海道南部の中核都市 

   の函館市と道内有数の重工業都市の室蘭市との中間に位置し、 

東は内浦湾（噴火湾）、西は日本海に面し、日本で唯一太平洋 

と日本海を有する町であり、面積は９５５．９８㎢で、渡島 

管内では最大となっている。 

 

（２）交通  

    八雲町は、函館市から約７０㎞（ＪＲ特急１時間、マイカー

１．５時間）、札幌市から約２００㎞（ＪＲ特急２．５時間、

マイカー３．５時間）の距離にあり、道央自動車道八雲インタ

ーチェンジを有する。また、２０３０年度末に北海道新幹線札

幌延伸により「新八雲駅（仮称）」が開業となる。 

 

（３）歴史 

八雲町は平成１７年に太平洋側の旧八雲町と日本海側の旧熊石町が合併し、日本で唯一太

平洋と日本海を有する町として誕生し、合併に因んで二海郡と郡名が改名された。 

太平洋側の旧八雲町は旧尾張藩徳川家によって本格的な開拓が行われ、西洋農法を積極的

に取り入れるとともに、サケの増養殖などにも取り組み、産業の基礎が築かれるとともに当

時の農民の冬季の収入源として始めた木彫り熊制作が､その後､北海道全体に広まり､北海道

を代表する工芸品となったため、木彫り熊発祥の地ともなっている。 

また、日本海側は太平洋側とまったく異なる歴史を有し､江戸時代の松前藩下､漁業を中心

に北前船がもたらした文化や風習が受け継がれ、約４００年の歴史を有する神社が３か所存

在する。 

 

２ 地域の現状と課題 

 

（１）人口動態 

    八雲町の人口は、１９６０（昭和 

３５）年の３５，１６０人から減少 

を続けており、１９８０（昭和５５） 

年にいったん下げ止まったものの、 

１９８５（昭和６０）年以降は再び 

減少に転じ、２０１０（平成２２）   
出典：国勢調査（2010 年まで）、社人研推計値（2015 年以降） 
年の人口は２８，８９５人、２０１６（平成２８）年の人口は１７，３４２人、となって 

いる。国立社会保障・人口問題研究所による２０１５(平成２７)年以降の人口推計では、今

後も人口は一貫して減少を続け､２０３０年には１万５千人を下回り､２０５５年には１万

人を下回るまで減少する見通しとなっている。 
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（２）産業の状況 

    八雲町は農林漁業を基幹産業とし､そこに商工業が立脚する産業構造となっており､農業

は近代酪農発祥の地として北海道南部随一の規模を有し､農業生産額６８億円(平成 24 年)

のうち乳用牛が約３９億円と６割をしめている。そのほか､水稲（もち米）､軟白ねぎなどの

野菜類や花卉等の複合経営が営まれている。 

漁業は太平洋側の噴火湾で行われているホタテ養殖が７割を占め､サケ､カレイ類などを

含め漁獲額約６０億円となっている。一方の日本海側はスケトウダラ､イカなど回遊性資源

が主であり、近年の資源減少から約４億円程度となっている。 

    商業は近年の大型店の進出や後継者不足などにより､中心市街地における小売商業が減少

傾向にある。 

また、工業は農業・水産業に関連した食品製造業が中心となっており､製造品出荷額２７

８億円（平成２４年）の約８割以上を占めている。主要な事業所は水産加工業、食肉処理加

工業、木材製造業、船舶製造業などである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出展：2012 年経済センサス 活動調査 
 

  出展：工業統計調査、経済センサス            出典：2012 年経済センサス 活動調査 
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（３）八雲町の資源と取り組み 

    八雲町は、二つの海を持つ町として､太平洋側､日本海側のそれぞれの歴史、バラエティー

に富む農林水産資源による食材､火山地帯に起因する豊富な温泉資源、遡上するサケを狙っ

て飛来するオオワシやオジロワシ､北海道で１番目の入込客数を誇る道立公園など様々な地

域資源に恵まれている｡これらを活用し､観光と物産を軸として町全体の産業振興に結び付

けるための｢交流人口の拡大による新しいまちづくりプロジェクト｣を町内の産業･経済界を

あげて取り組んでおり､平成２６年１月には町の観光と物産の振興を担うアンテナショップ

として「八雲町情報交流物産館丘の駅」を北海道立公園｢噴火湾パノラマパーク｣の一角にオ

ープンさせるとともに､その拠点と連動して行う観光振興事業や物産振興事業を平行して実

施してきた。 

この取り組みにおいては､町の強みである産業構造のバランスの良さを生かし、観光や物

産に直接関係する事業者ばかりではなく､農林漁業の生産者や団体等と一体となって各種事

業を展開し､さらに､平成２８年３月の北海道新幹線開業を見据え、近隣の町村とともに広域

の組織体を設置し、観光客の受け入れ態勢の整備にも努めてきたところである。 

 

【近隣町村との取り組み】 

平成２７年１０月に新幹線開業後の取り組みについて広域的に進めるために「北渡島・北

部桧山４町連携協議会」が発足された。４町とは八雲町、長万部町、今金町、せたな町で商

工会は「食と観光推進部会」の構成員となっている。 

 

【平成２５年策定のアクションプラン】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）現状をふまえた地域の課題 

■将来人口の予測ではこのまま一貫して人口の減少が進み、現状のままであれば域内消費

の低下とそれに伴う商工業者の廃業が増え、空き店舗の増加による商店街としての機能

が低下することが予想される。 

■漁業、林業、水産加工業では労働者の高齢化と慢性的な人手不足状態により、このまま

では工場等の維持がままならないため、行政並びに商工会、商店街等の連携による打開

策が必要である。 

■噴火湾パノラマパーク内の丘の駅は好調に推移しているが、観光客はこの拠点施設での

消費に留まっており、中心市街地への回遊が少ない状況にある。 

■漁業、農業、酪農の豊富な資源があり、「地域のブランド化」や「商品の磨き上げ」対策

が行われているため、今後は更に推し進める必要がある。 

 

上記のことから、商工会では今まで税務・金融等の経営改善普及事業を行ってきたが、今

後は後継者対策や雇用のミスマッチ対策、商店街振興、商品力向上に伴うブランド化など

に着手する必要がある。 
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３ 小規模事業者の現状と課題 

   八雲商工会では、本計画の策定にあたり、「経営発達支援計画   

に係る会員状況・意向調査」（平成２７年１２月、会員５４９に   

対し回収３０９、回収率５６％）を行い、現状・課題の抽出や支 

援の希望等をとりまとめた。本計画は当該調査のほか、既存の統 

計データ、商工会役員による専門組織での検討に加え、町、金融 

機関、産業経済団体等の意見等を網羅して策定したものである。 

 

（商工業者数の推移：件） 

年次/業種 建設業 製造業 卸・小売業 飲食店・宿泊業 その他 総計 

平成１８年 133 58 286 158 486 1,121

平成２１年 124 58 268 158 465 1,073

平成２４年 117 60 239 135 367 918

（資料：H18 事業所企業統計、H21 経済センサス-基礎調査、H24 経済センサス-活動調査）

（商工業者数の状況：件） 

年次/業種 建設業 製造業 卸・小売業 飲食店・宿泊業 その他 総計 

平成２８年 152 68 253 111 267 851

（資料：H28 商工会総会議案書 独自調査） 

（１）経営者の高齢化 

■現状：経営者の年代は６０歳代が約４０％、７０歳以上が約２０％で合わせると約６０％

を占めており、今後１０年程度で相当数の経営者が入れ替わる必要があると考えら

れる。 

【経営者の性別・年代別の状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）事業の継続 

   ■現状：後継者のいない事業所が約６０％、後継者がいない事業所において廃業予定が 

       約７５％、事業承継希望が２５％である。 

    

【後継者の状況と、後継者なしの事業所における事業承継の意向】 
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（３）業種構造と経営状況 

   ■現状：業種別では小売業が約３０％、サービス業が約２０％であり、いずれもその大多 

数が中心市街地で事業を営んでいる。また、景況感、資金繰りにおいては小売・ 

サービス業においてマイナス要素の回答が多く寄せられている。 

    

【主たる事業の内容】   【最近５年間の業況感】  【最近５年の資金繰り】 

 

 

 

 

（４）経営上の問題点 

   ■現状：経営上の問題点として、約４０％が営業力・販売力の維持強化、約３０％が人材 

の確保・育成、約２５％が技術力の維持強化としている。 

    

【経営上の問題点】 
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（５）小規模事業者の課題 

■課題：事業承継を希望している事業者が円滑に承継できるよう、また、地域の活力維持の

観点からも創業を促進する必要がある。 

■課題：事業承継に対するより詳細な調査を行い、可能な限り事業承継を促すとともに、 

廃業予定の事業者には円滑な廃業を支援する必要がある。 

■課題：小売業、サービス業の廃業が進めば中心市街地の空洞化が懸念されるため、個別 

事業者への経営支援を強化するとともに、町を挙げてのブランド化、販路開拓な

どといった事業を積極的に展開する必要がある。 

■課題：商品・サービスの開発・磨き上げとともにそれらを売り込む販路開拓・拡大力と 

それらを実行する人材の確保・育成を総合的に支援する必要がある。 

 

