
経営発達支援計画の概要 

実施者名 鶴田町商工会（法人番号 8420005003519） 

実施期間 平成３１年４月１日～平成３６年３月３１日 

目標 

地域と小規模事業者を取り巻く経営環境を見直し次の目標を立て実施する。 

目標１ 伴走型支援の強化を図り、小規模事業者が直面する課題や、多様な環境

の変化に対応できるよう経営力強化を目指す 

目標２ 創業支援や事業承継支援により、小規模事業者の減少を抑えるよう取り

組む 

目標３ 『支援情報の共有化』と『職員の支援能力の向上』により、支援体制を

強化する 

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【指針③】 

（１）巡回訪問による地域内の景気動向調査(新規) 

（２）国が提供するビッグデータの活用（新規） 

（３) 青森県内における地域経済動向調査（新規） 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（１）個別相談会の開催（新規） 

（２）ヒアリングシートを活用した経営状況の把握（新規） 

（３）財務分析の実施（新規） 

（４）経営状況分析（SWOT 分析）の実施（新規） 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

(１)事業計画策定個別相談会の開催（新規） 

(２)実効性のある事業計画の策定（新規） 

(３)創業支援窓口設置による創業支援（新規） 

(４)事業承継計画策定支援（新規） 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

(１）事業計画策定者へのフォローアップの実施（新規） 

(２）創業計画策定後の支援の実施（新規） 

(３）事業承継計画策定後の支援の実施（新規） 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

(１）特産品等に関する観光客のニーズ調査（新規） 

(２）外部データの活用による需要動向調査、情報提供（新規） 

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・商談会等を活用した販路開拓支援（新規） 

(２）HP・ECサイト等を活用した販路開拓支援（新規） 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

(１）滞在型観光による地域経済の活性化（新規） 

(２）農業と観光が連携した活性化事業の実施（拡充） 

(３) 観光客へ向けた地域の特産品、ブランド品情報の発信（拡充） 

 

連絡先 

住 所：青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字早瀬184-2 

商 工 会：鶴田町商工会 

電話番号：0173-22-3414 FAX 番号：0173-22-5518 

メールアドレス：turutas@cocoa.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 
Ⅰ．鶴田町の現状と課題 

 

１．鶴田町の概要 

【位置・面積・交通・気候・観光】  

鶴田町は、津軽平野のほぼ中央に位

置し、北東に五所川原市、西につがる

市、南に弘前市、板柳町がそれぞれ隣

接している。町の中央部を岩木川が南

北に流れ、南西には岩木山を見渡し、

そのふもとに津軽富士見湖がある。  

町の総面積は 46.40 ㎢、東西に

13.4km、南北に 6.75kmとなっている。

町の交通網は、南北を縦断する国道

339 号バイパスを幹線道路として、縦横に県道、町道が整備されている。そして、高速交通化に

対応して青森空港と東北縦貫自動車道にアクセスする津軽自動車道が部分開通し、全線開通が待

たれている。 

ただし、全線開通後、五所川原市とのアクセスが非常に容易になるため、消費者の流出も懸念

材料となっている。 

気候は、冬の積雪量が多く、風が強いのが最大の特徴である。夏は最高気温が 30度程度まで

上がる日もあるが、それほど暑さ

は長続きしない。                                             

観光については、津軽富士見湖

とそれに架かる日本一長い三連太

鼓橋「鶴の舞橋」・遊戯施設やピク

ニック広場等が整備された「富士

見湖パーク」を有している。 
平成２８年６月にJR東日本のコ

マーシャルにて『鶴の舞橋』が起

用され、知名度があがり全国から

の観光客が年の途中から急増し

た。 

町は観光客の利便性向上の為、

駅からの２次交通や周辺観光との

連携、滞在型観光の推進等急ピッチで取り組んでいる。また鶴田町観光協会と連携して陸奥鶴田

駅と道の駅『あるじゃ』に新たにスタッフを配置し観光案内所を開設している。観光関連業種と

して飲食業と宿泊業があるが、課題として地域の特色ある『食』についての『開発』や『広報』

などの取り組みが遅れている状況にある。 

【出典】青森県観光戦略局青森県観光入込客統計より 
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【人口】  
国勢調査による鶴田町の人

口は、2010年では 14,270人、 

2015 年（直近）では 13,392人

となり、減少傾向が強まって

いる。 

国立社会保障・人口問題研

究所が、国勢調査をふまえて

推計した将来推計人口（2020

年以降）は、次のとおりとな

っている。 

総人口は、減少し続けてい

る一方で老年人口は 2020年ま

で増加しているほか年少人口

は常に減少しており今後少子

高齢化が加速すると推察され

る。 

老年人口の割合は 2015年か

ら既に町の人口の１/３を超

える人口構造となっている。

人口減少は「地方」の持つ大きな課題であり、少子高齢化社会は地域の活力に影響を及ぼしてい

る。 

  

 【産業の現状と課題】 
 

 ➀ 農業の状況 と課題 
『農業』では農家戸数 1179

戸（2015年農林業センサス）耕

地面積が約 2,960ha の農村地

帯であり、部門別の販売総額を

みると果樹類、養豚、稲作の販

売額が比較的高くなっている。 

果樹のリンゴ及びスチュー

ベンの販売額は高く、特にスチ

ューベンは作付面積・生産量日

本一を誇っている。 

課題としては、農業の担い手

の高齢化、農家戸数の減少が加

速度的に進行している。 

 

 

②商工業の現状と課題 
最新の商工業者数は全体で ３５８ 事業所であり、うち小規模事業者数は３３７事業所となっ

ている。課題としては商工業者数、従業員数は、ともに年々減少傾向にあり 2014 年には、事業

【出典】総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計

人口」 

【出典】農林水産省「農林業センサス」再編加工 
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所数４２７事業所、従業員数は５，２３８名にまで落ち込んでいる。 

業種割を見ると、サービス業が 38％（129 事業所） と一番多く、次に建設業が 25％（86 業

所）、卸・小売業が 21％（76事業所）となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
業  種 サービス

業 

建設業 卸・小売業 製造業 運輸業・郵

便業 

金融業・保

険業 

医療・ 福

祉 

不動産業 農林業 

小規模 

事業者数 

129 

38％ 

86 

25％ 

76 

21％ 

26 

7％ 

5 

2％ 

4 

2％ 

4 

2％ 

4 

2％ 

3 

1％ 

【出典】鶴田町小規模事業者数 平成 30年４月 1日現在 鶴田町商工会調査 
【サービス業】 

サービス業に関しては、飲食店が多数を占めており続いて理容業、美容業と続いている。近

年は、観光客の急増により飲食業（ランチ）を中心に需要が伸びてきている。課題としては、

これら観光客の多様なニーズ（周知・メニュー）に対応しきれておらず、五所川原市地域にあ

るファーストフードやファミリーレストランへ顧客は流出傾向にある。 
【建設業】 

建設業については、小規模事業者は、中堅・中小建設会社の公共事業の下請けや大手ハウス

メーカーの下請けなどに従事する工務店や従業員１０人以下の小規模建設業が中心であり、原

材料の高騰や公共工事の減少などにより依然として厳しい状況が続いている。高齢の技能労働

者の引退と若年就業者の確保も近年課題となってきている。 
【卸売業・小売業】 

卸売業・小売業については、近年町内の国道３３９号線バイパス沿いに、道の駅「鶴の里あ

るじゃ」、ショッピングセンター、ドラッグストア、温泉等の商業施設が立地され、消費者の

集客はやや増加傾向にある。しかし、隣接する五所川原市、つがる市にある大型ショッピング

センターの多様な商品構成・サービス等の影響を強く受け消費の流出も同様に進んでいる。課

題としては、これらの町内外の新規出店の影響を既存の商店街が強く受け、店舗数が減少し地

域コミュニティの拠点である商店街の機能及び利便性の低下が進んでいる。 

【製造業】 
製造業に関しては、小規模事業者はジュースなどの食品製造事業者や縫製業者等が中心であ

【出典】経済センサスより 
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り、仕入単価の上昇及び販売単価の上昇難が課題として挙げられている。また近年人材の確保

