経営発達支援計画の概要
実施者名
(法人番号)

天塩商工会（４４５０００５００２９８３）

実施期間

平成３１年４月１日～平成３６年３月３１日

目

(1) 自社の課題解決に意欲的に取り組む小規模事業者を育成するため、事業期間の 5 年
間では 30 件の事業計画策定支援を目指し、その結果支援対象事業者の売上を 3％
向上させます。
(2) 地域の顔となる商店街の維持し賑わいを取り戻すことを目指し、5 年で 5 件の事業
承継を目標として取り組みます。
(3) 特産品の開発を推し進め、年間 1 商品の開発等を通じて地域ブランド化に向けた
取組みを行います。

標

Ⅰ．経営発達支援事業
１． 地域の経済動向調査に関すること【指針③】
(１) 小規模事業者に対するヒアリング調査の実施
(２) 外部データによる地域動向調査
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) 専門家派遣による経営分析
(３) 小規模事業者の事業承継に向けた分析
３． 事業計画策定支援に関すること【指針②】
(１) 事業計画策定に向けたセミナー及び個別相談会の開催
(２) 巡回訪問並びに窓口支援による事業計画策定支援
(３) 第二創業及び事業承継に向けた事業計画策定支援
４． 事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】
事業内容

(１) 定期的なフォローアップの実施
(２) 融資制度・補助金制度の活用についての支援
(３) 第二創業者及び事業承継のフォローアップ
５． 需要動向調査に関すること【指針③】
(１) 地域産品を利用した商品やサービスに絞り込んだ消費者ニーズ調査の実施
(２) 宿泊施設利用者を対象とした需要動向調査
６． 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】
(１) 展示会・商談会出展による需要開拓支援（ＢtoＢ）
(２) アンテナショップ等を活用した需要開拓支援（ＢtoＣ）
(３) インターネット販売等による販路開拓支援（ＢtoＣ）
(４) パンフレット作成やホームページ活用等ＰＲ強化による新たな需要開拓支援
（ＢtoＣ）

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組
(１) 特産品のＰＲによる地域経済活性化
(２) 地域イベントによる地域経済活性化
住
連 絡 先

所：〒０９８－３３０５
北海道天塩郡天塩町新開通４丁目７２２７番地の２
電話番号：０１６３２－２－１０４５
Ｆ Ａ Ｘ：０１６３２－２－２２９０
メ ー ル：t-shokou@amber.plala.or.jp

（別表１）
経営発達支援計画
経営発達支援事業の目標

Ⅰ．天塩町の概要
１． 天塩町の地勢

稚内市

天塩町

天塩町（以下「本町」という）は北海道西
北部に位置し、東西に約 25ｋｍ、南北に約
26ｋｍ、総面積 353.31 ㎢を有しております。

旭川市

北海道第二の大河である天塩川の河口に市
街地が形成されており、天塩川を境界とし

札幌市

て北に幌延町、東に中川町が隣接。南は遠別
町に陸続きで隣接し、西側は日本海に面し
ております。天塩川左岸に沿って市街地が
形成されており、河口には地方港湾の天塩
港を有しています。
主要都市からの距離は、道庁所在地である札幌市から日本海オロロンラインを北上して
約 260 ㎞、振興局所在地の留萌市からは同じく約 110 ㎞、旭川市からは国道 40 号経由で
約 200 ㎞、日本最北都市である稚内市からは約 70 ㎞南に位置しております。
本町は、天塩川河口からサロベツ原野にかけて長く形成された砂嘴が天然の防波堤とな
る良港であり、また豊富な山海の資源に恵まれていたことから、古くから交易の要衝地と
され、西暦 1615 年にアイヌと和人の交易地「テシホ場所」が開設されて以来、ニシンやサ
ケ・マスの漁場、開拓地から運ばれる木材の集積拠点となり、これに伴って海運業者や商
工業者等の進出による人口増加が進み、各行政機関が置かれる道北の中核都市の一つとし
て発展しました。

２． 人口の動き
本町の人口は昭和４０年の
9,493 人をピークに減少しは
じめ、平成１２年にはピーク
時の約 50％である 4,542 人と
なり、平成２２年の国勢調査
では約 40％の 3,780 名、平成
２７年の速報値では 3,240 人
にまで減少の一途を辿ってお
り、34.1％にまで減少してお
り、今後更なる減少が危惧さ
れています。
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また、本町の年齢構成に目
を向けると、老齢人口の増加
が目立ち、平成２年で 16.6％
だった６５歳以上の割合が、
平成２２年には 27.8％にまで
上昇しております。また、１５
歳未満の人口も 12.0％と極め
て少なく、潜在的な出生率の
低さが目立ちます。急速に少
子高齢化が進んでいることが
わかります。
人口動態では、死亡数が出生数を上回る自然動態による減少の他、公共事業の減少によ
る官公庁の出先機関の統廃合、民間企業の廃業や引揚げ等による雇用環境の悪化、医療体
制や教育への不安視による都市部への転出など、遠隔過疎地特有の社会動態による減少が
考えられます。

Ⅱ．地域産業の現状と課題
１． 産業の状況と課題
本町の産業は、酪農業を中心
とした農業、総面積の半分占め
る森林を有する林業、豊富な水
産資源を有する漁業などの第
一次産業を基幹に、第二次産業
の建設業、第三次産業の小売・
サービス業を牽引しながら発
展しました。
平成２２年の国勢調査によ
ると、就業者総数は 1,965 人、
産業別では第一次産業が 551 人（28.0％）
、第二次産業が 296 人（15.1％）、第三次産業が
1,118 人（56.9％）となっており、第二次産業が大きく減少しています。業種別での就業者
数の構成比率は、農業 22.3％、建設業 13.2％、卸売・小売業が 10.4％となっています。
第一次産業の農業では酪農業が主力であり、農家戸数 151 戸、農地面積 8,110 ㏊、乳牛
の飼育頭数は 9,300 頭を数え、年間農業粗生産額は 45 億円に上ります。
漁業は、日本海沿岸の底棲資源と回遊資源、シジミ貝などの天塩川内水面漁業による経
営を主体とし、漁家戸数 28 戸、年間漁業生産高は 6 億 700 万円となっています。特に本
町の特産品であるヤマトシジミは国立公園内で採取される国内唯一のもので、 “蝦夷の三
絶”として珍重される逸品とされていますが、食材との有効活用については課題も多く、資
源の減少に伴い積極的にＰＲできないジレンマを抱えています。
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林業は、民有林 7,375 ㏊、町有林 760 ㏊、国有林 10,665 ㏊、総蓄積量 18,800ha、総面積
の約 55%を森林が占めているものの、その 60%が生産性の低い天然林であることから、林
種転換、保護・育成を計画的に進める必要があります。
第二次産業は、製造業 4 事業所、鉱業 2 事業所、建設業 21 事業所となっており、製造業
の年間製造品出荷額は 4 億 3,500 万円となっています。
第三次産業の大半を占める商業は、商店数 40 店舗、従業者数 161 人、年間販売額 32 億
6,600 万円となっています。
今後の課題として、本町の基幹である第一次産業の経営安定化が重要とされています。
農業においては乳肉価格の低迷や後継者対策、ＴＰＰ関連等による先行き不安感など外
的要因による問題を抱えていますが、国内食糧生産基地としての地位を確立するための基
盤整備と設備の近代化、経営の合理化が課題となります。
漁業においては、海産資源の減少と漁業規制の強化など厳しさを増している中、資源増
殖への取組みと生産施設整備の促進による経営の安定化が課題です。
第二次産業においては、特に製造分野が脆弱であることから、健全な企業育成とともに
生産加工設備と近代化は喫緊の課題とされております。建設業は若干の回復基調にあるも
のの、東日本大震災復興に伴う労働力の流出が見られます。今後は技術の承継と向上を図
るとともに、経営改善による安定した企業運営の推進による雇用の創出と労働力の確保が
求められています。
第三次産業では、消費者のニーズと生活様式の多様化に対応し、サービスと品揃えの向
上並びに経営体質の改善を課題とし、町外への消費購買力の流出を阻止する仕組みづくり
が必要です。

２． 観光の状況と課題
本町における観光は、天塩川河川公園や鏡沼海浜公園等を会場とした体験型イベントの
実施による観光客の誘致を積極的に行っております。
また、多くの観光資源を有しており、住民保養施設「てしお温泉夕映」や「道の駅てし
お」などの観光施設、
「天塩川歴史資料館」や「川口遺跡風景林」などの歴史的資源などが
充実しています。中でも、雄大な天塩川と日本海に浮かぶ利尻富士の眺望と夕景は、国内
屈指の魅力を持った自然
観光資源と言えます。
しかしながら、利尻・礼
文や宗谷岬を目指す観光
客にとって通過点である
こと、観光客のほとんどが
夏季に集中していること
などの問題を抱えており、
今後は滞在型・通年型の観
光を推進することが課題
となります。
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３． 小規模事業者の現状と課題
（１） 商工業者数（平成３０年４月１日現在）
建設業