上記のことから、商工会では今まで行ってきた業務では、会員に対して相応の満足度が 

   得られているが、今後は創業の創出とともに、既存店に対する商品力向上に伴う売上の増 

加、新たな販路開拓などによる小規模事業者の持続的発展に寄与する支援が必要となって 

いる。 

また、商店街で異業種との連携によるにぎわい創出により魅力ある中心商店街の形成へ 

の取り組みなどの地域経済活性化に寄与する支援も必要となってきます。 
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４ 商工会の現状と課題 

（１）総論 

   ■現状：八雲商工会は平成２０年４月に桧山管内熊石商工会と八雲商工会が合併し誕生し 

ました。現在は町内小規模事業者数７３８名を対象とし巡回訪問や窓口支援に 

より金融・経理、税務・労務・共済制度を中心とした経営改善普及事業を中小企 

業診断士や税理士などの専門家と連携したきめ細かい個者支援を行って参りまし 

た。 

        あわせて町の強みでもある産業構造のバランスの良さを生かした特産品開発事業 

       等を展開し、また雇用創出に向けた地元学卒者を対象とした「企業合同説明会」 

小規模事業者の人材育成事業とした「接客・接遇の研修会等」を実施して参りま 

した。 

   

 ■課題：限られた予算や人員で事業者ニーズに沿った金融・税務・労務等を中心に小規模 

       事業者に手厚い支援を行ってきましたが、事後処理的な支援が多く売上、利益 

       の増加や新顧客の獲得のために必要な支援が手薄となっており、小規模事業者 

       の持続的な発展のための経営状況の分析、事業計画の策定また、事業計画に必要 

       な地域動向調査、消費動向調査がなされておらず、組織としてこれらを積極的に 

       支援する体制の構築が必要である。 

   

 ■過年度に取り組んできた事業 

年度 実 施 事 業 年度 実 施 事 業 

７年 生涯学習振興事業 17 年 やくも商品券発行事業 

８年 
むらおこし関連事業 

  （地域資源開発事業） 
23 年 八雲町観光資源調査・ＰＲ事業 

13 年 八雲町商業基盤施設整備事業 27 年 八雲町本町商店街活性化事業 

   

【商工会に対する評価と支援ニーズ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      評価する                  評価しない 
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（２）需要を見据えた経営の支援 

   ■現状：これまで、個別事業者への経営支援については指導員の主観や経験に基づいて行 

われており､商工会として組織的な取り組みに至っていない部分が多々あった。 

       また、最近は町や関係機関との連携が進みつつあるものの、一層の連携強化の余 

地は多々残されている。 

   ■課題：個別事業者の業種・業態・規模・支援希望に応じた伴走型の経営支援を商工会と 

して組織的に進める必要がある。 

 

【事業者が考える経営上の問題点】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）新陳代謝の促進 

   ■現状：創業や事業承継による地域活力の維持、それに必要な人材の確保・育成について 

は、ニーズが把握されておらず、具体的な取組はほとんど実施されていなかった。

   ■課題：創業、特に女性による起業・創業への支援や積極的な事業承継のための支援、町 

を挙げての産業人材確保・育成に取り組む必要がある。 

 

【今後の事業の方向性】 
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（４）地域経済活性化に資する事業活動の推進 

   ■現状：これまでは町内イベント型の取り組みが主体であり、他の取り組みにおいても一 

過性に終始していた。 

【主な取り組み】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（八雲町の観光入込客数の推移：千人） 

 

 

 

 

 

（資料：渡島総合振興局-観光統計） 

 

 ■課題：上記観光入込客は、道立公園パノラマパーク及びパーク内情報交流館来場者がほとん 

どを占めているが、今後は来園者が中心市街地を回るなど、客観的なデータ等に基づ 

き地域全体に目を向けた取り組み手法に移行するとともに、数年前から実施し始めた 

町や他の産業団体と連携した観光・物産や中心市街地の活性化事業を積極的に推進す 

る必要がある。 

（５）地域ぐるみで総力を挙げた支援体制の整備 

   ■現状：これまでは個別案件ごとに関係する機関と情報共有等を行ってきたが、一過性で 

あり仕組みとして定着していなかった。しかし、ここ数年実施している町を挙げ 

ての経済活性化事業によって連携の芽が出始めている。 

   ■課題：これまで町が主導で作ってきた下記の連携体制を踏まえ、行政、産業・経済団体、

金融機関、大学等それぞれの機関が有する特性や立場を活かした連携の仕組みを 

商工会として構築する必要がある。又、専門的個者支援に対しては今まで行って 

きた専門家派遣事業の他、北海道商工会連合会やミラサポ、よろず支援拠点等の 

支援機関との連携による面的な支援体制の構築が必要である。 

年次/数 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

観光入込客数 458.3 518.1 552.3 553.2 573.1 

（内、日帰客） 438.8 499.8 532.5 531.0 548.7 

（内、宿泊客） 19.5 18.3 19.8 22.2 24.4 

●交流人口の拡大による新しいまちづくりプロジェクト〈事業継続中〉 

H24～ 地場食材を活用した食の魅力創造や観光メニューの開発、観光資源の 

活用促進、新たな観光資源の発掘とプロモーションの確立 

効果：研修会、実証実験、商談会、国内外へのプロモーション等が行われ 

た。効果は今後による。 

●八雲町ブランド化推進事業〈事業継続中〉 

  H25～ 地域産品の付加価値向上のための八雲町内資源のブランド化の推進 

効果：セミナーを通じた商品磨き上げとブランド化の意識が高まった。 

●北部渡島・檜山４町連携「食」と「観光」事業〈事業継続中〉 

  H27～ 近隣３町との広域連携による物産と観光の振興 

効果：「域内展示会」やガイドブックの作成。効果は今後による。 

●街の活力再生事業〈事業継続中〉 

  H27～ 中心市街地のにぎわい創出による経済活性化 

効果：グループワークによる問題点抽出、改善はＨ２８以降による。 
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【主な既存の連携組織等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 中長期的な振興のあり方 

新八雲町総合計画（～２０１７年）では､産業の振興において「雇用が確保される活力ある

産業集積のまちづくり」をテーマとして各種施策が組まれている。 

（商工会が連携する八雲町産業施策） 

 ・商店街等の地元企業への支援や起業などの新たな事業展開の促進 

 ・観光資源との連携による食観産業の形成 

 ・地域資源を活用した町の誇りとなる物産の開発促進 

地域の総合的経済団体であり小規模事業者支援機関である八雲商工会としては、町が掲げる

方向性と町内小規模事業者の状況や意向等を勘案し､さらに、これまで培った農林水産業など

他産業との連携が不可欠であるとの認識の下、事業承継の円滑化、ブランド化、販路開拓、観

光入込客数の増大、賑わい創出による商店街の活性化を推進することで「小規模事業者の経営

の持続的発展、廃業率の減少、起業の増加により地域経済の活性化を図ることで、“力強い八

雲町の商工業の創生”を実現する」ことを中長期的な振興のあり方として、次の通り目標を掲

げ、経営発達支援事業を推進します。 

 

 

 

 

●八雲町産業連携促進協議会 

・目的：各産業部門の連携を促進し、八雲町の経済発展に資する 

・構成：商工会、農協、漁協（３）、森林組合、観光物産協会、料飲

店組合、ホテル旅館組合、教育委員会、町、北海道（オブ

ザーバー） 

・部会：異業種交流部会、ブランド化推進部会、都市・農山漁村交

流推進部会、八雲町地域食材普及推進ネットワーク部会、

産業人材確保・育成部会（予定） 

 

●パノラマパーク利活用促進協議会 

・目的：パノラマパーク（北海道立公園であり道内２番目の入込数）

の機能向上と利活用促進に向けた連絡調整 

・構成：北海道、商工会、観光物産協会、関係企業、町 

 

                  ●交流中の大学 

 日本大学、北里大学（連携協定締結）、札幌大谷大学（連携協定 

締結）、上智大学 

 

●北部渡島・檜山４町連携「食」と「観光」事業 

・目的：北渡島檜山４町が連携し、エリア内の資源を活用し道南エ

リアの観光客に対し、新幹線開業後の誘客促進を図る 

・構成：八雲町、せたな町、今金町、長万部町 

八雲町 
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６ 経営発達支援事業の目標と実施方針 

 

（１）小規模事業者支援に関する目標と実施方針 

   （目標１） 

個別事業者の経営力の向上と持続的発展を進め、創業支援や事業承継等により小規模事業 

者の減少に歯止めをかけます。 

   （実施方針） 

①事業者による事業計画の策定 

    伴走型支援の基礎となる個別事業者の計画の策定を促進し、効果的な支援策を効率的に講

じ、経営基盤の維持と希望する成長分野へのチャレンジを後押しする。 

②小規模事業者へのデータの提供 

｢八雲版中小企業白書｣｢八雲町経済データブック｣を随時時点修正し経営指導､支援事業の

企画に活用するとともに、広く小規模事業者へ提供し、事業展開の参考としてもらう。 

③事業者のスキルアップを図る 

定期的な支援ニーズ調査と、スキルアップに資する研修の場を設ける。 

   ④町や町内の産業・経済団体と連携して行っている観光振興事業、物産振興事業によっ 

て誘客促進、商品開発、磨上げ、販路開拓・拡大を支援する。 

    また、町内、近隣地域の事業者どうしのマッチングのためのツールの作成や場作りを行 

い、新たな商品やサービスの開発などを促進する。 

 