も課題となってきている 
 
③小規模事業者の現状と課題 
 

小規模事業者については、隣接する五所川原市、つがる市の大型ショッピングセンターの影 

響を強く受け消費の流出が進んでいる。また事業者の高齢化や後継者不在のため円滑に進まな

い事業承継なども重なり、これまでの地域を形成していた各地区の商店が年々衰退し、小規模

事業者数の減少が今後加速していく事が予想される。更に、新規創業者等も少ないため、競争

にさらされずに長年営業してきた小規模事業者も多く、個店の魅力の低下が進んでいる。 

これまでの成り行き経営を改め、具体的な事業計画を策定し実行していくことで、個店の経

営力を向上させること、さらに域内消費者も高齢化していく中、これからの高齢社会を支える

商業のあり方を見据え、地域住民の暮らしに密着した商業サービスを展開していくことが課題

となっている。 

多数を占めるサービス業の中でも飲食業に関しては、近年の観光客の急増という大きな環境

の変化にうまく対応しきれていない状況にあり、今後は需要を見据えたマーケットインの考え

を取り入れた経営への取り組みをしていく事が課題となっている 

 

鶴田町の商工業者・小規模事業者数の推移 

 平成 24年 平成 26年 平成 28年 平成 30年 

商工業者数 410 363 355 358 

小規模事業者数 379 342 334 337 

割合 92％ 94％ 94％ 94％ 

【出典】鶴田町商工会実態調査   

Ⅱ．商工会の現状と課題 

 当会では、小規模事業者や創業者に対し記帳支援、税務支援、労務支援、金融斡旋支援を中心

に直面する多様な経営問題に対して相談及びセミナーの開催等を行ってきた。 
 しかし受け身で対処療法的な支援であり、経営の課題の洗い出しや事業の方向性等を確認する

までには至っておらず根本的な解決に結び付かないケースも見られた。事業計画の策定支援に関

しては、融資制度活用の為の経営計画や持続化補助金等の申請支援に留まっており、フォローア

ップも不足していた。 
また、これまで域外への消費の流出に歯止めをかける為、商店会やスタンプ会と協力して歳末

大売り出し事業や商店街イベントを実施してきた。また例年、町から補助をいただき、地域住民

を対象としたプレミアム商品券の販売事業を実施し消費の喚起を促してきた。 
 しかし、先のとおり、モータリゼーションの発達などから近隣都市の大型店等に向かっての消

費者の流出が増加傾向にあり、こうした域内消費者の需要喚起と新たに急増している観光客をど

のように商店街を中心に取り込んでいけるのか、そのための個店の魅力向上などの支援が求めら

れている。 
また駅周辺の商店街においては、現状、高齢の経営者が中心となっている。今後は事業承継や

創業支援等による事業者のスムーズな新陳代謝を促進し、小売、サービス業などの魅力を維持し

ていくことも課題である。 
とはいえ、当会は事務局長１名、経営指導員２名、補助員１名、記帳専任職員１名という商工



- 5 - 
 

会組織の構成体としては小規模商工会に該当するため、多岐にわたる一般管理業務、基礎的支援

業務を少人数で行わなければならない。その中で引き続き地域のイベントへの協力は勿論のこ

と、伴走型支援を行っていくには、職員の経営（発達）支援能力の向上を行うとともに、事業の

選択と集中を行っていくことが必要となる。 

  

Ⅲ．経営発達支援事業の今後の目標 

【小規模事業者に対する中長期的な振興計画のあり方】 
以上の事業者の現状や課題などを踏まえ、鶴田町地域における１０年程度を見据えた小規

模事業者の中長期的な振興のあり方について、以下のとおり整理する。 

 

１．環境変化に対応できるような小規模事業者の事業の継続と更なる発展 

  今後は、少子高齢化がより急速に進み、地域の経済は縮小、それに伴う域内外の競争

も激化していく。一方、観光客の急増など域外からの新たな消費者の需要も発生してい

る。こうした環境変化に対応できるような、魅力ある個店形成などを通じてビジネスチ

ャンスをしっかり捉えられるよう支援していく。 

 

２．創業や事業承継支援を通じた地域経済の活性化 

  若年人口の減少や少子高齢化によって疲弊していく経済の立て直しのため、巡回指導

や創業相談を通じて小規模事業者の創業支援や、事業承継支援を行い、地域経済の持続

的な発展を目指す。 

 

３．鶴田町商工会の伴走型支援体制の強化に取り組む 

  １．２．の支援にあたっては、商工会自体の経営支援能力の向上や他の支援機関との

連携による支援体制の構築に取り組む。こうした伴走型支援の強化を推進していく。   

 

【経営発達支援事業の目標と方針】  
 

小規模事業者の現状と課題や商工会の取組を踏まえ、上記の中長期的な振興のあり方に資

する、今後５年間の発達支援事業の具体的な目標と方針は以下のとおりとする。 

 
目標① 伴走型支援の強化を図り、小規模事業者が直面する課題や、多様な環境の変化に対 

応できるよう経営力強化を目指す  

 

目標② 創業支援や事業承継支援により、小規模事業者の減少を抑えるよう取り組む  

 

目標③ 『支援情報の共有化』と『職員の支援能力の向上』により、支援体制を強化する 

 

【目標達成にむけた支援方針】 

 
① これまで以上に巡回訪問の強化に取り組み、事業者との良好な関係を構築して、事

業者から得た経営情報や財務状況、強み・弱み等の生の情報を基に事業者の抱える

経営課題の把握に努め、経営分析や需要動向調査等の結果を踏まえて経営者と課題

を共有し、売上・利益の向上、経営改善、事業再生等、各事業者の課題に応じた事

業計画の策定を促し、経営力向上と持続的発展に向けた伴走型の支援を実施する。
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また、全国商工会連合会が推奨する経営支援ツールを活用し分析から事業計画作成、

実行状況の確認、変更まで一元に管理し、課題に応じて専門家等と連携して支援す

る。  

②創業支援については、新たに鶴田町と商工会にそれぞれワンストップ窓口を設置し広

く PRを行い受け入れ体制および支援を強化し、創業しやすい環境を整備する。 

事業承継については、準備の必要性の認識を深める支援を強化し計画的に事業承継が 

進むよう青森県事業引継ぎ支援センターとも連携し支援を実施する。 

 

③支援体制の強化として、職員の支援力向上を図るため WEB 研修等によりスキルアップ

を図る。また、職員会議の他、経営支援カルテなどにより支援情報のデータ管理を行

い、組織内において支援情報の共有、スキルの蓄積を図る。 

  更に、鶴田町、２１あおもり産業総合支援センター、青森県よろず支援拠点、青森

県事業引継ぎ支援センター、日本政策金融公庫、青森銀行、みちのく銀行、青い森信

用金庫、青森県商工会連合会と機会を通じて、支援状況、支援方法などに関する情報

交換を行い、他の支援機関と連携を通じた支援体制の強化を図る。 

 

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】 

地域の経済動向調査は、これまで、関係機関からの委託により行われる各種調査の際に、事

業者へその都度ヒアリングを行っていた。しかし巡回の中で管内の景況報告を行う資料として

一時的に調査、把握するに留まり、情報の継続性・蓄積性が無く、また、調査を行った職員だ

けの資料として扱っていた。よってこの情報は、事業者への十分なアウトプットがなされてお

らず、有効活用もしていない状況であった。 

今後は、その場限りの調査ではなく、計画性・周期性をもって調査を実施することとし、管

内の経済動向について統一性をもった調査票を使用し、その調査票をもとに情報の収集・蓄積

を図る。主要産業であるサービス業、建設業を重点的に調査することが、管内の経済動向をよ

り正確に捕捉するために有効であると考えられるため、調査比率を高く設定することで、より

多くの情報の収集を図る。 

近隣地域、県内全域の経済動向については各種情報サービス等を活用することで収集し、管

内、近隣地域、県内全域の経済動向と比較分析を行うことで、地域に置かれている現状を把握

する。その上で、これら調査結果は、経営分析、事業計画策定へと繋がるよう情報の整理・分

析を行い、商工会のホームページで公開するとともに、巡回訪問等を通じて事業者へ情報提供

を行う。 
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【事業内容】 

（１）巡回訪問による地域内の景気動向調査(新規) 

統一のシートを用いて全職員の巡回訪問によるヒアリング調査を四半期毎に実施する。対象

業種は管内の小規模事業者の９１％を占めるサービス業、建設業、卸・小売業、製造業の中か

らそれぞれ多い順に抽出し、調査項目や分析手法、活用方法は次のとおりとする。 

 

