
経営発達支援計画の概要 

実施者名. 三戸町商工会（法人番号：９４２０００５００３０５５） 

実施期間 平成３０年４月１日 ～ 平成３５年３月３１日 

目標 

当町はその昔より近隣町村の商業中心地として栄えてきたが、時代が進むにつれモータリーゼ

ーションの進展や大型店の出店、更には人口の減少等社会構造の変化に伴い衰退の一途をたどっ

ている。そこで、小規模事業者に共通する課題「売上の増進」「利益の確保」に対して、事業計画

の策定や、その着実な実施を事業者に寄り添って支援することで、その経営を持続的に行い、経営

を向上させることを狙いに販売促進等支援していくことを目標とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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】 

小規模事業者の経営課題を把握することを目的に独自の経済動向調査票を行うと共に金融機関

から地域経済動向の情報収集を行い、分析結果を基に指導・助言など有効な情報提供を行う。 

2.経営状況の分析に関すること【指針①】 

小規模事業者の経営内容について「事業所ヒアリングシート等」を活用し、事業者の抱える問

題や必要としているニーズを把握する。この情報を基に、現在の経営状態を分析し今後の方向

性を導く。 

3.事業計画策定支援に関すること【指針②】 

地域経済動向調査や経済状況の分析を踏まえ、各事業所の強みを活かした経営計画の策定を支

援する。また、農業者や特産品を製造する担い手と商工業者が連携し、事業に取り組めるように創

業支援や農商工連携等のセミナーを開催する。 

4.事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

事業計画を策定した小規模事業者に対し、策定した事業計画の検証や見直し（ＰＤＣＡ）を行い、

売上の向上や経営改善を図る。また、創業や事業承継等の事後指導も行い小規模事業者の課題に応

じた伴走型支援を行う。 

5.需要動向調査に関すること【指針③】 

独自のアンケート調査（①自店の利用客に対するお客様アンケート調査 ②地域資源を活用

した特産品の需要動向調査）を行い、地域内外の消費需要動向の把握によりニーズを捉えた品

揃えや販売戦略、商品開発や販売方法の向上へとつなげる。 

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】 

商談会や物産展等の情報を提供すると共に、出展方法やプレゼン方法を支援する。また、ＩＴの

スキルを向上させるためのセミナーを開催すると共にショッピングサイトやホームページの作成

支援により販路開拓を支援する。 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取り組み 

伝統行事及び観光振興と特産品の販路開拓を促進するために、町・観光協会・道の駅・まちの楽

校・商店街との連携を強化する。これにより、観光客の誘客促進と商店街のにぎわい創出や個店の

売り上げ増進等関連付けた取り組みを推進する。また、町のビジョンについて話し合いを行い、町

の振興策と連動した事業を推進する。 

連絡先 

三戸町商工会    

〒039-0131 青森県三戸郡三戸町大字二日町 17 

TEL0179-22-2131 FAX0179-22-1906   

http：//www.sannohemachishokokai.com/ 
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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.現状と課題 

（1）地域の現状と課題 

 三戸町は、青森県の南端に位置し、東西に２８ｋｍ、南北に１３ｋｍと東西に細長く伸びた地形

となっており、総面積１５１．５５㎢の地積を持っている。町の南部は岩手県と、北西の一部は秋

田県との県境となっており、青森県南部の中心都市である八戸市からは、約３０ｋｍの位置にあ

る。町の中心部は、南北を国道４号線が、東西を国道１０４号線が通過しており、更には「青い森

鉄道」が通過する交通の要衝である。 

町の歴史は古く、鎌倉時代のはじめ「奥州合戦の功」

により南部光行が糠部五郡を拝領したと伝えられて

おり、戦国時代には三戸城が築かれ城下町として栄え

た地でもある。 

 基幹産業である農業（水稲、りんご等果樹、葉タバ

コ・トマト等畑作、畜産）を次世代へ受け継ぐ取り組

み「さんのへ農業小学校」と「グリーン・ツーリズム」

に力を入れている。農業小学校は実際に農業を体験することで農業の大切さや自

然との関わりを学び、１０年以上前からは首都圏や近畿の都市部から農業体験修

学旅行を受け入れたグリーン・ツーリズムにも積極的に取り組んでいる。 

 観光資源も多く季節に合わせた四季折々の祭りが

おこなわれている。春は１，６００本の桜が咲き誇

る県南随一の桜の名所「県立城山公園」で行われる

春まつり。夏は商店街に提灯が取り付けられ、夜に

は幻想的な雰囲気と歩行者天国と化した商店街に大

勢の町民が繰り出す夏まつり。秋には、町内のきら

びやかな武者絵巻の人形山車が目抜き通りを練り歩

く秋まつり。冬には三戸町の商人が古くから行って

いる行事「三戸名物元祖まける日」大幅な値引きや、

工夫を凝らした「おまけ」をすることから冬の風物詩になっている。 

町の人口は、町村合併した昭和３０年の１７，６８７人をピークに昭和６０年１５，２００人、

平成１２年１３，２２３人平成１７年１２，２６１人、平成２２年１１，２９９人、平成２７年１

０，１５０人と前回調査と比較して１，１４９人、１０．１％減少となり、ここにきて加速度的に

人口減少が続いている。 

また、町の最大の課題である少子高齢化（平成22年高齢化率33.3％、平成27年の国勢調査はま

だ発表されていないが町の統計からは37％前後と推計）による人口減少や過疎化が著しく進み、

地域の活力が低下する中、地域経済・雇用を支える小規模事業者の廃業が増えている。 

この様な中、町の振興計画では 

三戸町 

春まつり 
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①商業者自らの手による賑わい回復 

 商店街を構成する商業者が、互いに連携して知恵を持ち寄り、商店街の賑わいを取り戻す事 

業やアイデアを支援します。 

②空き店舗の積極的な活用 

 増えている空き店舗を、新規に商売を始めたいと考えている人や、まちづくりの拠点として 

使いたいと考えている人へスムーズに紹介できるよう、商工会等と連携しながらその活用を図 

ります。 

③新たな産業の創出 

 これまでの既存の産業の枠にとらわれず、農業、商業、工業、観光などを組み合わせた新た 

な産業を創出することで、町の商工業に元気、やる気を取り戻します。 

④地場産業の育成と若者の定住促進 

 次世代を担う若者が町へ定住するために必要な職場を確保するために、既存の地場産業のさ 

らなる育成の他、新産業や町へ進出したい企業がスムーズに開業できるよう産業の育成を支援 

します。 

と記載されている。この計画に沿ってこれまで事業が進められてきたが社会構造の変化が激し 

く、抜本的な商工業振興策として機能していない状況にある。 

 

