
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

(法人番号) 
小平町商工会（法人番号 2450005003158） 

実施期間 平成 31年 4月 1日より平成 36年 3月 31日 

目標 

地域の小規模事業者の多くは、長年の信頼により商が成り立っている側面が

あり、ある意味合理性、客観性に欠け、自店の状況、欠点や特色を把握する事

なく自己の勘と経験に左右された商を行っている事例が多く見受けられます。

地域小規模事業者が抱えている現状と課題を抽出し小規模事業者が発展するため

に必要な経営力を身につけ、事業者としてのあるべき姿を事業者自らが創造し、 

 

１．経営目標を持ち計画的に事業を行う事の出来る小規模事業者 

２．地域住民に支持され、安定した売上を望める小規模事業者 

３．事業継続と次世代へ事業を承継する小規模事業者 

４．臨機応変に時代や経済状況に対応し、新たなチャレンジ（第二創業等）を行え

る小規模事業者 

５．既存資源の改良または新たな資源を発見、開発し事業に活かせる小規模事業者 

 

を目指すため、次の支援を計画します。 

事業内容 

１．地域経済動向調査を活用し、長年の「勘」に頼ってきた商いから、客観的デー

タに基づく商いへの変換を支援します。 
 
２．経営状況を分析し自店の長所、資源、欠点、改善点など経営状況を的確に把握

できる事業者になるため、経営分析実施の支援を行います。 
 
３．自店の将来や、事業設計を事業者自らが計画、作成できる事業者になるための

事業計画策定支援を行います。 
 
４．小規模事業者自らが作成した事業設計や、描いている将来像を実現するために

必要な資金、人材、知識、活用できる制度など補足し、事業計画を実現するための

支援を行います。 
 
５．小規模事業者は、地域に何を求められているのか、消費者は何を欲しているの

か、需要動向調査を活用し、それらの補完による新たな商売の展開が行えるように

支援します。 
 
６．小規模事業者の新たな企業力や技術、商品、資源を広報し顧客の開拓と販路拡

大に繋がるように支援します。 
 
＊ 地域経済の活性化に資する取組～小規模事業者の事業活動そのものが、雇用の

維持、町の生活機能の維持に直結しています。小規模事業者の持続発展や新たな創

業、事業承継を支援し事業活動の活性化と発展を支援し地域経済の活性化に寄与出

来るように支援します。 

連絡先 

〒078-3301 北海道留萌郡小平町字小平町３８９の２番地 

小平町商工会 

電話 0164-59-1111 FAX 0164-59-1427  e-mail obira@rose.ocn.ne.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．まちの概要 

 北海道留萌郡小平町は、南北約34㎞の海岸線を有し、海岸線より東西約40㎞と山深く、南北に走

る海岸線は道北の経済路、国道232号線が走っています。県庁所在地の札幌市より約160㎞（路線バ

スで約3時間20分）、北海道第2の都市、旭川市より約90㎞（路線バスで約2時間）に位置し、最北

の稚内市、道北観光の通過点となっています。 

 隣接する留萌管内一の人口を誇る留萌市までは、約11㎞（路線バスで約15分）と近く、留萌市に

は、大型店の進出めざましく留萌市内の既存商店街と同様に当町の小売業に大きなダメージを与え

ました。 

 

◆平成30年3月末現在の人口～3,182人  世帯数 1,636世帯  一世帯当たり 1.9人 

◆面積 627.29ｋ㎡   

◆平成29年度 小平町一般会計予算 3,927,000千円 

◆平成29年度 小平町一般予算に占める商工費 189,466千円 全体予算に占める割合4.8% 

 

■小平町の人口推移と小規模事業者  

 

 
 

 
全国に同じ課題を抱える多数の市町村と同様、現在の小平町の最重要課題は、人口減少（過疎化）

と高齢化であり、小平町としても平成27年度より新たに「小平町人口減少対策本部」が設置され 

将来の小平町への模索が新たに開始されました。小平町の人口を大きく区分けをすると、小平地区

、臼谷地区、鬼鹿地区、達布地区、本郷地区に分布することが出来ます。鬼鹿地区では、特ににし

小平町町勢要覧より抜粋 
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ん漁の終焉による水産加工業の衰退、達布地区では高度成長期の終わりと共に、石炭燃料からの脱

却による廃坑などを要因として、又近年は公共事業の減少による建設業の大型倒産が続き、農業に

おいては酪農の衰退や後継者不足による戸数減少に陥りこれらが人口減少にいっそうの拍車をか

けました。このような中、商工業者の状況は人口の減少による消費の落ち込みに加え近隣の留萌市

、羽幌町へ進出した大型店の影響による消費流出等その環境は厳しさを増す一方です。 

 

■小平町商工会の会員事業者数 

 小平町商工会は、昭和36年小平村商工会として設立され、設立当初の会員数は166会員でした。

設立時の地区ごとの会員数は、小平地区３２・臼谷地区１・達布地区５０・鬼鹿地区７５・住吉地

区他８でした。現在は、会員総数１１１事業所であり、定款の１２会員を除く事業所数は小平地区

４６・臼谷地区１１・達布地区２・鬼鹿地区３６・本郷地区他４ですが、特に達布地区は炭鉱の閉

山と共に一気に事業者数が減少しました。現在、設立当時より、事業承継や法人化を経て現存して

いる会員事業所数は１６事業所にとどまっており、経済状況の変革、地域産業構造の変化に伴い町

内事業者がその都度大きく変貌してきたことがうかがえます。 

 また、最も人口の多い小平地区では、３０年ほど前までは国道沿、旧国鉄羽幌線小平駅の駅前通

中心に商店街を形成していた時期もありましたが、近隣への大型店進出を機に廃業等が続き小売業

が皆無に近い状態となっており、達布地区ではガソリンスタンド１軒、雑貨屋１店と実質的に商店

街と呼べる小売業の集約地は存在していないなど、地区により業種の偏りが大きくなっています。 

 

２．産業の状況 

 小平町の主要産業は沿岸漁業、農業であり、現在の基幹産業は農業という位置づけになっていま

す。農業では、稲作の耕地面積が最も広く、近年はその味の評価が向上し北海道留萌管内では最も

上質な白米の産地として認識されつつあります。又、漁業は各種鮮魚をはじめ、近年はホタテ貝の

稚貝養殖が盛んになり国内出荷はもとより、韓国などへの輸出も始まりました。小平産の水タコ、

ウニは鮮度と味が好評であり、夏期にはそれらを食するための通過型観光客も定着し始めました。 

（農業者・漁業者の営業戸数、形態については下記を参照ください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鉱業に至っては一時期、留萌炭田を抱える産炭地であって、1947年（昭和 22年）頃にはその最

盛期を迎え、鉄路も留萌本線留萌駅から羽幌線、天塩炭礦鉄道、達布森林鉄道などが延び、昭和

40 年代までは活況を呈していましたが、かつて存在した構内掘り炭鉱は全て閉山し、現在は露天

掘りの炭鉱が一カ所のみ存在しており、北海道泊原発停止に伴い火力発電用石炭の不足から数年ぶ

りで留萌港より船積み出荷されるなど、数十年ぶりに再び脚光を浴びることとなりました。 

 観光業は地域柄、道北観光の一通過点となっており大きな発展を遂げることができませんでした

が、近年は当町で獲れる新鮮な魚介類を買い求める観光客や鬼鹿道の駅おびら鰊番屋に隣接される

国の指定重要文化財である「花田家鰊番屋」が注目を集め、平成27年春に道の駅おびら鰊番屋に併

設され開業した観光交流センターとともに改めて観光資源として注目され、新たな活用が始まりま

した。 
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 当町の小売・サービス業は、平成24年度商業統計調査を分析すると、町内販売額163,372万円と

なっており、潜在的消費購買額は約490,000万円、1世帯当たり約288万円と推計されますが、経済

センサスや商業統計から推測すると調査時点では、町内での販売充足率は35％～30％の間と推計し

ております。このことは隣接する留萌市、近隣の羽幌町などへの消費流出、又高速道の延伸による

札幌市、旭川市なども含めた町外に、現在では70％以上の消費が流出していることの表れであり、

地域商業者の売上減少を招き、廃業、撤退が続く事により、地域の魅力が減退し更に消費の流出を

招くという悪循環に繋がっています。 

 
 

３．地域・小規模事業者の課題 

 

小平町の最大の課題は、人口の推移にて記述したとおり人口の減少と高齢化であり結果として全

産業における産業人口の減少を招き、雇用の場が失われ、さらなる人口減を招くという悪循環に陥

っている事です。このような現状の中、特に小売・サービス業では人口減少と、近隣市町への消費

流出拡大が要因となって売上の減少を招いています。 

 又、元々は三つの村（臼谷、小平、鬼鹿）が合併し小平村が誕生。その後の炭鉱開発により達布

地区が急速に発展し小平町の原型を形成しましたが、それぞれが距離的に離れており、個々に商店

街や産業を形成してきた為に、農漁業の衰退、閉山、高

度成長期の終焉、公共事業の大幅減少と共に、各地域が

個々に、且つ急速に衰退してきました。この間、商店街

の集約や居住地域の集約などが行われず、分散されたま

ま現状に至っていることから新たな産業形成が難しいと

いう問題があります。（各地区の距離 ◇小平・鬼鹿地

区間17㎞◇小平・達布地区間22㎞◇鬼鹿・達布地区間39

㎞◇小平・臼谷地区間3㎞◇小平･本郷地区間5km） 
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 このような現状により、事業所の減少、経営者の高齢化と後継者不足、事業承継の未実地、業種