（２）地域経済活性化に関する目標と実施方針 

   （目標２） 

   町や関係団体との連携によって地域全体の経済の底上げを図り、観光入込客数の増大と町 

外新規就業者数の拡大を図ります。 

   （実施方針） 

①地域資源を活用した観光の振興や物産の振興など、これまで町と連携して実施してきた 

「交流人口の拡大による新しいまちづくりプロジェクト」や「八雲町ブランド化推進事業」

による誘客促進を図ります。 

②「歴史を活かしたまち歩き」「農業体験」「漁業体験」等の観光プログラムやグリーンツー

リズムのプログラムの商品化と販売を行います。 

   ③就業人口の減少対策として､新たに実施する産業人材の確保･育成対策事業を実施する 

ことによって町外からの新たな産業の担い手を確保し、地域経済の基盤を維持します。 

 

（３）中心市街地活性化に対する目標と実施方針 

   （目標３） 

   多様化する消費者ニーズの動向調査を実施し、必要とされる商店街の形成とにぎわい創出 

を図ります。 

   （実施方針） 

①計画策定と平行して行った「“街の活力”再生研修会」や「計 

  画策定ワークショップ」の議論を踏まえ、中心市街地の賑わ  

い創出策として「まちあるきマップ」の作成や空き店舗を活 

用したコミュニティ事業を行います。 
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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】 

 

■現状課題 

     これまでは町や関係機関との事業検討などでの使用に留まり、事業者へ情報提供するに

は至ってなかった。 

 

   ■取組方針 

     本計画策定にあたって実施した会員状況・意向調査をまとめた「八雲版中小（小規模）

企業白書」、「八雲町経済データブック」を随時時点修正し経営指導、支援事業の企画に活

用するとともに、広く小規模事業者へ提供し、事業展開の参考としてもらう。 

 

   ■事業内容 

①八雲版中小（小規模）企業白書の更新 

目 的 

町内の小規模事業者の状況を下記調査項目により把握し支援ニーズの傾向を分

析するとともに、個別事業者の状況を具体的に把握することで支援方策等の判

断に資する。 

内 容 

・調査項目：経営者・経営形態・事業所等の状況、従業員、後継者・事業承継

の状況、事業内容・売上・取引先の状況、景況感・資金繰り・労働力の状況、

経営上の問題や支援の意向など 

・調査対象者：現在実施している会員から地域内小規模事業者へ拡大する 

・調 査 方 法：Ｈ２７に作成した同白書を毎年第３四半期に５年一巡で全業種

を書面及び巡回訪問等で調査し更新する 

・分 析 方 法：既存「八雲版中小（小規模）企業白書」作成時のクロス集計 

手法により分析する 

効 果 

本調査により、町内の小規模事業者の傾向と個別事業者の状況や意向をリアル

タイムに把握することが可能となり、商工会事業の企画、個者支援における基

礎資料として活用できる。 

 

②八雲町経済データブックの更新 

目 的 
国内外の経済や市場の動向や町内の産業・経済動向を合わせて提供することに

よって、需要動向や市場ニーズなどの判断材料として経営支援に資する。 

内 容 

・コンテンツ：人口、産業別就業人口、各産業の生産規模・状況、観光客入込

数、観光消費額など（いずれも時系列、各内外比等を整理） 

・収 集 方 法：上記中小企業白書作成と同時に収集した八雲町経済データに基

づき公表統計データ等を活用して随時更新する 

・提 供 方 法：収集した情報を理解しやすい形に咀嚼しホームページ等により

提供する 

効 果 地域内外の経済動向を把握することにより、支援事業の企画・立案並びに事業
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者への提供を通じて新たなビジネスチャンスや新市場へのアプローチへ資す

る。 

 

③業種別景況調査の実施 

目 的 町内事業者の景況を把握するため 

内 容 

各業種別（建設業者３社、製造業３社、小売業３社、宿泊業３社、飲食業３社

各種サービス業３社、自動車関連業３社）にヒアリングシートで（売上状況、

原材料コスト、業界動向等）巡回訪問時に聞き取り調査を行う。 

効 果 本調査により地域内の景況を把握することで個者支援に繋げることができる。

 

④町や金融機関との定期的な意見・情報交換会の開催 

目 的 
事業者支援及び地域経済活性化の観点で目的を同一にする町内の金融機関と相

互連携・補完することによって施策効果の向上と効率化を目指す。 

内 容 

「（仮称）八雲町経済動向情報交換会」の定期開催 

・時 期：年２回（上期、下期） 

・構成員：北洋銀行、渡島信用金庫、江差信用金庫、町、商工会 

・内 容：経済・景気動向、各構成機関における取組、制度融資等共通事業

や連携事業に関する検討 

効 果 
これまで、散漫的に実施してきた会合を見直し、システム化することによって

相互の施策効果の向上と効率化が期待できる。 

 

⑤町内の産業経済団体との定期的な意見・情報交換会の開催 

目 的 

町及び町内の産業・経済団体に商工業振興への理解促進を図るとともに、共通

した課題に対し相互連携・補完の連携をすることによって施策効果の向上と効

率化を目指す。 

内 容 

「八雲町産業連携促進協議会」への積極的な参画 

・構成員：町、農協、漁協、森林組合、観光物産協会、料飲店組合、ホテル

旅館組合、商工会など 

・事 業：交流人口の拡大による新しいまちづくりプロジェクト、八雲町ブ

ランド化促進事業、グリーンツーリズム事業、域学連携事業、産

業人材確保・育成事業、再生可能エネルギー導入促進検討など 

効 果 

町内の産業・経済界を網羅した組織体に参画して事業を共有し、「八雲商工会経

営発達支援事業」における各事業と連携して行うことによって支援効果を共有

することができる。 

 

■目 標 

支援内容 現 状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

八雲版中小（小規模）企

業白書の更新 
作成 

更新 

年１回 

更新 

年１回 

更新 

年１回 

更新 

年１回 

更新 

年１回 

八雲町経済データブッ

クの更新 
作成 

更新 

年１回 

更新 

年１回 

更新 

年１回 

更新 

年１回 

更新 

年１回 

業種別景況調査 ０回 年２回 年２回 年２回 年２回 年２回 

経済動向情報交換会 ０回 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

産業連携促進協議会 ３回 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 
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２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

■現状課題 

     これまでは、各経営指導員の主観や経験が中心に、ネット de 記帳（現在利用者５９件）

から出力される財務分析結果の提供に留まり組織として平準化（整理・体系化）するに至

ってなかった。 

    さらに、小規模事業者の売上及び利益増加するような事業計画の策定のための分析になっ

ていなかった。 

■取組方針 

     小規模事業者の持続的発展に向け、継続的に行う八雲版中小企業白書更新時の事業者ア

ンケート調査を活用した経営環境分析、経営指導員の巡回訪問を通じて収集した事業者情

報をカルテ化し、経営状況、相談内容、支援希望と施した対応策を整理体系化する。具体

的な分析内容はネット de 記帳及び、他の会計ソフトを活用した財務分析は勿論だが、地

域の経済動向や需要動向を踏まえたＳＷＯＴ分析による、機会・脅威・強み・弱みを明確

とし小規模事業者の事業計画の策定に活用できるような仕組みとする。 

   ■重点支援先 

     食品製造業者、製造小売業 

■事業内容 

    小規模事業者の経営分析 

 

目  的 

 

巡回訪問や日常な相談業務により、分析の対象となる小規模事業者を

選定し、収益性・安全性・生産性・成長性の視点また事業計画書策定

に重点を置いた経営分析を行う。 

内  容 

・巡回訪問を強化し分析対象となる小規模事業者の発掘 

・経営分析結果を「小企業の経営指標（日本政策金融公庫）」との比較

・現状把握するためのＳＷＯＴ分析など 

・業種業態に合わせた分析手法（マーケティングの４Ｐや４Ｃ）など

・地域内の経済動向や需要動向を勘案した分析手法を用いる 

 

効  果 

 

各事業者の経営状況を数値化することで課題、問題が明確化され地域

経済動向と合わせ各小規模事業者に合わせた分析とし、マーケティン

グ力の向上、事業計画策定に活用できる。 

■小規模事業者の分析手法 

①ネット de 記帳等による経営分析の強化 

目 的 

小規模事業者支援の目標に掲げる個別事業者の業種・業態・規模・状況・希望

に応じた伴走型支援の実現に必要不可欠な事業者の状況把握に必要な基本事項

を強化し、支援の基礎を固める。 

内 容 

・経営分析対象事業所の巡回訪問の強化 

・半期ごと巡回相談を実施し相談内容及び顛末をカルテに記入 

・経営分析での経営課題の抽出 

 現状：未実施 

今後：年３０件の実施 

効 果 

個別事業者の状況を的確に把握することで、次の段階である支援策が適時・適

切に実施できるとともに、マクロ的な観点による分析を行うことによって業種

や規模等による傾向を把握することが可能となる。 

 

 



- 15 - 
 

 

②専門家派遣による分析 

目 的 
経営指導員の巡回訪問等では対応できない高度かつ専門的な分野に関する課題

に対し、専門的助言による深掘りした状況分析が可能となる。 

内 容 

・対象者：事業関連法令、知的財産、Ｍ＆Ａ、技術開発など高度かつ専門的な

経営課題を抱える事業者 

・手 法：ミラサポ、中小企業基盤整備機構、道総合支援センターなど支援機

関の専門家派遣制度を活用して専門家の紹介、橋渡しを行うととも

に、派遣時には同行し支援内容を把握する。 

効 果 
高度かつ専門的な分野に関する課題解決によってビジネスチャンスの拡大や大

きな経営課題の解決など事業の持続的発展に資する。 

 