【三戸町人口及び高齢化率】 

 平成１２年 平成１７年 平成２２年 平成２７年 

人口（単位：人） １３，２２３ １２，２６１ １１，２９９ １０，１５０ 

高齢化率（単位：％） ２５．８ ２９．９ ３３．３ ― 

（国勢調査） 

次に産業別就業人口の割合をみると、いず

れの年も第 3次産業が 4割を超え、最も多く

なっており近年更に増加傾向にある。就業人

口の推移をみると平成 17年に比較して平成 22

年は 785人減少しており人口の減少と比例し

た数字が表れている。 

産業大分類別就従比率をみると、平成 22年

は建設業・運輸通信業等の業種で 1.0に満た

ず、雇用を他の市町村に依存している状況が

窺える。 
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項 目 就業人口

（人） 

従業人口

（人） 

就従比率 

一次産業 

1.農業 1,672 1,687 1.01 

2.林業 36 46 1.28 

3.水産業 1 1 1.00 

二次産業 

4.鉱業 0 0 0.00 

5.製造業 580 638 1.10 

6.建設業 467 400 0.86 

三次産業 

7.卸売・小売業 752 749 1.00 

8.金融・保険・不動産業 76 100 1.32 

9.運輸通信業 287 260 0.91 

10.電気・ガス・水道業 4 2 0.50 

11.サービス業 1,326 1,374 1.04 

12.公務 175 162 0.93 

13.分類不能 14 15 1.07 

合 計 5,390 5,434  

就業人口：三戸町に常住する就業者の総数             （平成 22年国勢調査） 

 従業人口：三戸町で従業している人の総数 

 就従比率：従業人口を就業人口で除した数値 

 

 

（2）町内の小規模事業者の現状と課題 

町内の小規模事業者の現状は、業種別にみると卸売・小売業が全体の約４割（36.9％）を占

め、次いでサービス業（26.5％）、建設業（17.6％）製造業（8.6％）飲食・宿泊業（8.3％）そ

の他（2.1％）の構成となっている。小規模事業者の業種別の推移をみると、卸売・小売業の減

少が23件と大きく、平成20 年度と比較すると合計43事業所が廃業等で減少している。 

製造業・建設業、サービス業、飲食・宿泊業においても減少傾向が見られ、景気の低迷や消費者

ニーズの変化、大型店やコンビニエンスストアの出店、他地域への消費者の購買流出に加えて、

少子高齢化による人口減少が進行し、商工業を取り巻く環境は一層厳しさを増している 

【三戸町商工業者数・小規模事業者数】                     （単位：件） 

 平成２０年 平成２４年 平成２７年 

商工業者数 ４６５ ４３５ ４２６ 

小規模事業者数 ４１７ ３８６ ３７４ 

（商工会データ） 
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【三戸町小規模事業者数の比較】                         （単位：件） 

業種 
平成２０年 平成２７年 

小規模事業者数 構成比 小規模企業者数 構成比 ２０年との比較 

建設業 ７０ １６．８％ ６６ １７．６％ △４ 

製造業 ３４ ８．１％ ３２ ８．６％ △２ 

卸売・小売業 １６１ ３８．６％ １３８ ３６．９％ △２３ 

飲食・宿泊業 ３６ ８．６％ ３１ ８．３％ △５ 

サービス業 １０８ ２６．０％ ９９ ２６．５％ △９ 

その他 ８ １．９％ ８ ２．１％ ０ 

（商工会データ） 

これらの資料から分かるように小規模事業者の現状は、小売業が大幅に減少している。大きな

要因としては事業主の高齢化と後継者不在による廃業が増加していることが考えられる。既存の

中心商店街は、大型店による影響もあるが、多様化する顧客ニーズへの対応の遅れ等により、商

況は停滞しており、中心商店街の低迷が町全体の商業の衰退に拍車をかけている状況である。 

（商業・サービス業） 

町内の商業は、大型店やコンビニエンスストアの出店、他地域への購買客流出等により、非常

に厳しい状況にある。 

近年、消費者の嗜好の多様化が進み、インターネットや移動販売、通信販売の普及により売上

減少や後継者問題による廃業が重なり、店舗は減少が続いている。 

他地域への購買客流出を止めるために、個別店舗の差別化や魅力化を促すことが必要であり、

個々の事業者が地域の経済動向、需要動向などの消費者ニーズを把握し、それぞれの課題やスキ

ルに応じた取り組みを継続的に支援することが課題となっている。 

また、小規模事業者は、各種施策等の活用経験がほとんどなく、経営課題の解決のためには、

それぞれの課題にあわせた補助金等の各種施策の活用を商工会が積極的に提案していく必要があ

る。 

（建設業・製造業） 

町内の製造業は、大半の企業が小規模事業者であり、経済の低迷により、厳しい状況が続いて

いる。今後も地域資源や地場産業を活用した製造業の振興支援や新たな担い手の確保を進めるこ

とが課題となっており、地域の活力向上のため、若者の雇用を促進していくことが求められてい

る。 

建設業は、建設投資の大幅な減少に伴い、受注高が減少しており、さらには、受注競争の激化

から収益率の低下など、経営環境は悪化している。今後は、確実に収益を上げられる経営体質へ

の改善が課題である。 

 

 ⑶基幹産業と観光の現状と課題 

 （農業） 

基幹産業の農業（水稲、りんご等果樹、葉タバコ・トマト等畑作、畜産）においても高齢化と

後継者不足が進み、耕作放棄地が見られるなど厳しい状況に直面している。そこで、ただ単に生



5 
 

産する農家から加工販売（付加価値）する農家への転換が求められており、少ない労力と農地で

ある程度の収入が見込める仕組みが課題となっている。 

 

 （観光） 

 当町の観光といったとき、誰でもが思い浮かべるのが「城山公園（春まつり）」「夏の提灯まつ

り」「さんのへ秋祭り」「元祖まける日」などがある。その他にも「奥州街道（駕籠立場）」「関

根の松」「南部家にまつわる文化財」など観光資源は豊富にあるが、中心商店街、特に三戸の食を

巻き込んだ観光モデルコースの遅れから、観光が産業として活発に行われているとはいえない。

また、農村での生活体験であるグリーン・ツーリズムが有力視されていることから、農業と商業が

連携した観光産業を振興していく必要がある。 

 

2.これまでの取り組み 

（1）商工会のこれまでの取り組み 

本商工会の会員数は、加入促進活動の効果もありここ数年一定数（平成27年3月現在303事業

所）は維持しているものの町全体の商工業者数は減少の一途と辿っている。会員数を業種別に分

解してみると、小売業・卸売業が３７．３％と多く、次いでサービス業（２８．７％）建設業

（１９．８％）の構成となっている。また、５５％以上が６０ 歳以上の経営者であり、さらに

は後継者がいない会員事業所も多数あるため、高齢化がより一層進むことで、廃業する事業所が

増加することが懸念される。 

本会では、これまで経営支援においては、巡回・窓口指導において経営一般（金融・税務・労

務等）の指導を中心に行ってきた。年間の目標として巡回・窓口指導合わせて１，５００件設定

し、月１回職員が地区を分担して商工会費集金と合わせた事業所訪問を実施することによって、

事業所の課題解決に努めている。その成果として、小規模事業者持続化補助金採択２１件（平成

27年度）マル経の融資実行５件（平成27年度）の支援に結びついた。また、町内で生産された原

料を使用した特産品の開発（ジョミを使用したクッキー等）にも力を入れ、更には町内で採取し

た原料を使用した特産品の掘り起こしに努め「さんのへ逸品」と認定し販売促進のサポートも実

施している。このような実績はあるものの、年間を総括するとやや受け身の指導が多かったよう

に思われる。 

※ジョミとは・・・学名「ガマズミ」晩秋山の実がなくなった頃、直径５～６ミリの小さな真っ

赤な実をたわわに実らせます。天然のクエン酸やリンゴ酸を豊富に含み、昔から体に良いと言わ

れ珍重された野生果実です。 

 

