
経営発達支援計画の概要 

実施者名 東川町商工会（法人番号：4450005000491） 

実施期間 平成３０年 ４ 月 １ 日 ～ 平成３５年 ３ 月３１日 

目 標 

東川町商工会では、【地域資源や技術を活用した新商品等の開発支援と販路拡大】

【地域小規模事業者の経営基盤強化のための計画力向上と意識の醸成】【創業や事

業承継の促進】を図ることで、地域経済を支える小規模事業者の育成及び経営意

識の向上と経営活動の活性化、地域資源の活用促進を通じた経営力の向上及び

経営意欲の高揚を目指し、下記の取組を実施します。 
① 需要を見据えた小規模事業者の事業計画の策定と実行に関する個社支援 

② 支援事業者の事業計画の策定に役立つ経営動向調査や需要動向調査 

③ 需要増加を見据えた経営分析と個社に対するフォローアップ支援 

④ 地域資源の活用による小規模事業者の販路拡大と売上向上に対する支援 

⑤ 新規創業・事業承継などの円滑な事業運営及び事業継続に関する支援 

⑥ 商工会職員の資質向上と情報の共有による支援体制の強化 

⑦ 関係機関との連携による小規模事業者の育成と地域活性化への取組支援 

事業内容 

Ⅰ 経営発達支援事業の内容 
１．地域の経済動向調査に関すること 

① 経済動向に関する情報の収取と分析・提供 

② 行政や金融機関の調査等による公表資料の活用 

２．経営状況の分析に関すること 

① 巡回訪問による経営支援 

 ② ネット de記帳を活用した経営支援 

③ 外部専門家との連携による経営分析 

３．事業計画策定支援に関すること 

① 小規模事業者の中長期的な事業計画に関する策定支援 

② 将来の持続的発展を目指す小規模事業者の掘り起こし 

③ 各種融資制度や各種補助金制度を活用した事業計画策定に関する支援 

④ 円滑な事業承継に関する支援 

⑤ 創業・第二創業に関する支援 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

① 事業計画策定後の巡回訪問等によるフォローアップ支援 

② 事業承継や創業・第二創業の実施に関するフォローアップ支援 

③ 専門家派遣支援や関係支援機関との連携によるフォローアップ支援 

５．需要動向調査に関すること 

① 地域資源を活用した商品・サービスに対する需要動向調査 

② 業種ごとに対応した地域内消費者ニーズ調査 

③ バイヤーやメーカーからの情報収集 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

① 販路開拓計画に関する策定支援 

② 展示会、商談会、物産展等の各種イベントに関する支援 

③ インターネットを活用した販路開拓支援 

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新商品の開発と販路拡大事業 

  ② 一過性のイベントから販促型イベントへの転換 

  ③ 地域活性化に関する検討協議会（仮称）の組織化 

連絡先 

東川町商工会 
〒071-1423 北海道上川郡東川町東町１丁目１番１５号 

TEL 0166-82-2750 FAX 0166-82-2182 

E-Mail shokohk@eolas-net.ne.jp  

HP http://www.shokokai.or.jp/01/higashikawa/index.htm 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援の目標 

１．東川町の概要 

  東川町は、北海道のほぼ中央に位置し人口８千人の町で

す。 

東川町の中心市街地を起点として東西南北を見渡してみ

ると、東には北海道最高峰の旭岳（大雪山国立公園）と、そ

の麓には二つの温泉郷の「天人峡温泉」と「旭岳温泉」があ

り、広大な自然と田園景観に恵まれ、気候は寒暖の差が大き

く、夏は暑く、冬は氷点下２０度以下になることもあります。

西には北海道第二の都市旭川市があり、旭川駅や旭川市中心

部までは車で約２５分程度の距離であり、さらに南に位置し

ている旭川空港までは車で１０分ほどという、アクセス面においては申し分のない好立地とな

っております。 

また、東川町は「北の平城京」とも呼ばれ、町の北側にあるキトウシ山からの眺望が、平城

京の朱雀大路に似た碁盤の目道路に整備された町づくりになっており、東西南北がこのような

環境下にある町は全国的に見ても希有な町であります。 

  さらに、東川町は豊かな水資源にも恵まれ、北海道

内で唯一の全国でも数少ない上水道がない町でもあ

り、全町民が大雪山の伏流水（地下水）で生活してい

る全国でも珍しい町でもあります。 

  東川町は北海道内のみならず、国内外からの定住者

が増えており、全国の地方自治体が人口減少に苦慮す

る中、東川町は約２０年間で人口が約１６％も増加し

ている全国でも有数の 人口増加を続けている町 であ

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●水を張った田んぼ。「北の平城京」と呼ばれる眺め 
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２．産業の状況 

（１）商業・サービス業の現状 

東川町の商業立地は、道の駅ひがしかわ「道草館」を中心に道道

沿いに形成されており、各個店の店頭には個性と特徴を表現した木

彫看板がかかげられ、魅力ある商店街形成を基本に中心市街地の賑

わいを創出しています。 

小売業・飲食業に関しては、近年、こだわりを持つカフェやレス

トラン、ベーカリー、セレクトショップ、工房など、経済価値だけを重視するのではなく、

「Life（暮らし）」の中に「Work（しごと）」を持つという新しいライフスタイルを重視して

いる個性的な小さな店が年々増加傾向にあります。 

しかし、東川町の小規模事業者、特に小売業に関しては、個人消費の約９０％が旭川市に

流出（平成２１年度北海道広域商圏動向調査より）しており、地元小売店にとっては大変厳

しい環境にあります。最近では、全国的にも有名なアウトドアショップ「モンベル大雪ひが

しかわ店」が４年前にオープンし、昨年末には全国チェーン店であるドラッグストアの「ツ

ルハ」とホームセンター大手の「コメリ」の新規出店が相次ぎ、消費者にとっての生活環境

は良くなっているものの、地元小売店にとっては大きな打撃となっています。 

 

（２）工業の現状 

 東川町は木工業が盛んな町であり、旭川家具の主要産地で家

具工場やクラフト工房など木工業者が集積し、事業所全体のお

およそ３０％にあたる約７０事業所があり、そのうちの約６

０％が「木工クラフト製造業」や「家具、装飾品製造業」であり

ます。平成１８年より始まった生まれた子供にクラフト職人が

手造りの椅子を制作し心を込めて贈る「君の椅子」事業は、町長

が一軒一軒手渡しをして話題を集めています。 

建設業につきましては、地元発注による公共工事に依存している業者が多く、最近では東

川小学校の新築工事や、町営住宅などの公共施設の大規模改修等の工事によってこれまでは

比較的安定的に推移してきたものの、この関連工事等も一通りの整備が概ね完了したことも

あり、今後は大幅な売上げの減少が予想され、企業経営の安定化のための見直しも必要とな

ります。 

 

（３）観光の現状 

   東川町は、大雪山国立公園の麓に広がる「旭岳温泉」

と「天人峡温泉」の二つの温泉を有しており、旭岳の高

山植物の群生地は、雪解けから鮮やかな新緑が姿を現し、

きれいな花や植物たちが一面を飾り、秋には木々が赤や

黄色に色付き美しい紅葉を鑑賞することができます。冬

にはクロスカントリーやゲレンデスキーなど、壮大な峡谷に囲まれた豊かな自然の香りや、

２７０ｍの落差から流れ落ちる「羽衣の滝」など、一年を通して四季折々の観光が楽しめま

す。また、東川町の美味しい農産物を生かしたグルメなお店も多く立ち並び、落ち着いた店

●道内でも有数の旭岳の美しい紅葉 
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内での食事やティータイムで楽しい時間を過ごすなど、中心市街地への観光客等の入込数は

年々増加しています。 

   最近では、東川町に豊かな自然と落ち着きのある景観を求め、写真・陶芸・クラフトとい

ったアーティストたちが多く集い、個性あふれる作品の創作活動をしており、オリジナルの

作品をギャラリーなどに展示するなど、木工や芸術活動の活発な街でもあります。 

また、東川町は、1985 年より全国の自治体として初めて「写真の町」を宣言し、1994 年

から実施している「全国高等学校写真選手権大会（通称：写真甲子園）」も全国的に有名に

なり、毎年夏には数多くの高校生たちが町内を訪れております。このイベントは、全国の高

校の写真部やサークルから作品を募集し、ブロックごと

に公開審査が行われ、各ブロックの代表校を決定し代表

選手を東川町に招聘し、東川町を中心に１市４町に広が

るフィールドを舞台に本戦大会を開催します。近隣市町

の貴重な動植物や自然や風土・暮らしなどを撮影し、公

開審査によって優勝校が決定されます。2015年からは世

界で活躍する新人写真家を集めた「東川町国際写真フェ

スティバル」も併せて開催されております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●全国の高校生が競い合う「写真甲子園」 

東川町の主要観光施設等の入込客数及び宿泊客数の推移

市街地

入込客数 宿泊客数 入込客数 宿泊客数 入込客数 宿泊客数 入込客数

平成23年度 948,424 142,530 47,296 40,889 220,751 89,521 234,142 12,120 446,235

平成24年度 972,889 142,356 39,568 34,756 242,259 94,476 192,333 13,124 498,729

平成25年度 1,022,365 162,468 41,807 37,817 267,204 111,805 196,771 12,846 516,583

平成26年度 1,059,298 150,134 28,768 26,115 283,926 110,745 216,199 13,274 530,405

平成27年度 1,341,479 157,332 30,336 27,621 266,119 115,660 493,498 14,051 551,526

平成28年度 1,450,963 145,761 30,520 27,079 261,480 104,788 625,554 13,894 533,409

キトウシ高原温泉うち宿泊客
総　　数

入込客総数
天人峡温泉 旭岳温泉
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３．商工会の現状と課題 