の偏りなどが問題視されております。特に、経営者年令層に偏りが多く、今後も廃業が続くことが

予想され、円滑な事業承継、第二創業、既存業種の維持発展、新規起業者の育成が課題となってい

ます。また、新たな起業を目指す者がなかなか輩出されないと言った問題もあり事業所の減少に歯

止めが掛からないため、小平町・農漁業団体・商工会が一体となって特産品開発や、新たな起業を

目指す土壌づくりを支援するために強固な協力体制を築く必要があります。このような問題の解決

の一助として小平町では現在、小平町、農漁業団体、商工会による小平町特産品支援事業連絡協議

会による特産品の開発、販売、調査研究事業に対する補助制度に力を入れています。 

 

４．商工会の現状と課題 

 

■商工会の現状とこれまでの取組 

 当商工会は、前身の小平商工業組合の時代より地域経済団体としてその役割を果たし、様々な事

業相談を受け諸問題解決にむけた提案を行うなど地域小規模事業者からの信頼を得てきました。従

来は、税務、金融相談を中心に年間の窓口、巡回相談は約800件、各種共済の加入率は全道でも常

に上位におり信頼関係の一端がうかがえます。しかし、近年は産業構造の大きな変化により会員の

減少が大きく、様々な面において苦慮しています。 

また、一時は全国一とも言われた高額会費負担の商工会でしたが、少しでも会員事業所の負担削

減をとのことから、近年会費の減額を実施しました。（H29年度予算ベース 会員1事業所当たりの

平均会費 年額 約39,000円）以下、従来の主な取り組みを列挙いたします。 

 

①地域経済活性化対策と売上向上対策 

 

１．プレミアム付商品券発行事業～消費流失、過疎化に伴い地域販売充足率が大きく減少する中、

購買意欲促進策として長年、小平町と連携しプレミアム商品券発行事業を実施。地域住民が改めて

地域事業者に目を向けるきっかけ作りとして商店、消費者からは好評です。 

２．奥様シール会及び商業振興組合の支援～当会会員事業所が中心となって設立された奥様シール

会（スタンプ発行事業）を長年にわたり支援。一時は、多くの加盟店により消費者の支持も大きく

様々なイベントを商工会商業部会と共に実施してきました。しかしながら近年は、廃業による加盟

店の減少と近隣大型店進出によりその活動が大きく制限されています。また、官公庁中心に１店で

は、納品や入札に参加できない取引に参加するために設立された小平町商業振興組合に対しても同

様に商工会として支えてきました。これにより、北海道や町、教育機関への入札に参加し、売上に

貢献してきましたが、近年は尋常では無い価格競争時代に入り厳しい状況が続いています。 

 

②特産品開発と観光振興 

 農漁産物に大きな特色無く、北海道で収穫、漁獲される一般的な産品が多く特産品としての付加

価値をつけることが難しい側面がありました。小平牛、ワインといった特産品が町、農協主体に開

発され長年、商工会としても販路開拓、販売支援を実施してきましたが生産量、生産者の後継など

の諸問題があり苦戦しながらも、駅マルシェ等に継続出店しPRに努めてきました。 

  観光振興においては、小平町の地理的条件、産業構造から観光産業が成り立ちにくい側面があり

大きな発展をしてきませんでした。また、一部の飲食店では地場産品提供によるグルメ観光客の来

店があるものの、観光支援については商工会 HP やパンフレット等に掲載といった限定的支援に終

始していました｡ 
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■商工会の課題と今後の取組  

 従来の経営改善普及事業による基本的な取り組みは今後も重要な施策として実施していきます。

但し、税務、金融中心であった個別企業への支援から、より細分化された支援へ変化する必要があ

ります。図1の通り当会会員事業所の年齢構成は町の高齢化率（約38％）以上に高齢化しており、

若手後継者、承継者の育成が喫緊の課題となっております。このことは、当会として日々の巡回、

相談業務を通して聞き取りを元に作成した図2で示す通りとなっております。したがって商工会で

は、このような現状を踏まえた経営支援のあり方を重視することが大切です。また、小規模事業者

の発展には売上の増加や収益性の改善といった商いの基礎、基本的な視点に再度重点を置く必要が

あります。 

そのためには現状の経営分析の他、近隣の商業状況の把握を含めた地域経済動向に目を向けた総

合分析を行った上での支援実施が望まれます。よって、従来の商工会事業を見直すと共に、商工会

内部組織である総務委員会を中心に、金融、観光、情報の各委員による事業の検証、見直、進捗状

況の確認を定期的に実施する必要があります。 

 

 
また、職員はこれらの業務に必要不可欠な知識、資質向上を図り、さらに支援のためのネットワ

ークの活用（広域連携・道内外商工会・関連機関・支援団体等）を行い、小規模事業者への新たな

提案、新たな発想を基にしたより積極的な経営改善普及事業の実施を図る必要があります。当商工

会における巡回指導では、小規模事業間の距離が非常に離れている事もあり時間的、距離的に一定

数以上の巡回を実施するには物理的に厳しい面（最も遠方の事業者間を巡回すると往復約７４キロ

）がありますが、その分一件、一件の訪問・相談における濃度と満足度を高める努力を行い、且つ

、ひとつでも多くの新たな提案、助言、情報提供を実施する必要があります。 

 

図２ 
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■業種別の課題 

Ⅰ．小売業 

隣接する留萌市まで自家用車で約10分と距離的

に近く、また留萌市には20年ほど前より生協他大型

店の出店が相次、当町の食品小売業を中心に各業種

が衰退し壊滅に近い状態になりました。既存事業所

の維持と新規開業促進、消費流出防止が長年の課題

としてあげられてきましたが平成30年6月小平地区

にて営業していたＡコープ小平店が閉店し町内唯

一のスーパーが閉店、高齢者等買い物難民輩出が懸

念されています。 

また、経営者の年齢層が高く後継者、承継に難が

あります。現状では、小規模事業者を支持している

顧客年齢層が６０代以降と若年者の支持が少ない事、更に近年は町内建設業の大型倒産がキッカケ

となり、地域に急速な過疎を招き、売上の減少に拍車をかけました。このような事もあり事業者支

持層の偏り、既存店の後継、承継、集約が課題です。 

 

Ⅱ．サービス業 

過疎、建設業の衰退と共に飲食業、宿泊業が衰退

した。また、現存している事業者においても小売業

者と同様の課題を有しています。滞在型観光地では

ない当町では、通過型観光客、流入人口をいかに取

り込むかが最大の課題です。 

 

Ⅲ．製造業 

近年は水産関連事業者によるホタテの養殖加工、

輸出が増加してきましたが、水産資源を活用した水

産加工品製造業はあるものの、ブランド力が弱く特

色に乏しいのが現状です。農林水産を活用した特産

品、新商品の開発、地域の味の提供、ブランド化、販路が課題です。 

 

Ⅳ．建設業・運送業 

公共工事中心の事業者が多かったことから、公共事業減少による倒産、廃業が相次ぎ産業人口と

雇用の場が大きく失われました。このような中、近年の小平町による公共事業増や商工会、建設業

協会による要望から創設された、小平町の振興策（住居の新築、改築、解体への小平町補助制度）

も実施され、一定の民需増につながりつつありますが、より町民に目を向けてもらえるような広報

、PRをおこない、さらなる民需開拓が必要です。また、雇用されている労働者の年齢層が高く人材

不足、人手不足が危惧されており雇用環境の改善、若年労働者確保が課題となっています。 

 

Ⅴ．一次産業 

 当町における一次産業では、各農漁業団体の広域的な合併が進んだ事から、近年は身近な商工会

へ税務、産業連携（6次化）についての相談が増えてきた。また、一次産業から特産品開発、商業

への進出気運が高まってきておりこのことを踏まえ支援業務の拡充が必要です。 

 



７ 
 

５．経営発達支援事業の目標 

【小規模事業者の中長期的な振興のあり方】 

 小平町では「地方創生」への取り組みとして、平成27年度より「小平町人口減少対策本部」を設

置。更に「小平町の未来を考える会」を設置し、官民一体による総合戦略が計画され、今後の具体

的な取り組みとして ①産業振興・雇用の確保・6次産業化・特産品振興 ②少子化対策・子育て

支援・教育 ③高齢化・福祉・介護・医療 ④インフラ・移住・定住をキーワードに地場企業の育

成、強化と農林業や漁業・水産加工業など海や大地の自然の恵みを活かし、働きながら生活し続け

られるまちをめざし、「地域産業の活性化と働く場の確保」、「まちの地域資源を活かした特産品

づくりと産業の創設」を掲げて小平町版総合戦略を開始しました。 

小平町商工会では、小平町の総合戦略計画を踏まえ地域経済団体として中長期的な観点に立ち小

規模事業者支援のために、小規模事業者が抱えている現状、課題を抽出し小規模事業者が長期発展

に必要な経営力、販売力、営業力を身につけ、事業者としてのあるべき姿を事業者自らが創造し

、希望の持てる商い、事業の継続と事業承継を円滑に行える事業力を持つ事を支援します。 

また支援を通じ小規模事業者の継続的な発展に繋げ、産業振興や雇用の確保、6次産業化、特産品

振興を進め、且つ中長期的に支援することで事業の発展性を高め事業承継、第二創業に繋げて行

きます。加えて、地域農業・漁業者と密接な関係を構築し、農林漁業者の商工業への進出や新たな

起業者、創業者が輩出されるよう支援を拡充し、この10年間で16.8％減少した商工事業者数の減少

を抑制する事に寄与します。 

 

■経営発達支援事業の目標 

 

１．新たな経営目標、計画的な事業実施による売上、利益の増加、確保を目指すための支援 

 《経営計画策定、需要動向調査により支援対象者の売上又は利益増を目標､19ページ参照》 

 

２．事業の継続、承継、新たなチャレンジ（第二創業等）、起業をするための支援 

 《事業承継、事業継続、起業を合計し５年間で１０件を目標》 

 