【商工会の業種別会員数】                  （平成２７年３月３１日現在） 

業 種 農林業 建設業 製造業 
運輸・ 

通信業 

卸売業 

小売業 

金融・ 

保険業 

不動産・ 

賃貸業 

サービ

ス業 
合 計 

会員数 ６ ６０ ２４ ５ １１３ ２ ６ ８７ ３０３ 

割 合 2.0％ 19.8％ 7.9％ 1.6％ 37.3％ 0.7％ 2.0％ 28.7％  

（商工会データ） 
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【商工会の会員数の推移】                           （単位：件） 

平成２０年 平成２４年 平成２５年 平成２６年 平成２７年 

３１６ ３０４ ３０４ ３０５ ３０３ 

（商工会データ） 

【これまでの取り組み状況】 

 平成２５年 平成２６年 平成２７年 

小規模事業者持続化補助金（採択数／申請数） ― １２／１３ ２１／２９ 

日本政策金融公庫マル経（件） １４ １４ ５ 

経営革新提出件数（件） ― ― ― 

巡回・窓口指導件数 １，５１３ １，７５２ １，５９２ 

さんのへ逸品認定 ― １１品 ６品 

（商工会データ） 

 

3.小規模事業者の中長期的な振興のあり方 

 上述した「現状と課題」や「商工会のこれまでの取組」を踏まえ、地域小規模事業者の持続的発

展と活力ある地域づくりを目指し、下記の 3 点を中長期的な振興の在り方とする。 
 

1）小規模事業者の持続的発展 
地域小規模事業者の課題や経営状況の把握に努め、成り行き経営からの脱却を図るととも

に自社の強みや顧客ニーズ等積極的な情報提供による経営計画策定支援を実施する。また、創

業支援並びに事業承継に対する支援を強化し廃業率の低下を図る。 
2）小規模事業者の販路拡大と新分野進出 
人口減少の中にあって多様化する消費者ニーズに対応するとともに自社の強みや市場動向

を踏まえた事業計画の策定や IT を活用した支援を行う。また潜在的な消費者ニーズの探求活

動による新たな分野への進出を支援し、事業の持続的発展を支援する。 
3）観光と物産の連動によるブランド化向上 

   四季折々の観光イベントを盛り上げることによって賑わいを創出し特産品の販路開拓に結

び付ける。また、観光客との交流を促進することによって新商品開発等の情報を得、これまで

推進してきた三戸逸品認定事業のブランド化向上に取り組んでいく。 
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  4.目標達成のための目標と方針 

 常に変化する経営環境を的確に捉え、１０年後を見据えながら、小規模事業者のそれぞれの事業

経営実態に応じた支援を行うため、当会の中長期的な振興の在り方を踏まえ、今後の５年間の支

援方法として以下の５つの目標を掲げ、小規模事業者の経営の持続的発展を通じて、地域全体の

活性化を目指す。 
 

（目標）①小規模事業者の経営状況把握（５年で１５０社） 

（方針）これまで事業所はどんぶり勘定的な経営者が多いことから、先ずは事業所ヒアリングシ 

ートを活用して事業者の抱える問題を抽出し、深堀が必要な事業所へは中小企業整備基盤 

機構の「事業計画づくりサポートキット」を活用し課題に応じた指導・助言等のフォローア 

ップを実施し、個々のレベルに応じた伴走型支援を実施する。 

 

（目標）②小規模事業者の事業計画の策定支援（５年で８０社） 

（方針）意欲的な事業者を対象に事業計画策定セミナーを開催することによって、先進事例・成功 

事例を学び、自社の経営に当てはめた独自の３年から５年後の経営計画を作成する。これ 

を基にして経営改善の取り組みを進めることで事業所の継続、発展をサポートすることが 

可能となる。また、加工に取り組む積極的な農業者には新商品開発や販路開拓を支援する 

ことによって起業化を支援する。 

 

（目標）③創業及び事業承継に向けた支援（５年で２８社） 

（方針）地域に活気を作り出す要素の一つとして、創業及び円滑な事業承継があげられる。前者に 

おいては地域の新陳代謝を促すために創業支援セミナーを開催する。また、事業承継につ 

いては事業所の於かれている現状を把握し専門家と連携する等、事業維持に向けたきめ細 

かな支援を行い円滑な承継手続きの支援を実施することで廃業数の減少に努める。 

 

（目標）④商談会・展示会などへの出展支援やＩＴを活用した販路開拓支援（５年で４５社） 

（方針）青森県商工会など支援機関が販路開拓の目的で開催する展示会、商談会などへの出展支 

援を行う。この商談会には大手百貨店やスーパーなどのバイヤーが出席することから出展 

方法やプレゼン方法の事前指導や出店後のアフターフォローを行い小規模事業者の商談成 

約率向上を支援する。また、事業主にＩＴの必要性を認識してもらい、ＩＴ知識や活用方法 

等のスキルアップを進め、経営にＩＴを取り入れ販路開拓等経営基盤の強化を図る。 

 

（目標）⑤観光と物産振興による販路開拓の推進 

（方針）地域ぐるみで三戸町の伝統行事等観光を盛り上げ、これに連動することによって特産品 

の販路開拓や商店街のにぎわい創出に結びつけ、地域小規模事業者に対する経済波及効果 

を促進する。また、観光客との交流を促進することによって新商品開発等の情報を得、これ 
まで推進してきた三戸逸品認定事業のブランド化向上に取り組んでいく。 
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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３０年４月１日～平成３５年３月３１日） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

               

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

三戸町の小規模事業者が抱えている経営課題は多岐に及んでおり、金融・労務、税務等の課題

に加え、販路開拓、後継者難、事業計画の立案など様々な課題が存在している。これまでは、青

森県商工会連合会の協力を得て、経済動向の資料やパンフレット等による情報提供や相談を主に

行ってきたが、地域経済の動向を収集し的確な情報提供をしてきたとは言い難いところがある。 

そこで本調査は、独自の景気動向調査票を作成し業種別と地域別の集計分析を行い、小規模事

業者の景気動向を捉える資料として活用する。また、民間及び政府系金融機関のヒアリングによ

り地域経済や金融動向を把握する資料として取りまとめる。 

得られた調査結果については個社の経営分析や事業計画作成などの比較資料や職員間での情報

共有に使用すると共に、商工会報やホームページを活用して情報発信を行う。 

 

【事業内容】 

（１）巡回訪問による小規模事業者の景気動向を把握するため独自の調査【新規事業】 

調査目的 小規模事業者の経営内容を把握し、三戸町管内の経済・景気動向を正確

に把握することを目的とする。 

調査項目  業況、売上、経常利益、販売数量、販売単価、資金繰り、雇用人数、設

備投資、仕入れ価格、在庫、取引先、後継者の有無、業界情報、困ってい

る事等 

調査方法  巡回時に経営指導員が中心に事業を進める。三戸町の巡回地区を５地区

（八日町地区、二日町地区、川守田地区、同心町地区、バイパス・目時・

斗内地区）に分け、巡回訪問を行う。対象事業所は、製造業・建設業・卸

小売業・飲食業・サービス業・その他事業で各５事業所とし、地域も考慮

しながら選定する。 

 三戸町商工会独自のヒアリングシートを作成し、初年度は年１回・次年

度からは年２回情報を収集し集約を行う。また、業種別・地域別に整理分

析を行い精度の高い経済動向を掴む。 
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（２）民間及び政府系金融機関のヒアリングによる地域経済や金融動向把握【新規事業】 