製造業

卸売小売業

飲食宿泊業

サービス業

その他

合計

商工会員

20

4

31

26

27

17

125

小規模事業者

21

4

41

27

46

30

169

商工業者数

21

4

41

28

46

38

178

（２） 商工会員の業種別年齢構成
業種／年代

30 代以下

40 代

50 代

60 代

70 代以上

合計

建設業

0

1

4

12

3

20

製造業

1

0

0

3

0

4

卸売業

1

0

1

1

0

3

小売業

3

3

6

9

7

28

飲食業

0

1

2

10

4

17

宿泊業

0

1

3

0

3

7

サービス業

2

1

5

12

9

29

その他

2

1

3

8

3

17

合計

9

8

24

55

29

125

7.2

6.4

19.2

44.0

23.2

100.0

構成比(%)

（３） 商工業の現状と課題
地元消費の減少が及ぼす経営基盤の縮小と雇用環境の悪化により労働者世帯の流出及び少
子高齢化が進行し地域経済が縮小していく負の連鎖の渦中にあり、長期間続く業績不振等によ
り廃業者が増え、中心市街地に空き店舗が目立ち始めています。
地域商工業全体の景況を支える建設業では、公共工事の発注が比較的回復傾向にあるもの
の、不況下の経営体力低下に伴い整理した機械設備や従業員等の再整備が必要です。
また、町民の消費行動は、商品の豊富なコンビニエンスストア、大手チェーンのスーパーや
ホームセンターにおける購買が大半を占めており、食料品や日用品については地元商店の品揃
えと商品力の弱さが大きな要因と考えられます。さらに交通アクセスが比較的容易な稚内市へ
の消費流出も非常に多く、近年ではインターネット通信販売や大手宅配サービスの利用者も急
増しています。
商工会員の年齢構成も示す通り 60 歳以上の事業者が全体の約７割を占める中、経営体質改
善と後継者育成及び事業承継対策を講じることが必要であり、事業内容の整理による効率的な
経営のための事業計画作成支援により、地域経済の好循環に結び付けることが課題です。
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４． 商工会の現状と課題
（１） 商工会のこれまでの取組み
天塩商工会は、地域で唯一の総合経済団体として地区内小規模事業者への基礎的支援を中心
に経営改善普及事業を推進してきました。また地域総合振興事業として町や観光協会主催の各
種イベントへの協力や『天塩川港まつり花火大会』の開催、年末商戦に合わせて毎年実施して
いる『プレミアム付き商品券発行事業』の実施など、消費者の購買意欲を向上させ、町外への
消費流出防止に取り組むなど、商工業はもとより地域の活性化に寄与する事業を積極的に取り
組んで参りました。
また、平成 18 年度に実施した『小規模事業者新事業全国展開支援事業』ではご当地グルメ
の『天塩はシジミだけじゃない“タコキムチ丼！”』の開発に取り組み、その後の『天塩國ブラ
ンド』特産品開発や新たな食資源の掘り起こし等のプロジェクトを立ち上げる機運を飛躍的に
高めました。
平成 28 年度より実施されている天塩町の「住宅リフォーム助成金制度」では、町内施工業
者によって行われるリフォーム工事の助成金（10 万円～100 万円の工事費の 25％を助成）のう
ち 30％を商工会会員事業所で使用できる発行共通商品券による助成への実施協力など、地域経
済の活性化に役立つ取り組みを実施しています。

（２） 商工会の課題と対応
天塩商工会のこれまでの取り組みについて、経営改善普及事業では基礎的支援業務（税務・
労務・金融相談・記帳指導等）を中心としており、個社において経営分析に基づく経営計画の
策定等は行っておらず、具体的案件が生じた際に都度事業者への経営支援を実施する受け身の
支援体制でした。また、地域資源を活用した商品開発を行う個社の育成も行っておらず、さら
には地域振興に係るイベント等の主催並びに後援などによる小規模事業者の経営基盤改善と
地域の活性化を同時に実現させることを念頭としてきたため、地域振興業務のウエイトが多
く、提案型の経営支援が弱くなる傾向でした。そのため受け身にある支援体制を改善すること
が課題となります。
これまで実施してきた小規模事業者への経営改善業務や商工業活性化に向けた支援は維持
しつつ、小規模事業者の持続的発展に向けた積極的な提案による経営改善普及事業を実施する
ため、商工会事業の検証及び見直し並びに職員の資質向上を図ります。また、課題克服のため
に外部支援機関や専門家との連携強化による経営発達支援事業を充実し効率的な実施に取り
組みます。

Ⅲ．経営発達支援事業の方針と目標
１． 小規模事業者への中長期的な振興の在り方
本町が策定する『第 6 期天塩町総合計画』
（平成 21 年度～平成 30 年度）では、
「自然と共生、
活力ある産業を育むまちづくり」という基本目標の下、商工業の振興施策のひとつである「経
営の基盤強化と魅力ある商店街づくり」を実現するため、① 各種融資制度を活用した経営の
基盤強化、② 消費者ニーズに対応したサービス向上、③ 特産品開発や販路拡大活動への支援、
を行っていくとしています。
商工会としては、このような町が目指す商工業振興の将来像と当会が上述までに炙り出して
きた現状と課題の解決に向けた取組みは、目指す方向性を一致しているもの捉えていることか
ら、町と緊密な連携を図って取り組んでいくことが必要と考えます。
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そこで、当商工会は、地域の活力となる商工業の活性化を図るため、『既存事業所の経営持
続化と事業承継による商店街の維持』及び『地域資源を活用した商品の磨き上げによる地域ブ
ランド化の推進』を小規模事業者に対する中長期的な振興のあり方として、今後 10 年を見据
えた個社支援の強化を図ることで商工業振興を推し進め、小規模事業者への経営発達支援事業
の効率的な実施を図り、あわせて地域ブランド化への取組みを通じた当町の知名度ＵＰに寄与
しつつ、町内小規模事業者の持続的発展に向けた伴走型の支援に取り組みます。

２． 経営発達支援事業の目標と方針
以上に示した中長期的な振興のあり方の下、本経営発達支援事業における 5 年間の目標
と方針を以下の通り設定します。
（１） 自社の課題解決に意欲的に取り組む小規模事業者を育成するため、事業期間の 5 年間で
は 30 件の事業計画策定支援を目指し、その結果支援対象事業者の売上を 3％向上させ
ます。
（２） 地域の顔となる商店街の維持し賑わいを取り戻すことを目指し、5 年で 5 件の事業承継
を目標として取り組みます。
（３） 特産品の開発を推し進め、年間 1 商品の開発等を通じて地域ブランド化に向けた取組み
を行います。
≪目標を達成するための実施方針≫
（１）－①

定期的な巡回訪問や関係支援機関との連携を通じて、経営実態と課題を把握し、
経営戦略を立案する重要性を認識してもらえるよう取り組みます。

（１）－② 消費者ニーズを意識した経営によって持続的な経営が確立されることを念頭に意
識改革を含めて支援していきます。
（１）－③ 新たな顧客の創造を支援するため、事業者に寄り添って支援することで信頼関係
を構築していきます。
（２）－①

事業者へのヒアリングを通じて、事業承継支援を希望する（又は必要とされる）
事業者に対して早期アプローチを行います。

（２）－② 支援機関等との連携により、第三者承継を視野に入れたマッチング支援を推し進
め、地域にとっての必要業種の維持を図っていきます。
（３）－① 町が取り組んでいる「眠れる食資源発掘プロジェクト」等に町内事業者が地域資
源等を活用して開発した商品をラインナップとして加わることができるよう、展
示会や商談会を通じて商品力を高め、地域ブランド化へつなげます。
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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）
これまでの地域動向調査に関する調査は、職員の巡回訪問や諸会議等におけるヒアリングにおける情
報収集に留まっており、地域の現状や問題の抽出などに至っていないのが現状である。小規模事業者を
支援するための基礎的資料として情報を収集し活用することが必要であり課題となっています。
（今後の取り組み）
小規模事業者を取り巻く現状を的確に把握し、経営方針並びに経営計画策定に必要な情報として提供
するため、ヒアリング調査を実施するほか、金融機関、北海道商工会連合会、㈱日本政策金融公庫など関
係機関が発行する景況レポートなどを主として情報収集を行います。
（事業内容）
(１)

小規模事業者に対するヒアリング調査の実施（新規）

①目的
小規模事業者感じている現状や事業活動に関する問題点などをヒアリングすることにより、個社支援
の資料とするとともに、具体的な支援策を検討するための材料として実施します。
②調査内容及び方法
事業計画の策定に必要となる以下の項目について、地域内小規模事業者（169 者）に対して調査する。
・景況感調査（売上、仕入、資金繰り等）
・経営体制調査（廃業や事業承継の可能性及び後継者対策の有無）
・経営課題の抽出（実際に抱えている悩みや問題点）
これらの項目について調査票を作成した上で、5 段階評価や自由記入欄などを設け、毎年第１四半期
中に巡回訪問等によって調査する。
③期待する効果
小規模事業者を取り巻く景況感の把握と個別の課題が抽出されることにより、具体的支援に用いる基
礎的資料として情報を整理し、経営分析及び事業計画策定に向けた情報として活用します。
(２)