３．既存資源の活用と新たな資源の開発及び情報発信による販路拡大に対する取組への支援 

 《支援事業者の5年後の取引件数５件増を目標》 

 

また、本事業計画の実施のもと長期的に支援を継続し、支援のノウハウを蓄積、継承し、商工

会の支援力の向上を図ります。 
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□目標の達成に向けた方針 

 

①地方の小規模事業者では、長年の経験や勘に頼っている側面があり、経営者が事業実態を的確に

把握していない事が多く、詳細な経営分析や有益な情報の活用を商いに用いて、且つ経営者自身が

将来の経営計画に沿って持続的な営業を行うための支援、サポートが必要です。また、このような

支援を実施する為の仕組、体制、人材確保を商工会としてトータルコーディネートすることが重要

です。そのためには、従来行ってきた小規模事業者の記帳、税務指導中心の支援に加え事業所毎の

詳細な経営分析、現状分析を繰り返し経営改善計画の作成や新たな事業展開、将来を見据えた事

業計画を個々の事業主自らが認識し作成できるようになる為の経営支援を実施します。また、小

規模事業者の売りたい商品、提供したいサービスと消費者が買いたい商品、受けたいサービスの

ミスマッチを解消し小規模事業者が、消費者に支持され新たな需要の掘り起こしに繋がる支援を実

施し、個社の売上の維持増加と地域の販売充足率の向上を目指します。 

 

②事業承継を予定している事業所や後継者未定、事業承継未定である小規模事業者が多く存在し

ています。後継者の確保、円滑な事業承継により事業者の減少を食い止め、事業承継、後継者への

経営移行を推進すると共に、起業や第二創業を支援し業種の拡充を促進することで町の機能回復（

利便性や充足性）に寄与し、小規模事業者の持続発展と地域振興につなげることを目指します。 

（例：当町に無い洋菓子店が起業する事で新たな特産品や名菓開発にも繋がり且つ、消費者需要を

満たし、業種の拡充に繋がります。） 

 

③地域経済動向調査及び需要動向調査を活用し隠れた資源、未活用の資源、既存品の販売促進事

業を見直し、これらを活用した新たな観光資源化の促進や、広報、販売促進を行い小平ブランドの

確立、強化を促進し、小平ブランドを利用した小規模事業者の販路拡大を目指します。また農業

・漁業者との連携により農商工連携を含めた「新たな特産品やサービスの開発」を促進し、同時に

製造、販売チャネルを開拓することを支援し、小規模事業者や農林水産事業者が新分野へ進出する

ために必要な知識や技術を会得する機会を設けます。実施に際しては専門家派遣事業の利用やよろ

ず支援拠点の活用など外部との連携を強化し多面的な支援を目指します。 
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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３１年４月１日～平成３６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、今後の取組］ 

 小平町では基幹産業の衰退、人口減少、公共事業の減少など町の経済悪化と共に商工業者が減少

し現在に至っています。この間様々な施策や経営相談が実施されてきましたが、小規模事業者にお

いて商業統計や日経テレコン等のビックデータはあまり活用されず、景況判断や消費者動向は個々

の事業者判断に頼ってきた側面があります。また地域金融機関等の地方経済動向報告などローカル

データの活用という点においても同様でした。このような現状を踏まえ、商工会の各種システムや

商業統計等のデータを積極的に活用し、景況感、動向、同業種の状況、仕入単価変動など、自店と

同業者との比較や自店の現状把握、地域経済動向の把握に活用できる情報を提供し、営業方針や資

金繰り、自店の強みや弱みの考査に活かし、事業者自らが有効活用できる情報の提供と、活用方法

を支援の他、ホームページ、商工会報で提供の他、巡回、窓口相談ツールとして活用します。 

 

■事業内容■ 

経済動向調査の活用と支援 

Ⅰ．統計データの活用 

【調査項目１ 国内小売業、飲食業の・売上高推移・仕入高推移・売れ筋商品・人気メニュー・人

気サービス】 

商業統計、日経テレコン、地域経済分析システム（RESAS）等を利用し今後の消費動向、売上予測

や仕入単価上昇へ備える事に利用します。特に人気商品、人気メニュー、サービス等への支出は、

今後の売上動向を予測する参考となり経営計画の作成や販路拡大を考える上で必要となる調査で

あり同時に、個社の現状との比較や、新たな仕入先の検討、品揃の拡充、提供サービスの改善など

課題を知る手掛かりとなります。 

【調査項目２ ・公共事業の推移・設備投資状況・金融需要状況・耐久消費財の買換状況･住宅建

築状況・農漁業の作況、水揚げ高】 

地域金融機関や日本政策金融公庫の景況調査などのローカルデータを利用し地域の経済状況を

把握し需要動向予測や生活環境、生活手段の変化など消費者のライフスタイルや地域経済の方向の

変化を捉える事に繋げ営業方針や仕入計画策定に寄与するデータとして提供できます。 

 
Ⅱ．聞き取り調査と商工会システムの活用 
【調査項目３ 事業者の景況感・売上状況・仕入先状況・消費者動向・設備投資予定】 

商工会会員管理システムによる事業者情報と地域商工業者（145事業所）を対象とした巡回訪問(

年間目標410回)、窓口相談（年間目標400回）により調査項目３について聞き取りし小規模事業者

の営業状況や動向を表すデータを作成し、調査項目２，３を集約、抽出、編集し当町の経済状況の

把握や今後の町内経済の動向を予測し提供すると共に、データの活用方法、比較項目、注視事項な

どのポイントを説明し品揃えやサービス拡充の検討、事業承継の時期や検討に繋げていけるよう支

援アイテムとして活用します。 
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《目標 年二回、上期、下期に分けて調査集計及び周知を実地》 

 

 

 

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

［現状と課題、今後の取組］ 

 従来の経営分析は、融資や補助申請に必要とされ事業者の財務分析に終始していた側面があり

経営の問題点や改善のために必要となる経営状況把握と言う観点が抜けていました。このような

現状を踏まえ商工会ネットde記帳システムの利用者は、システムにおいて個社の財務分析並びに

経営改善計画書の基礎データの作成が可能となったことから、【分析１：財務分析】の結果を基

に【分析２：事業所毎の経営資源、人的資源、技術力、経験、人脈、内外状況】のＳＷＯＴ分析

結果を加え個社を分析します。また、システムの未利用者においては決算書等の提供を求め分析

１及び分析２を実施し､個社毎に小規模事業者としての強み、弱みを分析し事業活動における利用

を支援します。 

 

■事業内容 

商工会ネット de記帳システム利用の小規模事業者は全件において【分析項目１：安全性・収益

性・資金繰り性】の財務分析を実施します。システム未利用者に対しては、個社の状況把握の重

要性を説き、事業者から決算書等の提供を始め、聞き取り情報を加え 経営状況の分析を行います。

また自己による経営状況の把握を促進するため、（仮）簡易診断シート等《10ページ参照》を作成

配布、又はホームページからダウンロードし簡易自己診断できるようにし、自らが自所の長所、

短所、他社との比較が行えるシステム体制を作り経営に対する自己意識向上に繋がるように支援

します。 

具体的には、地域の経済動向調査に関すること【指針③】における各種データの活用と【分析

項目１の財務分析】、【分析項目２：経営資源、人的資源、技術力、経験、人脈、内外状況】の結

果を基に総合的に経営分析を実施し、安全性、収益性、商品構成や提供品目数、売れ筋比較を行

い且つＳＷＯＴ分析による、弱み、強み、外的要因、内部要因を客観的に比較分析し小規模事業

者が自店の現状と業界、異業種の状況と比較できる「見える化」を図り、自店に欠けている点を

認識し、経営計画の作成や営業方針の策定の参考資料として活用できる資料として活用できるよ

う支援します。 

また、分析から導き出される改善案や新たな取組を模索するに当たり、更にはより高度な分析、

改善策を求める事業所のため、中小企業基盤整備機構や北海道商工会連合会と連携し、ミラサポ、

よろず支援拠点、専門家派遣を活用し要望に即応出来る体制づくりを行います。 

 

提供の方法  現行  初年度  2 年目  3 年目  4 年目  5 年目  

①会報、HPによる集約情報提供  ０回  ２回  ２回  ２ 回  ２ 回  ２ 回  

②巡回､窓口等による個別提供  なし  全員  全員  全員  全員  全員  

 



１１ 
 

●目  標 

 ◆経営分析実施件数の目標を次の通りとします 

経営分析件数 現状 初年度 2年目 3年目 4年目 5年目 合計 

ネットｄｅ記帳システム利用者 ０ ３ ４ ４ ４ ５ ２０ 

システム未利用者 ０ ２ ２ ３ ４ ４ １５ 

合計 ０ ５ ６ ７ ８ ９ ３５ 

平成 30年 8月現在システム利用の小規模事業者 20事業所を対象とし、システム未利用者は、商工会に

よる決算指導実施先または決算書等の提供を承諾した事業所より選定する。 

 

 

 

 

◆簡易診断シートは定期的

にファイル（メール・記憶

媒体活用）や、ペーパーベ

ース（印刷物）等で、全事

業所に年１回配布する。他

商工会HP上から随時ダウン

ロードできるようにする。 

 

 

 

 