（調査目的）：巡回訪問による生の情報を収集することで域内の経済動向を把握し、経営の現

況や課題、企業ニーズ等を的確に捉え事業計画策定支援に繋げ、実効的な企業支

援を実施していくことを目的とする。 

（調査方法）：「経済動向に関するヒアリングシート」を用いて四半期ごとのタイミング（４～

６月、７～９月、１０～１２月、１～３月）でヒアリング調査を実施する。 

（対象企業）：４０社（サービス業１６社、建設業１１社、卸小売業１０社、製造業 ３社） 

（調査項目）：景況・業況（業界、自社、今後の見通し）、売上・採算（売上、生産、利益）、

価格（仕入単価、売上単価、受注単価）、採算、資金繰り、客数、業況、経営課

題・、問題点（課題、問題点）、商工会への要望等（希望する支援策など） 

（整理分析）：商店街地区、郊外地区、業種別、項目別にそれぞれ整理分析するとともに、業

種別にＤＩ値を算出する。 

（活用方法）： 下記の（２）の調査結果と併せて、「鶴田町商工会小規模景況レポート」にま

とめて、消費者ニーズを踏まえた新たな商品開発や提供する役務の見直しなど小

規模事業者の持続的発展に向けて事業計画策定の基礎資料として活用する。 

また、全職員が必要な時に必要なデータを利用できるよう組織的にデータ を

蓄積し、商工会全体の共有情報とするとともに、鶴田町商工会のホームページで公表

する。加えて、鶴田町や地元金融機関など各支援機関との情報交換・意見交換の

資料としても活用し、相互連携のもと小規模事業者の事業展開に際して切れ目の

ない支援に活用する。 

 

（２）国が提供するビッグデータの活用（新規） 

 当地域においては、人口減少や観光客の増加に小規模事業者が十分な対応が出来ていないこ

ともあり、今後の人口の推移と域外からの観光客の観光需要の調査分析を行う。調査分析は、

経営指導員が「ＲＥＳＡＳ」（地域経済分析システム）を用いて行い、年 2 回（６月、９月）

に商工会のホームペ－ジで公表する。 

 調査の目的や分析手法等は以下の記載のとおり。 
 

（調査目的）：鶴田町内で持続的発展を目指す小規模事業者に対し、町内人口の推移および町

外からの観光客の需要動向の情報を提示し事業計画策定に繋げるための基礎Ｄ

ＡＴＡとして活用し実効的な企業支援を目的とする。 

 （分析手法）：鶴田町の人口 MAPを用いて、60～80年間の人口の推移、年齢別人口構成を分析。 

鶴田町の観光 MAP を用いて、検索回数の多い観光施設などを分析。       

鶴田町のまちづくりＭＡＰを用いて、どの地域から来る人が多く滞在しているか

を平日・休日別、男女別、年代別などで分析。 

（活用方法）：上記の分析を総合的に分析し、経営状況の分析や、事業計画策定支援、町との        

意見交換などに活用するほか、鶴田町商工会のホームページに掲載し広く管内事

業者に周知する。 
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（３) 青森県内における地域経済動向調査（新規） 

  地域の経済動向に関する情報収集として財務省東北財務局青森財務事務所の「県内経済情勢

報告」、青森県商工会連合会が公表する青森県中小企業景況調査報告書を参考に３カ月に１度

情報収集を行い青森県内の地域経済動向の把握に努め町外での事業展開及び事業計画策定の

基礎資料として活用する。 

 

（調査目的）：鶴田町内で持続的発展を目指す小規模事業者に対し、青森県内の景況業種別に

把握し事業計画策定に繋げるための基礎ＤＡＴＡとして活用し実効的な企業支

援を目的とする 

 （調査方法）：各種公表資料を参考として四半期毎（４月、７月、１０月、１月）に青森県の

経済動向を分析・把握し、販路拡大を目指す小規模事業者の事業計画策定支援に

繋げる。 

 （調査項目）：青森県内経済情勢報告（県内の総括判断、個人消費、雇用情勢、企業収益） 

        青森県中小企業景況調査（県内及び近隣地域の景況、業況、売上、利益） 

（整理分析）：青森県内の景況を把握し業種別、項目別、地域別に分類整理し年４回比較分析

する。 

（活用方法）：上記の分析を総合的に分析し、経営状況の分析や、事業計画策定支援などに活

用するほか鶴田町商工会のホームページに掲載し広く管内事業者に周知する。 

 

【目標】 

 
２．経営状況の分析に関すること【指針①】  

【現状と課題】 

小規模事業者の経営分析は、これまで、金融支援・税務支援等において事業者からの相談が

あった際に実施するに留まっていた。その場限りの指導で終わってしまっていたこともあり、

事業者においても、自社の財務状況や強み、弱みを把握する経営状況の分析の重要性が認識さ

れていない現状となっている。  

今後は、巡回訪問を通じて、巡回型の個別相談への参加者の掘り起こしを行い、事業者の財

務状況や経営上の課題、強み、弱みを掘り下げて、現状を把握して、事業者にフィードバック

するとともに、事業計画策定へ向けた基礎資料とする。 

項目 現状 

H３０年度 

Ｈ３１ 

年度 

Ｈ３２ 

年度 

Ｈ３３ 

年度 

Ｈ３４ 

年度 

Ｈ３５ 

年度 

巡回訪問による地域
内景気動向調査回数 

（調査対象事象者数） 

未実施 ４回 

（４０社） 

４回 

（４０社） 

４回 

（４０社） 

４回 

（４０社） 

４回 

（４０社） 

RESAS調査 未実施 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

青森県内における地

域経済動向調査回数 

未実施 4回 4回 4回 4回 4回 

HPによる情報提供回数 

（RESAS 調査結果の HP

による情報提供回数） 

未実施 4回 

 

（2回） 

4回 

 

（2回） 

4回 

 

（2回） 

4回 

 

（2回） 

4回 

 

（2回） 
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【事業内容】 
（１）個別相談会の開催（新規） 

対象事業者の掘り起こしのため、個別相談会を開催する。これまで青森県商工会連合会が

主催する事業計画策定セミナー（経営分析込み）等への参加を促してきていたものの過去２

年間参加者が集まらない状況にあった。（青森県商工会連合会主催セミナーへの鶴田町からの

参加：Ｈ28年度 つがる市（鶴田町隣接）での開催 0名、 藤崎町（鶴田町周辺）での開催

0名、Ｈ29年度 藤崎町での開催 0名）参加できない理由としては、難しいイメージや個別

対応ではない点、日時、場所が希望にあっていないケースが挙げられていた。 

そこで、予め日にちを決定せず、巡回訪問の中で事業者の都合に合わせて経営状況の分析

に関する個別相談会を行う。 

具体的には、毎年上期に１回、公募による経営状況の分析に関する個別相談会を開催し、

その後、公募は行わず巡回訪問の際に、随時募集を行って事業者の都合に合わせて年に６回

程度、個別相談会を行う。 

なお、巡回訪問の際には、小規模事業者に経営分析の必要性を粘り強く啓蒙し、各事業者

が自社の強み、弱みや財務状況、取り巻く経済環境を正しく理解してもらい、対象となる事

業者の発掘を行う。 

 
（２）ヒアリングシートを活用した経営状況の把握（新規） 

（１）で対象となった小規模事業者について、鶴田町商工会作成の経営状況の把握が可能と

なっているヒアリングシートを用いて、非財務ＤＡＴＡを収集し小規模事業者の内部環境をわ

かりやすく整理し、小規模事業者のビジネスモデルの再検討、新商品や新サービスの開発につ

なげ従来の経営支援から大きく前進した「ハンズオン支援」の向上を図っていく。活用方法と

しては、以降（４）の経営状況の分析（ＳＷＯＴ）に活用する他、商工会職員間で情報を共有

し支援体制の強化を図る 

経営状況の把握のため、巡回訪問時に以下の調査項目についてヒアリングを行い自社の持つ

強みと弱み等を抽出し、事業計画策定への活用を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※次頁ヒアリングシートの項目 
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ヒアリングシート （以下の項目について調査を実施する） 