外部データによる地域動向調査（新規）

①目的
小規模事業者が経営に必要とするデータとして整理・提供することを目的に、金融機関や関係機関の
発行する各種統計資料等による地域動向調査を実施します。
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②調査内容及び方法
地域の経済動向を把握するため、以下の関係機関のデータを活用して情報を収集・整理する。
・金融機関が公表する「営業地域の景況レポート」
（調査項目：地区内の売上、収益、経営課題等）
・北海道商工会連合会の「中小企業景況調査報告書」
（調査項目：売上、採算、資金繰り、設備投資、経営上の問題点、地域経済動向等）
・㈱日本政策金融公庫旭川支店の「調査月報・小企業動向調査」
（調査項目：全道・管内の経済動向、金融動向、資金使途等）
（初年度は情報整理のため年１回、二年目からは年２回実施）
以上の項目を業種別に整理した上でホームページ等を通じて公開し、経営分析や事業計画策定におけ
る基礎的資料として活用する。
③期待する効果
調査結果の組み合わせにより、地域の景況感や地域内外の経済動向を把握することで、小規模事業者
の経営状況への影響予測や事業計画策定の方向性を明確にし、円滑な伴走型支援の推進が可能となりま
す。
（目

標）
実施内容

現状

31 年度

32 年度

33 年度

34 年度

35 年度

(1)ヒアリング調査

未実施

１回

１回

１回

１回

１回

(2)外部データによる地域動向調査

未実施

１回

２回

２回

２回

２回

ホームページ等による調査結果の情報提供

未実施

１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）
〔現状〕これまでの経営分析は、主に金融相談等に伴う受動的な実施に留まっており、経営戦略や事業
計画策定を見据えた分析には至っていない。
〔課題〕小規模事業者自らが現状を把握し、具体的に経営課題を解決する判断材料を整えて事業計画を
策定するための経営分析を行うことが課題となる。
（今後の取り組み）
小規模事業者の持続的発展に向け、経営状況を客観的に判断するための支援として経営分析に取り組
む。具体的には、財務内容の分析による資金繰りの改善、ＳＷＯＴ分析による自社の強みと弱み並びに
問題点や改善点の抽出など、小規模事業者個々の経営課題を明確にするとともに事業計画の策定に活用
します。
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（事業内容）

（１） 小規模事業者の経営分析
① 目的
小規模事業者が自ら問題解決に取り組むためには現状の把握と課題の認識が必要です。そのため小規
模事業者の経営の実態把握と問題解決に向けた意識啓発を図るための経営分析を行います。
② 実施方法
巡回訪問や窓口相談や前述の地域経済動向調査におけるヒアリング調査等において経営計画の策定
に意欲的な小規模事業者をはじめ緊急の経営改善を要する小規模事業者の掘り起こしにより、
「定量面」
と「定性面」について経営分析を行います。
③ 経営分析の内容
【対象者】経営計画策定に意欲的な事業者及び緊急の経営改善を必要とする事業者
【分析項目】定量分析として「財政分析」、定性分析として「ＳＷＯＴ分析」の双方を実施します。
≪財 政 分 析≫ネット de 記帳を活用した売上高、経常利益、損益分岐点、粗利益率 等
≪ＳＷＯＴ分析≫自社の強み、弱み、脅威、機会

等

【分析手法】中小機構の「経営計画つくるくん」並びに経済産業省の「ローカルベンチマーク」
を活用し、経営指導員等が分析を行います。
④ 成果の活用
分析結果によって見える化された経営課題を小規模事業者にフィードバックし、事業者自らが把握す
ることにより、経験や勘だけを頼りにした品揃えやサービス内容等を見直し、新商品の開発や販路開拓
など今後の経営戦略における意思決定を容易にします。
また、分析結果をデータベース化することで個社支援を行う際の基礎的資料を整備することにもつな
がり、職員間の情報共有とともに事業計画策定の基礎データとして活用します。

（２） 専門家派遣による経営分析
① 目的
小規模事業者の抱える資金繰りなどの問題や売上向上に向けた販路開拓など経営戦略がより専門的
な分野に及ぶ場合には、専門家等との連携により経営分析を行い個別に課題解決を図ります。
② 実施方法
専門的かつ高度な知見を要するケースでは、各種専門家派遣制度等を活用し、より高度で詳細な経営
分析の実施について支援します。
【対象者】経営課題や戦略が高度かつ専門的分野に及ぶ小規模事業者
【実施手法】北海道商工会連合会によるエキスパートバンク、北海道よろず支援拠点やミラサポ、
中小機構等が実施する専門家派遣事業の活用により、中小企業診断士や税理士等に
依頼し、個別相談形式で実施します。
【分析項目】
《財務分析》流動比率、当座比率、固定比率、固定長期適合率、自己資本比率など
の安全性指標や、一人当り付加価値、付加価値率、労働分配率、設備投資効率、
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労働装備率などの生産性指標
《非財務分析》３Ｃ分析（顧客の状況、競合の状況、自社の状況）ＰＥＳＴ分析（政治、
経済、社会、技術）
【分析方法】
《財務分析》安全性、生産性の指標について、販路開拓や新商品開発行う企業体力があるか
を専門家からの知見を交え分析を行います。
《非財務分析》３Ｃ分析については、事業者の利害関係者を構成する３つの視点から戦略
を成功させるためのポイントや勝ち筋を探索するし、ＰＥＳＴ分析は、マクロ環境を構成
する４つの視点からプラス要素とマイナス要素をあぶり出しそれぞれの分析結果から専門
家からの知見を交え実施します。
③ 成果の活用
商工会の巡回訪問や窓口相談等では対応しきれない販路開拓や資金繰り等が高度かつ専門的な分析
を要する場面において、専門家の活用によって迅速かつ効果的な分析を進める。また、担当する商工会
職員を同行させることにより専門家の見識と支援ノウハウを学び、職員の支援能力の向上につなげま
す。

（３） 小規模事業者の事業承継に向けた分析
① 目的
商工会員で見る経営者の７割が６０歳以上であり、天塩町全体の課題でもある事業承継を円滑に
実施するため実施します。
② 実施方法
小規模事業者に対するヒアリング調査の結果等を活用し、事業承継等の可能性について、中小企業庁
が提供する「事業承継診断票」等を活用して更に聞き取りを行った上、財務面・定性面から分析を行い
ます。
【対象者】普段の巡回や窓口相談の他、ヒアリング調査で廃業や事業承継の意思及び課題が抽出された
小規模事業者
【分析項目】
・財務面：
「ローカルベンチマーク」等による事業者の計数的な特性の把握
（分析項目：売上持続性、収益性、生産性、健全性、効率性、安全性等）
・定性面：
「ヒアリング」による経営者の蓄積してきた資産等の可視化
（分析項目：人（経営）
・資産・知的資産（目に見えにくい経営資源・強み）
なお、相続や親族外承継等、専門的知見が必要となってくる場合、関係支援機関と連携して円滑な支
援にあたることとします。
③ 成果の活用
事業承継の可能性について把握することにより、後継者育成の準備や円滑な事業承継に向けた事業計
画策定の支援が可能。また、空き店舗対策や新規創業支援、他の事業者への事業引き継ぎ、部門別承継
やビジネスマッチング等の取組みに活用します。
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（目

標）
支援内容

①小規模事業者の経営分析
内、専門家派遣を活用した分析
②事業承継に向けた分析

現状

31 年度

32 年度

33 年度

34 年度

35 年度

３件

１０件

１０件

１０件

１０件

１０件

１件

２件

２件

２件

２件

２件

０件

２件

２件

２件

２件

２件

※①の経営分析には新規特産品開発を目指す事業者も含みます

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】
（現状と課題）
〔現状〕これまでは金融斡旋や各種補助金申請などにおける事業計画策定に留まっており、将来的な経営
戦略を見据えたビジネスモデルとしての事業計画策定支援には至っていない。
〔課題〕経営計画を策定したことがない経営者も多く、事業計画策定に基づく経営の重要性を理解してい
る小規模事業者も極めて少ないことから、小規模事業者が自社の経営課題に気付き自ら解決する
意識を高めるため、事業計画の策定に向けた支援に取り組むことが課題となります。
（今後の取り組み）
前述の「小規模事業者に対するヒアリング調査の実施」と「経営状況の分析」の結果を照らし合わせ、
課題解決のための事業計画を小規模事業者自らが策定し、事業計画に基づいた経営を実行するため、セ
ミナーの開催や関係支援機関との連携により事業計画策定の伴走型支援に取り組みます。
また、第二創業、事業承継を予定している小規模事業者に対しては、各関係機関や専門家等との連携に
よる個別相談会の開催などを通じた事業計画の策定支援など、小規模事業者の事業の持続的発展のため
の支援を行います。
（事業内容）