 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

［現状と課題］ 

事業計画策定には、今後の事業展開を見据えて作成する場合、新たな起業の場合、後継、事業

承継に関する場合など様々な要因があり小規模事業者が必要とする事業計画がどのような目的が

あって事業計画が必要なのかを見極める必要があります。前項にて記載した、簡易診断シートを

使いながら事業者個々に寄り添った計画策定を支援し、小規模事業者の持続、発展に必要な事業

計画となるように、問題の解決や将来性を考慮した作成支援を行うことが重要です。また、事業

承継や、第二創業の事業計画作成を支援することは既存小規模事業者の活力の回復・向上を促し、

地域経済の活性化に繋がることから日々最も小規模事業者と接する機会となる巡回相談、窓口相

談を通して事業者ニーズの掘り起こしを行うことが大切です。更に、中小企業白書や小規模事業

白書を活用し同業者の意識や現状を客観的に見ながら、小規模事業者自身が計画策定の必要性を

感じる ように、自己意識の向上に繋がる事を意識しながらの支援が必要です。 
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■事業内容  

 

Ⅰ．財務体質や経営体質改善に要する事業計画作成支援 

事業承継後10年を経過、又は60才以下の事業主を対象に財務上の欠点や改善点を的確に指摘す

る事の他に、財務以外の視点から見た作成の要素が重要です。このためには商工会基幹システム

における財務分析を活用し、事業計画を作成すると共に２．経営状況の分析に関すること【指針

①】で説明した経営分析の活用と、簡易診断シートを活用し、必要の不可にかかわらず経営計画

書の作成が個社の強みを伸ばし、弱みを改善する事に繋がる事を説き中長期的な資金繰りの他、

資産の活用、人的経営資源や技術資源を活用した、事業者の所有している資源が活かされる計画

となるように作成支援を行います。 

 

Ⅱ．事業承継、起業、第二創業に要する事業計画作成支援 

当会の事前調査を基に若年後継者に事業承継を予定している個社及び後継対象となる親族、従

業員不在の個社を対象に、事業承継を見据えた事業計画や地域の現況、ニーズを考慮した計画、

あるいは事業承継後の業態転換や新事業・新分野に進出する可能性はあるのか？など様々な可能

性を考慮し事業計画を作成する必要があります。このことを踏まえ作成支援においては、商工会

はもとより、地域金融機関、日本政策金融公庫、中小企業診断士をはじめとした専門家（ミラサ

ポ、よろず支援拠点等の活用）と協力、連携し計画作成を支援します。（各専門家と協業すること

で経営革新の認定や、農商工ファンドの活用、各種認定や創業資金調達などの活用範囲も広がります） 

また当町のような過疎地、事業所減少地域では創業や第二創業を目指す者への意識発起、啓発

が最も大切なことから各種創業塾への参加や各支援機関、関係諸団体において開催されるセミナ

ー、事業承継講習会等の活用や告知、周知を商工会報、ホームページ、小平町広報を利用し広く

町民に啓発し、地域住民の起業発起促進に繋げます。 

 

Ⅲ．第一次産業者の事業計画作成支援 

農業・漁業者（異業種）の事業計画の作成支援や相談を積極的に行います。近年当町では、農、

漁業者の６次化や特産品開発の気運が高まってきており、このような現状を踏まえ、当商工会で

は農漁業者の支援拡充（税務相談や労働保険、各種制度説明、金融相談）を行ってまいりました。

農漁業団体と連携し、農漁業者が製造、販売等に進出するに当たり販売計画や事業そのものの計

画作成が必要な事が多く、商工会の有する知識、経験、システム、事例は実践的である為、非常

に有益です。しっかりした事業計画を作成し、場合によっては国の物作り・サービス・商業革新

補助金などの活用や小平町の補助制度活用を検討するなど、異業種から参入する事業者の事業計

画作成を積極的に支援し、地域に新たな小規模事業者が誕生する事に繋げていきます｡ 

●目  標 

◆平成29年8月現在の実態から、次の通り目標値を定めています。 

◇Ⅰ．財務体質や経営体質改善を中心とした経営計画作成支援では、経営状況分析を実施した事

業所の内６ページ図２の②に該当する事業承継後10年を経過、又は60才以下の事業主を対象に

資産、人的資源、技術的資源を事業に活かし将来の持続発展、現状見直しを再認識し事業者の

意識改革に繋がるよう、商工会と専門家等を交え支援します。 

（対象となる事業者はネットｄｅ記帳による経営分析４件、その他３件とします。業種 ・建設

１件・サービス２件・小売、製造小売４件を予定） 
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◇Ⅱ．事業承継や、後継者問題は当町小規模事業者の喫緊の課題でもあり、小規模事業者の継続

した営業と起業促進を図る上で重要です。これらを踏まえ経営状況分析を実施した事業所の内６

ページ図２で示している①の内若年後継者に事業承継を予定している１０事業所及び③に該当

する事業者の内、特に親族、従業員不在の４事業所に対し、既存の経営資源の活用による事業

承継や、新たな経営資源の開発を見据えた第二創業又はＭ＆Ａなど個社が幅広い選択肢の中から

将来像を描ける経営計画とするため、商工会を中心に専門家、よろず支援拠点を活用し支援する

体制を整えます。 

（対象となる事業者はネットｄｅ記帳による経営分析７件、その他７件とします。業種 ・建設

５件・宿泊１件・製造、製造小売３件・小売２件・サービスその他３件を予定） 

 

◇Ⅲ．商工事業者以外の事業計画作成支援 

近年の当会による農、漁業者の経営相談、特産品開発の相談実績では、年間平均し２件程度の相

談を受けてきました。今後も一定の案件が見込まれ、相談者に都度、支援を実施致します。また、

支援の際は農業、漁業団体と連携の他専門家を交えて新たな起業に繋がるよう実施します。 

 

 
５ページ図 2より抜粋 

◆目  標 

 

 

 

 

 

 

 

（Ⅰ及びⅡの事業所は、【指針①】において、経営分析を実施した個社35事業所の中から選択） 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 事業計画作成は作成することが目的ではなく、小規模事業者が作成した事業計画を実際に活用

し実現していくことが重要です。小規模事業者が持続発展するためには作成した事業計画に沿っ

て営業方針を立案し、実行するという過程を生じます。当会では、経営指導員を中心に継続支援

を実施し、巡回、窓口相談を通して定期的に事業計画の進捗状況を確認すると同時に、（独）中

小企業基盤整備機構発行の「小規模事業者支援ガイドブック」を活用するなど、充実した

支援実施に繋がるようにします。また、計画を遂行する上で発生する課題、問題点を克服す

る為に、関係諸機関、専門家と連携を図りながら個社に寄り添う支援を実施し、小規模事業者の

不安要因が軽減されるようにします。 

 

  区    分 初年度 2年目 3年目 4年目 5年目 合計 

Ⅰ．図2の②に該当する事業所 １ １ ２ ２ １ ７ 

Ⅱ．図2の①に属し事業承継等を

予定している事業所１０件及

び③のうち４件 
２ ３ ３ ３ ３ １４ 

Ⅲ．商工事業者以外の事業所 特産品開発を目指す事業所（年平均２件） 
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■事業内容 

（１）フォローアップ 

①財務体質や経営体質改善を主眼に作成した事業計画推進フォローアップ 

資金繰り、資産、人的経営資源や技術資源を有効活用出来るようにする事業計画となります。

日本政策金融公庫の小規模事業者経営発達支援資金・小規模事業者経営改善資金、小平町中小企

業振興資金融資、利子保証料補填等の活用も考慮し、財務内容の改善が計画書に沿ってなされて

いるかなど、商工会による定期巡回訪問の実施計画を策定し支援を拡充します。また人的資源、

技術資源の活用は多面性を要するアドバイスが必要となることから、道中小企業総合支援センタ

ーや専門家派遣事業、よろず支援拠点を活用し所有資源の有効活用に繋がるようアドバイスし、

キャッシュフローや労働生産性など経営改善に向けたフォローを３ヶ月ごとに実施します。 

 

②事業承継、第二創業を主眼とした事業計画推進フォローアップ 

事業承継は商いそのものが商業ベースとして成立していなければなりません。従って6W1Hに沿

って整理し、中長期的な事業の展望が必要であり将来の経営目標や理念の作成、承継するための

アクションプランの作成支援が不可欠です。また、新たな経営資源の開発や、第二創業に必要な

諸手続、人材や資材の確保など細部にわたる確認作業が必要です。このことを踏まえ、個者と密

接な連携を図り事業承継や第二創業、Ｍ＆Ａなど幅広い選択肢の中で計画を実施するために必要

な知識や助言を得るため、道中小企業総合支援センターや専門家派遣、よろず支援拠点を有効に

活用し小規模事業者の抱える不安要因の軽減を図るため３ヶ月おきにフォローします。 

 

③一次産業者、新規参入者の事業計画推進フォローアップ 

農漁業者（異業種）、新規参入者の事業計画は起業における事業計画作成と同等であり、作成

後のフォローが非常に重要です。また、異業種からの参入における課題、事業開始に伴い発生す

る問題、リスクを明確にする必要があり、新星マリン漁業協同組合・南るもい農業協同組合と連

携し、互いの専門分野の利点を活かした支援実施を行い、事業計画遂行をフォローします。更に

中小企業診断士や専門家、よろず支援拠点を活用しながら計画の妥当性、検証（PDCA）を繰り返

し、場合によっては修正案を提案するような体制を築き、随時フォローします。 

 

（２）各種制度利用の検討とサポート 

昨今、国による小規模事業者への支援が法的に整備され、又北海道、市町村による各種助成制

度や補助事業が拡充されてきました。当町においても、将来の特産品開発に繋がる事業展開、開

発への補助制度が施行され、その活用について推進している状況にあります。このような現状を

踏まえ、小規模事業者が作成した経営計画の実行に際し、より充実した計画実行となるよう各種

補助制度活用の検討や経営計画の実施状況が本来の趣旨、目的と一致しているか検証しながら事

業の推進を行う必要があり、事業者の作成した経営計画が着実に前進していけるように商工会、

専門家を交えてサポートを行います。 
●目  標 

目     標 初年度 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 

計画策定事業所数( )内は累計 ４件 5件(9件) 5件(14件) 5件(19件) 5件(24件) 