調査目的 三八管内（※1）の融資を希望している小規模事業者等の資金使途や事

業の取り組み事例、現況等を景気・経済動向、融資実績等の内容を把握す

ることを目的とする。 

調査項目 三八管内や三戸町管内の景気・経済動向、物価、融資件数、資金使途、

地価、空き店舗情報、土地の情報、業況、業界情報、他地域での取り組み

事例等。 

調査方法 経営指導員が中心に、町内金融機関（※2）とは随時日程を調整して年1

回意見交換を実施する。また、日本政策金融公庫八戸支店とは年に2回開

催されるマル経協議会（※3）と夏・冬に開催する金融一日相談会など顔

を多く合わせる機会があるのでその都度情報を収集する。収集した情報は

業種別及び調査項目別に整理分析を行い適正な投資計画や金融支援に活用

する。 

（※1）三八管内 

 三戸郡（三戸町、田子町、南部町、五戸町、階上町、南郷）及び八戸市を併せた地域名であ

る。 

（※2）町内金融機関 

 青森銀行三戸支店、みちのく銀行三戸支店、青森県信用組合三戸支店 

（※3）マル経協議会 

 小規模事業者経営改善貸付推薦団体連絡協議会の略で、経営改善貸付推薦団体が集まり、各地

域の経済動向と金融支援の状況等に関する情報交換、模範事例等の情報共有を実施する協議会で

ある。 

 

【活用方法】 

それぞれの調査分析については、小規模事業者に対し最新の地域経済動向の情報を提供するこ

とが出来、より精度の高い事業計画策定支援に活用できると共に、行政との小規模事業支援施策

提案の基礎資料や関係支援機関との情報交換にも活かすことが出来る。また、本調査の結果はホ

ームページや会報でも公表する。 

 

【目 標】                              （単位：回数／年） 

内 容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

ヒアリング景気動向調査 － １ ２ ２ ２ ２ 

金融機関への景気動向調査 ２ ３ ３ ３ ３ ３ 

ＨＰ・会報による情報発信回数 ３ ３ ３ ３ ３ ３ 

※ＨＰ・会報による情報発信は年3回（集計分析を行い8月・11月・2月）の実施とする。 
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２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

これまでは、税務・金融・記帳・労務等の指導を中心に小規模事業者を対象とした巡回指導や

窓口相談、経営計画の相談を通じて、小規模事業者の実態把握に努めてきた。しかし、これまで

の指導はやや受け身の相談指導が多く、提案型指導が少ない状況である。 

そこで、本計画においてはセミナーを開催することによって経営分析を望む事業者の掘り起こ

しを行い、事業者の課題（事業所ヒアリングシート及び事業計画づくりサポートキット活用）を

抽出し分析結果を提示するとともに経営計画策定における活用を支援する。 

なお、この取り組みによって小規模事業者が抱える問題を的確に捉え、現在の経営状態・今後

の方向性を導く経営分析を行うことが出来る。 

 

【事業内容】 

（１）事業所ヒアリングシート等を活用した個社分析【新規事業】 

先ずはセミナーの受講者が自らの課題を検討するツールとして「事業所ヒアリングシー 

ト」を活用し、事業所の必要としているニーズや抱える課題などの聞き取りを行う。次に、 

事業所ヒアリングシートにより基本的な分析を行った事業者の中でも特に、経営計画策定相 

談、金融相談、経営安定相談（倒産防止相談）事業所については中小企業整備基盤機構の 

「事業計画づくりサポートキット」を活用して分析を行う。 

●財務分析・・・収益性分析（売上高総利益率、売上高営業利益率、人件費対売上高比率） 

        効率性分析（資本回転率、資本回転期間、資本利益率など） 

        生産性分析（売上高付加価値率、労働分配率など） 

        安全性分析（流動比率、当座比率、自己資本比率など） 

●非財務分析・・・販売する商品・サービス（技術）の内容や顧客・競合の状況、保有する 

技術・ノウハウや従業員等の経営資源 

これらの資料を基に総合的に経営課題を判断する採算性、効率性、差別化について経営分 

析を実施する。  

（２）専門家と連携した個社支援【既存強化】 

上記対応の結果、専門性が高く複雑な相談内容においては、青森県商工会連合会のエキス 

パートバンクや商工調停士等の専門家、21あおもり産業総合支援センター、よろず支援拠点 

等と連携し各種データと比較する等分析を実施し経営計画の策定支援へ繋げる。 

    

【成果効果】 

本事業の実施により、小規模事業者の経営課題を抽出し、事業計画策定の方向性、必要と 

なる需要動向情報の種類・開拓方法を見極めることが可能となり、より精度の高い事業計画 

策定が図られる効果が期待できる。 

 

例）事業所ヒアリングシート（小売業・サービス業用） 

事業所名  代表者氏名  

住所  連絡先  
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主な取り扱い品  後継者の有無  

支援してもらいたい内容及び今後の目標 

 

自社が開発した商品やサービス 

 

顧客ニーズと市場の動向 

 

自社の強み・弱み・課題 

 

※業種ごとに質問内容を変更する。 

 

【目 標】                                （単位：件） 

項目 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

 事業所ヒアリングシートの活用

件数 

－ 20 25 25 40 40 

 経営分析の件数 4 15 20 20 30 30 

 専門家等による経営分析件数 － 3 5 5 5 5 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

【支援の方向性】 

これまでの事業計画策定支援は、巡回相談や個別の相談会により、小規模事業者の課題を抽出

し解決の方策を経営指導員が指導・助言してきた。また、相談内容の難易度により青森県商工会

連合会や21あおもりよろず支援拠点及び日本政策金融公庫と連携して行ってきた。このような対

応をしてきたが課題としては、問題が発生した都度の対応にとどまり中・長期的視点に立った経

営計画に基づく継続的な支援には繋がってはいなかった。 

そこで本計画においては、地域の経済動向調査や経営状況の分析を踏まえた指導として、需要

動向調査に基づいた新たな取り組みを後押しするなど、各事業所の強みを活かした経営計画の策

定を支援していく。また、農産物直売施設に加工品や野菜等を納品している農業従事者に対して

は、専門家や関係機関と連携しながら、地域資源を活かした新商品や新サービスの開発の計画策

定支援を行い、地域特産品のブランド化による販路拡大の推進を図る。 

さらに、創業支援や事業承継の支援として、青森県商工会連合会の専門家派遣や21あおもりよ

ろず支援拠点、中小企業基盤整備機構と連携し、創業、事業承継が円滑に取り組めるよう、セミ

ナーや計画策定支援を行う。 

 

【事業内容】         

（１） 事業計画策定支援【既存強化】 

 ① 事業計画策定支援は、経営状況の分析を行った小規模事業者に対して、地域経済動向調査 
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や需要動向調査によって得られた顧客ニーズ等を踏まえ、経営状況の分析結果に基づき抽出 

された経営課題を解決するほか、強みを活かした事業計画を策定することを目的に巡回・窓 

口相談において事業計画策定の指導・助言を行うことを基本スタンスとする。 

② 計画策定支援にあたっては、中小企業整備基盤機構が提供する「小規模事業者の事業計画 

づくり・サポートキット」を経営状況の分析に引き続き活用し、個々の企業の「実現したい 

目標」を経営者自らに描かせることにより、現実とのギャップを認識してもらい、変革意識 

も併せて促すこととする。 

 