 
（３）財務分析の実施（新規） 

全国商工会連合会が提供する各商工会の伴走型支援を強化する為のツールとして推奨され

ている経営分析システムを活用して、（２）のヒアリングシートを活用した経営状況の把握を

行った事業者に対し財務分析を年に１回行う。この経営分析システムには損益分岐点分析の図

①
経
営
者 

経営理念・ビジョン 
  

経営哲学・考え・方針等 

経営意欲 
※成長志向・現状維持など   

後継者の有無 

  後継者の育成状況 
承継のタイミング・関係 

②
事
業 

企業及び事業沿革 
  

※ターニングポイントの把握 

強み     
  

技術力・販売力等 

弱み    
  

技術力・販売力等 

IT に関する投資、活用の状況 
  

生産性向上に向けた取り組み 

③
企
業
を
取
り
巻
く
環
境
・
関
係
者 

市場動向・規模・シェアの把握 
  

競合他社との比較 

顧客リピート率・新規開拓率 

  主な取引先企業の推移 
顧客からのフィードバックの有無 

従業員定着率 
勤続年数・平均給与   

取引金融機関数・推移 
  

メインバンクとの関係 

④
内
部
管
理
体
制 

組織体制   
  

品質管理・情報管理体制 

事業計画・経営計画の有無 

  従業員との共有状況 
社内会議の実施状況 
研究開発・商品開発の体制 

  
知的財産権の保有・活用状況 

人材育成の取り組み状況 
  

人材育成の仕組み 
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表やレーダーチャート等作成できる機能もあり、これらの図表や、レーダーチャートを用いて

財務状況を把握し、(２)と(４)の結果と併せて巡回訪問時に事業者にフィードバックして、自

社の財務状況や強み、弱みの把握とともに、事業計画の策定等に活用する。 

 

分析する財務項目は、以下のとおりとする。 

・収益性（売上高総利益率、売上高営業利益率、総資本経常利益率 等）  

・安全性（流動比率、自己資本比率 等）※【例】 

・流動性（商品回転率、固定資産回転率 等） 

・生産性（労働分配率 等） 

・成長性（売上高増加率、営業利益増加率 等） 

の５項目に分けて業種別全国指標（中小企業実態基本調査※）との数値の比較、過年度分との

比較を年 1回行う。 

 

※【例】安全性の比較方法 

 3 期分の貸借対照表、損益計算書から経営分析システムを活用し安全性に関する項目（流動

比率、総資本対自己資本比率）の実績値と指標とを比較し経営係数分析表及びレーダーチャー

トを作成する。分析表では、数値が一般的な安定値から外れている場合と指標に達していない

場合、数値にはそれぞれ強調表示する。最後にこれらの経営係数を 3期分比較した経営指標推

移表及びグラフを作成し過年度との比較を行う。 

 

 ※中小企業実態基本調査： 

中小企業基本法の規定に基づいて、中小企業全般に共通する財務情報、経営情報及び設備投 

資動向等を把握するための調査で全国の中小企業の中から約 11万社を選出。年一回の調査 

 
（４）経営状況分析（SWOT 分析）の実施（新規） 

（２）の非財務データと（３）の財務分析の 

結果を基に、右図のように、外部環境の機会と脅

威、内部環境の強みと弱みの４つのカテゴリーで

分けて、個社の強み、弱みを把握するための SWOT

分析を年に１回行う。この結果は、全国商工会連

合会が商工会に対し伴走型支援を強化する為の

ツールとして提供するシステムで事業計画書の

作成・管理を行うことができる『経営計画作成シ

ステム』に入力し、巡回訪問を通じて事業者にフ

ィードバックするとともに、今後の事業計画の策

定に活用していく。なお、『経営計画作成システ

ム』では、上記 （３）の『経営分析システム』

とも連動することが可能で、全国商工会連合会のサーバー上で管理されていており、タブレッ

トを用いて巡回先でも参照可能となっている。 
※『経営計画作成システム』 

全国商工会連合会が商工会に対し伴走型支援を強化する為のツールとして推奨するシステム

で事業計画書の作成・管理を行うことができる他、上記(３)の『経営分析システム』とも連動

することが可能となっている。またＤＡＴＡの管理も全国商工会連合会のサーバー上で管理さ

れているため、安全で職員間の連携および巡回先での参照も可能となっておりタブレットを活

用した支援にも適している。 
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【目標】 

項目 現状 

 

H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 

 (1) 巡回型個別相談会の 

実施（上から、対象

事業者数、公募の個

別相談会開催回数、

参加事業者数、巡回

訪問による随時の個

別相談会開催回数) 

未実施 8社 

1回 

2社 

 
６回（６社×

１回） 

8社 

1回 

2社 

 
６回（６社×

１回） 

8社 

1回 

2社 

 
６回（６社×

１回） 

8社 

1回 

2社 

 
６回（６社×

１回） 

8社 

1回 

2社 

 
６回（６社×

１回） 

(２)ヒアリングシートを

活用した経営状況の

把握（上段：対象事業

者数、下段：分析件数） 

未実施 8社 

８件 

8社 

８件 

8社 

８件 

8社 

８件 

8社 

８件 

経営分析件数 未実施 8件 8件 8件 8件 8件 

 

 

(３)経営分析システ

ムを活用した財

務分析（上段：

対象事業者数、

下段：分析件数） 

未実施 8社 

8件 

8社 

８件 

8社 

８件 

8社 

８件 

8社 

８件 

(４ )経営状況分析

（SWOT分析）

の実施（上段：

対象事業者数、

下段：分析件数） 

未実施 8社 

８件 

8社 

８件 

8社 

８件 

8社 

８件 

8社 

８件 

 
３．事業計画策定支援に関すること【指針②】  

【現状と課題】  

小規模事業者の事業計画策定支援に関しては、これまで金融機関などから提出を求められた

場合や、補助事業の申請等の際に事業計画の策定支援を行うケースがほとんどで、地域経済動

向や需要動向等を踏まえた事業計画の作成支援とはなっていなかった。 

また、これまで巡回訪問の際に、青森県商工会連合会主催の事業計画書作成セミナーの案内

を行い、出席を促してきたが、事業計画書の作成に関しては、『難しいイメージ』や『受講の

メリットが分からない』『自分の事業との関連性が分からない』等の理由から策定や出席が進

まない状況が続いている。（青森県商工会連合会主催セミナーへの鶴田町からの参加：Ｈ28 年

度 つがる市での開催 0名、 藤崎町での開催 0名、Ｈ29年度 藤崎町での開催 0名） 
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  今後は、小規模事業者の経営課題を解決するため、地域経済動向調査や、経営状況の分析結

果を踏まえて、経営発達や経営課題解決のための事業計画策定支援を行う。対象とする小規模

事業者は、経営分析を行った事業者の中から、特に経営支援が必要だと思われる事業者を重点

支援対象者として位置づけ、その事業者を対象に重点的な支援を行う。 

併せて、事業計画策定に関する個別相談会を開催して、難しいイメージの払拭や、受講のメ

リットの理解促進に努め、小規模事業者の掘り起こしを行う。 

また、個別相談会の講師については、よろず支援拠点、青森県商工会連合会等を通じて、専

門家の派遣を行う。加えて、専門的な課題についても、よろず支援拠点、青森県商工会連合会

等を通じて専門家を派遣して事業計画策定支援を行う。 

 

【事業内容】 

(１)事業計画策定個別相談会の開催（新規） 

経営状況の分析を行った事業者や、事業計画策定を希望する事業者を対象として、事業計画

策定個別相談会を年 1回公募により開催する。加えて巡回訪問等を通じて随時募集を行って事

業者の都合に合わせて年に３回程度、個別相談会を行う。実施にあたっては、小規模事業者に

事業計画の策定の必要性の周知を図ることを目的とし、自社の経営状況や経営課題を深く理解

し、強みを活かした目標の設定や弱みなどをどのように克服していくか、など方向性を見出し、

それぞれの方針やプランに沿った事業計画の策定支援を中心として行う。 

また、事業計画の中で新商品の開発や新サービスなどで具体的な販路拡大・売上向上への取

組を検討する事業者のうち、既存の支援策として実施している小規模事業者持続化補助金など

の申請によって、経営課題の解決を図ることができる小規模事業者については、持続化補助金

に係る経営計画の策定支援も併せて行う。 

個別相談会の講師については、中小企業診断士等の専門家を考えており、青森県商工会連合

会に派遣依頼を行うとともに、青森県商工会連合会とも連携して支援体制の充実を図る。 

 