（１） 事業計画策定に向けたセミナー及び個別相談会の開催
【支援に対する考え方】
「経営状況の分析」を行った事業者に対し、自らの経営課題に気づき、事業計画策定の意義や重要性
について認識をしてもらい、事業計画の策定に向けたセミナーや専門的な事業計画書を策定するための
個別相談会の開催に取り組みます。小規模事業者自らが将来を見据えた事業計画を策定することによ
り、明確な経営目標と将来の展望に基づいた経営戦略を実行する体制を整え、小規模事業者の経営健全
化並びに安定化を促します。
①実施方法（セミナー）
小規模事業者の経営に対する意識改革を促し、また経営分析で整理された小規模事業者個別の経営課
題に即した事業計画を策定するため、「経営状況の分析」を行った事業者に対し参加を促し、実効性の
高い事業計画策定に向けたセミナーを開催します。
募集方法：経営状況の分析結果と合わせ開催を周知、参加を促します
回数：年１回程度
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カリキュラム：事業計画策定セミナー（講師：中小企業診断士等）
参加予定数 ：経営状況の分析を行った１２人
【支援対象者】経営状況の分析を実施した小規模事業者
【手段方法】経営分析の結果に基づき実現可能な目標を設定するため、テンプレート等を使用した基
礎的な策定手順を習得します。
本セミナー開催により「地域内に販路開拓する課題解決に向けた事業計画書」、
「広域的
に販路開拓を目指し売上向上等の課題解決にむけた事業計画書」、
「販売促進計画書」、
「商品開発計画書」「事業承継計画書」の骨子を作ります。

②実施方法（個別相談会）
上記セミナーを受け、各種事業計画を策定した事業者で、経営目標が明確な事業者に対し、専門家を
交えた個別相談会を実施することにより目標に特化した事業計画の策定を行います。
【支援対象者】経営状況の分析を実施した小規模事業者の中で戦略的な計画策定を目指す事業者
【手段方法】個社の経営状況や商品力に基づいた販路開拓や問題解決など、明確な戦略を事業計画策
定に盛り込むため、専門家の見識を交えた相談会を実施します。

（２） 巡回訪問並びに窓口支援による事業計画策定支援
【支援に対する考え方】
小規模事業者の経営課題を解決するための現状認識を踏まえ、持続的経営と戦略的な経営体制を整え
るため、経営目標と事業展開を見据えた事業計画の策定に意欲的な小規模事業者に対し、巡回訪問並び
に窓口支援による事業計画策定支援を行うことにより、日頃の巡回訪問や窓口支援で事業計画の策定が
持続的経営の上で重要であることを小規模事業者自らが認識させることで、目の前の課題解決や新たな
事業への展望などを戦略として捉えることができ、小規模事業者の経営意欲の向上につなげます。
【支援対象者】
セミナーにより事業計画を策定し、地域資源を活用した商品開発を目指す小規模事業者
【手段・手法】
前述「経営状況の分析」を行った小規模事業者は、既に経営課題の抽出が図られているため、巡回並
びに窓口支援により、必要に応じて需要動向調査に関すること「地域産品を利用した商品やサービスに
絞り込んだ消費者ニーズ調査の実施」や「宿泊施設利用者を対象とした需要動向調査」を活用し、
広域的に販路開拓を目指し 売上向上等の課題解決に向けた事業計画策定を実施します。

（３）第二創業及び事業承継に向けた事業計画策定支援

【支援に対する考え方】
地域の維持に不可欠な業種でありながら経営体力の低下、後継者の不在により廃業に追い込まれる小
規模事業者が増えていることから、親族間承継や第二創業、事業承継を予定している小規模事業者に対
し、円滑な承継による経営の安定を実現するための事業計画策定を支援します。巡回訪問等による聞き
取り、ヒアリング調査実施、経営状況の分析により支援対象者が明確となった廃業の可能性がある事業
者に対しては、関係支援機関との連携により事業承継に必要な準備を含めた事業承継計画の策定支援に
より円滑な事業承継に寄与することが出来ます。
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【支援対象者】
事業承継に向けた分析を行った小規模事業者
【手段・手法】
第二創業を予定する小規模事業者については、地域の経済動向による中長期的な影響などを踏まえた
事業計画の策定支援を行います。また必要に応じて、支援機関と連携した個別相談の開催により支援対
象者の事業計画策定を図ります。
既に事業承継を予定している事業者については、事業や取引先への影響などデリケートな部分も含ま
れ、承継のタイミングを考慮する必要があります。また、第３者への承継については、必要に応じて北
海道事業引継ぎ支援センター等と連携し事業承継計画の策定を支援します。
（目

標）
支援内容

現状

(1) 事業計画策定支援セミナー及び
個別相談会
セミナー開催による事業計画策定
件数
内、個別相談会による事業計
画策定件数
内、巡回訪問並びに窓口支援
による策定支援（新商品開発
計画策定件数）
(3)第二創業及び事業承継に向けた
支援による事業計画策定数

31 年度

32 年度

33 年度

34 年度

35 年度

０

７

７

７

７

７

０

２

２

２

２

２

０

１

１

１

１

１

０

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）
〔現状〕これまでの事業計画策定後の支援は、金融相談や補助金申請の後に数回程度確認するにとどまり、
長期継続的なフォローアップには至っていない。
〔課題〕今後は経営状況と事業計画の進捗状況を定期的に確認し、職員間で支援状況の共有を図りながら
フォローアップを行うことにより小規模事業者の持続的発展を図ることが重要な課題となるため
フォローアップを実施します。
（今後の取り組み）
小規模事業者が策定した事業計画に基づいた経営が実現できているかを確認するため、四半期に一度
巡回等によるフォローアップを実施します。また、経営状況の変化や資金面の問題などに向けた事業計
画の見直しや、必要に応じて専門家や各支援機関とも連携しながら小規模事業者が直面する経営課題解
決を目指した支援伴走型の支援を行います。
（事業内容）

（１） 定期的なフォローアップの実施
① 目的
事業計画を策定したすべての小規模事業者に対し、事業計画に基づいた経営がなされているか、計画
通りに進捗しているかを定期的に確認し、目標達成に向けた伴走型支援を行います。
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② 実施方法
事業計画を策定したすべての小規模事業者に対し、四半期毎に巡回訪問等により、事業計画の進捗状
況を確認する。経済情勢や内外の経営環境の変化等により計画の変更が生じた場合は、小規模事業者と
ともに事業計画の検証及び修正を支援し、必要に応じて関係機関や専門家等と連携した指導及び助言を
行います。
③ 期待する効果
定期的なフォローアップにより、策定した事業計画の遂行に対する意識を高め、ＰＤＣＡサイクルに
よる事業検証と軌道修正を機能させます。また、事業計画に沿った経営の遂行を支援することにより小
規模事業者の着実な持続的発展につながります。

（２） 融資制度・補助金制度の活用についての支援
① 目的
事業計画を策定した小規模事業者の遂行状況を確認する中で各種補助金活用や、資金需要が発生した
際には、必要に応じて事業計画の見直しや金融機関融資制度の紹介や斡旋、補助金申請について支援し
ます。
② 実施方法
①事業計画策定後に資金需要が発生した場合、金融機関や専門家等と連携しながら融資制度の活用に
ついて助言を行います。また、日本政策金融公庫が貸付する「小規模事業者経営発達支援資金」を活用
するなど、円滑な事業遂行のための資金調達を支援します。
融資申し込みに当たっても資金計画等の作成を支援することから、事業計画のフォローアップ同様、
四半期ごとに状況確認を行っていくこととします。
②事業計画策定後に補助金活用により事業を進めたい場合、「小規模事業者持続化補助金」や「もの
づくり補助金」等について申請に向け支援を行います。
補助金申請に当たり、事業計画等を作成支援することから、事業計画のフォローアップ同様、四半期
ごとに状況確認を行っていくこととします。
③ 期待する効果
事業計画策定事業者の資金調達や、補助金活用支援を行うことにより、事業計画の円滑な遂行ができ
ます。
また、必要に応じた事業計画の見直しや修正など、小規模事業者の現状に合わせて軌道修正を図るこ
とにもつながります。

（３） 第二創業者及び事業承継のフォローアップ
① 目的
第二創業及び事業承継後の小規模事業者については、軌道に乗るまで経営が不安定な状況となるた
め、重点的な巡回訪問等によるフォローアップを行います。
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② 実施方法
第二創業及び事業承継直後の小規模事業者では不安定な経営状況が当面続くことが予想されるため、
巡回指導等を 毎月実施 するなど重点的なフォローアップ支援を実施します。また、新たな課題に応じ
てミラサポやよろず支援拠点等の専門家派遣制度を積極的に活用し、問題解決を支援します。
③ 期待する効果
第二創業、事業承継者に対する伴走型支援の実施により、小規模事業者の経営の安定化と基盤の強化
による持続的発展を図ります。
（目