③ 経営分析を行った事業所を対象に、自らが将来展望を描けるような経営計画策定セミナー 

を開催し、調査から得られる消費者ニーズをつかみつつ各企業の強みを活かした計画策定を 

後押しする。また、専門的かつ高度な事業を含む計画を策定する事業者には、中小企業診断 

士等の専門家を派遣する青森県商工会連合会及び21あおもりよろず支援拠点と連携するほ 

か、ミラサポも活用し効果的な専門家派遣を実施する。 

 

（２） 農業者向け新事業展開支援【新規事業】 

① 農産物直売施設に加工品や野菜等を納品している農業従事者の方々を対象に、創業や法人 

化に取り組めるように青森県商工会連合会や税理士・金融機関と連携し、セミナーの開催及 

び計画策定支援を実施する。 

 

② 地域特産品のブランド化による販路拡大を目指し、農業者や特産品を製造する担い手と商 

工事業者が連携し、農商工連携事業や六次産業化事業を活用した新商品の開発、ブランド化 

に向けた取り組みの計画策定ができるように専門家や関係機関（青森県商工会連合会や青森 

県中小企業団体中央会）等によるセミナーや個別指導会の開催による伴走型支援を実施す 

る。  

事業計画策定イメージ 
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（３） 創業・事業承継支援【既存強化】 

① 創業を目指している方を対象としたセミナーは各関係機関と連携して行うことによって周 

知範囲を広め参加者の掘り起こしに努める。また、地域経済動向調査や需要動向調査によっ 

て得られた顧客ニーズ等を踏まえ、創業に向けた事業計画や金融機関からの資金調達の支 

援、創業補助金の活用支援を行い、創業者が持続的に発展できるよう支援する。 

② ヒアリングシートで事業承継を希望した事業所には、事業承継するための様々な課題につ 

いて巡回訪問を通じてヒアリングを行いながら、承継の方法、時期、承継の際の税務面での 

取り扱いなど小規模事業者の希望に沿った形で整理を行う。併せて、具体的な事業承継事例 

や留意点などを踏まえたセミナーや個別指導を通じ、計画策定について事業者の理解を進め 

ると共に、青森県商工会連合会や税理士・金融機関とも相談しながら計画の策定を支援す 

る。 

 

【成果効果】 

本事業の実施により、小規模事業者に対し地域経済動向調査や経営分析結果、需要動向調 

査の結果を活用しつつ、需要を見据えたより実効性の高い事業計画の策定並びに事業推進が 

図られる。 

 

【目 標】 

 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

事業計画策定事業者数 3 10 15 15 20 20 

創業支援者計画策定事業者数 1 2 3 3 3 3 

事業承継計画策定事業者数 1 2 3 3 3 3 

事業計画策定のセミナー開催

回数 

0 1 1 1 1 1 

事業計画策定セミナー受講者目標数 － 15 15 15 15 15 

セミナー開催（農商工連携、６

次産業化） 

0 計画 

立案 

1 計画 

立案 

1 計画 

立案 

セミナー（農商工連携、６次産業化）受

講者目標数 

－ － 15 

 

－ 15 

 

－ 

創業セミナーの開催（個別指

導） 

0 1 計画 

立案 

1 計画 

立案 

1 

創業セミナー受講者目標数 － 5 

 

－ 5 

 

－ 5 

事業承継セミナーの開催（個

別指導） 

0 1 計画 

立案 

1 計画 

立案 

1 

事業承継セミナー受講者目標

数 

－ 5 － 5 － 5 
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４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

【支援の方向性】 

これまでは、巡回相談や個別相談会の開催を通じて小規模事業者の課題を掘り起こし、経営改

善や持続化補助金の申請に係る事業計画策定を支援してきた。しかし、小規模事業者への計画策

定の実行支援・金融支援や創業、事業承継後の小規模事業者へのフォローアップが充分ではなか

ったと考えられる。 

本計画においては、事業計画策定を行ったすべての事業者を対象としたフォローアップを行う

とともに、計画に沿って事業が進むよう、小規模事業者の課題に応じた支援を行う。フォローア

ップの際には支援ツールとしてＰＤＣＡサイクル手法を用い、検証を行うことによって事業推進

を妨げる場面々々で発生する新たな課題の解決を支援する。また、新商品開発や六次化を目指す

意欲的な事業者については、課題に応じた専門家の派遣を青森県商工会連合会や 21あおもりよろ

ず支援拠点と連携して行い、小規模事業者の売上の向上及び持続的発展を図っていく。 

 

【事業内容】【既存強化】 

（１）事業計画策定後の実施支援は、事業計画策定支援を行った全ての事業者を対象とし当該事 

業計画期間中は必ず行うものとする。 

（２）事業計画策定後の実施支援は事業計画に従って行われる事業が計画通り確実に実施され、 

課題が解決し、目標が達成されることを目的に、個々の事業者のペースと頻度、必要量を見 

極め、必要な時に必要なだけの伴走型支援を行うことを基本的な支援スタンスとする。 

（３）事業者が自立し順調に推移している場合や突発的な事象により事業推進が困難になった場 

合においては支援頻度が下がることが想定されるが、その場合でも少なくとも四半期に１度 

は巡回訪問し、計画の進捗状況や現状を確認する。 

（４）実施支援における本質的に必要な指導内容は、事業者の速やかな事業推進を妨げる場面々々 
で発生する新たな課題を認識し、それを取り除くことである。例えば新商品を販売する事業 
者の売上向上が図られない場合に、その問題の本質がマーケティングにあるのか、生産の質 
にあるのか、または事業全体のマネジメントの質にあるのか等を見極め、適切な解決方法を 
提示する能力が求められる。その解決方法が専門的かつ高度な指導・助言レベルである場合 
には、中小企業診断士等の専門家を派遣（青森県、青森県商工会連合会、青森県よろず支援 
拠点等と連携するほか、ミラサポも活用し、効果的な専門家派遣を実施）するほか、一方、 
それが財務的な諸問題である場合に関しては関係金融機関と連携し解決に当たることとす 
る。 
 

【成果効果】 

本事業の実施により、事業計画を策定した小規模事業者が事業推進上発生する様々な課題 

に対し、職員自らの知見や外部専門家を活用する等による総合的な支援を行い、事業の効果 

的な促進及び事業者の自律的な取り組みの助長が図られる効果が期待できる。 
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【目 標】 

内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

フォローアップ支援事業者数 5 14 21 21 26 26 

フォローアップ回数 15 56 84 84 104 104 

専門家派遣回数（指導・助言によ

る連携支援） 

－ 3 5 5 7 7 

小規模事業者経営発達支援融資制度 － 0 1 1 1 1 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

【現状と課題】 

これまでは、小規模事業者の計画策定に必要な消費者ニーズなどの需要動向に関する調査は行

っていなかったため、当地域の消費者や当地域以外の消費者ニーズを踏まえた支援が十分とは言

えなかった。 

そこで、小規模事業者が既存事業の経営改善を図り販路拡大を目指すことや、新たな商品・サ

ービスの需要開拓を行うためには市場・需要の動向調査は必須であり、本事業計画の実施により

市場ニーズを的確に把握・蓄積し、小規模事業者に提供する仕組みを構築しなければいけない。 

 