■目 標 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

経営分析件数 未実施 ３０件 ３０件 ３０件 ３０件 ３０件 

分析支援数に

対する巡回相

談の強化 

未実施 ６０ ６０ ６０ ６０ ６０ 

ネットｄｅ記

帳等による経

営状況分析 

５９ ６１ ６３ ６５ ６７ ６９ 

※専門家派遣は必要に応じて対応する。 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

■現状課題 

これまでは、事業者の属人的な経験等で事業を進めており、それを可視化までしている

事業者は少ない傾向にあるが、社会・経済情勢などマクロ的な観点や数値データなど客観

的な観点を取り入れて事業計画策定することの意義を普及・啓発し、事業計画策定を促進

していく必要がある。 

 

   ■取組方針 

   ・定期的なアンケート調査や支援ニーズ調査並びに通常行っている巡回訪問等によって対

象者の抽出を行い、テーマや規模を勘案してセミナー・相談会等の手法を講じる。 

    ・特に、事業承継希望者に対しては、事業承継セミナー・個別相談会を開催し、経営分 

析結果、需要動向等の調査結果を踏まえて指導し小規模事業者の事業策定支援を行う 

・新規創業者・第二創業者に対しては、製造、小売り等目指す業種に応じた研修の場を提

供するとともに初期段階から計画策定支援を行う。 

 

■事業内容 

①巡回相談、セミナー・相談会等による計画策定に係る普及・啓発 

目 的 
事業計画策定の意義や必要性を普及・啓発するとともに、対象者を適切に把握

するため。 

内 容 

・巡回訪問時及び事業者カルテから掘り起こしを行う。 

・事業計画策定等に関するセミナー、個別相談会の開催により掘り起こしを行

う。 
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・商品開発や販路拡大など個別テーマによるセミナー時などに掘り起こしを行

う。 

効 果 
事業計画策定の重要性と手法を広めることにより、実効性のある事業計画策定

を目指す事業者の増加を見込む。 

 

   ②専門家派遣による策定支援 

目 的 
事業計画策定の期待度が薄い事業者に対し、専門的な知識を有する人材を投入

することによって策定認識の向上を目指す。 

内 容 

・巡回相談や計画策定に関する普及・啓発事業と連動して事業者ニーズを把握

し、計画策定と支援手法としての専門家派遣について勧奨する 

・専門家派遣機関との調整を図るとともに、派遣時に同行し状況を共有する 

効 果 専門的な知見によって様々な事業者ニーズに応じた手厚い支援が期待できる。

 

   ③起業・創業ニーズの把握、支援策に関する情報提供 

目 的 

新たな地域ビジネスの確立、空き店舗等遊休インフラの有効活用、既存事業者

の多角化、域内外のビジネスマッチングといった動きを活発化させ地域経済の

活性化、事業所や就業人口の維持を図るための入り口となるニーズの把握（掘

り起こし）と情報提供の強化を図る。 

内 容 

・巡回相談や八雲版中小企業白書更新時のアンケート調査による既存事業者の

ニーズ把握と分析 

・起業・創業に関する研修会など、普及・啓発の場の設定 

・町や産業・経済団体等と連携して行う地域経済活性化事業と連動したニーズ

把握、普及・啓発、情報提供の実施 

・国、北海道、関係団体から提供される支援情報や、空き店舗やコラボに関す

る情報の一元化と提供 

・女性による創業など独自テーマを設定した支援検討 

効 果 

創業支援策に関する情報を多数保有する商工会が窓口となることで新規創業支

援の芽が育つ可能性が高まるとともに、各種情報を積極的に発信することによ

り、域内外の新たなビジネスモデルの構築や事業者間のコラボレーションの促

進が期待される。 

 

④事業承継機会の確保とスムーズな移行の促進 

目 的 

円滑な事業承継を促進することにより、事業所や就業人口の維持、空き店舗の

増加を抑制するため。また、後継者のいない廃業予定者の情報を収集すること

により事業間継承の有効な手段を確保する。 

内 容 

円滑な事業承継を促進するための講座 

・テーマ：事業承継の必要性と具体的な流れ 

・時 期：年２回 

・対象者：事業承継を希望する事業者 

効 果 
円滑な事業承継により、地域経済、雇用の維持に資する。また、地域内での不

足業種の発生を未然に防ぐことで域内消費の維持、拡大に資する。 

 

■目 標 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

事業計画策定数 未実施 ３０件 ３０件 ３０件 ３０件 ３０件 
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普及・啓発セミナー 未実施 １回 １回 １回 １回 １回 

創業・起業個別相談 未実施 ２人 ２人 ２人 ２人 ２人 

事業承継講座 ０回 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

※専門家派遣は必要に応じて対応する。 

 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 

■現状課題 

    事業計画による取り組み状況については､巡回訪問時や窓口相談時に随時行ってきたが、

指導内容等は各指導員の手法に委ねられており、共有化、平準化には至っていなかった。 

■取組方針 

     事業計画策定者には定期的に進捗状況を確認するとともに、企業カルテにおいて整理す

る。計画の進捗状況の管理手法について、個別指導するとともに、随時、策定事業者を対

象とした勉強の場を設ける。 

 

   ■事業内容 

①定期的な巡回相談によるフォローアップ 

目 的 計画に基づく取り組みの効果と持続性を担保するため。 

内 容 

・事業計画策定者への巡回訪問等を活用した四半期に一度の定期的な進捗状況

の確認とカルテの作成 

・支援事業実施に際して効果測定を行い、カルテの作成 

・策定事業者を対象とした進捗管理の手法に関するセミナー等の開催（随時）

効 果 
定期的なフォローアップによりＰＤＣＡサイクルが担保される。 

企業カルテを併用することで、効果の可視化が期待できる。 

 

   ②計画通りの進捗が見られない策定者へのフォローアップ研修会等の開催 

目 的 
計画通りに進まない策定者の不安を解消し、事業計画の検証に基づく取り組み

と持続性を担保するため。 

内 容 

事業計画策定者フォローアップ研修会 

 ・時 期：年２回 

 ・テーマ：支援計画の検証と事業執行手法 など 

 ・その他：専門家による個別相談会等を同時に実施 

効 果 
ＰＤＣＡサイクル、経営管理、計画上の事業の執行管理の意識醸成とノウハウ

付与によって持続性が期待できる。 

 

   ③起業・創業、事業承継の取り組みに応じた専門家派遣によるフォローアップ 

目 的 事業計画をより精度の高い内容にステップアップするため。 

内 容 

北海道商工会連合会のエキスパートバンクや消費税転化対策専門家派遣事業、

北海道よろず支援拠点専門家派遣、ミラサポ専門家派遣事業等により、専門家

を現地派遣し、事業者・商工会・専門家の三位一体での伴走型支援を行う。 

効 果 

事業計画の内容と現実とのギャップに不安を抱く事業承継者等の事業計画のブ

ラッシュアップが行われ、実態に即した有効な計画となり、且つ実行性の高い

計画となる。 
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   ④計画された取り組みに応じた支援策に関する情報提供の強化 

目 的 事業遂行に伴う事業者の不安を解消し、積極的な計画実施に資するため。 

内 容 

事業計画策定者へ小規模事業者支援法による国の施策や日本政策金融公庫の

「小規模事業者経営発達支援資金」、「小規模企業持続化補助金」、他に関係機関

が行う支援策等の情報を提供する。 

効 果 あらゆるツールを活用することにより、事業者の安定化に寄与する。 

 

■目 標 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

巡回相談によるフ

ォロー事業者数 
０件 ３０件 ３０件 ３０件 ３０件 ３０件 

フォローアップ研

修会 
０回 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

支援策情報の提供 ０回 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

※専門家派遣は必要に応じて対応する。 

 

 

５．需要動向調査に関すること【指標③】 

 

■現状課題 

     地域内には売場面積１５００平米超の大型スーパー（３店舗）、家電量販店、ホームセ

ンター、ドラッグストアーが出店しており、近隣町からの流入も多いが大半は大型店へ流

出している。また衣料品、時計メガネ等の専門品については函館市への流出が多い状況で

ある。 

    一方、小規模事業者は経営状況を把握していても地域全体の課題の整理が不十分であり、

消費者の需要動向を正確に把握していないことが多い。また、マーケティングリサーチに

対する意識が弱くさらに、機動性に乏しい小規模事業者に対しては顧客ニーズに迅速に対

応して事業展開するためには需要動向調査が極めて重要である。 

    

■取組方針 

    日用品については付加価値がつけにくいことから、八雲町においては将来新幹線駅が設 

    置される予定であり、今後需要拡大のチャンスと捉え八雲町の強みでもある産業構造の 

バランスの良さを発揮した農・漁業の素材に付加価値を向上させる取組が重要と考える、

このために独自性・独創性を発揮しブランド力の強化、顧客満足度の向上を行い価格や 

品質の見える化を推進する。このための各種動向調査を実施し好みなどのトレンド情報 

を収集・分析する。分析、調査結果を商工会並びに行政等と共有化しデータの蓄積を図 

る。小規模事業者（食品製造業、製造小売業等）に対しいち早くフィードバックし、消 

費者ニーズに沿った商品開発、新規顧客の開拓、新サービス等に活用できるように調査 

結果を提供し販路拡大、売上、利益の増加に繋げる。 

 