  当商工会は、小規模事業者の経営改善普及事業を主たる事業として、巡回支援および窓口

相談を通じて税務相談（記帳代行、決算・確定申告等）や金融相談（マル経、町融資、各種

制度融資等）、労務相談（労働保険事務組合）、各種共済制度（退職金制度や各種保険制度）、

青年部および女性部等の活動支援など、併せて地域振興事業として各種イベント事業の開催

を実施してきました。また、国や商工会連合会の支援を受け、「地域商店街活性化事業」「に

ぎわい補助金事業」「むらおこし事業（創業塾、経営革新塾）」などの単年度補助事業につい

ても積極的に実施し、「小規模事業者持続化補助金」の活用も含めて、小規模事業者の持続

的発展につながる支援を実施してきました。 

しかし、現在の商工会の支援体制をみると、巡回訪問時の小規模事業者に対する経営面等

の支援については、小規模事業者が日頃より抱えている課題の抽出や問題解決に向けた改善

の具体的な取組など、基礎的な支援活動に留まっている状況であり、小規模事業者に対する

経営改善普及事業等の支援が受動的または対処的措置となっており、今後の小規模事業者に

対する支援体制の整備が必要となります。 

  今後は、地域の小規模事業者が「たくましく」、「元気になる」という国の目標の一つでも

ある「一億総活躍社会」や「地方創生」といった日本全体の経済成長につながる小規模事業

者に対する支援計画を策定し、消費者の多様な購買行動に対応した小規模事業者特有の柔軟

な対応ができる特徴を生かしながら、地域の小規模事業者が「持続的な発展」を遂げるため

の支援機関でもある商工会が、きめ細やかな相談支援を実施することが必要となります。こ

のため、消費購買力の流出等に関する現状を把握し、地域経済動向調査や景況調査、需要動

向調査などの調査結果を踏まえ、必要な資料や情報を基に小規模事業者に対する事業計画策

定支援や経営・金融面からの経営安定化支援、地域資源を活用した新商品の開発や販路拡大

など、地域外への販路開拓による市場拡大・展開など、幅広い範囲での経営に関する支援を

実施するとともに、地域で開催されるイベント等を活用した賑わいのある町づくりによる

「地域経済活性化支援」など、支援機関でもある商工会が地域の現状や小規模事業者の現状

を把握し、的確なアドバイス等ができるよう職員の資質向上も併せて、小規模事業者への提

案型の支援対応を重視した経営発達支援事業を行います。 

 

●東川町の商工業者と小規模事業者の推移 

 平成 24年 平成 25年 平成 26年 平成 27年 平成 28年 

商工業者数 260 234 228 228 220 

商工会員数 174 171 172 173 173 

小規模事業者数 231 209 199 197 199※１ 

※1小規模事業者の業種別構成 

建設業 22者、製造業 63者、卸売業 5者、小売業 24者、飲食・宿泊業 40者、サービス業 40者、その他 5者、計 199者 
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４．東川町商工会の今後の目標 

（１）当該地域の小規模事業者に対する中長期的な振興のあり方 

   東川町の総合開発計画でもある「東川町プライムタウンづくり計画」において、各種振

興施策を展開していますが、その中でも特に商工業振興の基本方針において「東川町らし

い地域資源や集積技術を活用した新商品の開発支援および販路拡大支援」が掲げられてお

り、商工会に対しても地域資源を積極的に活用した商工業振興への役割が期待されている

ところであります。 

   そのため、東川町が目指す方向性を踏まえた上で、地域商工業の課題を克服することが

東川町全体の発展につながるとの認識のもと、東川町商工会では、「地域資源を活用する

小規模事業者の育成と支援を通じて、地域経済を支える小規模事業者の経営意識の向上

と、これによる経営力を維持・持続することにより、東川町の賑わいを創出する」ことを

中長期的な小規模事業者の振興のあり方ととらえ、当商工会が地域から期待される役割を

果たすためにも、以下のとおり経営発達支援計画の目標を設定し、行政や関係団体および

関係支援機関とともに連携しながら、小規模事業者が抱える経営課題等を克服することに

より、小規模事業者の経営意欲の高揚と事業の持続的発展を図ることを目指します。 

 

（２）経営発達支援事業の目標 

上記で示した「小規模事業者に対する中長期的な振興のあり方」の実現を目指し、今後

は、小規模事業者と向き合い寄り添った伴走型支援活動を積極的に行い、日々変化する経

営環境にも対応すべく、経営意欲をもって継続的・持続的発展ができるような小規模事業

者の育成支援を行います。 

また、地域内の有効で魅力ある資源に目を向け、ヒト・モノ・カネ・情報などの経営資

源の棚卸・再確認を行い、小規模事業者が持っている特性が十分に発揮できるための支援

を行うことで、地域経済の活性化を図ります。 

地域経済を支える小規模事業者の育成および経営意識の向上と経営活動が活性化され

るよう、地域資源の活用促進を通じた経営力の向上と経営意欲の高揚を図るため、下記の

目標を経営発達支援事業の目標といたします。 

 

【経営発達支援事業の目標】 

 

 

 

 

 

【数値目標】 

 

 

 

 

 

◎支援対象者の利益率の１０％増加を目指します！ 

◎創業支援および事業承継支援を５年間で各５件の目標とします！ 

【地域資源や技術を活用した新商品等の開発支援と販路拡大】 

【地域小規模事業者の経営基盤強化のための計画力向上と意識の醸成】 

【創業や事業承継の促進】 
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《目標達成のための方針》 

①近隣市町村への消費購買流出対策だけではなく、新たな需要を見据えた継続的・持続的な

経営が行えるよう、事業計画の策定および計画実施に対する個社への支援を行い、小規模

事業者自らが経営意欲をもって事業計画の策定を実行できるよう、小規模事業者の育成支

援を行います。 

 

②自治体や金融機関、関係支援機関の統計資料等を単なる情報提供に利用するのではなく、

支援事業者の需要を見据えた事業計画の策定に役立つ経営動向調査や需要動向調査、小規

模事業者に有用な施策情報など、今一番欲しい情報を収集し提供する支援を行います。 

 

③小規模事業者の需要増加を見据えた経営分析等を行い、事業計画策定に反映しながら計画

通りの事業が運営できるよう、個社に対するフォローアップ支援を行います。 

 

④これまでにも地域資源を活用している小規模事業者の販路を拡大する支援を行い、合わせ

て新たな地域資源を活用できる小規模事業者の掘り起こしを継続して行い、新たな販路開

拓に向け小規模事業者の売上の向上を目指します。 

 

⑤新規開業や新たな事業の創出、また、事業承継における円滑な運営引継ぎなど、関連する

支援について関係支援機関や金融機関とともに連携し、創業セミナーや創業塾等の開催情

報や新規開業時の資金確保、事業承継時における金融支援および税制支援情報など、当会

のホームページ等を活用し必要な情報提供を実施します。 

 

⑥上記の方針を実行するため、東川町商工会では支援に携わる職員の資質向上や関連情報の

共有・連携を図り、役職員が一丸となり支援体制の強化と能力向上を図ります。 

 

⑦当会の単独実施支援ではなく、専門家の活用や行政および関係支援機関と連携・協力し、

地域全体で小規模事業者の育成と地域活性化に向けた取組を行います。 
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経営発達支援事業の内容および実施期間 

（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） 

 

（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】 

【現状と課題】 

これまでは、商工会が把握している地域経済の状況について、経営指導員等が各企業への巡

回訪問時や窓口相談時において、日本政策金融公庫および所轄税務署等の研修会での資料を確

認・判断しているだけに過ぎず、東川町の小規模事業者が抱えている課題や問題点についての

抽出を行っていないため、小規模事業者が求めている各種情報提供に関する支援には至ってい

ないのが現状です。 

 

【取組内容】 

各支援機関が公表している調査分析資料等を整理・確認し、北海道商工会連合会の「中小企

業景況調査報告書（四半期毎）」や日本政策金融公庫の「全国中小企業動向調査（四半期毎）」、

旭川信用金庫の「産業別景況概要（四半期毎）」などの各種統計資料を参考に、地域の経済動

向を把握するため、小規模事業者への巡回訪問時あるいは窓口相談時での聴き取り（ヒアリン

グ）等による現況についての情報を収集し、各種情報を業種別に全国と北海道、あるいは他地

域との比較・分析をすることで、これからの小規模事業者の事業計画策定や販路開拓に関する

資料として活用することができ、今後ターゲットとする市場への事業展開に関する支援を行い

ます。 

 

①経済動向に関する情報の収集と分析・提供 

  小規模事業者が日ごろから感じている経営上の課題や問題点について、経営指導員等の巡回

訪問時あるいは窓口相談時において、小規模事業者から経営に関する聴き取りを行った内容

（景況感、売上高の増減、仕入れ・棚卸し、商圏の拡大・縮小、従業者数、資金繰り、採算性、

ＩＴの活用、事業承継など）と、市場や業界によるデータを収集し比較資料として業種ごとに

まとめ、全国商工会連合会の中小企業景況調査の売上や採算性・資金繰りや設備投資・業界動

向などを確認し、小規模事業者からの聴き取りした情報と比較・検討することで、自社との景

況感等のギャップが確認された小規模事業者には、再度、巡回訪問等による聴き取りを行い状

況の整理と、これからの経営分析や事業計画策定に活用します。 

また、収集した情報については整理し、巡回訪問時での情報提供や当会のホームページにお

いて掲載し、小規模事業者が作成する事業計画策定の基礎的資料として提供します。 

 

 ②行政や金融機関の調査等による公表資料の活用 

各機関等が定期的に公表している調査資料を活用し、地域内の経済動向だけではなく、道北

地域全体や北海道、全国規模での業種別、規模別、流通動向などについて分析し、自社と他者

を比較することで事業機会の検討や事業計画の策定、新たな需要の開拓に必要な調査などを行
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います。 

また、調査における内容や結果については、ホームページ等にて掲載することはもちろんの

こと、巡回支援や窓口相談時において必要に応じて経営分析や事業計画策定などの支援にも基

礎的資料として活用します。 

 

・総務省統計局（統計調査、労働力調査など） 

・北海道経済産業局（管内経済概況、地域経済産業調査、製造品出荷額、産業別動向など） 

・北海道（月例経済報告、広域商圏動向調査など） 

・日本政策金融公庫（全国中小企業動向調査、調査月報など） 

・北海道商工会連合会（中小企業景況調査報告書など） 

・旭川信用金庫（産業別景況概要、企業倒産件数、有効求人倍率など） 

・ハローワーク旭川（地域雇用失業情勢など） 

 
※経済産業省の「地域経済分析システム（RESAS）」を活用することで東川町の産業や観光などの地域経済を支えている産業

の全体像を把握し、産業構造や人口動態、人の流れなどに関するデータを集約・可視化することで、行政及び各支援機関

からのデータと比較・参考にし、小規模事業者に対する情報提供の支援を行います。 

 

《期待できる効果》 

  地域内外の詳細な経済動向に関する情報収集等を実施することで、小規模事業者を取り巻く

経営環境の把握、機会・脅威を確認することができ、自社の事業計画策定時において事業実施

に関する方向性や適切な判断など的確な支援が可能となり、経営発達支援事業の円滑な事業推

進が可能となります。 

 