延べ巡回目標数 １６回 ３６回 ５６回 ７６回 ９６回 

 

◆実施支援として、定期的（３ヶ月毎）に事業計画作成を実施する全事業所を巡回訪問し計画作成支援と作

成後の実行進捗状況の確認及びフォローアップを実施します。 
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５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

◆当町における製造業は規模が小さいながらも近年のインバウンド増によりその商品には注目も

高く経営分析を実施した「製造業又は製造販売業」の個社を対象に需要動向調査を実施します。 

◆地域小売業、サービス業等のあり方という観点から、経営分析を実施した「小売業、サービス

業」の中から、特に若年経営者の個店、地域の核となっている個店、売上変動の大きい個店を選

択し需要動向調査を実施します。 

 

①経営分析を実施した製造業等（製造小売業含む）４事業所の個社毎需要動向調査を実施する。 
〈現状と課題〉当町における製造業は事業者数が少なく小規模ですが、地域の原料を利用した食

品製造や町民に長年支持されてきた手作り食品、商品の製造販売を手がけてきました。また、近

年は道の駅効果による観光客、インバウンドの増加等もあり、これら製造業者の製品、商品は注

目を浴びつつあります。しかしながら、個々の規模が小さいため的確な需要動向を把握すること

無く従来品の製造販売に終始しております。 
〈目的〉このようなことを踏まえ本事業による、個社毎の需要動向調査を実施し、新たな需要の

開拓、新たな製品開発、新サービス提供のヒントを得られるように調査を実施します。 
 

②経営分析を実施した小売業等から７事業所の個社毎需要動向調査を実施する。 

〈現状と課題〉当町の現況は人口密集地（集落）が四散し、一般的な商店街と表現できるような

商業集合体がありません。そのため地域における競争が低下し小売業等は全般的に地域消費者の

ニーズに応えているとは言いがたく、旧態依然とした商いが中心となっている為、消費者のニー

ズを把握すること無く長年の勘と信頼だけに頼った商売でした。 
〈目的〉地域に支持される小売業、サービス業を目指すために、地域消費者の動向を調査し、消

費者に支持される店作り、必要とされる個社へ進化するためのきっかけとなる調査になるよう個

社毎の需要動向調査を実施します。 
 

③〈フォロー〉前項①、②の実施結果を活用し、商工会による個社支援に取組ます。 
調査結果を個社毎に提供することで取引先や仕入業者が求める商品とサービス、消費者が求め

る商品とサービスを見直す事に繋げ巡回訪問、窓口相談時は結果を基に、個社毎へのアドバイス

と経営計画の見直し提言を実施し、個社支援に繋げます。またその際は各種専門家、支援機関を

交えて実施結果の提供と提案を行い、新たなニーズの掘り起こし、新サービスや新商品の開発、

販路拡大を視野にいれ、新分野進出のヒントや事業承継、第二創業のキッカケに結びついていく

ように活用します。 

 

〔事業内容〕 

 需要動向を詳細に把握し、個社の現状を認識することで、自身の商いを経営者自らが改めて検

証できるようするため、次の需要動向を調査実施します。 

 

①製造業等個社の取引先別調査及び消費者調査 

【現状と商品力】当町における製造業等は、その件数こそ少ないものの、近年の観光客増、イン

バウンド増により一定の注目を浴びてはいますが、取引業者、納入先から見て販売しやすい商品

なのか、改良点やパッケージ、質量など魅力ある商品となっているか具体的な商品力を検証した

事がなく長年変化無く販売してきたのが現状です。 
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《手法》年1回 調査票によるアンケート調査を実施します。 

《対象》各個社の取引先毎に取引額上位１０社 

《調査項目》商品力について～味や質の評価・パッケージデザイン・売りやすさ・価格と商品力

のバランス・輸送配送コストについて、提案、改良点について調査分析します。 

また、観光地ではないものの当町の道の駅では平成27年春に隣接して観光交流センター（小平

町運営）が開設され利用者が大きく伸び、これに伴い、町内製造業者の商品も観光客等から注目

を浴びることとなりました。このことを踏まえ当町道の駅において 

《手法》年1回 聞き取り調査 

《対象》最も来訪者が多い7～8月に道の駅において対象個社の商品を購入した消費者（個社毎 

１００人） 

《調査項目》購入者の年齢層・商品の認知度・購入理由・価格バランス・デザイン・その他意見

を調査分析します。 

《目的》取引先と消費者から得た調査結果を専門家を交え集約と分析を行い、集約したデータを

個社が利用し自らが既存品の見直し・改良、新商品開発検討、新規需要開拓に繋げていけるよう

に支援します。 

 

②小売業等の個社毎消費者動向調査の実施 

【現状】コンビニのようなPOSシステムを持たない個社は経験と勘による商いや、問屋のお勧めを

単に販売、提供しているケースが多く実際の消費者意識と乖離しているのが現状です。 

《手法》年1回 ＤＭによるアンケート調査 

《対象》各個社毎の半径５km圏内商圏に居住する世帯の中からランダムに1００世帯抽出(７個社

、延べ700世帯) 

《調査項目》対象個社における～「日常購入品目・利用サービス・利用頻度・不足品目、不足サ

ービス・要望、意見」を調査集約し個社毎に結果をSWOT分析する。特に個社の弱み、強みを自己

認識出来るよう専門家や支援機関を交えて分析結果を作成提供します。（データ補完に「日経テレコ

ンのPOSEYES」や「地域経済分析システム（RESAS）」を活用。調査対象とする世帯は小平町プレミアム付商

品券購入者名簿より居住地別に抽出する。） 

《目的》これらの調査結果を基に○○だったら個社で購入、利用しても良いなど具体的な消費者

意識、動向、需要を把握し対象個社へフィードバックします。特に、本調査による結果を利用し

、消費者と個社のミスマッチを洗い出す事で商品構成、サービスをブラッシュアップし、消費者

意識と個社意識のマッチングを行い個社の販売計画や品揃の検討、売れ筋品目といった個社の売

上げを左右する具体的な商品やサービスを検討出来るようにします。 

●目  標 

区    分 初年度 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 

経営分析実施製造業等 ４個社 経営分析 １件 ２件 １件 結果活用 

経営分析実施小売業等 ７個社 経営分析 ２件 ２件 ３件 結果活用 

◇集約した 調査結果は、個社毎にデータの集約を図り各個社へ提供 します。 

◇需要動向調査実施の流れ 各個社の経営分析実施 → 動向調査 → 調査結果の活用支援  

（商品改善、新製法、新商品投入、広報 PR の工夫等の取組状況の確認と支援）    

◇①②の調査結果については、専門家等を交え個社が活用しやすいデータに編纂、分析します。 

◇②の調査は地域の買い物実態調査にならないよう留意し、あくまでも各個社に対する消費者調

査とし結果の集約は個社毎に行います。 
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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】 

 
〈現状と課題〉 

 小規模事業者における新規需要開拓は販売規模、提供規模、提供品目など供給側と需要側との

ミスマッチや、需要への対応力不足などの諸問題もある他、商品やサービスに対する認知度、知

名度不足などもあり新たな需要の掘り起こしに躊躇する傾向が見られます。 

  とくに小規模な事業者ほどこの傾向が強く感じられ、これら諸問題等を考慮しつつ需要開拓、

販路開拓が必要である事を認識しながら支援を実施する事が望まれます。また、小規模事業者は

、資金力の弱い事業者が多く、大規模な資本投下を出来ない事もあり、極力初期投資を抑え且つ

有効的なプランニング、支援が必要です。 
 
■事業内容 

 

需要動向調査に関すること【指針③】にて、調査した４個社を対象に各種調査結果を活用 

 

１．製造業における需要動向調査の結果を活用し需要拡大に繋げる 

販路の拡大や新たな需要の掘り起こしの為には取引先、販売先などから見た流通、販売しやす 
い商品であるかと言う事も重要です。需要動向調査におる取引先と消費者から見た商品力を検証

し、取引先が求める売れる商品なのか、消費者が求める商品なのか総合的に分析検証した結果を

活用し取引事業者の満足度と消費者の満足度の向上を図り売れ筋商品化や新商品の開発へ繋げ、

魅力ある商品として町内小売業者の他、道の駅、温泉施設等の観光流入客の多い施設等での販売

、PRを強化します。また旭川駅マルシェ、どさんこプラザ等への出品、出店、小規模事業者のマ

ッチング事業、地方公共団体連携型広域展示販売・商談会事業等を積極的に活用し町外の新たな

需要開拓に結びつけるため、広域的な展示販売会・商談会へ参加する必要があります。商工会は

参加の後押しをするために展示会、商談会の開催の情報収集と周知を行うと共に、参加促進のた

め各個者の参加体制づくりを支援します。又、参加後の実販による買い手の動向を直に感じなが

ら商品力、販促力向上に繋げる効果と商談の場として利用し、新規需要開拓に結びつくよう出来

る限り商工会職員も事業者と共に参加し現場を肌で感じながら個社支援に活かせるよう支援の幅

を広げて参ります。その為に、参加に必要な諸条件や商品力向上の為、伴走型支援を行い専門家

派遣、支援機関を活用し商品のブラッシュアップを支援し、バイヤーへの商品、製品紹介又は

商品を認知してもらうための手法を集団講習会による支援や個別相談会を開催し物産展、

商談会等への参加促進と参加後のアフターフォロー（どうやって売り込むか等）を各専門

家、支援団体と共に行います。 
また対象個社の商品は既にその一部がふるさと納税返礼品として活用されており一定のPRに繋

がっていますが、一層の販促、広報に繋げる為ＩＴの活用を改めて見直し、商工会ホームページ

システムSHIFTへの全店登録支援、全国商工会連合会の100万会員ネットワークの活用提案、登録

支援を行います。更に個社によるSNSを活用した情報発信の手法を商工会開催によるＩＴ講習会等

で広め、地元の人しか知らない既存の地域特色品（長年地域に愛されてきた商品、味等）に加え

、改良商品や新商品、ふるさと納税返礼品を合わせて地域ブランド品として広報PRし需要の拡大

を図ります。 

 