(２)実効性のある事業計画の策定（新規） 

事業計画策定個別相談会参加の小規模事業者や、経営分析を行った小規模事業者、特に経営

支援が必要な小規模事業者を支援対象事業者とし、地域経済動向調査と経営状況の分析結果を

もとに、需要を見据え実行性のある事業計画策定の支援を実施する。事業計画の策定に関して

は、全国商工会連合会が提供する『経営計画作成システム』を活用して作成する。 

事業計画策定支援にあたっては、経営指導員が担当制で張り付き、必要に応じて外部の専門

家も交えて課題解決のための支援を行い、確実に事業計画の策定につなげていく。 

【目標】 

項目 現状 

 

H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 

(1)事業計画策定個別相談

会（上から対象事業者

数、公募の個別相談会開

催回数、参加事業者数、

巡回訪問による随時の

個別相談会開催回数） 

未実施 5社 

1回 

2社 

 
３回(3 社 1

回) 

5社 

1回 

2社 

 
３回(3 社 1

回) 

5社 

1回 

2社 

 
３回(3 社 1

回) 

5社 

1回 

2社 

 
３回(3 社 1

回) 

5社 

1回 

2社 

 
３回(3 社 1

回) 

(2)事業計画策定事業者数 未実施 5社 5社 ５社 ５社 ５社 
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(３)創業支援窓口設置による創業支援（新規） 

当商工会地域での新規創業は年間 1～２件程度であり、当商工会でセミナー等を開催しても

参加者の確保が難しい状況にある。また現状の支援に関しては、創業融資の相談や税務、労務

等に関する開業の手続への支援が主であり創業者の中でも既に創業を決意し間近に迫ってい

る方への支援が中心であった。このため、創業者への支援や掘り起こしを強化するため鶴田町

が産業競争力強化法に基づき創業支援事業計画の認定を受け推進をしているところであり、当

商工会内部と、鶴田町役場内に創業相談窓口の設置、情報提供、事業計画策定支援などのワン

ストップ窓口を設置する。 

掘り起こしに関しては、設置する創業窓口について、四半期に１度鶴田町広報誌によってＰ

Ｒする他、鶴田町ＨＰ、商工会ＨＰにて常時情報を掲載するなどし、広く情報発信し募集する。

また平成 30年 11月より新たに町と商工会が連携し創業支援事業として陸奥鶴田駅に隣接する

『鶴田町コミュニティプラザ内』において創業者を対象としたブースを設け新たにチャレンジ

ショップ事業（対象：創業 5年未満の小売業者、サービス業及び創業予定者）を実施し創業者

の販路拡大、経営支援を行う。この事業も同様に広報し対象者を募集することにより掘り起こ

しを強化していく。 

創業計画策定支援にあたっては、事業目標や経営理念、経営に対する想い、事業領域等を明

確にし、地域経済動向調査などを踏まえ、将来性、収益性等総合的に勘案した計画策定支援を

行う。 

その際には、中小機構が HP にて公開している 200 以上の業種に対応した『業種別の開業ガ

イド』を活用し、自社と同業の開業ガイドや計画書を参考にして、必要な手続きや資金、留意

点の確認を行い、事業計画策定をより身近に実感させる等して、創業者の不安解消に活用する。 

専門的な分野において支援が必要な場合には青森県商工会連合会、よろず支援拠点等を通じ

た専門家派遣や、融資に関しては日本政策金融公庫、青森銀行、みちのく銀行、青い森信用金

庫とも連携して創業者の状況に合わせた創業計画策定支援を実施する。 

【目標】 

項目 現状 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 

(3)創業計画策

定件数 

未実施 ４件 ４件 

 

４件 ４件 

 

４件 

 
(４)事業承継計画策定支援（新規） 

事業承継に関する相談も、年間１～２件程度であり、昨年度開催したセミナーにおいても参

加者が集まらない状況（鶴田町商工会主催：平成 30年 1月 24日開催、参加者１５名）であっ

た。現状の支援に関しては、日常の金融支援や税務支援の中で事業承継を進めるケースや事業

者からの相談対応が主であり職員間の情報の共有や高齢な事業者の抽出等の連携が取れてい

なかった。 

また小規模事業者においても、承継の必要性を理解していないケースが多く、その対策も差

し迫った理由がなければ対応を後回しにしてしまう傾向が見受けられる。 

これらから事業承継に向けた準備の必要性の認識（気づき）を深める支援を通じて、事業承

継計画の策定につなげていく。   

対象事業者の掘り起こしは、小規模事業者の中から経営者の年齢（50歳以上）で事業承継が

全く進んでいない事業者を重点支援先として選定し４半期に１回程度の巡回訪問を通じて事

業承継計画策定支援を行う。具体的には、中小企業庁の事業承継ガイドラインに基づき「事業

承継診断票」や「事業承継自己診断チェックシート」を活用し、経営状況や経営課題の整理を

行い、経営者自ら承継問題を検討するきっかけ作りとして事業承継計画の策定を促していく。 
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また、専門的な課題については、青森県よろず支援拠点等の専門家派遣や、「後継者がいな

い」「事業の引継に不安がある」などの事業者については、青森県事業引継ぎ支援センターと

連携を図りながら、事業承継計画の策定を支援する。 

 

【目標】 

項目 現状 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 

(4)事業承継

計画策定件

数 

未実施 ３件 ３件 ３件 ３件 3件 

 

 
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】  

小規模事業者の事業計画策定後の実施支援は、これまでは融資斡旋や補助金の活用を目的と

した事業計画策定後、簡単な状況確認程度で、十分なフォロ―アップがなされていなかった。 

今後は、事業計画を策定した事業者を対象に、定期的な巡回指導を行い、計画遂行状況を確

認し、課題の発見・解決へとつなげていく。また、事業者の経営悪化等により改善点が見られ

る場合には、ＰＤＣＡ(事業計画の検証・見直し)の重要さについて認識するよう働きかけを行

い、原因の分析とともに、経営改善のための伴走型支援を行い、必要に応じて専門家とも連携

して支援を行う。 

 

【事業内容】 

（１）事業計画策定者へのフォローアップの実施（新規） 

事業計画策定事業者に対して定期的（３カ月に１回）に巡回訪問によるフォローアップ等を

行い、事業計画の進捗状況、課題の抽出、今後の支援の必要性をチェックして現状確認を行い、

状況に応じた支援策の提案を行う。ヒアリングした内容は全国商工会連合会が提供する『経営

計画作成システム』にて管理をして以下の通り実施し定着させるよう努める。また組織内に共

有体制を図る為、※経営支援カルテにおいても支援の状況や経過、次回支援時において確認す

べき点などを記録し補完する。 

事業計画書内の各具体策（アクション）について進捗状況を記録・評価し「計画通りの活動

ができたか」 と「計画どおり活動して、成果が上がったか否か」を検証する。 

A）目標どおりの活動ができた場合 

⇒◎アクションを起こせたこと、動いたことを評価し、引き続き計画が実行できる  

様支援する。 

 

B）目標通り活動ができなかった場合 

⇒◎その原因を掘り下げ、スケジュール及び目標を変更すべきか検討する。 

 

C）目標値を満たしながらも思うような成果※が上がらなかった場合 

（※顧客獲得、売上増、コストダウン等） 

⇒◎成果に結び付かなかった理由と、方法等 を修正し継続すべきか否かを考える 

 

必要に応じて、事業計画策定の際に連携した専門家と協力して進捗状況に合わせた適切な指

導・助言を行い、PDCA サイクルの取組みを定着させ、支援事業者が自立したサイクルに入る
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まで伴走型支援を継続していく。 

 

※経営支援カルテ・・・全国商工会連合会が各商工会に提供する事業所への支援に関する情 

報を管理するシステム 

 

（２）創業計画策定後の支援の実施（新規） 

創業者に対する支援は、新たなビジネスモデルを構築し、軌道に乗せていくためにも、きめ

細やかな支援が必要となることから、2 ヶ月に 1 回の巡回訪問を基本とし、資金繰りや販路開

拓の状況など創業計画の進捗状況の確認をしながら、経営、税務、金融等の総合的な指導を行

っていく。 また、経営資源が乏しい等の理由から計画を実行していない場合や、計画通りに

動けず実施時期を逃し計画効果が薄れるような場合は、計画の変更見直しなどを指導する。 

 