   ■事業内容 

①新商品等のアンケート調査及びテストマーケティングの実施 

目  的 
町内事業者にて開発された特産品について消費者１００人の意見やニーズ等を

聴取し、商品の磨き上げ、及び更なる新商品開発につなげる。 

支援対象 食品製造業者、製造小売業 



- 19 - 
 

調査対象物 上記製造業者が開発した商品を年間１０アイテム 

内  容 

・調査項目：商品全体の満足度、購買動機、パッケージ、数量、大きさ、改良

      点など 

・調査方法：道内トップ、年間６７万人の集客人数を誇る道立公園内に隣接す

る情報交流物産館「丘の駅」での四半期（３ヶ月）ごとのテスト

販売の実施 

・活用方法：「丘の駅」によるテスト販売の実施結果から消費者ニーズを把握し、

行政等と分析を行い、それらの情報を巡回訪問時にフィードバッ

グする。 

・フィードバックの内容：・お客様の反応・商品改良におけるアドバイス 

            ・販路開拓支援方法・栄養素、添加物等の使用状況

効  果 

生きた消費者の声を反映させ、改良方法などをきめ細かく支援することができ

場合によっては専門家と連携し、意見をクロスさせ、商品のレベルアップを図

ることができる。さらに毎月１回開催される八雲町商工観光労政課、丘の駅、

商工会の実務担当者で構成される「丘の駅運営協議会事務担当者会議」に出席

することで各情報の共有することも可能。 

 

   ②最寄品、買回品に対する需要動向調査 

目  的 ホームセンターや大型店への流出している状況を食い止めるため、陳列方法、

ＰＯＰ商品構成、接客・サービス、客層などを調査し小規模事業者の改善する

ための気づきを与える。 

支援対象 最寄品、買回品を取り扱う事業者 

調査対象物 最寄品、買回品 

内  容 ・調査項目： 陳列方法、商品構成、ＰＯＰ、接客サービス、客層など 

・調査方法： 函館市等都市部で上記の項目を委託による覆面調査にて、写真等

でビジュアル化する。 

・活用方法： 商品別に商品構成、陳列、ＰＯＰなどは写真にコメントを付し 

      接客・サービスなどについては文章等でまとめ事業者へフィード

バックする。 

効  果 都市部大型店の商品構成、陳列方法等のノウハウが今後の支援材料となり 

商品力を向上させることで「売れる」商品とし且つ、ＳＷＯＴ分析を用いた現

状把握とクロスすることで今後の売上、利益アップが図られる。 

 

③消費者動向調査（マクロ調査）の実施 

目  的 

顧客満足度の向上させるため、リーサス（地域分析システム）をはじめとした

加工食品、特産品の売れ筋商品、サービスを正確に把握し行政等と共有すると

ともに事業者にフィードバックする。 

支援対象者 食品製造業者、製造小売業者、サービス業者（飲食・宿泊） 

内  容 

・調査項目：・日経 POSEYES データ（売れ筋商品、季節指数、地域特性等） 

      ・リーサス（地域分析システム）（地域のカネの流れ、交流人口の

把握、観光スポットの状況、インバウンド状況等） 

      ・行政、金融機関などが公表する統計情報（人口、消費者所得 

       消費者の流行など） 

・調査方法：上記各種データを収集、分析し各小規模事業者に合うデータを 

四半期毎に定期的に提供する 
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・活用方法：伴走型支援、巡回訪問、窓口相談にて情報提供する。 

効  果 
これらで得られたデータ、情報を提供することで各種小規模事業者のサービス、

売上の向上のための提案型支援が図られる。 

 

④消費者動向調査（ミクロ調査）の実施 

目  的 

① 食品製造業、製造小売業：開発された特産品また、既存商品の改良を行う
ための買い手ニーズ等を聴取し、売れる商品とするためのＰＤＣＡサイク

ルを回して更なる新商品の開発に繋げる 

② サービス業（飲食、宿泊）には新たな質の良いサービスを提供、販売、開
発するための調査を行う。 

支援対象者 ①食品製造業者、製造小売業 ②サービス業者（宿泊・飲食） 

内  容 

・調査項目：①食品製造業、製造小売業においては道央圏、道南圏の車で移動

する消費者に対しどのような商品、特産品を求めているのかを、

調査する。（販売動機、パッケージ、数量、大きさ、改良点等） 

②サービス業（飲食、宿泊）においては北海道新幹線が開業し 

      たことにより、関東、東北地方の旅行者に対しニーズにあった 

      サービスを提供するために調査する。（旅行目的、食分野でのサー

ビス、性別、目的地、宿泊数、八雲町の認知度等） 

・調査方法：①食品製造業、製造小売業においては専門業者へ依頼し道央自動

車道のサービスエリアまた、道央圏の道の駅等でのアンケート 

調査を実施する。 

②サービス業（飲食、宿泊）においては専門業者へ依頼し関東 

東北の催事、新函館北斗駅にてニーズに合ったサービスを提供す

るための調査を実施する。 

・活用方法：八雲町、観光物産協会、ホテル旅館組合、飲食店組合等とデータ

を共有し、各業者に分析した結果をフィードバックする。 

効  果 

これらで得られたデータをマクロ調査結果とクロスし情報を小規模事業者に提

供すると共に行政等と共有することで施策投入可能となり、新たな特産品の発

掘及び「売れる商品、サービス」を開発することで関連事業者の売上、利益の

向上につながりさらに地域経済の活性化への相乗効果も期待できる。 

 

■目 標 

支援内容 現 状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

新商品のテスト販売 未実施 
年１０ 

アイテム

年１０ 

アイテム

年１０ 

アイテム

年１０ 

アイテム 

年１０ 

アイテム

最寄品・買回り品 未実施 
年３０

事業所

年３０

事業所

年３０

事業所

年３０

事業所 

年３０

事業所 

消費者動向調査（マクロ） 未実施 
年６０ 

事業所 

年６０ 

事業所 

年６０ 

事業所 

年６０ 

事業所 

年６０ 

事業所 

消費者動向調査（ミクロ） 

食品製造業、製造小売業 
未実施 

年２０

事業所 

年２０

事業所 

年２０

事業所 

年２０ 

事業所 

年２０ 

事業所 

消費者動向調査（ミクロ） 

サービス業（飲食・宿泊） 
未実施 

年４０

事業所 

年４０

事業所 

年４０

事業所 

年４０ 

事業所 

年４０ 

事業所 
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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】 

 

■現状課題 

     町や町内産業経済団体と連携した観光振興事業や物産振興事業を実施するまでは、独自

の支援策は有しておらず、国、北海道や関係団体からの事業等の案内を提供するのみであ

り、計画的な支援は行っていなかった。 

 

■取組方針 

     ブランド化及び観光まちづくりを促進することで、地域外及び観光客に受け入れられ 

る商品力をもつことで新たな需要を開発し地域外への商圏拡大を図る。具体的には展示 

商談会への積極的参加、アンテナショップへの出品を行い、ＥＣサイト登録と地域内Ｂ 

toＢを成立させることで新たな需要を開拓する。 

 

   ■事業内容 

①展示会や商談会の出展 

目 的 新たな需要開拓により事業の骨太な発展を図る。 

支援対象 食品製造業者 

内 容 

・商品ＰＲの場として札幌市で開催される北海道食の祭典「オータムフェスト」

への参加支援 

・函館市で開催される「はこだてグルメサーカス」への参加支援 

・販路開拓として、北海道商工会連合会主催の「北の味覚、再発見」へ出展し

バイヤーへの提案を行う。 

・上記の出展に対しての内容や効果の説明、事務手続き支援、アンケート集計

支援、改良点の検討等の実施。 

 

効 果 
新製品開発事業者や新たな事業に望む経営者の不安や精神的な悩みが解消さ

れ、スムーズな事業経営が図られる。 

 

②ネット販売ＩＴの活用 

目 的 新たな需要開拓により事業の骨太な発展を図る。 

支援対象 食料品製造業者 

 

・商工会インフォメーションツール（ＳＨＩＦＴ）への企業登録 

・「なまらいいっしょ北海道フェア」への特産品等の情報発信 

・商工会員企業紹介誌の発行による域内でのＢtoＢ、ＢtoＣの推進 

・上記の登録者に対しての立ち上げ時の内容、効果の説明、事務手続き支援 

改良点の検討。 

効 果 
新製品開発事業者が幅広い年齢層に情報発信ができることで経費節減が図られ

地域外の販路開拓が図られる。 

 

■目 標 

項目 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

展示商談会出展支援 ０件 ４件 ４件 ４件 ４件 ４件 

商談成約件数 ０件 ２件 ２件 ２件 ２件 ２件 
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成約事業所売上増加率

（対前年比/％） 
０ １０２ １０２ １０２ １０２ １０２ 

アンテナショップ支援

件数 
０件 ２件 ２件 ３件 ３件 ３件 

出品事業所売上増加率

（対前年比/％） 
０ １０１ １０１ １０１ １０１ １０１ 

ＥＣサイト登録件数 ０件 ３件 ３件 ３件 ３件 ３件 

登録事業所売上増加率

（対前年比/％） 
０ １０１ １０１ １０１ １０１ １０１ 

地域内ＢtoＢ、Ｃ成立

目標 
０件 ５件 ５件 ５件 ５件 ５件 

成約事業所売上増加率

（対前年比/％） 
０ １０２ １０２ １０２ １０２ １０２ 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

（１） 観光振興事業による地域経済の活性化 

 