【目的】 

需要を見据えた経営戦略の策定やターゲットニーズを捉えた新たな需要開拓のためには、市場

動向やターゲットとなる商圏・顧客ニーズの把握等、需要動向を分析することが必要である。小

規模事業者には自社の商品やサービスに対して、買い手である消費者のニーズや市場環境の変化

に関する情報が不足している業者が多く、販売促進計画が立てにくい状況にある。今回の調査実

施によりマーケットイン型の新たなニーズによる需要拡大や新商品・新サービスの需要開拓の足

掛かりとする。 

 

【事業内容】 

小規模事業者が策定した事業計画を着実に実行するための「自店に対するお客様アンケート」

や新たな需要開拓を目指す「さんのへ逸品認定事業者等」が取り扱う特産品についての２種類に

区分して需要動向調査を実施する 

 

（1）自店の利用客に対するお客様アンケート調査【新規事業】 

（調査概要） 

  事業計画を策定する小規模事業者を対象にお客様アンケートを実施する。このアンケート 

は地元消費者の利用拡大を目的に自店の利用客を対象として行い分析して基礎データとして 

活用する。 

（調査方法） 

  小売、サービス、飲食の事業計画を策定した小規模事業者を対象に自店の商品やメニュー 

やサービスについての満足度調査を行う。個店利用時に直接ヒアリング又は郵送により実施 
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し、項目の設定については事業者の意向を踏まえて決定する。 

（調査項目） 

  ①基本項目 年齢、性別、居住地域、来店頻度など 

  ②個別項目 

   飲食店や小売店、サービスの別に今後店の主力としていきたい商品やメニュー、サービ 

スについて３つ程度事業者が選定し、それぞれについて 

   ・飲 食 店〔主力メニューの味や量目などに対する満足度〕 

   ・小 売 店〔店の雰囲気、商品や品揃えなどに対する満足度〕 

   ・サービス業〔サービスの内容や料金などに対する満足度〕    

   などの項目を担当職員が事業者毎に個別に検討する。なお、これらの満足度評価は分析 

しやすいようにチェック項目などにより行う。 

（調査回答数） 

  利用者や購入者を前提に１店舗／１商品あたり最低30枚の回収を目標とする 

（活用方法） 

  調査結果は担当者が事業所毎に集計・分析を行い、経営分析での強み弱み等も加味しつつ 

個別の事業者に還元し、新規顧客獲得や新商品開発、既存メニューの改良、品揃えの改善な 

どお客様のニーズ及び要望を捉えた個社の事業計画策定に反映させる。 

 

（2）地域資源を活用した特産品の需要動向調査【新規事業】 

（調査概要） 

  地域資源を活用した特産品などの開発・販売を目指す地域の食品製造・小売り事業者に活 

用する調査として、町内外の利用客が多い「道の駅さんのへ」に特設テントを設営し需要調 

査を実施する。 

（調査方法） 

 商談会への出展を希望している事業者や「さんのへ逸品」の既認定事業者や認定を目指して 

いる事業者等を対象に既存商品や新商品についてのアンケート希望者を抽出する。1事業者あ 

たり1～2品程度の既存品や新商品を選定してもらい、これらの試食や試飲などを通じてアンケ 

ート及び内容によっては聞き取り調査を実施する。 

（調査項目） 

①基本項目   居住地域（町内、県内、県外等の別）性別、年代など 

②商品について 味、量目、デザインなどに関する満足度（５段階評価） 

          改善点や要望などの具体的意見 

 （調査回答数） 

１事業者1品目当たり最低30枚の回答を目標として実施 

（活用方法） 

事業者毎にそれぞれの項目について収集、整理、分析して巡回訪問等を通じて個別に事業者 

に提供し、新商品の開発や既存商品の見直しなど、個社の販路拡大に繋がる事業計画に反映 

させる。 
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 （その他） 

  調査項目や調査方法については、上記の考え方を基本としながら、実際の実施にあたって 

は、需要調査を希望する事業者との個別の面接や、地場産品等にかかる先行のアンケート調査 

例などを参考にしながら効果的な手法で実施する。 

 

【目標】 

内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

自店の利用客に対するお客様

アンケート調査（企業数） 
－ 10社 15社 15社 20社 20社 

  〃 （調査回収枚数） － 

1事業所1

商品当た

り30枚集

める 

1事業所1

商品当た

り30枚集

める 

1事業所1

商品当た

り30枚集

める 

1事業所1

商品当た

り30枚集

める 

1事業所1

商品当た

り30枚集

める 

さんのへ逸品認定事業者等が

取り扱う特産品の需要動向調

査（企業数） 

－ 5社 5社 10社 10社 10社 

  〃 （調査回収枚数） － 

1事業所 

1商品当

たり30枚

集める 

1事業所 

1商品当

たり30枚

集める 

1事業所 

1商品当

たり30枚

集める 

1事業所 

1商品当

たり30枚

集める 

1事業所 

1商品当

たり30枚

集める 

※両アンケートは1事業所あたり年1回実施し、集計結果は調査対象事業者へフィードバックする 

 

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】 

【支援の方向性】 
 従来の取り組みでは小規模事業者に対して商談会やアンテナショップ出店などの情報提供や

「取引商談シート作成」にとどまり、小規模事業者の意欲に任せ計画的な取り組みがされていな

かった。 
 今後は、前述「５. 需要動向調査に関すること」の調査・分析で得られた情報と、小規模事業者

が提供する商品・サービス、事業規模等を勘案し、各小規模事業者に適合した商談会・展示会・ア

ンテナショップへの出展を提案するなど積極的に販路開拓を支援する。また、出展に際し必要と

なる基礎知識の向上やノウハウの習得、商談に係るバイヤーへのフォローアップ等を、個別に支

援することで小規模事業者の需要開拓に結び付ける。 
インターネット販売については、全国商工会連合会が管理運営するＥＣサイト「ニッポンセレ

クト」を活用し、出品する商品の選定及び掲載手法等の支援を実施するほか、新たな需要の開拓

に必要となる自社の認知度・信用度の向上を図るべく、ＨＰ作成支援システム「ＳＨＩＦＴ」の活

用により、小規模事業者の情報発信力強化に取組むことで新たな需要の創出を支援する。 
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【事業内容】 
（１）販路開拓支援 
 ①商談会・展示会を活用した販路開拓 【既存強化】 

〇目  的：商談会や展示会への参加を促し、商品展示・説明方法やバイヤーとの交渉方 
法等を支援することで、小規模事業者の商談力の向上と販路拡大を図る。 

〇実施内容：商品選定、商品シート作成、展示方法、出展支援、ブラッシュアップ等 

対象 商談会名 内 容 

ＢtoＢ 

FOOD MATCH 

AOMORI「あおも

り食品展」 
（※1） 

食品製造や加工事業所を対象に、新商品開発や域内外

への販路開拓を目的とした商談会。企業間連携や情報

収集による知名度向上を支援 

ニッポン全国物産

展 
（※2） 

地域資源や伝統技術を活かした新しい商品づくりなど

地域の特色を生かした産品を集め、流通業者や消費者

等に紹介することにより、新たな出会いや市場開拓等

を支援 
（※1）【FOOD MATCH AOMORI あおもり食品展】 

・内容：大手スーパーや商社のバイヤーによる展示商談会 

・場所：青森県青森市のホテル 

・時間：11 時 00 分〜15 時 30 分   ・来場者：183 社 370 名 

・運営先：青森県商工会連合会、青森市がんばる企業応援協議会 

（※2）【ニッポン全国物産展】 

・内容：地域特産品（食品、非食品）展示・販売・商談会 

・場所：東京池袋サンシャインシティ  ・時間：10 時 00 分〜19 時 00 分 

・来場者：約 150,000 人   ・運営先：全国商工会連合会 

〇実施時期：随時 
〇対  象：㋐FOOD MATCH AOMORI「あおもり食品展」：小規模事業者（食品製造 

業等） 
㋑ニッポン全国物産展：小規模事業者（食品、非食品製造業） 

〇方  法：㋐提供する商品・サービス、事業規模等を勘案した商談会等の情報を、経営指 
導員等が巡回訪問により提供し、出展に対する小規模事業者の意欲の向上 
を図る。 