（３）事業承継計画策定後の支援の実施（新規） 

事業承継計画策定後は、2 ヶ月に 1 回の頻度を基本としたフォローアップを行う。フォロー

アップは巡回訪問により行うこととし、現経営者と後継者や従業員等関係者間の意識の共有化

等の状況、計画の進捗や課題が生じていた場合は、その原因や状況等についてヒアリングを行

う。事業承継では、計画遂行の遅延や計画実行の先送り等が承継の障害になることから計画の

進捗状況については重点的に確認するとともに事業承継ガイドラインに基づく「事業承継計画

票」を活用し、その経過状況を管理する。また、相続税等の税負担が発生した場合など専門的

な課題が生じた場合には青森県商工会連合会、青森県事業引継ぎ支援センターなどと連携して

課題解決にあたるほか、税理士など税務の専門家による個別相談を行うなど事業承継計画の円

滑な遂行に向けた支援を行う。 

 

 

【目標】 

項目 現状 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 

(1)事業計画

策定後支援

件数 

未実施 5社×４件 

合計２０件 

5社×４件 

合計２０件 

5社×４件 

合計２０件 

5社×４件 

合計２０件 

5社×４件 

合計２０件 

(2)創業計画

策定後支援

件数 

未実施 ４社×6件 

合計２４件 

４社×6件 

合計２４件 

４社×6件 

合計２４件 

４社×6件 

合計２４件 

４社×6件 

合計２４件 

(3)事業承継計

画策定後支援

件数 

未実施 ３社×６件 

合計１８件 

３社×６件 

合計１８件 

３社×６件 

合計１８件 

３社×６件 

合計１８件 

３社×６件 

合計１８件 

 
５．需要動向調査に関すること【指針③】  

【現状と課題】 

需要動向調査は、これまで経営改善普及事業を実施する際にも、需要に関する調査資料や消

費者ニーズを加味した指導や提案等は特に行っていなかったので、体系的な調査についても行

ってはいなかった。 

今後は、経営状況の分析を行った事業者や、新商品や商品の改良を検討している事業者に対
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し、自社の商品・サービスのニーズを見極め、マーケットインの考え方で、既存の商品やサー

ビスのブラッシュアップや、新商品・新サービスの開発につながる情報提供を行います。 

【事業内容】 

（１）特産品等に関する観光客のニーズ調査（新規） 

管内の小規模事業者においては、個社の商品の魅力を向上させ地域内需要の確保に繋げて行

くことが重要であり、今後は、経営状況の分析を行った事業者や、新商品や、商品の改良を検

討している事業者の販売する商品ついての評価を収集し整理分析のうえ提供していく。 

具体的には、特産品であるスチューベンのデザートやスイーツを用いた農産加工品や、地域

ブランド品について満足度を図ることを目的としたアンケート調査を実施する。結果は、巡回

訪問を通し支援対象事業者に提供していくことで、商品の改良や販路拡大を支援する。 

 

・支援対象事業者： 特産品であるスチューベンのデザートやスイーツを用いた農産加工品や、

地域ブランド品を製造する食品製造販売業者 

 

・調査対象：   域外からの観光客 

・調査時期：   観光客の多い連休のある５～６月と９～１０月の年２回 

・場  所：   陸奥鶴田駅内観光案内所、道の駅観光案内所にそれぞれブースを設置 

・調査項目：   ①年齢・性別・住居地域（基礎ＤＡＴＡ）            

②味への満足度 

③価格への満足度 

④ボリュームに対する満足度 

⑤パーケージやデザインに対しての満足度 

⑥商品に対する意見改善点 

⑦知名度       

⑧期待度 

・手  段：   観光協会の運営する観光案内所のスタッフ等に依頼し、アンケート用紙を用 

いての聞き取り調査を実施。年２回実施。 

（１回の調査につき 100件、１社あたり 50件×2社） 

・結果の活用：  項目別に分析して、巡回指導時に支援対象事業者に提供して商品の改善や事

業計画策定、商品やサービスのブラッシュアップに活用する。 

 

（２）外部データの活用による需要動向調査、情報提供（新規） 

日経テレコン等の提供する情報を活用し、スチューベンを使ったデザートやスイーツに関連し

た商品を対象に業界の動向や、最新のトレンド、売れ筋情報等、（１）の調査を補完する調査

を行い、事業計画の策定や販路の拡大のための資料として事業者に提供する。 

 

・支援対象事業者：（１）の調査の支援対象売業者 

・調査項目：   スチューベンを使ったデザートやスイーツに関連した商品やその類似品、競

合他社製品の売上動向、トレンド等 

・調査時期：   四半期に一度 

・調査方法：    日経テレコン POSから小規模事業者の販売する商品等に関する情報（マーケ

ット動向・トレンド・売れ筋商品）を入手し組織内で時系列・業種ごとに整

理・共有・蓄積する。 

・結果活用：   事業計画書の作成や販路拡大の際に活用する基礎資料として活用できるよう      

巡回指導時に情報提供する 
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【目標】 

項目 現状 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 

(１)特産品等に関す

る観光客のニーズ調

査（上段：調査回数、

下段：調査支援事業

者数） 

  

未実施 ２回 

4社 

２回 

4社 

２回 

4社 

２回 

4社 

２回 

4社 

(２)外部データの活

用による需要動向調

査（上段：調査回数、

下段：調査支援事業

者数） 

未実施 ４回 

4社 

４回 

4社 

４回 

4社 

４回 

4社 

４回 

4社 

 

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】 

小規模事業者の需要開拓支援については、これまで当会独自で商談会等を開催することは困

難なことから、全国商工会連合会や青森県商工会連合会等から募集が来た際に対象の店舗へ周

知する程度であった。とはいえ現状、その対象となる事業者も少なく、参加する店舗も無い状

況が続いている。また HP や SNS の活用等については、一部相談対応は行っていたものの、受

け身で対処療法的な支援であった。 

今後は、商談会等に関しては、開催情報を積極的に情報発信し参加等提案していく。多くの

管内小規模事業者に広く情報発信していくことで、商談会等に参加する企業を増やすことに繋

がり、商談会の価値も向上していくものと考えられる。 

支援対象者は、事業計画策定支援を行った事業者や新たな販売機会・商談機会を希望する事

業者に対し、個社の商品や経営資源等分析結果を勘案し、商談会の目的や場所なども考慮した

上で最適な提案を行う。 

また、商談を効果的に行えるよう、申込手続きや出店前後の指導などに取り組み、小規模事

業者の販路開拓支援を実施していく。 

 IT 支援に関しては、より積極的に IT の支援を充実させ、EC サイトや HP の開設等を促進す

ることで、個店の魅力をターゲットに発信し販路の開拓へ結び付けていく。 

 

【事業内容】  

（１）展示会・商談会等を活用した販路開拓支援（新規） 

「ニッポン全国物産展」（出展者 350 名、来場者数 150,191 名）は全国から食品製造事業

者などが中集まり、大手百貨店やスーパーなどのバイヤーによるＢtoＢの商談が行われてい

る。また、「青森の正直商談会」（出展者 100 名、県内外バイヤー300 名参加）や 「FOOD MATCH 

AOMORI2017」（出展者 50 名、県内外バイヤー300 名参加）は、青森県内の 商工業者を対象と

して県内外へ特産品の販路開拓に係る商談が行われている。 

  今後は、事業計画策定支援を行った事業者や、首都圏や域外に新たな販売機会を求める事業

者に対し経営分析結果や需要動向調査結果を踏まえ、当地域の農産物などの地域資源を活用し
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た食品加工業者等の出店を支援し、販路拡大を目指す機会として活用する。 

 出展希望者に対しては、出店申し込み手続き等の事前支援のほか、商品提案書の作成や運営・

プレゼン方法、商品陳列方法やバイヤー等との交渉術などについては、青森県商工会連合会、

やよろず支援拠点から専門家の派遣を行って、商談会をより効果的なものとしていくため伴走

型で販路開拓を支援する。  

また、出店後のフォローアップとして、物産展、商談会等参加企業に対して商談成立内 容

等のアンケート調査を行い、調査結果からの反省点や次回に向けた課題等を抽出し今 後の対

策とするなどマネジメントサイクル(PDCA)に努めていく。 

 