【目 標】 

内   容 現 状 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

経済動向に関する調査・分析 － １回 １回 １回 １回 １回 

各種経済情報の収集・提供 － 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】 

【現状と課題】 

これまで商工会が行ってきた小規模事業者に対する経営状況の分析等については、経営指導

員が決算および申告などの税務支援時や融資相談などの金融支援の際に、小規模事業者への財

務分析等の情報提供についての受動的な経営支援は行ってきましたが、小規模事業者が直面す

る課題等の解決は限定的であり、分析情報の結果および内容を十分に把握した中で、経営課題

を解決する取組までには至っていない状況でした。 

 

【取組内容】 

小規模事業者の持続的発展のため、売上の維持・増加および利益の確保など、事業継続を将

来に向かって確実に行うためにも事業計画の策定が重要となります。小規模事業者の経営状況

や財務状況を含めた中での強みや弱みなどの現状を把握し、地域経済の動向調査の結果を踏ま
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えながら、客観的な視点からの分析を実施します。分析した結果については、経営指導員およ

び補助員等の巡回訪問時や窓口相談などで小規模事業者に対して情報提供し、今後の持続的発

展に向けた事業計画策定支援に積極的に活用します。また、高度でより専門的な課題等につい

ては、関係機関および専門家等と連携を図りながら分析を行い、小規模事業者の抱える経営上

の課題について寄り添いながら積極的にサポートします。 

 

【事業内容】 

①非財務分析に繋がるヒアリング支援 

前述１．の①にて実施する小規模事業者が日頃より感じている経営上の課題や問題点など

の相談業務において聞き取り調査を行った小規模事業者に対し、取引先や顧客、商品（製品）、

サービスなどの営業成績や財政状態の現状、人材の確保など、今後、直面する課題や問題に

ついて、小規模事業者が目標としている経営ビジョンを明確にし、個社の経営状況を分析し

ます。 

また、ＳＷＯＴ分析等を活用し外部環境や内部環境における小規模事業者の強み・弱み・

機会・脅威を把握・整理し、経営上の問題点を随時確認しながら、課題解決に向けた伴走型

の支援に繋げます。 

 

②財務情報を元にした財務分析支援 

小規模事業者の財務に関する分析については、全国商工会連合会のネット de 記帳システ

ムの活用や、中小企業基盤整備機構の財務分析システムを活用することにより、損益分岐点

などの収益性や流動比率などの安全性および成長性等を分析し、小規模事業者の財務指標に

関する数値内容を把握するとともに、同業種や業界指標との比較も行います。これらの経営

状況の情報を基に、小規模事業者の経営状態を確認する基礎資料として確認・認識しながら、

上記「①の非財務分析に繋がるヒアリング」で把握した定性面の現状に照らし合わせ、課題

解決に向けた経営ビジョンの策定や経営方針を盛り込んだ事業計画の策定を行います。 

 

③経営指導員では対処できない難易度の高い経営分析支援 

巡回訪問等にて経営指導員では対応できない高度な経営課題を抱える小規模事業者に対

しては、中小企業診断士や税理士などの専門家と連携し、合わせて北海道商工会連合会、中

小企業基盤整備機構、よろず支援拠点などの支援機関を積極的に活用し、小規模事業者に対

して柔軟な支援体制を整備しながら各種経営分析等を行い事業計画策定に関する支援に繋

げます。 

 

《期待できる効果》 

これらの取組を行うことにより、小規模事業者が抱える様々な問題や課題などを把握し、現

在の経営状態における経営状況の分析を行うことにより、小規模事業者の今後の経営に対する

方向性や経営戦略の策定など、経営活動の継続的な発展に期待ができ、合わせて経営環境が厳

しい小規模事業者の問題点や課題など、早期に発見・確認することが可能となり、事業縮小や

廃業などの最悪の事態に備えた対応が行えます。 

また、商工会職員についても、巡回訪問および窓口相談時に専門家に同行することによる支
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援ノウハウが習得でき、今後の事業計画策定に関する支援能力の向上につながります。 

 

【目 標】 

上記事業内容を効率的・効果的に進めるため、以下の通りの目標を設定します。 

内   容 現 状 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

経営分析件数 － 5 10 15 18 20 

 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

【現状と課題】 

地域の小規模事業者は、大変厳しい経済環境の中で新商品の開発や新サービスの提供、新た

な生産・提供方式の導入および新たな販路開拓など、日頃から企業の経営安定化を図るため

様々な取組について導入や検討を行っております。これまで当会が実施してきた事業計画の策

定等に関する支援については、融資あっせん時等の事業計画書の作成に留まり、事業計画の策

定目的が事業者の持続的発展に向けた実施効果として現れにくかったのが現状です。また、小

規模事業者持続化補助金の申請、あるいは採択された一部の事業者についても一時的な計画作

成で終わってしまい、「業績を向上させたいから」や「経営状態を正しく知りたい」、「事業者

の強みや弱みを知りたい」などの自発的な小規模事業者も少数見られる一方で、「補助金の申

請に必要だったから」、「融資の申し込みに必要だったから」など、小規模事業者の主体的かつ

継続的な取組につながらない状況となっています。 

今後は、小規模事業者の現状と課題を十分に整理・把握し、事業計画等の策定の重要性と必

要性を十分に周知し、更なる持続的発展を目指すための支援が必要となります。 

 

【取組内容】 

支援機関である商工会が、小規模事業者に対する事業計画書の策定に関する支援を行うこと

で、事業計画の策定に関する重要性や効果をわかりやすく伝え、小規模事業者の持続的発展に

直結する売上げの増加や利益の確保及び販路開拓に関する支援を行います。 

また、産業競争力強化法に基づく「創業・第二創業」などについては、旭川産業創造プラザ

と連携し創業による新たなビジネスチャンスや雇用の創出、将来の円滑な事業承継について親

族内承継や事業所内承継または外部への承継も含めた事業計画策定など、地域資源を活用する

小規模事業者には新分野・新市場に挑戦するための事業計画に関する策定支援を行い、地域経

済の活性化と小規模事業者の経営基盤の強化と持続的発展に向けた支援を行います。 

 

【事業内容】 

①小規模事業者の中長期的な事業計画に関する策定支援 

  前項における経営分析を行った小規模事業者や、これから事業計画策定を目指す小規模事

業者の事業承継や創業・第二創業などの課題解決において、必要に応じて各種専門機関及び

専門家を活用しながら、経済動向や需要動向などの関係資料を踏まえ小規模事業者の中長期

的な視点に立った事業計画の策定支援を行います。また、計画策定支援時に小規模事業者の

求めている計画内容と合致する場合には、各種金融支援や小規模事業者持続化補助金、経営
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革新計画やものづくり補助金など、小規模事業者の各種施策が活用に対応した計画策定に関

する支援を実施します。 

 

②将来の持続的発展を目指す小規模事業者の掘り起こし 

地域の経済動向及び地域の小規模事業者の現状について、小規模事業者の持続的発展に向

けた各種調査・分析によって抽出された経営課題等について、経営指導員等が解決できる課

題については直接的な支援を行うとともに、巡回訪問時あるいは窓口相談時には事業計画策

定の必要性及び重要性についての啓発・普及を行い、販路開拓等については他地域における

先進事例等の紹介など、各種情報提供を行いながら事業計画策定に向けた支援セミナーおよ

び個別相談会の実施など専門家派遣や関係支援機関とも連携し、事業計画の策定を目指す小

規模事業者の掘り起こしを実施し支援対象者の把握を行います。 

 

③各種融資制度や各種補助金制度等を活用した事業計画策定に関する支援 

小規模事業者の今後の持続的発展を図るためには、各種融資制度や税制による優遇制度お

よび各種補助金の利活用に関する情報提供など、事業計画を策定する中で設備投資などが必

要な小規模事業者の経営革新計画の策定支援や経営力向上計画の策定支援、また、地域資源

を活用する小規模事業者には、新商品開発計画の策定や販路開拓等に関する事業計画の策定

など、各種融資制度による資金調達・資金繰りや補助金制度の活用による資金確保など、小

規模事業者の経営基盤の強化と持続的発展に向けた支援を行います。 

 

④円滑な事業承継に関する支援 

   高齢化の進展に伴い、経営者の平均年齢の上昇による経営者の交代率の低迷や、経営者の

平均引退年齢の上昇など、また、少子化等の問題で後継者不在についても企業経営に大きな

問題となり、事業承継の促進に向けた早期の事業計画策定が重要となります。 

今後、将来的に事業承継を予定している小規模事業者に対して巡回訪問等を積極的に行

い、事業承継に関するセミナーの開催や個別相談会など、多様化・専門化する事業承継を円

滑に実行するため、事業承継を含めた事業計画の策定支援はもちろんのこと、事業承継税制

の活用や親族内承継、親族外承継、Ｍ＆Ａなどの様々な専門的な相談内容に対応するため、

「北海道事業引き継ぎ支援センター」との連携によって、事業承継等に関する情報の提供等

によって小規模事業者の円滑な事業承継による経営基盤の強化と持続的発展に向けた支援

を行います。 

 

⑤創業・第二創業に関する支援 

これまでは、創業希望者からの相談があれば東川町が実施している「産業振興支援創業補

助金」申請書や創業融資制度に関する創業計画書等の作成に留まっていましたが、今後は創

業・第二創業等に関する事業計画策定セミナーの開催や個別相談会の開催など、創業者や第

二創業への事業展開に対する支援についても積極的に支援し、東川町および北央信用組合や

旭川産業創造プラザとも連携し、東川町が実施する「産業競争力化法における創業支援事業

計画」を含め、関連情報等をホームページ等に掲載し、創業予定者の掘り起こしと創業支援

に係る事業計画策定支援を行います。 
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《期待できる効果》 

商工会で支援してきた「小規模事業者持続化補助金」の事業計画の策定と作成に関する意識

等について小規模事業者に聴き取りを行ったところ、「自社の強み・弱みが改めて確認できた」

や「他の補助金制度についても積極的に活用するようになった」、「新たな事業展開・販路開

拓等を考えるようになった」など、少数ではありますが経営に対する持続的発展に素直に向き

合おうとする経営者の意識が確認できました。 

この事業者の意見を踏まえ、上記にて実施する支援事業を実施することで、経営分析を行っ

て動機づけされた小規模事業者や巡回訪問等によって事業計画策定を希望する小規模事業者

の掘り起こしを行った事業者には、小規模事業者の自発的行動による計画策定なので実効性の

高い効果的な計画実行となり、今後の小規模事業者の自発的計画策定を行うことによる経営発

達に向けての責任感や重要性について十分に理解することができます。 

また、今後、小規模事業者が避けることができない事業承継問題については、事業計画の中

に承継に関する内容についても盛り込み、後継者への円滑な承継のタイミングなどを考慮した

計画内容や創業予定者とのマッチングによる事業承継・事業継続に関する選択肢の幅を広げる

提案など、関係支援機関や専門家の支援も受けながら客観的な視点での事業計画の策定を図

り、自らの事業を足元から見直した中で、今後の消費者ニーズに対応する事業承継に関する問

題、創業・第二創業についても、この東川町に永劫継続して生き残れる環境整備を進め、地域

資源の活用も含めた販路開拓に関する事業計画の策定と企業経営の好循環の可能性も含めた、

地域経済の新陳代謝の促進と地域経済の活性化を図ることができます。 

 