㋑商品シート記入や展示・ＰＲ方法、商談時の対応方法等について、経営指導 
員等が巡回訪問の際に個別に支援する。 

㋒製品の技術改良、商品の保存性、パッケージデザイン等の改善について専 
門的な知識が必要な場合には、エキスパートバンクやミラサポ等の専門家 
派遣制度を活用し、専門家と連携し実施する。 

㋓商談会等の出展後、経営指導員等が巡回訪問により商談結果の整理・分析 
を行い、バイヤーの改善要望等に対するフォローアップや商品改良につい 
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て支援する。 
〇成果の活用：出展ノウハウ及び商談力向上を支援することで、商談会等における成立件 

数の増加に結び付ける。また、参加によって得られた業界情報や商品・サー 
ビスに対する改善要望は、今後の商品開発や販路先選定のための基礎資料 
として活用する。 
 

②アンテナショップを活用した販路開拓【既存強化】 
〇目  的：地域外への販路開拓に向け、アンテナショップの活用情報を提供し、商品の 

選定やブランディング、商品ＰＲ方法等を個別に支援することで、販路拡大 
に取組む小規模事業者の育成を図る。 

〇実施内容：商品選定、展示方法、ＰＲ方法、テスト販売、出展支援、ブラッシュアップ 
 等 

対象 出展先名 内容 

ＢtoＣ 
むらからまちから館 
（※1） 

首都圏における新たな市場開拓、アンテナショップ

を活用した地元特産品の新市場開拓、競合他社との

比較による商品改良、販促手法の見直し等 

（※1）【むらからまちから館】 

・内容：全国の特産品を扱うアンテナショップ  

・場所：東京都（有楽町） 

・時間：10 時 30 分〜19 時 30 分   ・定休日：年末年始   

・年間来場者：約 96 万人 

・運営先：全国商工会連合会 

〇実施時期：随時 
〇対  象：小規模事業者（小売業・食品製造業） 
〇方  法：㋐アンテナショップの活用事例等の情報を、経営指導員等が巡回訪問により 

提供し、出展に対する小規模事業者の意欲向上を図る。 
㋑前述「５. 需要動向調査に関すること」で得られた情報を基に商品改良や選 

定を支援する。 
㋒商品シート記入や展示・ＰＲ方法等について、経営指導員等が巡回訪問の 
際に個別に支援する。 

㋓商品の保存性、パッケージデザイン等の改善について専門的な知識が必要 
な場合には、エキスパートバンクやミラサポ等の専門家派遣制度を活用し、 
専門家と連携し支援する。 

㋔首都圏でのテストマーケティングを実施する希望がある場合には、むらか 
らまちから館における「トライアル販売」の活用を支援する。 

㋕アンテナショップ出展後、経営指導員等が巡回訪問により販売実績の整理・ 
分析を行い、商品改良や販路開拓先の検討を支援することでフォローアッ 
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プを図る。 
〇成果の活用：販売実績や分析結果は、今後の販路開拓に係る商品選定や販売先検討の基 

礎資料として活用し、事業計画策定にフィードバックすることで、アンテ 
ナショップ以外の新たな販路拡大に結び付ける。 
 

③ＥＣサイトを活用した販路開拓 【既存強化】 
〇目  的：情報技術を活用した販路開拓を支援し、競争力のあるニッチ分野等のコンセ 

プトを絞った商品を全国に発信することで、新たな需要の創出を図る。 
〇実施内容：ＥＣサイト「ニッポンセレクト（※1）」（全国商工会連合会運営）の推進 

（※1）【ニッポンセレクト】 

・全体売上高：約 1 億 3 千万円 ・取扱品目：約 9,000 品目 

〇実施時期：通年 
〇対  象：小規模事業者（小売業・食品製造業） 
〇方  法：㋐インターネット販売の足掛かりとして、全国商工会連合会が管理運営する 

ＥＣサイト「ニッポンセレクト」の活用について、巡回訪問を通して経営指 
導員等が積極的に推進し導入支援を行う。 

㋑商品別の販売実績（全国商工会連合会が提供）やプライスゾーンをもとに、 
経営指導員等が需要動向を分析し、掲載する商品選定を支援する。 

㋒サイトに掲載する商品のブラッシュアップ（パッケージデザイン、サイズ、 
価格設定等）を、エキスパートバンクやミラサポ等の専門家と連携し支援 
する。 

㋓経営指導員等が巡回訪問により、販売実績に基づく同業他社との比較・整 
理、改善点の分析を実施することで、掲載商品の見直しや新たなＥＣサイ 
ト掲載等のフォローアップを図る。 

〇成果の活用：小規模事業者のもつ商品・サービスを全国に発信することで、地域外から 
の需要の創出に結び付ける。また、整理・分析した結果は、新たなＥＣサイ 
トへの掲載や販売チャネル選定のための基礎資料として活用する。 

 
（２）情報発信支援 
①インターネットを活用した情報発信 【既存強化】 

〇目  的：インターネットを活用した小規模事業者の情報発信体制の構築を支援するこ 
とで、企業情報等の開示による信頼度及び認知度の向上を図り、新たな需要 
の創出に結び付ける。 

〇実施内容：㋐ＳＮＳ（フェイスブック、ＬＩＮＥ 等）の導入・活用支援 
㋑ＨＰ作成支援システム「ＳＨＩＦＴ（※1）」（全国商工会連合会運営）の導 

入・活用支援 
（※1）【ＳＨＩＦＴ】･･･専門的な知識がなくても簡単にＨＰが作成でき、オンライン 

ショップも開設可能な支援システム 
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〇実施時期：通年 
〇対  象：小規模事業者 
〇方  法：㋐インターネットによる情報発信の活用事例・支援ツールについて、当会Ｈ 

Ｐ及び会報への掲載により幅広く周知する。 
㋑経営指導員等の巡回訪問により「ＳＮＳ」の特色や活用方法についての説 
明を強化し、導入にかかる登録方法や更新方法を継続的に支援する。 

㋒ＨＰ作成支援システム「ＳＨＩＦＴ」の活用事例等、情報提供を通じて推進 
の強化を図り、掲載する企業情報や商品写真等の作成及び更新方法を経営 
指導員等が個別に支援する。 

㋓「ＳＨＩＦＴ」を導入した小規模事業者の情報は、青森県商工会連合会ＨＰ 
内にも掲載し情報発信の相乗効果を図る。 

〇成果の活用：支援ツール活用等による情報発信体制の構築を支援することで、情報開示 
による小規模事業者の信頼度向上を果たす。また、インターネットの活用 
による情報発信力の強化を図ることで、認知度の向上及び販路開拓におけ 
る企業補完情報として活用する。 
 