 

 



１８ 
 

 

２．小売業等における需要動向調査の結果を活用し、地域消費者の需要動向と個社の販売、経営

方針との差を検証し、消費者と個者との差異を解消することで消費者のほしい商品と個社の売り

たい商品をマッチングさせ新たな需要を開拓する事を主眼に支援します。 
特に、個社毎に提供されている商品、サービスを調査結果によりブラッシュアップし、提供し

ている商品、サービスを個者、商工会、専門家等を交え見直す事で個社毎の品揃え（特に売上貢

献度の高い売れ筋品目、新サービスの選定、流行品の採用）や適正価格設定、サービス改善に活

用します。需要動向調査結果を基に、経営者の勘の商売からデータに裏付けされた消費者目線の

商売へと展開し、従来取り込めていなかった消費者層や、地域需要を再開拓する事で個社の潜在

的顧客からお得意様へ転換し、来店者増や売上の維持増加に繋げます。また、潜在的顧客の開拓

は消費の流失を押さえる側面も有り、町内販売充足率の増加に寄与し地域活性化に結びつく効果

も得られます。 
更に、従来は地域内販売中心であった個社の販売形態から、町内製造業者の製品、商品の取扱

を拡大し、ふるさと納税返礼品の販売を行う事で、新たな需要である外部消費者の掘り起こしに

繋げていきます。そのために商工会として側面から支援するために、商工会報や小平町広報を活

用し地域に発信するほか、商工会ホームページシステムSHIFTへ全店登録し商品、サービス情報を

積極的に町内外に発信広報し、小平ブランドの商品販売を伸ばすことで町外需要の開拓に繋げ、

売上維持増加に結びつけます。 
 

●目  標 
 各対象個店に対し次の目標を定め新たな需要開拓、売上の維持増加を図ります。 

 

◆製造業等～４事業所 

 

 １．需要動向調査後、毎年度1回以上の物産展又は商談会へ参加し製品PR、商談を実施し参加の 

1年後の取引件数１件増。5年後の５件増を目指す。 

 ２．需要動向調査の1年後の町内販売量の3％増。5年後の15％を目指す。 

 ３．需要動向調査の1年後のふるさと納税､ＩＴ活用による売上1％増。5年後の8％増を目指す。 

 

◆小売業等～７事業所  

 

１．需要動向調査の1年後の平均来店者数3％増加。5年後の増加率10％を目指す 

 ２．需要動向調査の1年後の売上減少率の2％低減、又は売上の2％増加。 

5年後の売上減少率、5％低減、又は売上の10％増加を目指す。 

  （減少率及び増加率は経営分析及び需要動向調査後に見直し現状数値より改善された数値とする） 

３．町内製造業者の製品を積極的に取り扱い、従来重視していなかった外部消費者に対して広報

を強化し、需要動向調査の1年後の外部消費者売上高の占有率1.5％、2年後3％とし、5年後

の外部消費者（Ｗｂ販売含む）売上占有率6％を目指す。 

 

 

 

 



１９ 
 

 

 

～目標数値（個社毎）～ 

 

区     分 

調査後（目標値は実施期間終了後を含む）  

適応条件 1年後 2年後 3年後 4年後 5年後 

製造業等新規取引先件数 １件 １件 １件 １件 １件 対象全者 

製造業等町内販売量増加率 ＋3％ ＋6％ ＋9％ ＋12％ ＋15％ 対象全者 

製造業等Web等販売量増加率 ＋1％ ＋3％ ＋5％ ＋7％ ＋8％ 対象全者 

小売業等の平均来店者数増加率 ＋3％ ＋5％ ＋7％ ＋9％ ＋10％ 対象全者 

小売業等の売上減少低減率 2％ 4％ 6％ 8％ 10％ 減少者のみ 

小売業等の売上増加率 ＋2％ ＋4％ ＋6％ ＋8％ ＋10％ 維持増加者 

小売業外部消費者売上高占有率 ＋1.5％ ＋3％ ＋4％ ＋5％ ＋6％ 対象全者 

 

■目標値は検証時の個者毎経営分析値を１００と定めた増減比率です。 

 

＊個社に、経営分析、需要動向調査の実施年にずれが生じるため本計画の事業終了期間を超え

る目標設定期間となっております。商工会の事業支援は本計画終了後も、他の個社同様継続

的、長期的に支援指導、検証する必要があるためこのような目標設定期間となっていること

を申し添えます。 

 

◇対象となる小規模事業者は、個社経営分析を終え且つ需要動向調査実施を終えた事業所の中

から選択しています。特に地域の核となる事業所、事業承継をひかえている事業所や第二創

業の可能性に繋がる個社を重点的に選択し、支援を計画しています。 

また本事業により重点支援した個社には商品改良、サービス補填拡充を促し、一つでも多く

の成功事例を作る事で事業者自らが積極的に行動する効果を狙うとともに、他の個社が触発

される効果を期待しています。 

 

 

 

 

 



２０ 
 

域経済の活性化に資する取組 

 

■課題と取組 

 小平町商工会では、小平町の支援と連携の基、地域経済に寄与すべく長年、商業部会と奥様シ

ール会による年末大売り出しや商工会事業及び商工会員をPRするカレンダーの全戸配布、工業部

会と小平町建設業協会と連携した新築住宅、増改築に対する補助制度創設要望ならびに施行後の

町補助制度の広域PR。地域経済振興のため、町融資制度の拡充や利子等補給制度の創設要望と施

行後の積極的な利用促進と広報。各部会及び青年部、女性部協力による小平町主催の小平町産業

まつり実施について、農漁業団体と協力し地域小規模事業者の発展に寄与すべく取り組んできま

した。これらを通じて地域経済の活性化に一定の寄与はしてきたものの変化に乏しく、長期にわ

たり継続することに主眼が置かれ、結果やそれに伴う改善策、新たな試みについては置き去りに

されてきた感があります。イベント開催が単純に地域活性化に結びつかない事、イベントをどう

活性化に結びつけるか、小規模事業者は地域の活性化にどのように関わっていくのかを考えなけ

ればなりません。これらを踏まえ、以下の取組を実施して参ります。 
 

◆小規模事業者の活性化＝地域経済の活発化 

 過疎地域において、地域経済や雇用を支えているのは一人、二人の従業員を雇用している小規

模事業者です。経営計画の作成や経営改善、事業の承継など先に記した支援計画により小規模事

業者の持続的発展の支援、販路や売上の拡大機会への適切な取組、支援を行い小規模事業者の経

営が向上していくことが、事業者数の維持、雇用の安定確保、強いては人口流失の抑制に繋がり

地域内での、人、物、金が循環する事に繋がります。このことを踏まえて各支援の結果検証（PDC

A）を確実に活かす事が地域経済活性化において大切です。地域経済活性化のためには、先に記し

た経営発達支援計画のそれぞれの支援を着実に実行する事が地域経済活性化の近道である事を認

識し小規模事業者の活性化支援を実施します。 

 
 

◆小規模事業者の潜在的能力のPRで活性化促進 

 例えば、当町における民間住宅新築の場合においては、町外の大手ハウスメーカー等が参入し

既存事業者の経営を圧迫していると言う現実があります。様々な要因はありますが、町民には地

域の小規模事業者の持つ技術や実績はあまり知られていません。また、テレビや新聞の広告で目

にするハウスメーカー商品が優れているとの思い込みなどが一因となり、地元業者より有名なハ

ウスメーカーを選択すると言った事例が多く見受けられます。これは、建築業に限った事ではな

く自動車整備業や、理美容業においても同じような事例を数多く見る事が出来ます。また、製造

業の製造技術、食品の加工技術、飲食店の仕出し対応やサービスなども同様です。個々の小規模

事業者が持っている様々な技術、能力、取扱品目などを改めて町内に広報し、地域小規模事業者

がより地域の重要な存在として認知してもらえるよう支援し、町民の利用促進を図る事で小規模

事業者の活性化に繋げ、地域の経済活性化に寄与できる小規模事業者を目指します。 

 

 



２１ 
 

◆地域ブランドの確立による活性化への取組 

  小平町のPRキャラ「おびまる」は誕生しましたが、当然それだけで地域ブランドの確立になっ

たわけではありません。まず、地域ブランドを外部に発信する際には地域において「おびら」の

ブランドが確立、認知されている必要があります。地域に愛された産品、自慢の品でなければブ

ランドとしての「おびら」のPRに繋がりません。 

このような事を踏まえ、小平町民・小平町・農業、漁業団体・商工会による「小平町ブランド」

を明確にルールズ付けし、第一に小平町民が認める品である事、原材料が小平町産である事、又

は小平町内において加工、製造されたものである事などローカルルールを設け、一定基準に達し

ている商品等を「おびらブランド」とし、町内外に浸透を図るために、町内で開催されている「

美味しい地物に感謝祭」や「産業まつり」を活用した発表会を実施しブランド化促進に繋げます

。この過程を経た商品等を「小平町民推奨品」として小規模事業者が積極的に取扱、販売し、特

に外部流入客の多い道の駅、温泉施設において積極的に販売及び広報すると共に、駅マルシェ、

どさんこプラザへの出品や道産品を販売している道外事業者等へ販促（催事出品、商談会）を行

い、販路を拡大していく事により、取り扱う小規模事業者の活性化と製造する小規模事業者や原

材料を生産する地域農漁業者の活性化に繋げ、地域全体の底上げに貢献できる地域ブランド確立

を支援することで地域経済の活性化に寄与していきます。 

 