【目 標】 

内   容 現 状 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

事業計画策定セミナー参加者数 － 30 40 50 60 80 

事業計画策定件数 － 5 10 15 18 20 

経営革新計画策定件数 － 1 1 1 1 1 

各種補助金等計画策定件数 － 1 1 1 1 1 

事業承継等計画策定件数 － 1 1 1 1 1 

創業等計画策定件数 － 1 1 1 1 1 

 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

【現状と課題】 

これまでは、小規模事業者が作成した事業計画等については、進捗状況の確認と簡単な把握

に留まっており、事業計画実施後の全体的な検証や見直しなどの支援が十分でありませんでし

た。 

今後は、地域資源を活用し地域外への販路開拓を目指す小規模事業者には、自発的に作成・

実施した事業計画が将来に向かって企業の持続的発展を達成できるような計画となるように、

実施後のフォローアップ・適切な支援が重要となります。 
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【取組内容】 

事業計画等の作成から実施後のフォローアップまで、小規模事業者が自発的に策定・実施し

た事業計画の進捗状況を経営指導員等が随時確認しながら、計画実施後における目標の設定か

ら計画の見直し・修正までの PDCA サイクルが適切に機能するよう、各支援企業別の個別デー

タをパソコンの共有ファイルサーバーにて管理し、職員間においても支援に関する進捗状況を

共有しながら、小規模事業者には３ヶ月に 1回以上の定期的な巡回訪問等によるフォローアッ

プを行い、必要に応じて専門家派遣や金融機関、各関係支援機関とも連携し、きめ細かい伴走

型の支援体制の強化を図り小規模事業者の持続的発展を支援します。 

また、経営指導員等の職員が小規模事業者からの相談や支援を行う上で最も重要とされる

「敬聴力」など、職員全員が経営発達支援事業の実施内容を把握し、全職員が小規模事業者の

経営に真正面から向き合い、小規模事業者と伴に考え企業経営に必要なアドバイスを行い、小

規模事業者（相談者）に寄り添いながら経営基盤の強化と持続的発展に向けた支援を行います。 

 

【事業内容】 

①事業計画策定後の巡回訪問等によるフォローアップ支援 

急激な構造変化の影響を受けやすい小規模事業者にとって、経営環境の変化や需要動向の

動きなど、事業計画実施において常に経済動向等の確認が必要となり、併せて金融面におけ

る資金調達についても必要となることから、日本政策金融公庫の「小規模事業者経営発達支

援資金」の融資支援を受けながら資金管理を把握し、事業計画に関する修正・変更を行いな

がら、目標達成に向けた確実な事業計画の実施について伴走型の支援を進めます。 

特に、前述した計画目標の再設定からの計画の見直し・修正までの PDCA サイクルが、適切

に機能するよう最低３ヵ月に１回以上の巡回訪問を実施し、事業計画の実施に対する検証を

行い小規模事業者の着実な事業推進に向けたフォローアップ体制に関する支援を行います。 

 

②事業承継や創業・第二創業の実施に関するフォローアップ支援 

事業承継は世代交代という側面のみならず、事業承継を契機として事業の見直しや再構築

をする良い機会でもあり、創業や第二創業などに関しても計画実施直後においては経営が不

安定な状況にあるため、通常実施するフォローアップに加えて先輩経営者や同業・異業種経

営者との意見交換会を開催するなど、経営基盤の強化のための知識や人脈の確保などを早期

に実現できるような支援を行います。 

また、新しい取組や新たな販路開拓に向けた支援として「小規模事業者持続化補助金」等

の活用や地域資源を活用した新商品の開発・新たな販路開拓の支援に関する「中小企業経営

革新計画」の作成など、将来につながる事業承継や創業・第二創業も含めた事業計画実施後

のきめ細やかな支援を行います。 

 

③専門家派遣支援や関係支援機関との連携によるフォローアップ支援 

上記の事業実施支援を行うにあたり、経営環境の理由で円滑な事業承継などに支障を来し

ている小規模事業者も多く存在しており、こうした小規模事業者の事業承継や廃業、親族内

承継、社内役員承継、Ｍ＆Ａ承継（救済型・承継型）などの特殊案件については、「北海道

事業引き継ぎ支援センター」などの専門機関と連携しながら、後継者不在の小規模事業者と



- 14 - 

 

後継候補者の「マッチング事業者支援」および「後継者人材バンク事業」などを活用しなが

ら、意欲のある後継者に引き継ぐ一方、承継者側に対する生産設備や取引先・顧客等の経営

資源や経営に関するノウハウを現経営者から引き継ぐことによってのメリットなど、高度か

つ専門的な支援が必要な場合には、専門家や各関係支援機関と連携を図り、小規模事業者に

とって必要な情報提供やアドバイス等の支援を行います。 

 

《期待できる効果》 

事業計画実施後の企業に定期的なフォローアップを実施することで、当初の計画通りに事業

が実施されているか、また、計画目標の再設定から計画の見直し・修正まで、PDCA サイクルが

適切に機能し目標達成に向けて着実な取組が実施できているかなど、小規模事業者に対するフ

ォローアップ支援が図られます。 

 

【目 標】 

内   容 現 状 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

フォローアップ件数 

（既存事業者） 
－ 28 48 68 80 88 

フォローアップ件数 

（事業承継、創業・第二創業） 
－ 8 8 8 8 8 

同業・異業種経営者との意見交

換会 
－ 1 1 2 2 2 

※フォローアップ件数は、事業計画策定事業者に対して 4半期毎に 1回以上を実施目標とする。 

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

【現状と課題】 

これまでの需要動向調査は、地域住民を対象とした簡単な「お買い物動向調査」として実施

し、町内の消費購買力流出や商店街の賑わい再生の検討に活用してきました。しかし、従前か

らの調査項目による内容であり、調査項目・調査内容等の見直しは行っておらず、変化の激し

い消費者の動向を瞬時に確認できる内容のものではありませんでした。 

この「お買い物動向調査」は、当該地区内消費者に対する意向を把握したものであり、地域

の小規模事業者に対する経営情報として、直近の事業運営に関しての方向性を検討する資料と

して有用であったものの、今回の発達支援計画で実施する個社に向き合う伴走型支援による経

営分析や事業計画の策定に活用できる内容となっておりません。 

また、東川町の地域資源を活用した製品等を開発・製造し、店頭販売や独自でインターネッ

ト販売、道の駅などで営業を行っているにもかかわらず、このような意欲のある事業所を、「経

営意欲があり自立して販路開拓に向けた取組を実施できる事業所」と安易な判断と推測を行

い、販路開拓等に向けた重要な取組を小規模事業者任せになっていたのが現状であります。 

これにより、小規模事業者が需要獲得を見据えた事業計画の策定や、商圏の拡大、新たな販

路開拓が実現できるような、個社支援に本来必要となるべき需要動向に関する情報の把握がで

きていなかった状況にあり今後の課題となっております。 
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【取組内容】 

小規模事業者に対する今後の支援としては、個社に向き合った経営分析や事業計画策定に活

かすための需要動向調査を実施します。 

支援対象を東川町の地域資源を積極的に活用し、また、インターネット等も活用しながら販

路開拓を行っている小規模事業者を支援対象とし、現在、独自に行っている販売戦略などにつ

いての経営分析を行い、現状を再確認し新たな販路拡大や新商品開発、既存商品のブラッシュ

アップなどに繋がる需要動向調査を新たに実施します。 

需要動向調査の実施に当たっては、各関係機関が公表する統計データを提供するだけではな

く、実際に販路拡大に取組んでいる自社製品に焦点を絞った消費者ニーズ調査を実施するな

ど、小規模事業者が独自にて単独商品に焦点を絞った調査と分析を行うことは、時間的にも人

的にも実施が困難な状況であり、支援先である商工会が調査・分析等のサポートを行うことに

より、小規模事業者の販路開拓や商品開発等が加速度的に実施可能となります。 

以上のように、小規模事業者が自社にて行う販路開拓に対して、効果的な需要動向調査のノ

ウハウや情報を蓄積し、今後、地域資源を活用しての販路開拓の実施や商品開発に取組む小規

模事業者に対して個別の需要動向調査を実施します。 

合わせて、実施する需要動向調査については、個社の効果的なものになるよう専門家等の支

援を得ながら実施します。 

 

【事業内容】 

（１）地域資源を活用した商品・サービスに対する需要動向調査の実施《新規》 

①目  標 

「地域資源の活用に取り組む小規模事業者」に対して、自社の自慢のできる商品を地域内は

もちろんのこと、地域外に対して「もっと売りたい気持ち」が強く、すでに独自の販路開拓を

行っているが、「販売促進の効果が目に見えて現れない」というギャップに悩む小規模事業者

に対して、自社の商品が持っている強みや弱みについて再確認し、合わせて既存商品のブラッ

シュアップや新たな付加価値を加えた商品開発など、小規模事業者が取扱う商品に焦点を絞っ

た需要動向調査を行います。 

この調査により、小規模事業者が想い描く「商品に対する強い想い」と、実際に商品を購入

する消費者が求める「本当に欲しい商品」との間に生まれるギャップについて調査・分析し、

需要と供給によるミスマッチを解消しながら、地域内はもちろんのこと地域外に対しても販路

開拓を行い、売上げの向上と利益確保、合わせて東川町内の経済活性化の向上を図ります。 

 

②調査内容 

地域内の需要動向を把握するため、当町にて最大のイベントでもある「ひがしかわどんとこ

い祭り（毎年７月下旬に２日間開催、東川町内外より 1.2 万人規模）」および「東川ドライブ

ラリー（毎年５月上旬に３日間開催、町外より参加者数４００人規模）」の来場者（参加者）

を対象に、地域資源の活用に取組む小規模事業者が提供する商品およびサービスの認知度、価

格帯、満足度などについての「消費者ニーズ調査」を実施します。 
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◎調査項目 