標）
支援内容

現状

31 年度

32 年度

33 年度

34 年度

35 年度

３

７

７

７

７

７

３

28

28

28

28

28

第二創業者及び事業承継のフォローアップの
実施事業者数

0

1

1

1

1

1

毎月のフォローアップ（延数）

0

12

12

12

12

12

定期的なフォローアップの実施事業者数
四半期毎のフォローアップ（延数）

※事業計画策定後のフォローアップ件数は各年度で策定した事業者分を表示。

５． 需要動向調査に関すること【指針③】
（現状と課題）
〔現状〕これまでは需要動向調査はほとんど行っておらず、巡回訪問時や会議等でのヒアリング、新聞記
事やインターネット等で入手した需要の動向を職員の感覚で伝える程度に留まり、事業者が提供
する商品やサービスに関する需要について的確な情報を提供できていない。
〔課題〕今後、小規模事業者が提供する商品・サービス・役務についての需要動向に関する情報を的確に
把握することで、需要を見据えた、広域的販路開拓、地域内での販路開拓、事業計画の策定と見
直しに活かす基礎資料とすることが課題となります。
（今後の取り組み）
小規模事業者の取り扱う商品の品揃えやサービスの提供、販路拡大や新商品の開発において、消費者
や取引先の需要動向を的確に把握しておくことが経営の持続的発展に向けて重要となります。そのため
事業計画を策定した個社の販売する商品やサービス等における需要を的確に整理するための調査を行い
ます。
今回の経営発達支援計画では、ほとんどの小規模事業者が初めて事業計画策定することとなるため、
個社の現状に即した需要動向の調査項目を選定し、調査結果に基づいたマーケットイン（消費者目線）
の思考を浸透させ、販路開拓や事業計画の策定に活用します。
（事業内容）
広域的販路開拓、地域内での販路開拓、事業計画の策定と見直し活用するため次の項目について調査
を実施し需要動向を把握します。
（１） 地域産品を利用した商品やサービスに絞り込んだ消費者ニーズ調査
（A） 商談会等におけるバイヤー・流通関係者等を対象とした調査
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（B） 実店舗等で対象商品を購入した消費者等を対象とした調査
（２） 宿泊施設利用者を対象とした来町者の需要動向調査

（１） 地域産品を利用した商品やサービスに絞り込んだ消費者ニーズ調査の実施
① 目的
地域資源である農産物や海産物を活用した商品やサービスを広域的に提供している小規模事業者を
対象として、個社の取り扱う商品やサービスにスポットを当てた個別需要動向調査を行い、調査結果を
整理し情報として提供する。調査結果を基に、商品やサービスを提供する事業者と提供される消費者と
の需要のギャップを掴み、的確な需要を捉えた商品やサービスの販路開拓による売上向上と商品・サー
ビスの改良及び新たな商品開発に活用します。
② 実施方法
広域的に販路開拓を目指す事業計画と、地域内に販路開拓する事業計画を策定した小規模事業者より
商品やサービスについての個別需要動向調査を実施し、的確な需要の把握に取り組みます。
調査は小規模事業者が参加する展示会・商談会にて消費者ニーズを把握しているバイヤーや流通関係
者等を対象とした 調査（A）と、実店舗等にて実際に購買する消費者を対象としたアンケート 調査（B）
の実施を支援します。

（A）商談会等におけるバイヤー・流通関係者等を対象とした調査
【サンプル数】
流通の現場でニーズを実感しているバイヤー等に対象となる１商品につき 50 サンプル程度を目標
【調査手段・方法】
以下の項目について調査票を作成し、容易に回答できるよう５段階で評価方式を基本とし、改良す
べき点や売れ筋等についての意見についてはヒアリングにて収集し、専門家と経営指導員が連携し
て分析を行います。
【調査項目】
①パッケージ、②品質、③ボリューム感、④商品イメージ、⑤商品コンセプト、
⑥納品コスト、⑦発注ロット、⑧リードタイム、⑨改良すべき点等の自由回答欄
【分析結果の活用】
広域的に販路開拓を目指す事業者に対し、専門家等と経営指導員が直接フィードバックを行い、展
示会・商談会・アンテナショップ出店・インターネット販売へ向けた需要ギャップの解消による売
上向上や、商品等の改良・商品開発、事業計画策定に反映させます。

（B）実店舗等で対象商品を購入した消費者等を対象とした調査
【サンプル数】
実際に購入している消費者の商品に対する率直な感想を拾い上げ、商品のコンセプトと消費者の
ニーズに生じているギャップを浮き彫りにするため、1 商品につき 50 サンプルを目標
【調査手段・方法】
以下の項目について、短時間で直感的に回答できるよう多肢選択式の調査票を作成し、回収箱を店
頭に設置するなど、アンケート用紙の回収を促し、専門家と経営指導員が連携して分析を行います。
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【調査項目】
①年齢、②性別、③家族構成、④訪問回数（利用頻度、購入頻度）、⑤価格、⑥ボリューム、⑦品質
（味・風味等）
、⑧高級感（または、手ごろ感）⑨色、⑩大きさ、⑪風合い（非食品）、⑫商品完成
度、⑬パッケージや陳列、⑭商品に対する自由回答欄
※支援対象となる個社の取扱う商品や販売実態に合わせて調査項目を加除します。
【分析結果の活用】
地域内に販路開拓する事業者に対し、専門家や経営指導員が直接フィードバックを行い、アンテナ
ショップ出店・パンフレット作成による需要開拓に向け、需要ギャップの解消による売
上向上や、商品等の改良・商品開発、事業計画策定に反映させます。
③ 期待する効果
アンケート結果やヒアリングで蓄積したデータ並びに経営分析の結果と合わせ、各種トレンドと合わ
せたクロス分析を行うことにより確実な需要動向を整理し、これに基づいた商品選定・サービス等のブ
ラッシュアップ、新商品開発、新たな需要開拓と販路拡大により収益力強化が期待できる。
また商談会の出展は商品ＰＲと同時にブラッシュアップと販路拡大を目的としているため、市場のニ
ーズを掴むと同時にバイヤーとの取引条件や供給対応の改善等についてのノウハウを蓄積します。

（２） 宿泊施設利用者を対象とした需要動向調査
① 目的
観光やビジネスで来町された方の需要動向を調べ、地域外消費者が当町の滞在に求める商品やサービ
スを把握することで、小規模事業者の受動的経営の固定観念を払拭し、マーケットを意識した戦略的な
営業方針に転換する機会を作り、小規模事業者のニーズを的確に捉えたサービス提供と新たな販路開拓
など、事業計画策定と新たな需要開拓に活用します。
② 実施方法
天塩町観光協会や町内宿泊施設等との連携により、宿泊者を対象としたアンケート調査を年１回実施
することで、利用目的と顧客ニーズなどの現状と課題を明確化します。
【目標サンプル数】１施設あたり宿泊者 50 名分
【調査手段・手法】宿泊客に対するアンケート調査票の実施を各施設に依頼
【分析手段・手法】調査結果は、よろず支援拠点等の専門家と経営指導員が連携して分析を行します。
【調査項目】①性別、②年代、③国籍、④職業、⑤宿泊日数、⑥利用目的（観光、仕事、その他目的）
、
⑦訪問場所、⑧レジャー娯楽・飲食（嗜好）
、⑨生活水準、⑩消費金額、⑪接客態度、⑫満
足度（施設、価格、食事、サービス、利便性、その他動機）⑬改善してほしいところや今後
希望するサービスについて等の自由回答欄
【分析結果の活用】
分析結果は、飲食宿泊に関係する小規模事業者へ専門家や経営指導員が直接フィードバックを行い
パンフレット作成ＳＮＳ活用による需要開拓による売上向上や、商品サービス等の改良・商品サー
ビス開発、事業計画策定に反映させます。また町観光協会の協力や必要に応じてよろず支援拠点の
専門家の見識に基づく改善を行います。
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③ 期待する効果
小規模事業者と域外消費者のニーズのギャップを理解し、来町者の目的に合致したサービス・役務の
提供により確実な域外資金の獲得を目指すとともに、調査内容と分析結果の提供によって小規模事業者
の持つ固着した受動的経営に対する意識改革を促します。
また、マーケットの把握により新たなビジネスチャンスの発掘にもつながり、取扱商品やサービス等
の洗練による収益力の強化が期待できます。
（目