（２）HP・ECサイト等を活用した販路開拓支援（新規） 

事業計画策定支援を行った事業者や新たな販売機会・商談機会を希望する事業者に対して自

社の強み、ターゲットを意識した HP等を活用した販路開拓支援を実施し、その効果の検証(売

上・取引数)までを行う。 

支援の際は、事業者の要望やスキルにあわせたシステム（SNS 等含む）を活用するが、基本

的なツールとしては、全国商工会連合会が提供する 100 万会員ネットワーク『ＳＨＩＦＴ』 を

活用し、HPの立ち上げから事業所・取扱商品等の紹介・販売等の設定・運用を支援する。 

さらに、売れるページ作りにむけ、掲載内容のリニューアルや自社のホームページの見せ方

の手法などについて、専門家を交えてブラッシュアップするなど事後のフォローを実施する。 

また、課題の一つとなっている HP 運営について敬遠する事業者には、チラシの作成支援を

行い当商工会等の HP上で WEBチラシを公開する等して支援していく。    

またこれらの支援に関する専門家の派遣等に関しては青森県商工会連合会、よろず支援拠点

とも連携し実施する。 

 

【目標】 

項目 現状 

H30年度 

Ｈ３１ 

年度 

Ｈ３２ 

年度 

Ｈ３３ 

年度 

Ｈ３４ 

年度 

Ｈ３５ 

年度 

(1)展示会・商

談会等を支援

事業者数 

未実施 ５社 

 

５社 

 

５社 

 

５社 

 

５社 

 

(1)商談成立

件数 

未実施 ５件 ５件 ５件 ５件 ５件 

(2)HP・EC サイ

ト等開設支援数 
未実施 ３社 ３社 ５社 ５社 ５社 

(2)HP・ECサイト

における新規月

間取引件数 

未実施 ３社×５件 ３社×５件 ５社×7件 

 

５社×7件 ５社×7件 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

【現状と課題】  
これまでは、「鶴の舞橋」及び高い生産量を誇る「ス 

チューベン」に焦点をあて観光協会が中心となり町及 

び商工会等が協議、連携しイベント等を実施してきた。 

平成 28 年、JR大人の休日クラブの TVCMに「鶴の舞橋」 

が取りあげられた影響で観光客の流入が飛躍的に増加 

したこともあり、今後はこれを軸とした滞在型の観光 

が求められてきている。地元消費の活性化に関しては、 

これまで『夕鶴まつり』等のイベントやプレミアム商 

品券の発行を永年行ってきた。 

近年は消費者、事業者ともに急速に高齢化が進み、社会環境も大きく変化し既存の事業だけ

では、必ずしも地域経済の活性化に繋がらないといった点が課題にあげられる。 

 

【今後の取り組み】 

滞在型観光による地域経済の活性化（新規） 

今後は、町、観光協会、商工会がより緊密に連携し新たに年３回程度滞在型観光の推進にむ

けた協議を行い、検討を重ね今後の観光における方向性を共有していく。これらに資する具体

的な取り組みとしては以下の事業を実施していく 

 
（事業内容） 

（１）「鶴田町地域活性化協議会（仮称）」の設置（新規） 

  鶴田町、鶴田町観光協会、各イベント実行委員会、商工業者(道の駅ほか小規模事業者)、観

光ぶどう園 8事業者、鶴田町商工会で構成する「鶴田町地域活性化協議会(仮称)」を設置する。 

横の繋がりを強化するとともに、地域が一体となって情報を共有し同じ方向を向いて、これか

らの鶴田町における滞在型観光推進策、特産品を使った商品のブランド確立等、総合的に地域

経済活性化に向けての方向性を検討していく。 

 
（２）農業と観光が連携した活性化事業の実施(拡充) 

これまで鶴田町、観光協会、商工会、道の駅、 

観光ぶどう園（8事業者）が、連携してスチュ 

ーベンの収穫時期に体験型の観光ぶどう園を実 

施し、多くの賑わいを創出してきた。 

今後は、このイベントを観光客が急増してい 

る『鶴の舞橋』とも連結させ相互の観光の強化 

を図る。また、町内の宿泊施設、飲食店はもと 

より周辺地域の宿泊施設や交通機関へも情報を 

発信し農業者と事業者が連携することで更に交 

流人口を増加させる 

 
（３）観光客へ向けた地域の特産品、ブランド品情報の発信（拡充） 

 観光客に対しては、これまで鶴田町が単独で観光専用に運営しているサイト「メデタイツルタ」

にて情報を発信し、そこには多くの観光情報が網羅されている。今後は観光協会、商工会が連

携し、それぞれが持っている特産品・ブランド品の情報共有を行い、更に充実した情報の提供

ができるよう努める。 

夕鶴まつりの様子（商店街イベント） 

連 

結 
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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  

【現状と課題】 

これまでは、金融機関や他の支援機関との情報交換の場はあるものの、主に金融などの支援

に対する情報交換が中心であり、支援ノウハウに関しては限定的である点が課題であった。 

【目的】 

今後はこのような機会の場を有効に活用し支援力向上のため、支援状況の共有や支援ノウハ

ウを入手し経営指導員の能力向上に努める 

【事業内容】 
（１）金融機関との連携及び情報交換（拡充実施）  

資金の調達における支援が充実している日本政策金融公庫、青森銀行、みちのく銀行、青い

森信用金庫と連絡を密にし、支援者間の連携や支援メニューを確認し経営指導員の支援力向上

に努める。 

具体的には、例年２回商工会と地元金融機関及び青森県信用保証協会、鶴田町役場が集まっ

て実施している金融連携会議を活用し、『支援メニューや先進事例』『創業支援』『資金需要』

等の観点で情報を確認共有し、個別の案件では、支援者間連携がスムーズに進み利用者の負担

が軽減されるよう、情報交換を密に行う。 

 

（２）商工会関連との連携及び情報交換（拡充実施） 

同じ支援機関である他商工会と情報交換を行い、その支援に関する具体例やスキルなどを入

手し、地域の支援に活かし支援力の向上を目指す。              

具体的には商工会職員協議会が開催する「Ａ経営指導事例発表大会」「Ｂ北五地域商工会経

営指導員研修会」を活用し、他市町村商工会の支援状況や各支援機関で実際に行った支援事例

について情報交換し支援力の向上を図る。  

 

Ａ経営支援事例発表大会：全国の経営指導員等が行った先進事例を発表する大会 

青森県地区予選（現地）、青森県大会（現地）、東北ブロック大会 

（ネット公開）、全国大会（ネット公開）、それぞれ年１回開催 

 

Ｂ北五地域商工会経営指導員研修会：鶴田町商工会、板柳町商工会、金木商工会、市浦商工会、中泊町商 

工会の職員で構成される研修会 年２回 研修会・懇談会を実施 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること  

 

【現状と課題】  

これまでの当商工会における資質向上に関しては、青森県商工会連合会の定める職種別の研

修会に参加するほか、専門的な業務（事業計画策定支援、税務、労務等）の研修にそれぞれの

担当者が参加するものが主であり、学んだ知識やノウハウに関しての情報の共有は行われてい

なかった。しかし、今後組織的に支援能力を向上させるには、『職員個人の支援力向上』と『職

員間の知識やノウハウの共有』がワンセットとして求められており、これらの体制の構築が課

題となっている。 

【方針】 

 今後は、『販路拡大につながる支援』、『多様化するニーズ』や『高度化する施策』へ対応する

為、これらの目的意識を職員それぞれが自覚し積極的に研修会などを活用し、学んだ知識を組



- 22 - 
 

織内で共有できる体制を作る。  

【事業内容】  

（１）経営指導員研修会等（職場外研修）の活用（新規） 

これまでの青森県商工会連合会等が主催する職種別の研修会等への参加のほか、これまで経

営指導員が主に対象となっていた中小機構主催の中小企業支援担当者研修会・各団体が主催す

る研修会・全国連が運営する「経営指導員等ＷＥＢ研修システム」に新たに経営指導員以外の

職員も積極的に受講させ、小規模事業者への支援ノウハウの習得を図り、月１回の職員会議で

報告し情報共有も行う。特に事業計画策定支援に関する知識の修得の機会がこれまで少なかっ

たため、経営指導員は応用の知識（創業や事業承継の経営計画）、補助員及び記帳専任職員は

基礎的な経営計画策定の知識の分野を強化する。 

 