・年齢、性別、年代、居住地（町内・町外・道外）などの基本情報に加え、価格、内容量、 

パッケージに対する満足度、ネットでの購入頻度などの確認。 

※その他、個社ごとに必要な調査項目については、商品ごとに設定するものとする。 

※調査項目の個別情報は、５段階評価（満足⇔不満足）により収集の効率化を工夫する。 

 

◎調査方法 

・各イベント開催時において、調査票にて聞き取り調査および販売製品を展示し、商品の説

明をした中でのヒアリング調査を行う。 

ア）：東川ドライブラリー（５月上旬）⇒⇒目標サンプル数：３００件 

※飲食業（２社）・木工クラフト製造業（３社）・小売業（３社）・宿泊業（２社） 

⇒１０社程度 

※１事業者３０サンプルの回収を目標とします。 

イ）：ひがしかわどんとこい祭り（７月下旬）⇒⇒目標サンプル数：３００件 

※飲食業（９社）・非食品小売業（１社）⇒１０社程度 

※１事業者３０サンプルの回収を目標とします。 

 

◎活用方法 

・調査対象の小規模事業者が提供する商品についてのサービスやターゲット、販売手法等に

ついて検討し、調査対象事業者に対して分析・整理した内容を巡回訪問時に情報提供する

ことにより、今後の事業計画策定や新商品の開発および新たなサービスの提供、既存商品

等のブラッシュアップによる新規需要の開拓につながる支援を行います。 

・５段階評価（満足⇔不満足）による収集および分析については、全体的な顧客満足度を上

げるためには、「どの項目から改善しなければならない」のかなど、最も効率の良い改善

項目を確認するため、例えば、調査対象事業者が飲食業とした場合、図 1のように各項目

における顧客ごとの総合点評価について確認する。 

 また、満足度と重要度についても集計・分析し、図 2のように調査対象の顧客が各質問の

どの項目について重要視しているのか、合わせて集計した表を視覚的にわかりやすく説明

するため、満足度偏差値と重要度偏差値を図 3のようにグラフ化し、優先的に改善する項

目について小規模事業者が一目で確認ができるような集計・分析支援を行う。 

 

【例：図 1】⇒顧客ごとの総合点を各質問の平均として集計し点数化する。 

顧客 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 総合 

N01 5 5 3 5 3 5 2 1 4 1 3.4 

N02 4 4 4 4 1 5 1 1 3 1 2.8 

N03 5 5 1 4 3 2 1 3 1 1 2.6 

N04 5 1 3 4 4 2 3 1 5 1 2.9 

N05 4 5 5 3 2 4 4 1 1 4 3.3 

････            

 



- 17 - 

 

 

【例：図 2】⇒各質問ごとの満足度と重要度を集計・分析する。 

質  問 満足度 重要度 
満足度 

偏差値 

重要度 

偏差値 

Q1：店舗の雰囲気 0.90 0.2413 72.12 46.40 

Q2：店舗の清潔さ 0.64 0.3804 60.93 58.07 

Q3：店舗の BGM 0.26 0.3982 44.57 59.57 

Q4：店舗の温度 0.24 0.1350 43.71 37.48 

Q5：接客の対応 0.20 0.0702 41.99 32.04 

Q6：料理の味 0.53 0.4353 56.19 62.68 

Q7：料理の量 0.28 0.2789 45.43 49.55 

Q8：料理の値段 0.35 0.3764 48.45 57.74 

Q9：料理の提供スピード 0.27 0.2218 45.00 44.77 

Q10：料理の種類 0.19 0.3039 41.56 51.65 

※満足度＝（「満足」または「やや満足」と回答した人数）÷全体の人数 

 

 

【例：図 3】⇒上記、満足度偏差値と重要度偏差値をグラフ化することにより、優先的に改善す

る項目が見てわかる。⇒店舗の BGM、料理の種類、料理の値段 
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（２）業種ごとに対応した地域内消費者ニーズ調査《新規》 

①目  標 

地域資源を活用した需要動向調査は、上記（１）にて調査を行いますが、町内の飲食業者や

小売業者などの支援対象者については、来店客や町外消費者に対するニーズ調査を行い、小規

模事業者の持続的発展に繋げる支援を行います。 

 

◎調査方法 

下記調査対象事業者の各店舗にて、商品購入者等に対して直接アンケート調査票を配布

し、その場にて記入を依頼します。商工会職員が巡回訪問時に調査票を回収し、集計・分析

を行います。 

 

◎調査項目 

ア）：小売業者（４社）⇒1 事業者３０サンプルを目標 

性別、年代、居住地（町内・町外）、来店目的、購入商品、購入動機（価格・鮮度・品揃 

え）、満足度、サービス内容（接客・駐車場・営業時間・定休日）など 

イ）：サービス業・飲食業者（３社）⇒1事業者３０サンプルを目標 

性別、年代、居住地（町内・町外）、来店目的、注文内容（メニュー等）、満足度（価格・ 

味・ボリューム）、外食頻度、サービス内容（接客・駐車場・営業時間・定休日）など 

ウ）：木工クラフト工芸製造業者（３社）⇒1事業者２０サンプルを目標 

性別、年代、居住地（町内・町外）、来店目的、購入商品、満足度（デザイン・価格・大 

きさ）、サービス内容（接客・駐車場・営業時間・定休日）、工芸品の改善点など 

 

◎活用方法 

調査対象の商品やメニューなどを中心に、商品や提供するサービスやメニュー、ターゲッ

トおよび販売手法など、個社に対して消費者のニーズに関する調査結果を集計・整理・分析

し、巡回訪問時に情報提供することで、事業計画策定や新商品の開発および既存商品等の改

良・改善、新たなサービスの提供など、今後、地域外をターゲットとした新たな需要開拓に

繋げることができます。 

 

（３）バイヤーからの情報収集《新規》 

①バイヤーやメーカー担当者が来場する展示会および商談会等への参加支援 

地域内の需要動向の確認も必要ではあるものの、最終的なお客様だけではなく、販路とし

てのターゲットとなる小売店等の視点を踏まえた営業活動も重要であり、販路先に応じたア

プローチの対応も必要となることから、販路先に対しての商品計画や販売計画を見越した営

業活動を行うため、バイヤーの業務内容を十分に理解した上で、ニーズを把握するための調

査を行います。 

狙った販路先に自社の商品を取り扱ってもらうためには、商品を仕入れて品揃えを行うバ

イヤーの心を掴むことが重要であり、業務の多様化に伴うバイヤーの限られた機会と時間を

効果的に活用するため、商談会等に積極的に参加し、自社の取り扱う商品のＰＲを行うこと

により、バイヤーへの意識付けを行います。 
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また、ターゲットとなる販路先を選定するための情報収集に関する支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《バイヤーの求める観点》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎調査内容 

支援対象者の製品は、自然環境に配慮した商品を製造・販売し、近隣の都市圏における百

貨店やホームセンターなどに売出したいと考えているため、大型店のバイヤーやメーカー担

当者が参加する商談会や展示会に積極的に参加する支援を行います。 

その際に、商工会職員も同行しバイヤー等に対するヒアリング調査を行い、ヒアリング時

の項目内容については、「パッケージデザイン」「適正な内容量」「対象となる客層」「商品の

ＰＲ手法」などについて聞取り、これによる回収目標とするサンプル数を３０件とします。 

また、既存商品に対する改善点等の指摘を受けることにより、小規模事業者へのフォロー

アップとして調査内容を取りまとめ、専門家と連携し分析を行い、これまでの販路の見直し

や新たな販路の開拓に向けた商品改良・開発による販路拡大に取組む支援を行います。 

 

 

 

バイヤーの業務 バイヤーのニーズ 

商品発掘・品揃え 

売価決定・粗利ＭＩＸ 

競合調査・顧客分析 

現在の定番を超える 

商品 

利益の取れる商品 

自社の顧客ニーズに 

マッチした商品 

①商品、当該個社、経営者に魅力があるか 

②安全性、トレーサビリティが確立しているか 

③消費者との対応窓口がしっかりしているか（危機管理体制） 

④物流システムが確立しているか 

⑤販売体制で協力が得られるか 

⑥適正な利益が得られるか 

⑦地元で認められている商品か 

⑧マスコミなどに取り上げられ話題となっているか 
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◎活用方法 

分析した結果等については、業種や商品カテゴリー別に区分し、エクセル等にてデータ化

することにより、職員がいつでも活用できるような状態で整理・管理し、地域外にて新たな

販路開拓を目指す小規模事業者に活用できる基礎資料とします。 

また、必要に応じて分析方法の見直しや調査資料を活用した経営支援について、専門家と

連携し小規模事業者に対し伴走型の支援を行います。 

 

【目 標】 

上記事業内容を効率的・効果的に進めるため、以下の通りの目標を設定します。 

内   容 現 状 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

(1)地域資源活用動向調査 - 2 2 2 2 2 

上記調査による個社支援数 - 20 20 20 20 20 

(2)地域内消費者ニーズ調査 - 1 1 1 1 1 

上記調査による個社支援数 - 10 10 10 10 10 

(3)バイヤーからの情報収集 

（展示会・商談会） 
- 2 2 2 2 2 

上記情報収集による個社支援数 - 2 2 3 3 3 

 

 

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】 

【現状と課題】 

これまでは、小規模事業者には地域資源等を活用した販路開拓に係る展示会や商談会等につ

いての周知活動は行っていましたが、この周知活動についても一部の小規模事業者に限定され

がちであり、小規模事業者の新たな需要開拓を目指した支援を行っているとは言えない状況で

した。また、地域外をターゲットとした販路開拓に関する支援や新商品販売についても、計画

的に実施されていないのが現状であり、今後の小規模事業者の需要開拓に向けての計画的な支

援について重要な課題となっています。 

 

【取組内容】 

買う側のニーズに合致した商品を実際の販路に乗せて販売するため、製造関連業種など小規

模事業者に対して、販路開拓をする際の最も重要な部分でもある「販路開拓の実施計画」に関

する策定支援を実施し、小規模事業者の販売機会の拡大のための周知はもとより、展示会や商

談会・物産展などの各種イベント等への積極的参加と全国に向けて情報発信が可能なインター

ネット等の活用による販売など、小規模事業者が行う新たな需要開拓等に貢献する事業活動の

計画策定・実施に関する売れる仕組みづくりに関する支援を行います。 

 