●目  標 

◇小規模事業者潜在的能力PR事業 

 １年目より、毎月の小平町広報発行配布を利用し、事業者の特色、技術、実績を広報するチラシ

を作成し町民に配布PRを行う。一配布時に１～２事業者、年間10～15事業所をPRし４年半で全事

業所のPRを実施終了する。最終年には、チラシを一冊に集約し冊子（仮称 おびらの商人たち）

として町内に再配布し小規模事業者利用促進に繋がるよう取り組みます。 

  また、Webコンテンツ作成やPR支援を実施し、例えば建築業関連では、建築業、左官業、電気

工事業、板金業など住宅建設に必要な全小規模事業者の建築例、施工例をwebカタログ化するなど

町内小規模事業者だけで住宅が建てられる事や、完成までを見える化する等広報PR素材を作成し

ます。更に、飲食業や他の業種においても同様の取組を実施し、仕出し対応や、冠婚葬祭プラン

の作成支援を行い、町内外へのPR促進に繋がるよう積極的に支援し、町民の個者利用の促進に寄

与する事で地域経済の活性化により繋がっていくよう取組ます。 

上記を踏まえ、広報活動に利用できる小平町の補助制度や国の小規模事業者持続化補助金など

現行制度を小規模事業者へ積極的に広報し、活用できる制度の周知を合わせて行います。 

 

◇地域ブランドの活用とPR 

①「小平ブランド」と地域キャラクター「おびまる」の積極的活用を小平町に提言します。  

②既存の特産品、特色品の再評価、検証及び新たな特産品開発を地域に提言します。 

③イベントを活用し、特産品（既存含む）の発表会、検証会を計画実施します。 

④駅マルシェ、どさんこプラザ出品等町外販売時には「小平町民推奨品」として出品、出店し付

加価値が向上するよう努めます。 



２２ 
 

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の情報交換に関すること 

従来から、経営改善普及事業における各種事業、補助事業遂行の際は北海道商工会連合会を基

軸に中小企業基盤整備機構や関連団体と情報交換を行いながら支援してきましたが、より円滑に

又明確な支援体制を構築し且つ、小規模事業者が様々な相談、支援を得られる支援体制である事

を、広く小規模事業者に周知する必要があります。このような事を踏まえ、各支援機関との連携

を強化し支援力の向上を図ります。 

 

◆北海道商工会連合会を基軸に、中小企業基盤整備機構等の各団体や中小企業診断士等の専門家を

交え随時連携し各種補助制度の活用、運用、申請、支援における情報収集、連携を行い小規模事

業者支援に直結する施策を小規模事業者へ広め、連携し活用の推進を行います。 

◆日本政策金融公庫における小規模事業者経営改善貸付推進協議会（春、秋各 1 回）・地域金融

機関である留萌信用金庫と随時連携し、国内経済動向・道内経済動向、地域経済動向、各金融機

関の有している支援、施策について情報交換し小規模事業者に提供します。 

◆留萌南部地区商工会広域連携協議会（増毛町・小平町）及び留萌商工会議所と連携し、留萌地

方の現状、経済動向、留萌港における貿易（輸出入）情報等を小規模事業者支援に活かせるよう

連携を強化します。（年 1回連携会議を実施） 

◆小平町・南るもい農業協同組合・新星マリン漁業協同組合と連携し、小平町の施策、農業施策、

漁業施策について情報の提供を受け、地域経済や小規模事業者の事業活動を左右する事項につい

て連携し、又小規模事業者への支援施策などを提供し産業形態にかかわらずボーダレスな支援を

行えるよう連携します。（年 1回連携会議を実施） 

◆留萌管内及び全道商工会職員協議会による職員間連携を密にし、支援事例、成功例、失敗事例

等のノウハウの吸収や互いによる情報交換の連携を深め小規模事業者支援に活かします。（留萌

管内職員協議会 年 2回・全道職員協議会 年 1回） 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

（課題と概要） 

従前より、商工会連合会が実施する研修会等への参加が課せられており、職種、分野、経験年

数毎、個々に受講し一定の成果、資質向上に寄与していますが、職種振分けにより他分野の知識

を得る機会を阻害している側面もあります。職員間の情報共有を意識し、受講内容や新たな取り

組みなど商工会内部での意識統一の他、手法やノウハウの承継のため個者毎の詳細な情報を網羅

する経営指導カルテを作成し支援状況、結果、課程を詳細に記録し担当者が変更になってもカル

テを閲覧するだけで継続して支援が実施できる体制にします。商工会基幹システム活用による経

営支援カルテは 3 ヶ月おきに実績集計し職員間で内容の確認と、事業の再確認を行い、事業遂行

に当たっては経営指導員を中心に 各職員にも最低 1件以上の担当先を決め、経営分析、各種調査

を実施支援しカルテに記載すると共に、カルテデータ実績集計後に都度、経営指導員及び専門家

のアドバイス を行い本事業を実施しながら支援手法、支援の思考を学ぶ場を設けます。 

 また「小規模企業振興基本法」・「改正小規模企業支援法」が大きく変革し、小規模事業者の

ニーズも多岐に渡り高度複雑化していることから新しい中小企業施策、事業者ニーズ、経済環境

の変化に対応した経営支援機能強化の為、職員としての資質向上欲に繋がる所内環境を整え、当



２３ 
 

会が活用している Group Watcher（職員情報共有ソフト）を活用 し、誰が、いつ、どの個店を、

どのような支援、指導するかの予定を記載し各職員の行動を職員間で日々把握、サポートできる

体制を確立し職員間の情報と行動の共有を図ります。（Group Watcher は毎朝起動し各個を確認

） 

 

（１）研修体系の内容 

①経営指導員研修 
ア 全道商工会経営指導員研修（一般研修）  

イ 全道商工会経営指導員専門研修（中小企業基盤整備機構北海道本部主催） 

ウ 企業診断実務研修（北海道中小企業診断士会主催） 

エ 中小企業支援担当者等研修（中小企業大学校主催） 

オ 経営指導員等 WEB研修（全国商工会連合会主催）  

カ 留萌管内商工会職員協議会経営指導員研修（北海道留萌管内職員協議会主催） 

②補助員研修 
ア 全道商工会補助員等研修（専門研修） 

イ 全道地区ブロック別商工会補助員等研修（一般研修） 

ウ 全道商工会補助員等研修（経営管理コース） 

エ 経営指導員等 WEB研修（全国商工会連合会主催） 

オ 留萌管内商工会職員協議会補助員等部会研修（北海道留萌管内職員協議会主催） 

③記帳専任職員等研修 
ア 全道商工会補助員等研修（専門研修） 

イ 全道地区ブロック別商工会補助員等研修（一般研修） 

ウ 全道商工会補助員等研修（経営管理コース） 

エ 新規採用職員研修 

オ 新規採用職員フォローアップ研修 

カ 留萌管内商工会職員協議会補助員等部会研修（北海道留萌管内職員協議会主催） 

④記帳指導職員 
ア 全道商工会補助員等研修（専門研修） 

イ 全道地区ブロック別商工会補助員等研修（一般研修） 

ウ 全道商工会補助員等研修（経営管理コース） 

エ 新規採用職員研修 

オ 新規採用職員フォローアップ研修 

カ 留萌管内商工会職員協議会補助員等部会研修（北海道留萌管内職員協議会主催） 

 

（２）その他研修等 

北海道商工会連合会や中小企業基盤整備機構における研修に固執せず、商業振興組合や農漁業

団体における講習会、研修会に積極的に参加し異業種、他団体の動向や国の施策状況を知識とし

て会得し、小規模事業者の新分野進出や第一次産業者等が、6次化資金やファンドを活用し小売

業や製造業に進出するなど、新たな小規模事業者の誕生、創業等における支援が円滑に行えるよ

う能力の向上に繋がる人材育成を行います。 

 

（３） 経営指導員任用候補者職員等 

留萌南部地区商工会広域連携協議会及び留萌管内商工会職員協議会、経営指導員等 WEB 研修を

活用し、経営指導員の経験、手法を若手職員に承継し経営支援における指導方法・助言、情報の

活用や提供方法などのノウハウを伝授し、小規模事業者に対する伴走型支援能力の維持、向上を

図ります。 
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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 

従来は、商工会の各種事業に関して通常総会でのみの成果発表にとどまり、一部役員が進捗を

把握している程度に過ぎませんでしたが、事業の実態把握、成果評価、見直・変更、結果報告の

一連の作業について明確化し評価及び検証を実施します。 

 

◆事業内容 

①事務局職員による検証 

本事業の推進に当たり、Group Watcher（職員情報共有ソフト）を活用し毎日の職員による支

援状況を把握すると共に、商工会基幹システム活用による経営支援カルテは 3 ヶ月おきに実績集

計を実施し、職員並びに専門家を交えて進捗状況、課題及び必要な変更等の有無を検証しながら

事業の推進を図り、推進状況を各担当委員会（次項②）、理事会に報告、提案します。 

 

②商工会内部組織、総務委員会・商工観光委員会・金融委員会・情報委員会の活用 

内部組織を活用し本事業について６ヶ月おきの検証を実施する。総務委員会は事業全般の進捗

や検証を担当。商工観光委員会は需要動向等に関する事業及び地域活性化、観光に関する事業に

ついて実施、検証を担当。金融委員会は、経営分析、事業計画支援について実施、検証を担当。

情報委員会は本事業の進捗、結果を適切に開示することを実施及び検証を担当します。また、こ

のように内部組織に一定の役割と責任を持たせる事で本事業の評価を通じ商工会内の小規模事業

者による組織活動の活発化に繋げ、意識向上を図ります。 

 