■現状課題 

     八雲町では、平成２４年度から本格的な観光振興事業として、「交流人口の拡大による

新しいまちづくりプロジェクト」が町と産業・経済団体との連携の基に実施されてきたが、

平成２８年３月の北海道新幹線の開業を踏まえ一層加速させ、地域経済に反映させる必要

がある。 

 

■取組方針 

     これまで培った拠点（アンテナショップ丘の駅、観光物産協会の法人化、第三種旅行業

登録など）を活用し、より経済波及効果のある観光商品を造成するとともに、飲食・宿泊

事業者の磨き上げを行い受け入れ態勢を強化する。また、町、商工会、農協、漁協、観光

協会等で組織する「八雲町産業連携促進協議会（年３回幹事会）」、町、観光協会、商工会

で組織する「八雲町情報交流物産館丘の駅運営協議会（毎月開催）」で情報及び意識を共

有する。 

 

■事業内容 

①観光コンテンツの発掘と磨き上げ 

目 的 
これまで町、産業・経済団体とともに実施してきた観光振興事業を強化し、町

外からの消費力を導入することによって、関係事業者の売上げの増加を図る。

内 容 

バラエティーの富んだ産業、豊かな食材、歴史と文化、道立公園やアンテナシ

ョップなどのコンテンツを観光商品として磨き上げ、町内のＤＭＯを通じて販

売するため下記のワークショップを開催する。 

・観光コンテンツの発掘：八雲町産業連携促進協議会異業種交流部会 

・コンテンツの磨き上げ：八雲観光物産協会（事務局：商工会） 
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・商品化と販売：八雲観光物産協会（事務局：商工会） 

・宿泊施設磨き上げ等受入態勢の確立：八雲観光物産協会（事務局：商工会）

効 果 
誘客促進によって消費機会が拡大することにより、関連事業者の売上増が図ら

れる。 

 

②観光まちづくり事業、ブランド化促進事業による市場動向の把握 

目  的 

観光と物産は地域経済活性化において重要な分野であり、取り組み内容も常に

市場ニーズを意識したものとなっているため、当該事業で得られる情報を効果

的な事業者支援に応用する。 

内  容 

・毎年設定される人材育成目的とした研修会等における外部講師からの情報収

 集 

・先進事例研究や市場調査などにおける情報収集 

・テーマを設定して行われる議論や実証実験における情報収集 

・上記を整理・体系化して様々な場面で事業者へ提供する 

効  果 
分野を絞っての取り組みであるため、より深い市場動向に関する情報を得るこ

とが可能となる。 

 

■目 標  

項目 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

観光ワークショップ ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 

人材育成研修会 ２回 ３回 ３回 ３回 ３回 ３回 

市場動向情報の提供 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

 

 

（２） 地域物産振興事業による地域経済の活性化 

 

   ■現状課題 

農業や水産業を基幹産業として発展してきた八雲町では、社会経済が成熟する中、人口

の減少や消費経済の低迷などの影響を受けながらも、再度活力のある地域経済の再生を図

ることが重要である。特に、農林水産業が幅広く発展した当町においては、これらの加工、

流通における差別化による高付加価値化の対応が急務である。 

 

■取組方針 

町内の関係者の意識や知見の向上を図るとともに、国や北海道などの支援策対応前段階

での取り組みの支援や既存支援策ではフォローが難しい施策の隙間を埋めることによっ

て、八雲町内の資源のブランド化を促進する。 

 

■事業内容 

①ブランド化促進事業の共同実施 

目 的 

町、産業・経済団体とともに実施している物産振興事業を強化し、売れる商品

づくりや販路開拓・拡大、さらには、他産業分野との連携などによって、地域

ならではの資源を活かし差別化された商品を開発し、売上増加に資する。 

内 容 

・人材育成：毎年テーマを設定した勉強の場を設定 

テーマ～「食品衛生等コンプライアンス」、「商品開発におけるポ 

ジショニング」など 
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・事例研究：ワーキンググループによる議論と実証実験 

テーマ～既存商品磨き上げ、参加者のコラボによる新商品開発、

生産者による商品ＰＲやテストマーケティング（首都

圏にあるご当地酒場との連携、町アンテナショップの活

用）など 

効 果 

質の高い商品、地域資源を活用した商品、生産者自らのＰＲなどによって事業

者の売上向上が図られるとともに、異業種交流などによる起業・創業効果が期

待できる。 

 

②北部渡島檜山４町地域連携推進協議会「食」と「観光」推進部会 

目 的 

北渡島檜山４町（八雲町、長万部町、今金町、せたな町）が連携し、エリア内

の資源を活用した「食」と「観光」を切り口とした取り組みによって道南エリ

アの観光客に対し、新幹線開業ＰＲ活動を実施する。 

内 容 

・域内展示会とビジネス交流会の実施 

・テストマーケティングの実施 

・クーポン付きガイドブックの作成 

・４町グルメキャラバン 

効 果 
近隣４町の連携によりマンパワーや経費の効率化が可能となり、スピード感の

ある事業執行により「食」と「観光」関係業種の活性化が図られる。 

 

■目 標  

項目 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

人材育成研修会 ２回 ３回 ３回 ３回 ３回 ３回 

物産ワークショ

ップ 
４回 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 

域内展示会 未実施 ２件 ２件 ２件 ２件 ２件 

テスト販売 未実施 １商品 １商品 １商品 １商品 １商品 

 

 

 

（３） 中心市街地の再活性化による地域経済の活性化 

 

   ■現状課題 

     当町の年間商品販売額は平成２４年には約２２０億円であるが、５年前に比較し１００

億円以上減少しており、空き店舗の増加とともに、駅前を中心とする市街地の賑わいが失

われており、商業以外の関係者からも中心市街地の賑わい創出の必要性が訴えられてい

る。 

   

 ■取組方針 

     これまで行われてきたイベントや観光事業を絡めた対策などに加え、関係者（商工会、

商店街組合、料飲店組合、町など）が一丸となった総合対策を打ち出し、適切な役割分担

と計画的な実行によって、まずは中心市街地に賑わいを取り戻すことを目標とする。 
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   ■事業内容 

中心市街地活性化事業の共同実施 

目 的 

中心市街地活性化の関係者間における認識や知見の共有を図り、施策の方向性

や投入手法をまとめることによって無駄なく、効果的な対策を講じるとともに、

空き店舗を活用することによって対応策の具体化と住民に対する可視化を図

る。 

内 容 

○ワークショップによる方策検討 

・先進事例の研究や研修 

・有識者を交えた議論と方向性や達成手法の抽出 

・手法を実現するための役割分担などの検討 

○空き店舗を活用した実証実験 

・時期：平成２９年度 実証実験 

・内容：駅前商店街付近の空き店舗を活用した「コミュニティスペース」の  

    開設  

機能～高齢者のコミュニティ促進、異世代交流、飲食提供などを想定 

効 果 

関係者の認識と実施内容の共有が図られることによって実行力が担保されると

ともに、議論を具体化して効果検証を行うことによって、中心市街地活性化や

小売・サービス業の売り上げ向上、新たなコミュニティビジネスを喚起するな

どの相乗効果が期待できる。 

 

■目 標  

項目 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

にぎわい創出ワ

ークショップ 
２回 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

空き店舗実証実

験 
なし 半年間 通年 通年 通年 通年 

 

（４） 産業人材の確保と育成システムの構築による地域経済の活性化 

■現状課題 

    平成２２年の八雲町の就業者のうち６０歳以上の割合は全産業平均で約２５％（商工業

は約２０％）であり、今後の少子高齢化・人口減少と相まって就業者の高齢化、後継者不

足による労働力の不足、生産力の低下などが大きな懸念材料である。 

 

■取組方針 

就業人口の高齢化・減少の対応策として、八雲町の強みであるバランスの良い産業構造

を活かし、産業界全体において課題の共有と施策の相互補完し、町全体で産業人材の確保

と育成を行う新たな仕組みを構築する。 

この仕組みは自立を目標とし、そこに行政、産業・経済団体、関連企業等が連携して持

続可能な運営を目指す。 

 

■事業内容 

目 的 

産業分野全体を包括した人材確保・育成の仕組みを構築することによって町内

外の産業の担い手を効果的に確保するとともに、労働力不足業種へ働き手を供

給する。 

内 容 求める機能と自立化に必要な仕組みの実証実験及び実証実験に基づいた本格稼
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働の準備と自立化 

○初期段階における人員等の確保（地域おこし協力隊） 

○拠点の確保（空き店舗活用） 

○産業界をあげての検証 

・人手不足業種における作業受託＝産業への関心、就業意欲の醸成 

・コミュニティカフェ、地域物産販売などの事業展開＝収入源の確保 

・就業人口増、人手不足対策、収入源確保など機能と自立化に関する分析 

効 果 

人材の確保・育成に対する産業界における課題と対応策に関する共通認識の醸

成と具体策の有効性が検証されるとともに、新たな起業・創業チャンスが期待

できる。 

 

■目 標  

項目 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

仕組みの構築 基本構想 詳細決定 

人員確保 

拠点確保 

実証実験 

（通年） 

実証実験 

（通年） 

実証実験 

（通年） 

実証実験 

（通年） 

 