標）
支援内容

現状

31 年度

32 年度

33 年度

34 年度

35 年度

(1)-(A)商談会等調査支援事業者数

未実施

2

2

2

2

2

(1)-(B)実店舗調査支援事業者数

未実施

2

2

2

2

2

(2)宿泊施設調査支援事業者数

未実施

4

4

4

4

4

※件数には事業承継に係る支援企業数を含みます

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）
〔現状〕これまでの小規模事業者に対する新たな需要開拓支援は、域内消費の拡大並びに確保が中心で
あり、域外の販路拡大については商談会や物産展示会の開催について周知するに留まり、個社
の商品特性に対する積極的な販路拡大支援には至っていなかった。
〔課題〕小規模事業者が持つ商品特性やサービスのプロモーションを考慮した販路拡大支援が課題とな
ります。
（今後の取り組み）
自社のサービスや特産品、特徴的な商品を持つ小規模事業者が域外のマーケットを意識した販路拡大
に意欲的に取り組むための支援として、新たな販売場所の創出や展示商談会等への参加、地域の総合的
なＰＲを含めたガイドマップ作製等について積極的に支援し、売上拡大に向けた新たな販路や取引先を
見出す取り組みを実施します。
（事業内容）
（１）

展示会・商談会出展による需要開拓支援（ＢtoＢ）

【支援に対する考え方】
地域人口の減少は地域消費購買力の減少に直結します。本町における人口推計によると、将来的な売
上は先細りの傾向にあるため、地域消費購買力に限定しない外部への販路拡大が小規模事業者の持続的
発展には不可欠です。事業計画策定を支援する中で、小規模事業者が提供する商品やサービスについて
新たな取引先やターゲットの選定及び販路拡大を目指し、展示会や商談会等への出展支援や需要動向調
査の結果の活用により地域外の売上機会の創出を図ります。
商談会等への出展により商品・サービスを提供する小規模事業者のＰＲと知名度の向上を図り、バイ
ヤーや消費者との直接的な意見交換による商品・サービスの客観視、市場のニーズをつかんだブラッシ
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ュアップ並びに新商品の開発、取引先の新規開拓が期待できます。
【支援対象者】広域的に販路開拓を目指す小規模事業者や専門家による事業計画を策定した食品製造業
【支援内容】
１．事前支援

出店手続き支援、ブースレイアウト指導、商品提案書・企画書作成支援、ＰＯＰ
ＰＲ映像等作成支援、バイヤー等へのプレゼン指導、等

２．現場支援

ブース設置指導、商品陳列・装飾指導、バイヤーへのヒアリング支援、アンケート収
集支援、等

３．事後支援

名刺交換したバイヤーへのアプローチ支援（メール及びサンプル送付状・提案書の作
成支援、
）アンケート集計・分析支援、分析結果のフィードバックによる商品改良支
援（パッケージ等含む）
、パブリシティの活用支援、等

【想定している展示商談会】
「北の味覚再発見」
北海道商工会連合会主催によるバイヤー向け展示商談会。昨年度は、道内の商工会地域の５９企
業・団体より約２００品目の出品があり、７８社１７６名の百貨店のバイヤー等の流通業者、ホ
テル等の観光関連業者との商談会を実施。

（２） アンテナショップ等を活用した需要開拓支援（ＢtoＣ）
【支援に対する考え方】
地域資源を使った特産品等を取り扱う小規模事業者にとって、域外からの消費者に対し素早くＰＲで
きる機会を増やすことが重要です。また、全国展開を視野に入れた販路拡大を計画する小規模事業者に
とって、都市部への出店には莫大な費用とリスクを伴います。そのため、アンテナショップ等への出品
を支援することによりリスクを回避しながら商品の知名度を段階的に向上させるとともに、フィードバ
ックデータや需要動向調査の結果に基づき新たな販路と需要開拓に向けた支援に取り組みます。
町内における新たな販売場所の拡充によって、小規模事業者の取扱う天塩産品の総合的なＰＲ力の強
化と地域ブランドの浸透並びに商品価値の向上及び売上拡大を図ります。
アンテナショップ等に出品することにより、他社類似商品との比較選別が売上結果となって表れるた
め、消費者ニーズとのミスマッチと商品の持つ魅力等について客観的に確認することができます。
また、試験的に商品を販売することにより小規模事業者の費用負担を軽減するとともに急激な販路拡
大に伴うリスクを回避できます。
さらに、販売により得た情報を活用して、今後の販売方法や商品開発、事業展開の検討に向けたＰＤ
ＣＡサイクルを効率的に機能させることができます。
【支援対象者】広域的に販路開拓を目指す小規模事業者や専門家による事業計画を策定した食品製造業

【支援内容】
１．事前支援

出品手続き支援、対面販売による催事の企画立案支援、パブリシティ等の活用支援な
ど

２．実施支援

対面販売による催事の支援、試食によるアンケート収集支援など
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３．事後支援

販売状況のフィードバックや対面販売によるアンケート調査の集計・分析支援、分析
結果のフィードバックによる商品改良支援（パッケージ等含む）
、パブリシティの活
用支援など

【想定しているアンテナショップ】
⑴「どさんこプラザ」は北海道貿易物産振興会の運営により道内各地から約２０００アイテム
の特産品・加工品が集まるアンテナショップ。テスト販売や販売データのフィードバックを
受けることも可能で、商品の分析支援に活用することができます。
⑵「むらからまちから館」は全国商工会員の販路開拓支援拠点として全国商工会連合会が運営
するアンテナショップで、地域特産品約１２００アイテムが常時扱われている。トライアル
販売（出店に際し審査あり）が実施されています。

（３） インターネット販売等による販路開拓支援（ＢtoＣ）
【支援に対する考え方】
地域人口の減少や高齢化の進行により来店者が減少し、実店舗における販売が苦境に立たされる状況
を見据え、インターネット等を活用した通信販売により域外への需要拡大を目指す小規模事業者を支援
します。
「ニッポンセレクト.ｃｏｍ」等インターネットショップへの出店を積極的に奨励することにより、
特産品等の情報発信力を強化します。また、インターネットでの販売内容を分析により需要動向を把握
し、必要に応じて専門家や外部機関と連携ながら販路拡大を支援します。
【支援対象者】販路開拓を目指す小規模事業者や専門家による事業計画を策定した小規模事業者
【支援内容】
１．事前支援

出品手続き支援、ＧＳ１事業者コードの準備支援、商品写真の掲載手法、原材料表示
に関する支援

２．実施支援

注文状況の確認や、商品の更新時期に対する指導

３．事後支援

販売状況のフィードバックや集計・分析支援、分析結果のフィードバックによる商品
改良支援（パッケージ等含む）
、など

【想定される出品媒体】
「ニッポンセレクト．ｃｏｍ」は全国商工会連合会の運営するＥＣサイト。他の地域で販売されていな
い地域色が活かされた商品を中心に約１０，０００アイテムが取り扱われています。

（４） パンフレット作成やホームページ活用等ＰＲ強化による新たな需要開拓支援（ＢtoＣ）
【支援に対する考え方】
天塩町内飲食店や宿泊施設等の事業者を紹介する媒体が整備されていないことから、業種別に紹介す
るパンフレットの作成の活用による町外観光客へのＰＲ強化により交流人口による新たな消費を喚起
することで需要拡大と売上向上を目指します。
各小規模事業者の掲載内容の整備のため商品やサービスを再点検することにより需要拡大に向けた
対応への契機に繋がるとともに、パンフレット等作成により店舗紹介とＰＲ強化及び商店街の活性化に
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も期待できます。
【支援対象者】地域内に販路開拓を目指す小規模事業者や専門家による事業計画を策定した飲食宿泊業
【支援内容】
①北海道商工会連合会と連携し「SHIFT」を活用した独自ホームページの開設を支援します。
※「SHIFT（商工会インフォメーションツール）」…テンプレート式のホームページ作成ツールで簡単な
設定で独自のホームページ作成が可能。
②観光協会と連携し、各宿泊施設、飲食店を中心に写真等でパンフレットを制作し、近隣町村の道の駅
飲食店、宿泊施設に置いて、観光客に配布することで、飲食宿泊店のＰＲを行います。
需要動向調査等の分析結果や事業計画策定支援を通じて販売促進活動を活性化し、小規模事業者の売
上向上につなげます。
【参加店数】４店
【配布部数】５００部
【配布場所】近隣町村地域内の道の駅、飲食宿泊店
（目

標）
支援内容

(1)展示商談会等出展事業者数
商談成立件数
(2)アンテナショップ出品事業者数
売上額／社
(3)インターネット販売支援事業者数
売上額／社
(4) パンフレット・ＨＰ活用事業者数
ホームページ活用による
売上額／社
パンフレット制作支援による
売上額／社

現状

31 年度

32 年度

33 年度

34 年度

35 年度

１社

１社

１社

１社

１社

１社

—

１件

１件

１件

２件

２件

１社

１社

１社

１社

１社

１社

－

10 万円

10 万円

10 万円

10 万円

10 万円

１社

１社

１社

１社

２社

２社

－

10 万円

10 万円

10 万円

10 万円

10 万円

－

5社

5社

5社

5社

5社

－

10 万円

10 万円

10 万円

10 万円

10 万円

－

10 万円

10 万円

10 万円

10 万円

10 万円

※各支援メニューを重複して活用する企業があります。

21

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組
（課題と取組概要）
天塩町の地域資源である豊富な食材を使った『天塩國ブランド』の特産品開発が既に数多く実施され
ていることから、地域経済の活性化への取り組みとして、これら商品のＰＲを強化するため、天塩町並
びに天塩町観光協会を中心とする「町産業団体連絡協議会（仮称）
」の立ち上げにより年２回の協議の場
を設け、地域振興事業の強化と活性化についての助言や検討に取り組み、以下の事業を実施します。
（事業内容）