《販路開拓に係る計画策定と実行》 

①販路開拓計画に関する策定支援 

販路開拓に関する計画策定については、「とりあえず展示会に出展してみる」「流行っている

場所なので販売してみたい」という考えではなく、明確な販路開拓に関する実施計画を立てて、
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計画的な事業推進は「コストと時間」が大幅に削減でき、効率的な販路開拓に係る事業活動が

行えます。 

販路開拓の事業活動としては、活動自体が地味で期間も長くかかることから、小規模事業者

の意識や意欲が薄れがちになるので、計画活動の進捗状況を事業者と経営指導員等が絶えず確

認・見直しを進め、「販路開拓計画の策定と実行の流れ（下記表）」のステップを踏まえ自社の

開発した商品が売れている状況を想像しながら計画を立て、中長期的な目標をイメージし小規

模事業者に合った販路開拓の実現性を重視した長続きするような支援を行います。 

  

②展示会、商談会、物産展等の各種イベントに関する支援 

新商品の発表やＰＲをする場として展示会や商談会、物産展等の各種イベントへの参加は、

販路開拓・販路拡大やビジネスパートナーの発掘など、これからの商品開発や商品の見直しな

どの情報収集における絶好の機会でもあります。 

展示会への参加については、目的意識をはっきりと明確にし、新規顧客の獲得や業務提携先

を見つける商談機会の獲得や、来場者が求めているニーズに直接的に触れることができ、これ

からの販売計画に役立つ情報収集が可能であり、商品情報の発信や自社のＰＲ、競合企業の動

向などの各種情報収集、バイヤーへのプレゼンスキル向上などの人材育成にも活用でき、自社

の目的にあった参加計画を立て、商談会については展示会への参加がきっかけでバイヤーとの

商談成約や消費者情報・市場のトレンドなどに関する情報収集、新たな取引先の紹介などの情

報網の拡充など、「展示会は不特定多数」で「商談会は商談相手」が特定され、それぞれの催

事の違いを確認しながら、小規模事業者の新たな需要開拓に向けた催事を選択・参加すること

で、今後の自社が開発した商品の改良や変更に関する情報の収集することができます。さらに、

物産展等の各種イベントの参加については、一般消費者との接点により商品に対する反応が瞬

時に分かり、実際の商品販売による売上げの獲得と消費者の反応や感触、新商品のテストマー

ケティング、開発コンセプトの再確認など、小規模事業者としては喉から手が出るほどの貴重

な商品情報が得られるため、商工会としても各種催事等の開催に関する情報の伝達や小規模事

業者の販路開拓と知名度のアップを図るため可能な限り商工会職員も同行し、各催事の現場の

状況確認と商品のマッチングに関する情報収集など、これからの販路開拓を目指す製造関連業

種の小規模事業者にとっても有用な情報源となるので、販路開拓に関する積極的な情報提供と

参加への支援を実施します。 

★販路開拓計画の策定と実行の流れ 
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ａ．商談会・展示会 

●北の味覚再発見（北海道商工会連合会）⇒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（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） 

⇒多様な業種および規模の適正マッチングによる効率的な商談支援 

ｂ．物産展 

●札幌オータムフェスト（オータムフェスト実行委員会） 

⇒地域特産品およびご当地グルメによる販路開拓支援 

●北の食べマルシェ（食べマルシェ実行委員会）⇒地域資源を活用した特産品の販売・ＰＲ 

●旭川駅マルシェ（駅マルシェ実行委員会）⇒地域資源を活用した特産品の販売・ＰＲ 

●地場産業フェア（旭川市）⇒⇒地域資源を活用した特産品の販売・ＰＲ 

ｃ．アンテナショップ 

●北海道道産子プラザ（北海道）⇒テストマーケティングによる市場リスク等の確認 

●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ティング支援 

ｄ．海外展開支援 

●小規模事業者海外展開戦略支援事業（中小機構、JETRO） 

⇒海外の市場動向や規制等の情報提供および実現可能性調査等による支援 

●安全保障貿易管理の支援 

 

③インターネットを活用した販路開拓支援 

 情報化の進展に伴い、各企業においてホームページの作成やＳＮＳ、ネットショップ等を活

用して全国あるいは全世界に向けて企業の情報発信や商品を販売することが可能となり、急速

に進歩を遂げています。また、消費者においても多くの人が日常的にパソコンやスマートフォ

ンの使用で欲しい情報収集が容易になり、情報を得る消費者行動としてインターネットの検索

が一般的となっています。 

このような状況を踏まえ、販路開拓を行う小規模事業者に対して自社の製品を広くＰＲする

手段としてインターネット等のＩＴを活用することは当然であり、人的にも資金的にも限られ

ている小規模事業者にとっては、地域外への進出が物理的に難しい状況であってもＩＴを活用

することで克服できる便利で重要なツールとなります。 

ＩＴの活用については、全国商工会連合会が管理運営するネットショップ「ニッポンセレク

ト.com」などの通販サイトを活用しての販路開拓や、Facebookなどの SNSの活用など、新たな

需要開拓に結び付けるための活用方法や効果的な情報発信手法等に関する支援を行います。ま

た、中小機構のホームページにアップされている「ｅコマース支援」の動画を参考に、小規模

事業者がＩＴを活用する際の利用方法や情報発信など、ホームページを見る・利用する側に立

った客観的なアドバイスについて、専門家や関係支援機関とも連携し、販路開拓における効果

的な活用など新たな取引先の拡充に結び付ける支援を行います。 

 

《期待できる効果》 

小規模事業者が、地域内外を対象とした販路開拓を目指す販路開拓計画を策定・実行するこ

とで、展示会や商談会・物産展等のイベントへの積極的な参加によって、消費者やバイヤーの
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直接的な反応や評価が確認され、今後の商品開発における改善・修正等の発見が瞬時に行われ

るため、計画実行における各ステップについて繰り返し根気よく実行し、商品力の向上と展示

会等の来場者への直接的なＰＲとＩＴ等を活用することで新規顧客の獲得につなげ地域外か

らの消費購買力を獲得することで東川町内の地域経済活性化を図ることができます。 

 

【目 標】 

内   容 現 状 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

販路開拓計画支援件数 - 1 2 2 3 5 

展示会・物産展等参加企業件数 - 1 2 2 3 5 

バイヤー商談成約企業件数 - 1 1 2 2 2 

ﾆｯﾎﾟﾝｾﾚｸﾄ.com登録企業件数 - 1 2 3 4 5 

新規取引先成約企業件数 - 10 25 30 40 60 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

【現状と課題】 

東川町においては、これまで基幹産業による農業と林業関連による振興施策や企業誘致な

ど、第 1次産業を中心に経済基盤の強化を図ることを目的に進められています。また、東川町

は「写真文化首都」という名のとおり、「写真うつりの良いまちづくり」を目指しており、代

表的なものとして全国の高校生たちが参加する「写真甲子園」が開催されている町です。 

その他にも、東川町では大小含め様々なイベント事業が行われており、東川町、ＪＡひがし

かわ、ひがしかわ観光協会、東川町振興公社、東川町商工会により構成する実行委員会を立ち

上げて連携・協調を図っており、地域振興事業にも力を入れている町でもあります。 

観光関連事業については、関係団体と連携し豊富な観光資源や特有の地域資源などを活用し

た商品や製品の開発・販売を行っているところですが、ＰＲ不足により全国的な知名度につい

ては、依然として低い状況です。 

今後、観光客の交流人口の増加による取込みや観光資源の利活用など、多様な魅力づくりを

進め、観光客から支持・選択される観光地づくりについて、町行政やＪＡひがしかわ、ひがし

かわ観光協会、東川町振興公社とともに、地域ぐるみで総力を挙げた「地域活性化検討協議会

（仮称）」を組織化し、地域関係団体との意識の共有を年４回行い、観光交流と地場産品の開

発による地域活力の活性化と維持・向上を図ることが今後の大きな課題となっています。 

 

【取組内容】 

①地域資源を活用した新商品開発と販路拡大事業 

東川町では、主に東川米などの農業産品を地域資源として登録していますが、地域内の小規

模事業者に対する製品開発等については、開発件数など依然として低い状況にあり、消費者ニ

ーズに対応した付加価値を高めた地域の魅力ある製品を開発・販売することにより、小規模事

業者にとっても大きなビジネスチャンスの好機となることから、行政をはじめとする関係機関

と連携し、地域内はもとより地域外からの購買力増加と地域経済力の活性化を図ります。 
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②一過性のイベントから販促型イベントへの転換 

商工会を中心として行っている販促イベントは、一時の集客力しかなく、継続的な店舗の集

客にはつながっていないことから、効果的な販促型イベントへの転換を図っていくため、東川

町、ＪＡひがしかわ、ひがしかわ観光協会、東川町振興公社および商工業者で構成される実行

委員会形式により、町内の最大イベント「ひがしかわどんとこい祭り」や「東川ドライブラリ

ー」など、各種イベント開催により東川町の知名度アップを図り、来町者の増加と交流人口の

増加によって、町内小規模事業者のＰＲ機会の増大による売上の向上と経営基盤の強化を図り

ます。 

 

《期待できる効果》 

関係機関と密接に連携することにより、東川町の地域資源を活用し「東川町ブランド」とし

て付加価値を高めた商品を売出すことにより、これまで知名度が低かった商品や地域の知名度

アップにつながり、地域内および地域外への商品競争力の強化を図ることができます。 

これにより関係団体との連携はより強固なものとなり、関係団体とのシナジー効果も期待さ

れます。 

 

【目 標】 

上記事業内容を効率的・効果的に進めるため、以下の通りの目標を設定します。 

内   容 現 状 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

地域活性化検討協議会 - 4 4 4 4 4 

地域資源を活用した事業者 1 2 2 3 3 5 

地域イベント事業開催数 - 2 2 2 2 2 

地域イベント来場者数（人） 12,000 12,000 12,500 12,500 13,000 13,000 

 

 

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 

これまでも、金融機関や関係支援機関との小規模事業者に対する情報交換等はあったもの

の、個社に対する支援に関しては、案件があった時の対応のみであり、小規模事業者への定期

的な支援に至っておりませんでした。 

今後は、金融機関および関係支援機関との連携を密にし、小規模事業者に対する各種施策お

よび制度等の利活用について効率的かつ効果的に実施することで、個社への支援体制の強化と

整備を図ります。 

 

①近隣商工会等との連携および情報交換 

上川中部三商工会広域連携協議会（東川町・鷹栖町・東神楽町）にて、各商工会の経営指導

員が集まり開催している「経営支援会議」を年 4回以上開催し、小規模事業者に対する経営支

援に関する情報交換を行い、また、北海道商工会連合会（道北支所）や全道商工会職員協議会

が実施する経営指導員研修会等において、全道各地の商工会が実施している経営発達支援計画

および実施事業に関する情報の共有を図ることによって、ノウハウの蓄積や小規模事業者に対
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する経営改善普及事業の円滑な推進と事業計画の策定に関する持続的発展に向けた支援力お