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 

■現状課題 

     これまでも町をはじめ、町内の関係機関との情報交換や事業連携は実施してきている

が、商工会が主体的に実施しているものは少なく、町のリードで行われてきた。また、意

見・情報交換の場も一定ではなかったため、時期的なムラが多かった。 

■取組方針 

町とともに、商工会も主導側に位置することによって、定期的な意見・情報交換の場を

設けることによって新鮮な情報を相互に共有するとともに、持続的な施策連携のシステム

化を実現する。 

【人材確保・育成事業の概念】 
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   ■事業内容 

①町及び商工会連合会との施策情報交換会の開催 

目 的 

中小（小規模事業者）企業支援の政策パートナーである町との定期的な会合を

システム化することによって連携を一層強化し、施策効果の向上と効率化を目

指す。 

内 容 

「（仮称）商工業施策意見交換会」の定期開催 

・時 期：年４回（各四半期） 

・構成員：町（商工観光労政課）、北海道商工会連合会、商工会事務局 

・内 容：経営発達支援事業の進捗状況の共有、双方の施策の共有と施策検

討、経営支援ノウハウの情報交換など 

効 果 

複数の施策や情報を有する町との関係を、不定期に行っていた会合を定期的に

且つ密にすることによって、常に新しい情報での経営発達支援事業の推進が可

能となる。 

 

②町や金融機関との定期的な意見・情報交換会の開催 

目 的 
事業者支援及び地域経済活性化の観点で目的を同一にする町内の金融機関と相

互連携・補完することによって施策効果の向上と効率化を目指す。 

内 容 

「（仮称）八雲町経済動向情報交換会」の定期開催 

・時 期：年２回（上期、下期） 

・構成員：北洋銀行、渡島信用金庫、江差信用金庫、町、商工会 

・内 容：経済・景気動向、各構成機関における取組、制度融資等共通事業

や連携事業に関する検討 

効 果 

これまで、散漫的に実施してきた会合を見直し、システム化することによって

相互の施策効果の向上と地域の経済動向の把握、円滑な融資制度の改革、さら

にはビジネスマッチング等の支援ノウハウが得られる。 

 

③町内の産業経済団体との定期的な意見・情報交換会の開催 

目 的 

町及び町内の産業・経済団体に商工業振興への理解促進を図るとともに、共通

した課題に対し相互連携・補完することによって施策効果の向上と効率化を目

指す。 

内 容 

「八雲町産業連携促進協議会」のへの積極的な参画 

・時 期：年４回（各四半期） 

・構成員：町、農協、漁協、森林組合、観光物産協会、料飲店組合、ホテル旅

館組合、商工会など 

・内 容：交流人口の拡大による新しいまちづくりプロジェクト、八雲町ブラ

ンド化促進事業、グリーンツーリズム事業、域学連携事業、産業人

材確保・育成事業、再生可能エネルギー導入促進検討など 

効 果 

町内の産業・経済界を網羅した組織体に参画して事業を共有することで「八雲

商工会経営発達支援事業」における各事業と連携して行うことによって各産業

団体の得意不得意部分を補完しあいながら骨太の施策推進が可能となる。 

■目 標 

支援内容 現 状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

商工業施策意見交換会 ０回 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 

経済動向情報交換会 ０回 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

産業連携促進協議会 ３回 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 
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２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

     

■現状課題 

北海道商工会連合会の定める研修体系要項により職種別の専門及び一般研修をそれ

ぞれ参加し研修しているが、個々のスキルアップのみにとどまっており、職員間での情報

の共有はなく、支援能力の教育体制が構築されていない。 

 

■取組方針 

小規模事業者ニーズの高度化・多様化に応えるため、当会で経営支援マネージャーの資

格を有している経営指導員によるＯＪＴ研修を行い、小規模事業者への伴走型支援能力の

向上を図る。 

また、個々の研修で受けた知識を組織内での勉強会による共有体制を作り、研修体系で

は計画に基づいた偏りのない研修を受講し、より専門的なスキルを習得する。 

     

■事業内容 

①職員の能力向上に関すること 

目 的 職員の支援能力の高位平準化により支援策の実効性を担保する。 

内 容 

①職員間での情報、知識の共有 

四半期ごとに個々の職員が研修を受けた内容について発表し、全職員

が研修内容の習得を目指す。 

②経営支援マネージャーからのＯＪＴ研修 

年１回の研修を行い、実践的な支援事例を学び伴走型支援能力を習得

する。 

③ＷＥＢ研修の活用による資質向上 

全国商工会連合会のＷＥＢ研修を指導員のみならず、補助員以下の職

員も受講することで個々のスキルアップを目指す。 

効 果 経営発達支援事業における各メニューの効果的な実施が図られる。 

 

 ②職員間におけるデータ共有と解決策の検討 

目 的 
企業の財務内容や相談内容、それに対応する支援策等企業情報を職員間で共有

することによって、職員のスキルアップや対応策の高位平準化を目指す。 

内 容 

支援事例報告会：指導員等の有する支援ノウハウや成功事例を全職員に報告す

る。また未解決部分を職員間で検討することで個々のスキルアップが向上する。

支援データの共有：支援ノウハウを企業カルテにまとめ、専用ファイルをキャ

ビネットで保存管理し、職員間で共有する。 

効 果 
様々な課題や対応策を共有することによってノウハウの蓄積がされるととも

に、類似ケースにおけるバラツキのない対応策が期待できる。 

 

■目 標 

役 職 名 資質向上内容 

経 営 指 導 員 経営分析、事業計画策定、経営革新、創業支援、販路開拓支援 

補 助 員 経営分析、事業計画策定、経営革新、創業支援、販路開拓支援 

記 帳専任職員 経営分析、事業計画策定、販路開拓支援 

記 帳指導職員 経営分析、事業計画策定、販路開拓支援 
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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 

     

■現状課題 

現状では１年間の事業報告は理事会を経て総会での年１回より行っておらず、細かな評

価、検証まではなされていない。今後は、本計画に記載の事業の実施状況及び成果につい

て、以下の方法により評価、見直しを行う。 

   ■取組方針 

     評価・検証の客観性と精度を高めるために、手法と実施時期等のルール化を図るととも

に、事業へのフィードバックを担保する。 

 

■事業内容 

目 的 評価・検証の内容を充実させるために、多段階、多階層による検証をシ

ステム化する。 

内 容 ①職員間での進捗状況の確認と事業内容の検証 

四半期ごとに事務局内で経営発達支援会議を行い、事業の進捗状況を

確認し事業内容を検証する。 

②理事会での評価・検証 

理事会において、評価・検証し、見直しの方針を決定する。 

③有識者での評価・検証（年２回） 

八雲町担当課職員、地域金融機関（三行）支店長等の有識者で構成す

る事業評価会議において、事業の実施状況、成果の評価、見直し案の

提示を行う。 

④事業成果の公表 

事業の成果・評価・見直しの結果については、八雲商工会ホームペー

ジで計画期間中公表する。（http://www.hapia.jp/） 

効 果 評価・検証の精度の向上と発達支援事業の実効性の向上が期待される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 30 - 
 

（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）

 
経営発達支援事業計画を効果的且つ効率的に実施するため、次の実施体制を構築する。 

 

（１） 組織体制 

監 事          総 代 会 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指導体制  本所：事務局長１名、経営指導員２名、記帳専任職員１名、記帳指導職員２名、 

記帳指導員 1名 

     支所：補助員１名、記帳専任職員１名）計９名 

 

具体的な指導実施体制は、事務局長の指揮統括のもと、経営指導員２名を実務責任者、

補助員１名、記帳専任職員２名、記帳指導職員２名、記帳指導員１名を実務担当者とす

る９名体制で進めていく。 

総括  事務局長                 山田 昭 

経営指導員（事務局次長）         伊藤 鋼咲 

経営指導員（主幹、経営支援マネージャー） 高田 悟志 

補助員（主査、支所担当）         種村 勇人 

記帳専任職員（主査）           田中 明美 

記帳専任職員（支所担当）         小林 一美 

記帳指導職員（主任）           小野寺 薫 

記帳指導職員（主任）           高見 健太 

記帳指導員                木村 真理 

 

総務委員会 

事業委員会 

 イベント委員会 

 

経営発達支援計画推進
委員会  

 

理事会 

会   長 

副 会 長 

理   事 

事務局 

事務局長 

経営指導員 

補助員 

記帳専任職員 

記帳指導職員 

記帳指導員 

 

商業部会 

工業部会 

サービス業部会 

 

 

青年部 

女性部 

会   員 
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（２） 連絡先 

 

実施機関 八雲商工会 

住  所 （本所）二海郡八雲町本町１１０番地１ 

（支所）二海郡八雲町熊石雲石町 150 

電話番号 （本所）0137-63-2525 

（支所）01398-2-2255 

ホームページ http://www.hapia.jp/ 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                  （単位 千円） 

 
２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 

必要な資金の額 24,400 14,650 13,650 12,650 9,650

 
小規模企業対

策事業費 
4,150 4,150 4,150 4,150 4,150

（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 

■事業受託料 

■国補助金 

■道補助金 

■町補助金 

※町負担事業費の推移（想定） 

 ①観光振興事業   各年２，０００千円 

 ②物産振興事業   各年１，０００千円 

 ③中心市街地活性化 各年  ５００千円 

 ④人材確保育成   １６，３００千円、７，０００千円、６，０００千円、５，０００千円

            ２，０００千円 

■関係団体補助金 

 

 

（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。 
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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 

①地域の経済動向調査に関すること 

・八雲版中小企業白書の更新 

・八雲町経済データブックの更新 

・業種別景況調査の実施 

・町や金融機関との定期的な意見、情報交換会の開催 

・町内の産業団体との定期的な意見、情報交換会の開催 

 

②経営状況の分析に関すること 

・ネット de 記帳等による経営分析の強化 

・専門家派遣による分析 

 