（１） 特産品のＰＲによる地域経済活性化
天塩町は特産品であるシジミ貝のブランド力に絶対的な自信を持ちながら、環境変化に伴う漁獲量の
減少に直面しており、品質の保全・育成を目的とした漁獲制限により、過剰に供給できないジレンマを
抱えています。そのため、シジミ貝だけに頼らない新たな特産品が数多く開発され『天塩國ブランド』と
して都市部イベントや物産展においてＰＲを行っているものの、ブランドの定着や高付加価値化及び観
光資源化には至っていません。
今後の取り組みとして商談会や物産展への出展斡旋やネット通販への登録等、積極的な支援はもちろ
んのこと、町内各関係機関との連携や専門家の活用並びに連携により、これら特産品ＰＲへのストーリ
ー作り及び地域ブランドの定着を目指したＰＲ手法を取り入れるなど、地域経済活性化への取組みを支
援します。

（２） 地域イベントによる地域経済活性化
天塩町で開催される地域イベントの『天塩しじみまつり』、
『てしお味覚まつり』は、北るもい業業協同
組合天塩支所、天塩町農業協同組合、天塩商工会などの各種町内産業団体や商工業者等の関係機関によ
る協力の下に天塩町観光協会の主催で開催されており、天塩町と地域産品の知名度向上へのＰＲに力を
入れています。また、商工会も関係機関の協力の下に毎年『天塩川港まつり花火大会」を開催しており、
夏の風物詩として地域住民をはじめ近隣町村にも浸透されています。これらイベントは域外から交流人
口の増加につながっており、今後も町内関係機関と連携しながら積極的に取り組み、地域の賑わい創出
を通じて小規模事業者の売上向上と持続的発展を目指します。
（目

標）
支援内容

現状

31 年度

32 年度

33 年度

34 年度

35 年度

未実施

２

２

２

２

２

３

３

３

３

３

３

イベント年間来場者（単位：千人）

３０

３０

３０

３０

３０

３０

イベント出店事業者数

１０

１０

１２

１４

１６

１６

町産業団体連絡協議会開催回数
イベント年間開催回数
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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
（課題と取組概要）
これまでの他の支援機関との連携は、経営改善普及事業等で関係事案が生じた際に招聘する外部人材
との情報交換等に限られていたため、小規模事業者の課題解決策の選択肢とノウハウ等の情報交換が少
なく形式的なものに留まっておりました、
今後は経営発達支援事業の円滑な実施に向け、他の支援機関との積極的な連携を通じた情報交換によ
り、支援ノウハウの蓄積や情報共有を図ります。
（事業内容）

（１） 商工会の広域連携等による情報交換
北海道商工会連合会の実施する「経営支援に関する会議」や北海道留萌管内商工会職員で構成する「留
萌管内商工会職員協議会経営指導員部会」
、天塩郡四町の商工会（遠別、天塩、幌延、豊富）からなる天
塩郡四商工会広域連携協議会の「経営支援会議」等において、近隣市町村商工会の支援手法について情
報交換し、本町における経営発達支援事業へのフィードバックを図ります。

（２） 金融機関との情報交換
地元金融機関（北海道銀行天塩支店、稚内信用金庫天塩支店）との情報交換を年 2 回開催し、
地域の金融動向や資金需要について情報を共有し、小規模事業者への円滑な資金繰り等の支援
の充実化を図ります。
また、日本政策金融公庫旭川支店主催により年 2 回開催される「小規模事業者経営改善資金
貸付推薦団体連絡協議会」において支店管轄内でのマル経貸付の状況、各地区の景況や支援状
況等について情報交換し、支援手段の拡充を図ります。
（３） 各支援機関との情報交換
中小企業基盤整備機構等の支援機関が実施する研修会や懇談会等において、新しい施策や支
援事例などの情報交換を行うことで小規模事業者に対する支援の幅を広げます。また支援機関
との連携による専門家派遣事業を活用した支援を行う際は、経営指導員や補助員が随行し、支
援の手法やプロセスについて情報交換を行い、支援ノウハウの吸収によるスキルの向上を図り
ます。
（目

標）
事業内容

現状

31 年度

32 年度

33 年度

34 年度

35 年度

商工会連携等による情報交換

６

８

８

８

８

８

金融機関との情報交換

３

４

４

４

４

４

各支援機関との情報交換

１

２

２

２

２

２

２．経営指導員等の資質向上に関すること
（課題と取組概要）
これまでは職員別で実施される各種研修会等への参加等により職員の資質向上を図っていましたが、
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限られた時間で実施される年次カリキュラムだけでは経験年数の違いから指導能力に差が生じ、職員間
での指導ノウハウの共有化が図りにくいことが支援業務上の課題となっています。今後、一貫した経営
発達支援計画の実行に向けた指導能力の向上が課題となります。

（１） 職員別に求められる資質と対策
① 経営指導員
小規模事業者への経営課題の把握と課題解決の方向性をある程度見通すプロジェクトマネージャー型
の能力が求められます。そのため、支援機関等が主催する研修会への参加等により、課題解決までの工
程管理、支援の進捗や事業者の満足度等の把握、必要に応じた軌道修正を行うための資質向上を図りま
す。
② 補助員
経営指導員の業務サポートやＯＪＴにより支援ノウハウを実践的に学び、職員間の情報共有により小
規模事業者の経営課題を把握する必要があります。支援機関等が主催する研修会への参加等により、軽
微な経営課題は単独で解決し、ある程度の方向性を見通しながら解決までの全行程を管理する業務に対
応する資質の向上を図ります。
③ 記帳専任職員
経営指導員や補助員の業務サポートやＯＪＴにより支援ノウハウを実践的に学び、経営課題の解決に
積極的に取り組むため、各種研修会への参加等により資質の向上を図ります。

（２） 研修会参加による資質向上
全国商工会連合会が主催する研修や中小企業大学校が主催する「経営支援に関するセミナー」、中小企
業基盤整備機構が主催する研修会に経営指導員及び補助員が年間１回以上参加することで小規模事業者
の利益確保を重視した支援能力の向上を図ります。また記帳専任職員についても北海道商工会連合会が
主催する研修会等への参加により経営分析手法等の支援力向上を図ります。

（３） 職員間の支援ノウハウの共有による資質向上
商工会内で経営指導員等が研修及び情報収集で得た支援ノウハウを定期的に開催する報告会およびＯ
ＪＴによって共有し、指導体制の構築と職員の資質向上を図ります。
また、研修資料や支援に活用した資料については、共有キャビネットにて保管を行い、支援プロセスや
ノウハウの無形資産を蓄積する仕組みを取り入れます。
加えて、電子媒体における参考資料等については、共有ネットワークの支援関連フォルダに格納し、支
援担当者がいつでも確認できる体制を整えます。

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
（課題と取組概要）
本計画に記載の事業の実施状況及び成果について、実施する事業について以下の方法により評価、検
証、見直しを図り、経営発達支援計画の実施効果を高めます。

（１） 経営発達支援計画の事業評価及び見直し体制
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① 事務局内で四半期毎に一回（年４回）の経営発達支援事業進捗会議を実施し、事業内容や実施状況
等について確認及び検証を行う。
② 商工会正副会長と町商工観光課長・金融機関支店長などの有識者を加えた「経営発達支援計画に関
する検討会議」を年２回開催し、事業の進捗状況・検証・見直しについて検討します。

（２） 経営発達支援計画の事業評価及び見直しの決定
「経営発達支援計画に関する検討会議」により示された事業の進捗状況や評価・見直し案を理事会に
諮り、評価・見直しの方針を決定します。

（３） 経営発達支援計画の事業評価及び見直しの承認
事業の成果・評価・見直しの結果について、事業年度終了後の通常総会で報告し、承認を受けます。

（４） 経営発達支援計画の事業評価及び見直しの公表
事業の成果・評価・見直しの結果を計画期間中、商工会ホームページ等を通じて公表します。
ＨＰアドレス（http://ec.shokokai.or.jp/cmsdb/cm06010/index/?ken=01&block=97）
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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３０年１１月現在）
（１）組織体制
天塩商工会組織図
総 会
監 事
（2 名）

【理事会】
【事務局】
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

会 長

【委員会】
総務企画委員会

副会長（2 名）

金融委員会

理 事（15 名）

経営改善普及事業推進委員会

地域産業振興委員会

【部会】
商業部会
工業部会
サービス部会

【青年部】

【女性部】

【事務局】
経営発達支援事業の実施体制は、事務局長が全体を管理し、経営指導員を中心として実務を実
行し、補助員並びに記帳専任職員がこれを補佐する。

（２）連絡先
天塩商工会
住

所：〒098-3305 北海道天塩郡天塩町新開通 4 丁目 7227 番地の 2

電 話 番 号：01632-2-1045
Ｆ Ａ Ｘ：01632-2-2290
メ ー ル：t-shokou@amber.plala.or.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）
平成 31 年度
平成 32 年度