よび敬聴力等の向上に努めます。 

 

②各金融機関との連携および情報収集と情報交換 

  日本政策金融公庫が年 2回開催する「小規模事業者経営改善貸付推進協議会」への出席する

ことで、他地域の商工会職員との金融情勢に関する情報交換を行い、また、東川町融資制度の

積極的活用について、北央信用組合との連携・協調を図るため年 6回程度の情報交換を開催し、

小規模事業者に対する金融支援施策等について連携を図り、金融支援に関するノウハウの向上

を図ります。 

 

③行政機関との連携および情報収集と情報交換 

中小企業庁が発行する「小規模企業白書」に記載されている支援機関に求める取組内容の確

認や、経済産業局が実施する「白書説明会」への積極的参加によって、関連する小規模事業者

の実例等を確認しながらのノウハウ向上や、上川総合振興局にて実施する「施策説明会」での

情報収集など、小規模事業者に対する支援に向けた内容の確認と意見交換を図ります。 

また、東川町役場産業振興課の担当職員と毎月 1回程度の定例意見交換会を実施し、地域小

規模事業者の設備投資などによる固定資産税優遇措置支援や新規創業者に対する補助支援等

についての意見交換を実施し、支援施策の要望や意見等について協議を行います。 

 

④関係支援機関（専門家）との連携および情報収集と情報交換 

北海道経済産業局や中小企業基盤整備機構北海道本部、よろず支援拠点が開催する小規模事

業者支援担当者に対する研修会等に参加することで、講師等で招聘された中小企業診断士など

の専門家等との意見交換や個別相談により、小規模事業者の問題解決に向けた支援に関する情

報を収集します。 

 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

北海道商工会連合会が実施する研修会等への参加・受講によって、小規模事業者に対する支

援力の向上や支援ノウハウ、敬聴力の習得など、伴走型支援を実施するに当たり各分野におけ

るノウハウの吸収と職員間での情報の共有化を図り、職員全体の支援レベルの向上を図る取組

を実施します。 

 

①経営指導員の支援能力の向上について 

商工会地域の人口規模が小さいほど一人の経営指導員が多種多様な業務に対応しており、ま

た、小規模事業者に対する経営支援等のフォローアップ状況においても、小規模事業者の経営

規模が小さいほど、経営指導員によるフォローアップを積極的に行っている割合が高い傾向に

あると思われます。 

しかし、実態として経営指導員は、相談指導、納税申告の事務支援、祭り・イベント等の開

催、記帳指導、補助金等の申請事務支援、講習会の開催業務など、経営指導員の多くの業務は

多岐にわたって担当しているのが実態です。 
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これを踏まえ、商工会組織全体で計画策定・決定した「東川町商工会 経営発達支援事業計

画」について、経営指導員が支援計画の目的および目標、その実施効果などを十分に理解し、

小規模事業者への伴走型支援を実施するに当たり、販売先の確保、魅力的な商品・サービスの

開発、円滑な事業の引継ぎ、経営者本人を含めた人材の育成・確保といった点については、経

営指導員の対応能力の向上が喫緊の課題となっている中で、多様化する支援内容の専門的知識

を計画的に習得することと、経営指導員の指導能力および敬聴力を高めるための専門コースへ

の積極的受講で小規模事業者に対する各種施策メニュー等の情報提供や知識の確認など、ま

た、Ｗｅｂ研修等の積極的活用で必要なノウハウを修得します。 

 

②補助員の支援能力の向上について 

  経営指導員の支援業務の補佐的役割であるとはいえ、多様化する小規模事業者の経営支援に

関するノウハウの習得はもちろんのこと、当会が計画・実施する経営発達支援事業計画の事業

目標および内容、事業効果を徹底的に把握することと、指導能力向上のため経営指導員による

巡回訪問や専門家等による個別指導に積極的に同行するなど、経営改善普及事業に関する全体

的な指導能力の向上を図ります。また、幅広い知識習得のためＷｅｂ研修の積極的受講で多様

化する支援内容に対応できる知識を修得します。 

 

③記帳専任職員の支援能力の向上について 

これまでの記帳相談業務および決算相談業務のみならず、併せて経営分析（財務分析）およ

びキャッシュフロー計算や企業価値の評価など、計数管理等の側面からの事業計画支援と経営

管理支援などが適切に行えるよう、指導能力の向上を図ります。 

また、補助員と同様に指導能力向上のため経営指導員による巡回訪問や専門家等による個別

指導に積極的に同行するなど、併せて幅広い知識習得のためＷｅｂ研修の積極的受講でより高

度な指導能力のスキルアップを図ります。 

 

【今後の商工会職員に関する全体的な方向性】 

小規模事業者から見ると、経営指導員は幅広い業務を行い、補助員又は記帳専任職員は内部

管理（記帳指導や納税申告の事務支援）の支援といった特定の業務に集中する形で業務を行っ

ているという認識を持っているため、経営指導員・補助員・記帳専任職員等の各職員が小規模

事業者の経営に関する問題解決に向け、各職員が不足する知識等を補完し合い、各分野におけ

る支援対応が可能なスキルアップを強化し、小規模事業者の課題解決への糸口へと導いていく

伴走型の支援を行います。 

今後の小規模事業者に対する各種支援については、商工会が実施する経営発達支援事業計画

がスムーズに実行されるためにも、国が実施する小規模事業者に対する支援施策の動向を敏感

にキャッチし、また、各職員が商工会における人事交流に伴う異動の際にも、パソコンの職員

共有ファイルをデータの蓄積と管理・保存し、経営指導員世代間における、相談・指導に係る

技術・ノウハウの承継、若手経営指導員に向けた人材育成など、支援情報のデータ化（様式等

の新設計）と職員間の情報の共有が今後一層重要となり、小規模事業者の支援に対するワンス

トップ相談窓口となるような実施体制を構築します。 
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◆修得したノウハウ等の共有と蓄積 

①小規模事業者等の経営支援に役立つ手法やデータ等については、パソコンによるファイル

サーバーの職員共有ファイルに保管し、職員全員が事務所内にていつでも情報を共有・確

認できるようにし、小規模事業者に対する経営支援に役立てます。 

 

②地域資源活用に関する小規模事業者に対する支援方針や支援の進捗状況など、支援状況リ

ストを作成し共有ファイルに保存して相互に内容を確認します。小規模事業者に対する支

援状況や経営分析結果、事業計画策定など、支援に関する進捗状況などは経営指導カルテ

に整理し保管することで、各職員が支援対象事業所の支援状況等の概略を確認することに

よって、小規模事業者に対する支援手法や分析結果など関連支援データを共有することが

でき、各職員の経営支援に役立てることができます。 

 

③上川中央部三商工会広域連携協議会において、経営支援力向上会議を年 1 回以上開催し、

各商工会の経営指導員が研修や専門家派遣事業を活用した支援等での現場において、習得

した支援ノウハウなどを補助員以下の各職員と意見交換や情報の提供を行い、各職員全員

が支援手法等について共有する機会を創出します。 

三商工会の職員が実施した支援事例や支援ノウハウ等の情報を相互に確認検討し合うこ

とで、各単会単独にて実施する支援よりも効果的な支援の実施が可能となります。 

また、各単会で経営指導員等が人事異動や退職時に、これまで蓄積した小規模事業者に対

する支援データを引き継ぐことで、永続的に各職員間の支援能力の向上を図ります。 

 

 

３．事業の評価および見直しをするための仕組みに関すること 

商工会が実施する各事業計画および事業報告等については、商工会の理事会等において報

告・審議にて承認され、総会開催時に議決されていますが、全体的な事業計画に沿った年間事

業に関する進捗状況や事業実施における評価など、形式的な対応で終わっており対応が不十分

でありました。 

今後は、経営発達支援計画の実施における事業評価および検証・見直しなど、定期的に実施

し改善します。 

 

【取組内容】 

① 毎月 1回事務局会議を開催し、経営発達支援計画の実施状況や各事業計画の進捗状況お

よび内容等について検証と意見交換を行い、事業推進における問題点等の改善を行いま

す。 

 

② 東川町産業振興課長や北央信用組合支店長、北海道商工会連合会道北支所長、日本政策

金融公庫旭川支店担当者および中小企業診断士などの有識者で構成された事業評価会

議を年 1 回開催し、発達支援事業の実施状況や実施成果の評価と見直しなどを行いま

す。 
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③ ②にて実施された事業の評価と見直しについて、理事会において審議し、事業の評価と

見直しの方針について決定します。 

 

④ 事業年度終了後の商工会通常総会において、理事会にて決定された前年度事業の成果お

よび評価と見直しの結果について報告し、当該事業年度における事業計画（案）につい

ての承認を受けます。 

 

⑤ 事業成果および評価・見直しの結果等については、東川町商工会のホームページにて計

画期間中公表します。 
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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１１月現在） 

（１）組織体制 

①実施体制  事務局長１名、経営指導員１名、補助員１名、記帳専任職員１名の４名体制で

実施する。 

  事 務 局 長：事業全体の総括および行政と関係連携機関との連絡調整 

  経営指導員：経営発達支援事業の円滑な推進と経営改善普及事業に係る業務全般 

  補 助 員：経営発達支援事業の円滑な推進に係る業務全般の補助および経営改善普及事業

に係る事務全般 

記帳専任職員 ：経営発達支援事業の円滑な推進に係るデータ等の管理および職員間共有データ

の作成・管理 

 

②商工会の組織 

会 員   173 名 

役 員   会 長 浜辺  啓 

副会長 小岩 昭市  高木 正晴 

理 事 高島 郁宏  秋葉 政幸  菊池  晋 

熊倉  靖  平田 康高  能澤 勇人 

平川 和彦  渡部 順子  岩田 裕之 

岩間 八也  藤田 裕司  米田 紀興 

米山 知美  松﨑 大輔  山口三紀代 

監 事 滝本 宣博  宮崎 明美 

青年部   部 長 松﨑 大輔 

副部長 岩田勇一郎  寺林 幸一 

女性部   部 長 山口三紀代 

副部長 早見 教子  長沢 陽子 

 

 

《東川町商工会 組織図》 
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事務局  事 務 局 長 小西 一朗 

経営指導員 今野 政明 

補 助 員 日蔭久美子 

記帳専任職員 宮越ちなみ 

 