③事業計画策定支援に関すること 

・巡回相談、セミナー、相談会等による計画策定に係る普及、啓発 

・専門家派遣による策定支援 

・起業、創業ニーズの把握、支援策に関する情報提供 

・事業承継機会の確保とスムーズな移行の促進 

 

④事業計画策定後の実施支援内容に関すること 

・定期的な巡回相談によるフォローアップ 

・計画通りの進捗が見られない策定者へのフォローアップ研修会等の開催 

・起業、創業、事業継承の取り組みに応じた専門家派遣によるフォローアップ 

・計画された取り組みに応じた支援者に関する情報提供の強化 

 

⑤需要動向調査に関すること 

・新商品等のアンケート調査及びテストマーケティングの実施 

・最寄品、買回品に対する需要動向調査 

・消費者動向調査（マクロ調査）の実施 

・消費者動向調査（ミクロ調査）の実施 

 

⑥新たな需要の開拓に関すること 

・展示会や商談会の出展 

・ネット販売ＩＴの活用 

 

⑦地域経済の活性化に対する取組 

・観光コンテンツの発掘と磨き上げ 

・観光まちづくり事業、ブランド化促進事業による市場動向の把握 

・ブランド化促進事業の共同実施 

・中心市街地活性化事業の共同実施 

・産業人材の確保と育成システムの構築による地域経済の活性化 
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連携者及びその役割 

【八雲町内】 

■行政機関 

○八雲町 

  ・町長 岩村克詔 

  ・〒049-3192 北海道二海郡八雲町住初町１３８番地 ℡0138-62-2111（代表） 

  ・八雲商工会発達支援計画及び支援事業全般に対する連携 

○八雲町教育委員会 

  ・教育長 田中了治 

  ・〒049-3112 北海道二海郡八雲町末広町１５４番地  ℡0137-63-3131 

  ・観光、物産、中心市街地活性化、産業人材確保・育成事業に関する連携 

 

■金融機関 

○北洋銀行八雲支店 

  ・支店長 田村伸 

  ・〒049-3107 北海道二海郡八雲町本町２５１番地１ ℡0137-62-2145 

  ・経済動向等を中心とした発達支援計画及び支援事業全般に対する連携 

○渡島信用金庫八雲支店 

  ・支店長 金森拓巳 

  ・〒049-3107 北海道二海郡八雲町本町２０９番地 ℡0137-62-2158 

  ・経済動向等を中心とした発達支援計画及び支援事業全般に対する連携 

○江差信用金庫熊石支店 

  ・支店長 加賀修 

  ・〒043-0415 北海道二海郡熊石根崎町１１５番地１ ℡01398-2-3026 

  ・経済動向等を中心とした発達支援計画及び支援事業全般に対する連携 

 

■産業・経済団体 

○新函館農業協同組合八雲基幹支店 

  ・北渡島地区運営委員会委員長 舟田進一 

  ・〒049-3112 北海道二海郡八雲町末広町１６１番地 ℡0137-62-21２1 

  ・観光、物産、中心市街地活性化、産業人材確保・育成事業に関する連携 

○八雲町漁業協同組合 

  ・代表理事組合長 安チ谷信一 

  ・〒049-3104 北海道二海郡八雲町内浦町１５５番地３ ℡0137-62-3101 

  ・観光、物産、中心市街地活性化、産業人材確保・育成事業に関する連携 

○落部漁業協同組合 

  ・代表理事組合長 佐々木治一 

  ・〒049-2562 北海道二海郡八雲町落部５２９番地 ℡0137-67-2211 

  ・観光、物産、中心市街地活性化、産業人材確保・育成事業に関する連携 

○ひやま漁業協同組合熊石支所 

  ・理事副組合長 佐藤弘 

  ・〒043-0416 北海道二海郡八雲町熊石雲石町 932 番地 1 ℡01398-2-3150 

  ・観光、物産、中心市街地活性化、産業人材確保・育成事業に関する連携 
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○山越郡森林組合 

  ・代表理事組合長 酒井敏男 

  ・〒049-2562 北海道二海郡八雲町出雲町１９番地４ ℡0137-62-3007 

 ・観光、物産、中心市街地活性化、産業人材確保・育成事業に関する連携 

○一般社団法人八雲観光物産協会 

  ・代表理事 平野百合子 

  ・〒049-3115 北海道二海郡八雲町浜松３６８番地８ ℡0137-65-6100 

  ・観光、物産、中心市街地活性化、産業人材確保・育成事業に関する連携 

○八雲町料飲店組合 

  ・組合長 高見清 

  ・〒049-3107 北海道二海郡八雲町本町１１０番地１ ℡0137-63-2525 

  ・観光、物産、中心市街地活性化、産業人材確保・育成事業に関する連携 

○八雲ホテル旅館組合 

  ・組合長 黒島竹満 

 ・〒049-3107 北海道二海郡八雲町本町１１０番地１ ℡0137-63-2525 

 ・観光、物産、中心市街地活性化、産業人材確保・育成事業に関する連携 

○八雲本町商店街協同組合 

  ・組合長 長江隆一 

 ・〒049-3107 北海道二海郡八雲町本町１１０番地１ ℡0137-63-2546 

 ・観光、物産、中心市街地活性化、産業人材確保・育成事業に関する連携 

 

【八雲町外】 

■行政機関 

○経済産業省北海道経済産業局 

  ・局長 児嶋秀平 

  ・〒060-0808 北海道札幌市北区８条西２丁目 ℡011-709-2311 

  ・八雲商工会発達支援計画及び支援事業全般に対する連携 

○北海道渡島総合振興局 

  ・局長 三戸部正行 

  ・〒041-8588 北海道函館市美原４丁目６番地１６ ℡0138-47-9400 

  ・八雲商工会発達支援計画及び支援事業全般に対する連携 

 

■金融機関 

○日本政策金融公庫函館支店 

 ・支店長 久木田眞郎 

 ・〒040-0065 北海道函館市豊川町２０番地９ ℡0138-23-8291 

  ・経済動向、市場動向の把握に関する連携 

○北海道信用保証協会函館支店 

  ・支店長 菊池鷹之 

  ・〒040-8691 北海道函館市大森町２４番地１ ℡0138-23-8425 

  ・経済動向、市場動向の把握に関する連携 
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■支援団体 

○独立行政法人中小企業基盤整備機構北海道本部 

  ・本部長 戸田直隆 

  ・〒060-0002 北海道札幌市中央区北２条西１丁目１番地７ ℡011-210-0747 

  ・八雲商工会発達支援計画及び支援事業全般に対する連携 

○北海道中小企業総合支援センター函館支部 

  ・よろず支援拠点サブコーディネーター 中道重幸 

  ・〒041-0801 北海道函館市桔梗町３７９番地 ℡0138-34-2600 

  ・八雲商工会発達支援計画及び支援事業全般に対する連携 

 ○北海道商工会連合会 

  ・会長 荒尾孝司 

  ・〒060-8607 北海道札幌市中央区北１条西７丁目ﾌﾟﾚｽﾄ 1.7 ℡011-251-0101 

  ・八雲商工会発達支援計画及び支援事業全般に対する連携 

○公益社団法人北海道観光振興機構 

  ・会長 近藤龍夫 

  ・〒060-0003  札幌市中央区北 3条西 7丁目 緑苑ビル 1F ℡011-231-0941  

  ・観光、物産、中心市街地活性化、産業人材確保・育成事業に関する連携 

○一般社団法人北海道貿易物産振興会 

  ・会長 滝沢靖六 

  ・〒060-0001 札幌市中央区北１条西２丁目 北海道経済センタービル 1階 

                                ℡011-251-7976 

  ・観光、物産、中心市街地活性化、産業人材確保・育成事業に関する連携 

○公益財団法人北海道はまなす財団 

  ・理事長 濱田康行 

  ・〒060-0005 札幌市中央区北 5条西 6丁目 2番地 2 札幌センタービル 15 階 

℡011-205-5011 
  ・観光、物産、中心市街地活性化、産業人材確保・育成事業に関する連携 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 37 - 
 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【町内産業・経済団体等】 

【町外支援機関】 

北海道商工会連合会 

八雲商工会 
■発達支援計画の策定 

■発達支援事業の実施 

■計画・事業の執行管理

【町内金融機関】

町 

・北洋銀行八雲支店 

・渡島信用金庫八雲支店 

・江差信用金庫熊石支店 

・経済産業省北海道経済産業局 

・北海道渡島総合振興局 

・独立行政法人中小企業基盤整

備機構北海道本部 

・北海道中小企業総合支援セン

ター函館支部 

・北海道商工会連合会道南支所 

・公益社団法人北海道観光振興

機構 

・一般社団法人北海道貿易物産

振興会 

・公益財団法人北海道はまなす

財団 

・新函館農業協同組合八雲基幹支店 

・八雲町漁業協同組合 

・落部漁業協同組合 

・ひやま漁業協同組合熊石支所 

・山越郡森林組合 

・一般社団法人八雲観光物産協会 

・八雲町料飲店組合 

・八雲ホテル旅館組合 

・本町通商店街協同組合 

・八雲町教育委員会 

八雲町（商工観光労政課） 

■発達支援事業への支援、連系、補完 

■関係機関との調整 

連携 

・相談 

・指導 

総括的

な連携 

・相談、支援 

・事業連携 

・情報共有 

・事業連携 

・情報共有 

・事業連携 

・情報共有 

・事業連携 

・支援 