平成 33 年度

平成 34 年度

平成 35 年度

(31 年 4 月以降)

必要な資金の額

3,050

3,050

3,050

3,050

3,050

地域経済動向調査

100

100

100

100

100

経営状況の分析

500

500

500

500

500

事業計画策定支援

500

500

500

500

500

策定後の実施支援

300

300

300

300

300

需要動向調査

800

800

800

800

800

新たな需要の開拓支援

600

600

600

600

600

地域経済活性化の取り組み

200

200

200

200

200

0

0

0

0

0

50

50

50

50

50

資質向上対策
事業評価見直し

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

Ⅰ．経営発達支援事業の内容
１． 地域経済需要動向調査に関すること
・小規模事業者からの情報収集・分析
・金融機関等からの資料による情報収集・分析
２． 経営状況の分析に関すること
・巡回・窓口相談等による経営分析
・専門家等による経営分析
・事業承継等に向けた経営分析
３． 事業計画策定支援に関すること
・専門家による事業計画策定支援セミナー・個別相談会の開催
・創業支援セミナーの開催
４． 事業計画策定後の支援実施に関すること
・専門家による事業計画策定後のフォローアップ
・融資制度活用に関するフォローアップ
５． 需要動向調査に関すること
・調査結果の集計・分析・情報提供
６． 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること
・展示会・商談会等への出展支援
・商品・サービスの販路開拓支援

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組
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
・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
・経営指導員等の資質向上等に関すること
・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
連 携 者
住
所
電話番号
役
割

：北海道 知事 髙橋はるみ
：〒060-0002 北海道札幌市北３条西６丁目
：０１１－２３１－４１１１
：・各種施策の情報提供
・事業計画策定の助言及び協力

連 携 者
住
所
電話番号
役
割

：北海道留萌振興局 局長 松浦 豊
：〒077-8585 北海道留萌市住之江町 2 丁目 1 番地 2
：０１６４－４２－３６６９
：・各種支援策の情報提供
・事業計画策定の助言及び協力

連 携 者
住
所
電話番号
役
割

：中小企業庁 長官 安藤久佳
：〒100-8912 東京都千代田区霞が関１丁目３１－１
：０３－３５０１－１５１１
：・ミラサポによる専門家派遣
・中小企業施策によるサポート

連 携 者
住
所
電話番号
役
割

：天塩町 町長 浅田弘隆
：〒098-3398 北海道天塩郡天塩町新栄通８丁目
：０１６３２－２－１００１
：・調査資料の提供並びに閲覧及び助言
・事業計画並びに各種支援策に係る情報提供や指導及び助言
・商店街空き店舗対策、情報提供、調査及び助言
・イベントの参画及び助言並びに協力
・事業の評価及び見直し

連 携 者
住
所
電話番号
役
割

：全国商工会連合会 会長 石澤義文
：〒100-0006 東京都千代田区有楽町１－７－１
：０３－６２６８－００８８
：・専門家派遣事業及び経営改善普及事業計画に基づく円滑な資金調達の助言
・ＷＥＢ研修等による職員のスキル向上

連 携 者
住
所
電話番号
役
割

：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
：０１１－２５１－０１０１
：・エキスパートバンクによる専門家派遣
・物産展、商談会に関する情報提供及び出展支援
・事業計画の指導及び助言
・経営指導員研修会の開催及び情報交換
・補助員等職員研修会の開催及び情報交換
・事業の評価及び見直し

連 携 者
住
所
電話番号
役
割

：北海道よろず支援拠点 チーフコーディネーター 中野貴英
：〒060-0001 北海道札幌市中央区北１条西２丁目 経済センタービル９階
：０１１－２３２－２４０７
：・各種支援事業の指導及び助言
・事業計画の指導及び助言
・経営発達支援計画に対する助言
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プレスト１・７ビル４階

連 携 者
住
所
電話番号
役
割

：北海道事業引継ぎ支援センター 統括責任者 北原慎一郎
：〒060-0001 北海道札幌市中央区北１条西２丁目 経済センタービル７階
：０１１－２２２－３１１１
：・小規模事業者の事業承継等に係る指導及び助言

連 携 者
住
所
電話番号
役
割

：(公財)北海道中小企業総合支援センター（道北支部） 支部長 紙谷尚之
：〒087-8801 北海道旭川市緑が丘東１条３丁目 旭川リサーチセンター内
：０１６６－６８－２７５０
：・よろず支援拠点による支援機関の紹介並びに指導及び助言
・小規模事業者の経営指導及び設備資金の支援
・創業支援セミナー・創業者への情報提供及び助言

連 携 者
住
所
電話番号
役
割

：
（独）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
：０１１－２１０－７４７０
：・中小企業支援担当者研修会参加による職員の指導スキル向上
・各種研修会による指導スキル向上

連 携 者
住
所
電話番号
役
割

：㈱日本政策金融公庫 旭川支店 支店長 斉藤清和
：〒070-0034 北海道旭川市４条通り９丁目１７０４の１２朝日生命ビル１・２階
：０１６６－２３－５２４１
：・事業実施に伴う資金需要に対する金融支援
・創業計画の指導及び助言
・金融制度支援事業の提供及び助言
・経済情勢の提供及び助言

連 携 者
住
所
電話番号
役
割

：㈱北海道銀行 天塩支店 支店長 千葉啓司
：〒098-3304 北海道天塩郡天塩町新地通６丁目
：０１６３２－２－１０１１
：・事業実施に伴う資金需要に対する金融支援
・金融制度支援情報の指導及び助言
・創業計画の指導及び助言
・経済情勢に関する情報提供及び助言
・調査資料の提供、閲覧及び助言
・事業計画立案及び経営相談
・事業の評価及び見直し

連 携 者
住
所
電話番号
役
割

：稚内信用金庫 天塩支店 支店長 竹内満弘
：〒098-3303 北海道天塩郡天塩町新栄通６丁目
：０１６３２－２－１５３２
：・事業実施に伴う資金需要に対する金融支援
・金融制度支援情報の指導及び助言
・創業計画の指導及び助言
・経済情勢に関する情報提供及び助言
・調査資料の提供、閲覧及び助言
・事業計画立案及び経営相談
・事業の評価及び見直し

30

連 携 者
住
所
電話番号
役
割

：中小企業大学校旭川校 校長 澤田公徳
：〒078-8555 北海道旭川市緑ヶ丘東３条２丁目２－１
：０１６６－６５－１２００
：・各種研修会による指導スキル向上

連 携 者
住
所
電話番号
役
割

：天塩町観光協会 会長 水口俊夫
：〒098-3398 北海道天塩郡天塩町新栄通８丁目
：０１６３２－２－１００１（代表）
：・地域活性化に関する指導及び助言
・イベントの参画及び助言並びに協力

連 携 者
住
所
電話番号
役
割

：天塩町農業協同組合 代表理事組合長 佐藤博幸
：〒098-3304 北海道天塩郡天塩町新地通６丁目２３４３
：０１６３２－２－１０５０
：・特産品開発等に係る情報提供と助言
・地域活性化に関する指導及び助言

連 携 者
住
所
電話番号
役
割

：北るもい漁業協同組合 天塩地区運営委員長 菅井好文
：〒 北海道天塩郡天塩町字サラキシ５８０８－１
：０１６３２－２－１１１３
：・特産品開発等に係る情報提供と助言
・地域活性化に関する指導及び助言
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天塩町役場企画商工課内

連 携 体 制 図 等

地域経済の維持及び活性化

小規模事業事業者の持続による
地域コミュニティの維持発展

【小規模事業者】
提案

【新規創業・第二創業・事業引継希望者】

助言

相談・要望
伴走型支援

高度かつ専門的な
知識を要する支援
助 成 制 度 や 金 融 制 度
の 紹 介 助 言 や 提 案

【天塩商工会】
支 援 に 係 る

経営改善普及事業

情報とノウハウ

【専門家】

の 共 有 と 連 携

経営発達支援計画
地域経済動向調査

派遣支援要請・連携

経営状況の分析
事業計画策定の支援

【連携機関】

事業計画策定後のフォロー
需要動向調査

・北海道経済産業局

新たな需要開拓に寄与する取組み

・北海道留萌振興局
・天塩町

地域総合振興事業等

・全国商工会連合会
・北海道商工会連合会
・日本政策金融公庫旭川店
・北海道銀行天塩支店
・稚内信用金庫天塩支店
連携と支援 の要請
情報提供と共有

・ミラサポ
・北海道よろず支援拠点

理事会

・北海道事業引継ぎ支援センター

事務局

・北海道中小企業総合支援センター
・中小企業基盤整備機構
・天塩町観光協会

PDCA サイクル

・天塩町農業協同組合

による事業検証

・北るもい漁業協同組合
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