（２）連 絡 先 

経営発達支援事業担当者 

東川町商工会  経営指導員 今野 政明 

〒071-1423 北海道上川郡東川町東町 1丁目 15号 

電話番号 0166-82-2750  FAX番号 0166-82-2182 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：shokohk@eolas-net.ne.jp 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ：http://www.shokokai.or.jp/01/higashikawa/index.htm 
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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およびその調達方法 

（単位 千円） 

 平成 30年度 
（H30 年 4 月以降） 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 1640 1640 1640 1640 1640 

 地域経済動向調査 

経営状況の分析 

事業計画策定支援 

策定後のﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ 

需要動向調査 

需要開拓支援 

 

経済活性化取組 

資質向上対策 

事業評価見直し 

10 

100 

400 

200 

400 

400 

 

100 

 0 

30 

10 

100 

400 

200 

400 

400 

 

100 

 0 

30 

10 

100 

400 

200 

400 

400 

 

100 

 0 

30 

10 

100 

400 

200 

400 

400 

 

100 

 0 

30 

10 

200 

500 

300 

500 

500 

 

100 

 0 

30 

（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、道補助金、町補助金、手数料収入、受託料収入 

 

（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。 
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（別表４） 

商工会および商工会議所以外のもの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．地域経済動向調査に関する事項 

・金融機関および行政・関連支援機関等が調査・公表している資料関係の集計・分析・提供 

 

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、経営資源、決算・試算

表・記帳、キャッシュフロー管理） 

 

３．事業計画策定支援に関すること 

・専門家等による事業計画策定支援に関する助言 

・専門家等による個別相談会およびセミナー等の開催 

 

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 

 

５．需要動向調査に関すること 

・消費者および個別需要動向調査の実施とその集計・分析、方針の提案 

 

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等の積極的活用 

・展示会および商談会等に関する情報提供と積極的参加 

・地域資源を活用した商品およびサービス等の開発支援 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

１．地域経済に波及効果のある事業活動に対する支援 

２．地域コミュニティを支える事業活動に対する支援 

３．技能・技能者を活かした事業活動に対する支援 

 

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 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

３．事業評価及び見直しをするための仕組みに関すること 
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連携者及びその役割 

１．名称 中小企業庁 長官 安藤久佳 

  住所 〒100-8912 東京都千代田区霞が関１丁目３番地１ 

  電話 03-3501-1511 

  役割 ミラサポによる専門家派遣、中小企業施策等に係るサポート全般 

 

２．名称 北海道経済産業局 局長 児嶋秀平 

  住所 〒060-0808 北海道札幌市北区北８条西２丁目 札幌第１合同庁舎 

  電話 011-709-2311 

  役割 小規模事業者支援の各種施策及び地域経済動向に関する情報収集と連携 

 

３．名称 北海道 知事 高橋はるみ 

  住所 〒060-8588 北海道札幌市中央区北３条西６丁目 

  電話 011-231-4111 

  役割 小規模事業者支援に係る各種施策に関する連携（中小企業課） 

     観光交流による地域活性化に向けた取組等の連携（観光局） 

     融資制度等による金融支援に関する連携（経済部） 

 

４．名称 上川総合振興局 振興局長 渡辺明彦 

住所 〒079-8610 北海道旭川市永山６条１９丁目 

電話 0166-46-5900 

   役割 各種調査等に係る情報収集と提供・閲覧に係る連携 

 

５．名称 全国商工会連合会 会長 石澤義文 

住所 〒100-0006 東京都千代田区有楽町１丁目７番１号 

電話 03-6268-0088 

   役割 経済動向および小規模事業者支援の情報収集に関する連携 

      Ｗｅｂ研修を活用した職員の資質向上に関する連携 

 

６．名称 北海道商工会連合会 会長 荒尾孝司 

住所 〒060-8607 北海道札幌市中央区北１条西７丁目１番地 

電話 011-251-0101 

役割 北海道内の景況調査に関する情報提供、創業・事業承継等に関する専門家

派遣による連携 

   販路開拓、新製品等の開発に向けた展示会、商談会等の開催に関する連携 

 

７．名称 上川中央部三商工会広域連携協議会 会長 上西辰義 

住所 〒071-1201 北海道上川郡鷹栖町南１条１丁目１番 

電話 0166-87-2210 
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   役割 経済動向及び需要動向に係る情報提供 

      経営分析に係る支援および情報提供 

      事業計画策定に係る支援および情報提供 

      経営支援力向上に係る支援および情報提供 

 

８．名称 北海道よろず支援拠点 コーディネーター 中野貴英 

住所 〒060-0001 北海道札幌市中央区北１条西２丁目 

電話 011-232-2407 

役割 小規模事業者からの専門的な相談案件について、的確なアドバイスと専門

家派遣に係る連携 

 

９．名称 北海道中小企業基盤整備機構北海道支部 支部長 戸田直隆 

住所 〒060-0002 北海道札幌市中央区北２条西１丁目１番地７ 

電話 011-210-7470 

   役割 経営分析や事業計画策定に関する総合的な支援及び専門家派遣に係る連携 

      地域資源活用による産業競争力強化に係る創業支援計画策定等の連携 

 

10．名称 北海道中小企業総合支援センター 理事長 伊藤邦宏 

住所 〒060-0001 北海道札幌市中央区北１条西２丁目 

電話 011-232-2001 

   役割 経営分析や事業計画策定に関する総合的な支援及び専門家派遣に係る連携 

      各種セミナー等の開催および各種施策等に関する情報提供と助言 

 

11．名称 旭川産業創造プラザ 理事長 新谷龍一郎 

  住所 〒078-8801 北海道旭川市緑が丘東１条３丁目１番６号 

  電話 0166-68-2820 

  役割 新製品および新技術の開発、新分野に進出する創業者・起業家への支援に

関する連携 

 

12．名称 北海道立総合研究機構 理事長 丹保憲仁 

  住所 〒060-0819 北海道札幌市北区北１９条西１１丁目 

  電話 011-747-2321 

  役割 先端的研究および製造業の技術等に関する支援 

     官能評価および成分分析等に関する支援 

 

13．名称 中小企業大学校旭川校 校長 澤田公徳 

  住所 〒078-8555 北海道旭川市緑が丘東3条2丁目2番1号 

  電話 0166-65-1200 

  役割 経営指導員等の資質向上に向けた研修受講に関する連携 
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14．名称 北海道事業引継ぎ支援センター 統括責任者 北原慎一郎 

住所 〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西2丁目 

電話 011-222-3111 

   役割 円滑な事業承継およびＭ＆Ａに関する支援等による連携 

 

15．名称 日本政策金融公庫旭川支店 国民生活事業 事業統括 斉藤清和 

住所 〒070-0034 北海道旭川市4条通9-1704-12 

電話 0166-23-5241 

役割 金融動向および経営発達支援資金等の金融支援に係る連携 

 

 16．名称 北央信用組合 東川支店 支店長 川東寿春 

住所 〒071-1423 北海道上川郡東川町東町1丁目2-15 

電話 0166-82-2031 

役割 地域金融動向の情報収集および金融支援等に係るノウハウ等に関する連携 

 

17．名称 旭川信用金庫 理事長 原田直彦 

住所 〒070-0034 北海道旭川市４条通り８丁目 

電話 0166-31-4116 

役割 小規模事業者の経営分析、事業計画策定に関する助言等 

   各種展示会および物産展等の開催に関する地域資源ＰＲ・販売支援 

 

18．名称 佐々木英二税理士事務所 代表 佐々木英二 

住所 〒070-0035 北海道旭川市5条通9丁目 

電話 0166-22-7478 

   役割 企業会計、財務分析等の講習会の開催に関する連携 

 

19．名称 東川町役場 町長 松岡市郎 

住所 〒071-1423 北海道上川郡東川町東町1丁目16番1号 

電話 0166-82-2111 

役割 地域産業振興における情報に関する意見交換 

地域経済活性化に向けての取組に関する連携 

 

 20．名称 ＪＡひがしかわ 代表理事組合長 樽井 功 

住所 〒071-1425 北海道上川郡東川町西町1丁目5-1 

電話 0166-82-2121 

  役割 観光振興および地域活性化に係る取組による連携 

 

21．名称 ひがしかわ観光協会 会長 浜辺 啓 

住所 〒071-1423 北海道上川郡東川町東町1丁目1番15号 

電話 0166-68-4777 
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役割 観光振興及び交流人口等に関する地域活性化事業に対する取組の連携 

 

22．名称 株式会社 東川振興公社 社長 鬼塚幹雄 

住所 〒071-1404 北海道上川郡東川町西 4号北 43 

電話 0166-82-2632 

役割 地域経済活性化に向けての活動に対する連携 
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連携体制図等 

 

・中小企業庁 

・北海道経済産業局 

・北海道 

・上川総合振興局 

・全国商工会連合会 

・北海道商工会連合会 

・東川町 

・上川中央部商工会広域連携協議会 

・北海道よろず支援拠点 

・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 

・旭川産業創造プラザ 

・北海道立工業試験場 

・中小企業大学校旭川校 

・事業引き継ぎセンター 

・税理士 

・日本政策金融公庫 

・北央信用組合東川支店 

・旭川信用金庫 

・ＪＡひがしかわ 

・ひがしかわ観光協会 

・東川振興公社 

 

①小規模事業者の経営資源の内容、財務内容、その他経営状況の分析 

②小規模事業者が行う事業計画の策定に係る指導および助言 

③発達支援計画に従って行われる事業の実施に関し必要な指導および助言 

④小規模事業者が販売する商品又は提供する役務の需要動向に関する情報

の収集、整理、分析および提供 

⑤地域経済動向に関する情報の収集、整理、分析および提供 

⑥商談会、展示会の開催等、小規模事業者が販売する商品又は提供する役務

の需要の開拓に寄与する事業 

★経営発達支援計画の策定 

①経営状況の分析（強み・弱みを知る） 

②計画策定・実施支援（戦略作り、実施する） 

③経済動向・市場調査支援（潜在的顧客を探す） 

④展示会等の開催（新たな販路を見つける） 

連携 

個社の経営戦略に踏み込んだ支援 

「東 川 町 商 工 会」 
経営の改善支援 

これまでは、経営の基盤であ

る記帳指導や税務指導が中心

であった 

伴走型支援の強化 

経営の発達支援 

新たに経営戦略に

踏み込んだ支援を

実施 

支
援
・
ア
ド
バ
イ
ス
等 

小
規
模
事
業
者
・
創
業
者
等 

支援計画認定 

経済産業大臣 
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