    ■経営指導員研修・・・回数：年２回開催      

対象：経営指導員           

               ◎小規模事業者に関する各機関（国、県等）の施策や支援 

制度に関する知識の習得 

               ◎事業計画策定支援に関する講習会（応用） 

    ■主査研修会・・・・・回数：年３回開催   

               対象：補助員及び記帳専任職員          

               ◎税務及び労務等基礎業務に関する知識の習得 

               ◎事業計画策定支援に関する講習会（基礎） 

    ■中小機構主催の中小企業支援担当者研修会や各団体が主催する研修会（拡充） 
                回数：年 2 回程度 
                対象：経営指導員のほか新たに補助員、記帳専任職員 

◎事業計画策定支援に関する講習会（基礎） 

 補助員、記帳専任職員 
◎事業計画策定支援に関する講習会（応用） 

 経営指導員 
    ■全国連が運営する「経営指導員等ＷＥＢ研修システム」 

回数：月 10 時間 
対象：経営指導員のほか新たに補助員、記帳専任職員 
◎実践基礎講座（基礎編）及び実践型講義（実践編） 
 経営指導員 ※事業計画策定支援に関する講座 
◎実践基礎講座（基礎編） 
 補助員、記帳専任職員 ※事業計画策定支援に関する講座 
 

（２）OJT（職場内研修）を活用した支援スキルの向上（新規） 

巡回指導の際に同行して経営指導員から定期的な OJT を実施し、ヒアリング方法、分析手法、

事業計画策定支援の手法について知識の修得を図る。また専門家派遣事業等の機会も有効に活

用しより専門的な分析の手法や事業計画策定支援および販路開拓の手法等を学習、共有する体

制を構築する 

 

（３）伴走型支援事業の報告会（新規） 

組織内で伴走型支援事業の支援事例について月に１回報告会を開催し、現在行っている支援

の進捗状況や有効性の確認を行う。また今後の対象事業者への支援案や新たな支援先の掘り起

こしについても意見交換を行い組織が一丸となって個社に対する支援策を検討し反映させる

ことで、情報の共有や個人のスキルアップを図る。 
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（４）共有システムの活用（新規） 

共有の際は事業計画策定支援に記録した『経営分析システム・経営改善計画作成システム』

のほか職員が経営支援の際に記録する※経営支援カルテ を活用し支援の内容、結果やフォロー

の履歴等を閲覧できるようにし、支援の際職員が変わっても連動した支援が行えるようにす

る。 

※経営支援カルテ・・・全国商工会連合会が各商工会に提供する事業所への支援に関 

する情報を管理するシステム 

 

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 

   

事業の内部評価については、事務局会議を年 ４ 回開催し事業評価・見直しを行い、進捗状

況の検証など PDCA サイクルを構築し改善を図る。外部評価については、鶴田町役場、中小企

業診断士などの外部有識者に評価を依頼する。評価内容は「事業実施過程・進捗状況の評価」

「事業の直接的な成果の評価」「事業結果から生じた効果の評価」を行う。事業の評価につい

ては、年 1 回（ １０ 月）に実施する。 

評価の結果、内部／外部それぞれにおいて見直す必要があると判断された（上方／下方修正

の必要のあるもの）事業・内容については、次期中に見直す。 

評価・見直しの内容・結果は鶴田町商工会ホームページに掲載し公表する。 
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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３月現在） 

（１）組織体制 

 

経営発達支援計画は、以下の体制で実施する。 

実施職員：事務局長１名、経営指導員２名、補助員１名、記帳専任職員１名 

 合  計５名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）連絡先 鶴田町商工会 

所在地：〒038-3503青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字早瀬 184-2 

TEL  ：0173-22-3414     FAX  ：0173-22-5518 

       MAIL  ：turutas@cocoa.ocn.ne.jp 

HP  ：http://www.a-bbn.jp/turuta/ 

 

 

 

 

商工会長 

理事 

副商工会長 副商工会長 

事務局長 

補助員 記帳専任職員 経営指導員 

実 施 体 制 
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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 

( 年 月以降) 

平成３２ 

年度 

平成３３ 

年度 

平成３４ 

年度 

平成３５ 

年度 

必要な資金の額 
【８５０】 【８５０】 【８５０】 【８５０】 【８５０】 

 

Ⅰ経営発達支援事業の内容 

 

３事業計画策定支援 

 

５需要動向調査 

 

６新たな需要の開拓に 

  寄与する事業 

 

【７００】 

 

３００ 

 

３００ 

 

１００ 

 

【７００】 

 

３００ 

 

３００ 

 

１００ 

 

【７００】 

 

３００ 

 

３００ 

 

１００ 

 

【７００】 

 

３００ 

 

３００ 

 

１００ 

 

【７００】 

 

３００ 

 

３００ 

 

１００ 

 

 

Ⅱ地域経済の活性化に 

 資する取り組み 

 

 

【５０】 【５０】 【５０】 【５０】 【５０】 

 

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 

 

 ３事業の評価及び見直し 

【1００】 

 

 

 

１００ 

【1００】 

 

 

 

１００ 

【1００】 

 

 

 

１００ 

【1００】 

 

 

 

１００ 

 

【1００】 

 

 

 

１００ 

 

（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、県補助金、町補助金、事業受託料、手数料、雑収入 

 

 

（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 
商工会として単独で解決しきれない高度かつ専門的な経営課題、創業等については、下記の支援団

体と連携を図り専門家派遣事業等により小規模事業者等からのニーズに対して的確な支援を実施す

る。 

連携者及びその役割 
組織 連携団体 連絡者 所在地 役割等 

行
政
機
関 

青森県 県知事  
三 村 申 吾 

〒030-0861  
青森市長島１丁目１－

１ 電話 017‐722-1111 
 

相談・連携 
 
施策などの情報 
 
情報交換 鶴田町  町長  

相 川 正 光 

〒038-3595  
北津軽郡鶴田町大字鶴

田字早瀬 200-1  
電話 0173-22-2111 

上
部
団
体 

青森県商工会連合会  会長  
米内山 正 義 

〒030-0801  
青 森 市 新 町  2 丁 目 
8-26 青森県火災共済会

館 5Ｆ 
電話 017-734-3394 

相談・連携 
 
専門家派遣 
 
支援の実施協力 
 
情報交換 
 
研修 
 
施策などの情報 

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  
電話 03-6268-0088 

支
援
機
関 

（公財）２１あおもり 
産業総合支援センター 
（青森県よろず支援拠点） 
（事業引継ぎ支援セン 
ター）  

理事長 
今 善 典 

〒030-0801  
青森市新町２丁目４－

１ 青森県共同ビル７Ｆ  
電話 017-777-4066  

 

相談連携 
 
専門家派遣 
 
専門支援  

金
融
機
関 

日本政策金融公庫 
弘前支店  
国民生活事業 

総括  
白 石 幸 雄  

〒036-8354  
弘前市上鞘師町 18-1 
電話 0172-36-6302  

 

相談連携 
 
金融支援 
 
情報交換 

青森銀行 
鶴田支店  

支店長  
楢 崎 亨 

〒039-3503  
鶴田町大字鶴田字生松

114-1  
電話 0173-22-3105  

 

みちのく銀行 
鶴田支店 

支店長  
大 平 徹 

〒038-3503  
鶴田町大字鶴田字生松

118  
電話 0173-22-3303 

青い森信用金庫 
鶴田支店 

支店長 
髙 橋 博 樹 

〒038-3503  
鶴田町大字鶴田字生松

79-2  
電話 0173-22-3138 

青森県信用保証協会 
五所川原支所   

支所長 
佐 藤 徳 幸 

〒037-0052  
五所川原市字東町 17-5  
電話 0173-35-4121 

関

係

団

体 

鶴田町観光協会  会長  
北 谷 正 則 

〒038-3503  
鶴田町大字鶴田字早瀬

200-1（商工会内）  
電話 0173-22-3414 

相談・連携 
 
情報交換 



２７ 
 

鶴田町本町通り 
商店街振興会 

会長  
玉 井 勇 治 

〒038-3503  
鶴田町大字鶴田字早瀬

200-1（商工会内）  
電話 0173-22-3414 

 

連携体制図等 
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