③委員会、専門家、連携機関による検証・評価 

 総務委員長、商工観光委員長、金融委員長、情報委員長に中小企業診断士、よろず支援拠点等

の専門家、小平町を交え、年 1 回、事業計画の進捗・成果・評価・見直についてＰＤＣＡサイク

ルを実施し内部評価にとどまらないように外部有識者を加え評価、検証を効果的なものにします。 

 

④理事会による総合評価の実施 

理事会は、６ヶ月おきの事務局職員ならびに各委員会による検証結果等の報告を受け、経過状

況の把握を行い、年 1 回の各委員長と専門家、連携機関による検証、評価結果を受け、理事会に

おいて総合評価を実施し報告の取りまとめを行います。 

 

⑤事業結果の報告 

理事会を経て取りまとめられた本計画の進捗・成果・評価・見直については年 1 回の定期総会

にて会員及び小規模事業者へ報告し、事業承認を受けると共に、広く意見の集約を図ります。 

 

⑥事業結果の公開 

本事業計画・進捗・成果・評価・見直の結果について、広く周知するために当会発行の商工会

報「商ちゃん」に掲載し商工会ホームページにて公開します。 
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（URL http://www. vm-net.ne.jp/obira-sci/） 

（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 

（１）組織体制                       平成 30 年 8月現在 

●小平町商工会組織図● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会   員 

総 会 

    
● 監 事 2 名 

 

 

◆理事会◆ 
 

● 商 工 会 長 

●副会長２名 

  

★部 会 組 織★ 

◇商 業 部 会 

◇サ ー ビ ス 業 部 会 

◇工 業 部 会 

★委員会組織★ 

◆総 務 委 員 会 

◆金 融 委 員 会 

◆商 工 観 光 委 員 会 

◆情 報 委 員 会 

◆労 務 厚 生 委 員 会 

相談 
指導 
助言 
 

意思決定 
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（２）連 絡 先 

   小平町商工会 

   〒078-3301 北海道留萌郡小平町字小平町３８９の２番地 

   電話 0164-59-1111  ＦＡＸ 0164-59-1427 

   E-mail  obira@rose.ocn.ne.jp  HP URL http://www. vm-net.ne.jp/obira-sci/ 

 

（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 

  

  

31 年度 

(31年 4月 

  以降) 

32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

必 要 な 資 金 の 額 2,896 3,050 3,120 3,140 3,190 

経 営 改 善 普 及 事 業 費 1,256 1,280 1,310 1,330 1,330 

  旅 費 546 550 550 550 550 

  事 務 費 670 670 700 700 700 

  情 報 化 対 策 費 40 60 60 80 80 

一 般 事 業 費 1,640 1,770 1,810 1,810 1,860 

  総 合 振 興 費 1,210 1,300 1,300 1,300 1,300 

  商 工 業 振 興 費 300 300 300 300 300 

  観 光 振 興 費 20 60 100 100 150 

  金 融 対 策 費 100 100 100 100 100 

  経 営 税 務 対 策 費 10 10 10 10 10 

★青女活動★ 

■商 工 会 青 年 部 

■商 工 会 女 性 部 
★職員体制★ 

事務局長   1 名－事業統括管理 

経営指導員  1 名－事業主担当者 

補助員    1 名－事業副担当者 

記帳専任職員 1 名－事業補佐 

記帳指導職員 1 名－事業補佐 
●留萌南部地区商工会広域連携協議会 

事業指示・実行 
 

 

mailto:obira@rose.ocn.ne.jp
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                                  （単位 千円） 

（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 

１．会費収入・道補助金・町補助金による調達 

２．必要に応じて支援団体向け各種施策による補助制度活用による調達 

 

（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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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事項  ②経営状況の分析に関する事項 

③事業計画策定支援に関する事項   ④事業計画策定後の実施支援に関する事項 

⑤需要動向調査に関する事項     ⑥新たな需要の開拓に寄与する事業に関する事項 

⑦地域経済の活性化に資する取組に関する事項 

⑧経営支援発達計画の円滑な実施に関する総合的な支援、評価、検証、提言 

連携者及びその役割 

◆専門的知識・技術の提供支援及び評価 

北海道・小平町・中小企業基盤整備機構・日本政策金融公庫・よろず支援拠点・中小企業団体中

央会・北海道商工会連合会・道中小企業総合支援センター・他各種研究機関、有識者 

◆計画実施に伴うアドバイス・提言・助言 

北海道・小平町・中小企業基盤整備機構・日本政策金融公庫・よろず支援拠点・中小企業団体中

央会・北海道商工会連合会・道中小企業総合支援センター・南るもい農業協同組合・新星マリン漁

業協同組合・他各種研究機関、有識者 

◆販路拡大・事業者マッチング・イベントに関する事項等 

北海道・小平町・中小企業基盤整備機構・よろず支援拠点・中小企業団体中央会・北海道商工会連合
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会・道中小企業総合支援センター・南るもい農業協同組合・新星マリン漁業協同組合・小平町内観光協

会・留萌商工会議所・他各種研究機関、有識者 

 

■連携者所在地他 

 

◆連 携 者 北海道留萌振興局 局長 松浦 豊 

住  所 〒077-8585 北海道留萌市住之江町2丁目1番地2  

電話番号 0164-42-8404 

 

◆連 携 者 小平町  町長 関 次雄 

住  所 〒078-3301 北海道留萌郡小平町字小平町216番地 

電話番号 0164-56-2111 

 

◆連 携 者 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 北海道経済センター9F  

（公財）北海道中小企業総合支援センター内  

電話番号 011-232-2407  

 

◆連 携 者 独立行政法人 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1-7  

電話番号 011-210-7470  

 

◆連 携 者 北海道中小企業団体中央会上川支部 所長 西村 茂樹  

住  所 〒070-0043 北海道旭川市常盤通１丁目 道北経済センター  

電話番号 0166-22-5601  

 

 

◆連 携 者 北海道中小企業総合支援センター 代表理事 永井 正博  

住  所 〒070-0043 北海道旭川緑が丘東１条３丁目旭川リサーチセンター内  

電話番号 0166-68-2750 

 

◆連 携 者 株式会社 日本政策金融公庫旭川支店 国民生活事業統括 森田 太郎  

住  所 〒070-0034 北海道旭川市4条通9丁目1704-12 朝日生命ビル2F  

電話番号 0166-23-5241  

 

◆連 携 者 留萌信用金庫 小平支店 支店長 大川 靖徳  

住  所 〒078-3301 北海道留萌郡小平町字小平町223番地  

電話番号 0164-56-2311 

 

◆連 携 者 一般社団法人 中小企業診断協会北海道 会長平野 陽子 

住  所 〒060-0004 北海道札幌市中央区北４条西６丁目１番 毎日札幌会館４階 

電話番号 011-231-1377 

 

◆連 携 者 南るもい農業協同組合 代表理事組合長 橋村  勉  

住  所 〒078-3621 北海道留萌市高砂町3丁目4番6号  

電話番号 0164-42-1122  

 

◆連 携 者 新星マリン漁業協同組合 代表理事組合長 山田 徹   

住  所 〒078-3701 北海道留萌市明元町5丁目3番地  

電話番号 0164-43-1111  
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◆連 携 者 小平町臼谷観光協会 会長 大滝 英治  

住  所 〒078-3302 北海道留萌郡小平町字臼谷 

電話番号 0164-56-2710 

 

◆連 携 者 小平町鬼鹿観光協会 会長 竹中 政人  

住  所 〒078-3441 北海道留萌郡小平町字鬼鹿港町 

電話番号 0164-57-1951 

 

◆連 携 者 留萌商工会議所 会頭 塚本 壽三郎  

住  所 〒077-0044 北海道留萌市錦町1丁目 

電話番号 0164-42-2058 

 

◆連 携 者 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 プレスト1.7ビル4F  

電話番号 011-251-0101  

 

◆連 携 者 留萌南部商工会広域連携協議会（増毛町商工会・小平町商工会）会長 藤田 貢  

住  所 〒078-3301 北海道留萌郡小平町字小平町389－2（小平町商工会内） 

電話番号 0164-59-1111  

 

 

 

 

 

 

連携体制図等 
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●小規模事業者● 

 

 

 

 

 

 

 

売上不振・販路開拓・事業承継・後継者問題 

地域との関わり・人口減・高齢化・資金繰 

人材不足・技術力不足・ＰＲ不足 

漠然とした将来への不安 

 

 

《商工会》 

◆理事会  

◆委員会 

◆部 会 

◆青年部 

◆女性部 

 
◇地域経済動向調査 

◇経営状況の分析に関する支援 

◇事業計画の策定支援 

◇事業計画策定後の実施支援 

◇新たな需要開拓に関する支援 

◇地域経済活性化に関する支援 

◇発達支援計画の総合的な 

評価、助言、見直、改善 

事 務 局 

留萌南部地区商工会 
広域連携協議会 

《連 携 体》 

 

◆北海道留萌振興局     ◆小平町 

◆中小企業基盤整備機構   ◆日本政策金融公庫 

◆留萌信用金庫       ◆よろず支援拠点 

◆道中小企業団体中央会   ◆中小企業総合支援ｾﾝﾀｰ 

◆北海道商工会連合会    ◆留萌商工会議所 

◆南るもい農業協同組合        ◆新星マリン漁業協同組合 

◆小平町内観光協会 ◆各関係機関、研究機関 ◆有識者等 

 
計画・実行 

見直・改善 

PDCA 

経営発達支援事業 

 

連

携  
★支援★提言 

★評価★見直 

☆ＰＤＣＡ 
 

実現性・実効性・具体性 
専門性・専門知識活用 
制度利用・施策活用 
検証、再検証、総合支援 
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