【目  標】 

項   目 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

(1)①② 
商談会・アンテナショップ

への出展 
※上段：出展件数 

下段：商談成立件数 

1 件 3 件 3 件 5 件 5 件 5 件 

1 件 2 件 2 件 3 件 3 件 3 件 

(1)③ 
ＥＣサイト出店 
※上段：出店件数（延べ） 
下段：受注件数 

1 件 3 件 5 件 7 件 7 件 10 件 

2 件 10 件 20 件 50 件 70 件 100 件 

(2)① 
ＳＨＩＦＴ掲載 
※上段：掲載件数（延べ） 
下段：新規取引件数 

2 件 10 件 15 件 20 件 25 件 30 件 

0 件 5 件 7 件 10 件 12 件 15 件 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

１．地域活性化事業  

当商工会では、町や関係団体と連携し夏まつり（提灯）や三戸名物元祖まける日を中心に多く

のイベントを実施してきた。しかし、年間に多くのイベントを行っているが、中心商店街におい

ては、経営者の高齢化、空き店舗の増加など、賑わいの低下を危惧する声も多く、中心商店街の

再活性化が大きな課題となっている。 

このような中、ここ数年、町の支援を受けプレミアム付き商品券を発行し域内消費拡大の起爆

剤として行ってきたが、一時的な消費喚起にはなるものの継続的な賑わい回復など根本的な解決

にはつながっていない。 

このような現状ではあるが、地域活性化の取り組みとしては、町づくりと一体となった観光振

興が有効な一つの方策だといえる。そこで、町・観光協会・道の駅・まちの楽校・商店会との連

携を強化するとともに、既存のイベントの継続実施と内容充実により入込観光客の増加による購

買力アップと商店街との連動性強化（観光客を商店街へ）を図る。 

 

 

【事業内容】 

（１）地区内商店会及び「まちの楽校」と連携し、更には古くから伝わる「市日」に連動したイ 

ベントを行い、中心商店街の賑わいを創出し地域の活性化を促進する。商工会としても企 

画・運営等をサポートする。    

※まちの楽校とは・・・中心商店街の空き店舗を活用した施設。中には新鮮野菜や町特産品の販 
売コーナーのほか、町に住む古くからの手仕事の達人が「達人工房」で自 
慢の腕を披露している。（手芸、わら細工、布ぞうり、手作りほうき、織 
物等）今となっては後継者が少なくなったこれらの技の体験や販売も行っ 
ており、買い物客のサロンとしても利用されている。 

※市日とは・・・全国各地に見られるが、当町にも古くから毎月8の付く日に市日が開催されて 

いる。商店街に面した店舗や民家の軒先や駐車場を借用して魚介類、衣類、金物 

等が販売され、春には苗ものの販売で賑わいを見せる。 

（２）当商工会では４年前より「道の駅さんのへ」の指定管理を受け、観光協会と共同体を組織 

し経営を担っている。また、平成２９年には隣接地に町営のパークゴルフ場がオープンした 

ことから、両施設の相乗効果を十分に発揮して小規模事業者の臨時出店等促し販売促進を支 

援する。 

（３）当町は観光資源も多く季節に合わせた四季折々の祭りがおこなわれている。春は桜が咲き 

誇る春まつり。夏は商店街に提灯が取り付けられる夏まつり。秋には、山車が目抜き通りを 

練り歩く秋まつりと、農産物生産者と商工業者が連携して行う「農林商工まつり」冬には商 

人が古くから行っている行事「三戸名物元祖まける日」このようなイベントへ町内外の集客 

（観光客）を促進する方策について関係者と協議を重ね内容の充実に努め、小規模事業者の 

販売促進と商店街への招致強化（観光客を商店街へ）を推し進める。 
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※農林商工まつりとは・・・当町で生産される農産物、加工品、伝統料理や地域の商工業を広く 

紹介し、町内外に向けてＰＲしている。また、三戸町と友好都市でも 

ある牧之原市や、宮城県漁業協同組合の方々も出店し、町内の購買意 

欲活性化に繋がっている。 

※三戸名物元祖まける日とは・・・江戸時代から続く伝統行事。日頃のご愛顧に応え、値引きや

景品を付けての大売り出し。商品券や特産品が当たる餅まき 
や、B級グルメや郷土料理を味わうことができるお店も出店し 
2月の名物行事になっている。 

 

（４）本事業の実施により、特産品の販路開拓は行事に併せた出店を促すことによって観光客の購買 

に期待が持てると共に、観光客との交流によって新商品開発のヒントを得ることもできる。また、 

商店街のにぎわい創出は、観光客にチラシや個社のクーポン券を渡すことによって商店街への誘 

客促進に繋げたい。 

これらの事業を効果的に推進するためには町・観光協会・道の駅・まちの楽校・商店会と情 

報を共有する必要があることから、事業ごとの実行委員会を組織することによって地域活性 

化の方向性を確認し連携を強化する。更には、商工会の事業計画立案に際しては、町のビジョ 

ンについて話し合いを行い町の振興策と連動した事業を推進する。 

 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

これまでは、会員からの相談がある場合に町内の金融機関と随時連絡を取り、また、日本政策

金融公庫八戸支店の会議に年２回出席し、情報交換を行ってきた。日本政策金融公庫八戸支店管

内の商工会、商工会議所の経営指導員が集まる「経営改善貸付連絡協議会」では、地域小規模事

業者等に対する支援事業、支援ノウハウ、支援の現状や各地域で実施する地域振興事業等につい

て情報交換を行っている。そこで今後は次の取り組みにより情報の共有と相談対応スキルアップ

を図る。 

 

【事業内容】 

（１）上記、日本政策金融公庫が主催する「経営改善貸付連絡協議会」（構成：三戸町・田子 

町・南部町・五戸町・階上町・南郷区）に出席し金融動向について情報を得ると共に小規模 

事業者等に対する支援事業、支援ノウハウについて情報交換を行う。 

（２）青森県商工会連合会が主催する「経営指導事例研究発表会」に出席し、県内の経営指導員 

が取り組んだ創業や事業承継等の支援事例や支援ノウハウを学ぶと共に支援上の課題につい

て情報交換を行う。また、当商工会が所属する県内ブロックの6商工会で職員同士の情報交

換会を年に１回開催、地理的条件が類似する小規模事業者がどのような課題を抱えている

か、また、新たな需要の開拓を進めることを狙いとした個社支援の成功事例や失敗事例の情

報交換により支援ノウハウの習得を図る。 

（３）中小企業基盤整備機構の登録専門家等の派遣を受け、企業支援を実施する過程で他県事例 
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や、企業支援事例等の情報収集を行い、支援ノウハウの習得を図る。（年４件）また、青森 

県よろず支援拠点である、２１あおもり産業総合支援センターのコーディネーターやサブコ 

ーディネーターと情報交換・共有を行い支援能力の向上を目指し、小規模事業者等が抱えて 

いる諸問題の解決に努める。（年５件）   

  

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

これまでは、指導スキルやノウハウが、個々に帰属していたため、職員全体として情報共有が

されていないことが課題であった。今後は、組織内で職員全員によるミーティングを行い、組織

内で経営支援ノウハウの共有を図るとともに、お互いの指導・助言内容、情報収集方法を学ぶな

ど、全職員による指導・助言ができる指導体制を作り、OJT による伴走型の支援能力の向上を図

る。また、個々の職員に不足する支援能力を分析した上で、それを補うためのOff－JTの活用な

ど計画性を持って職員の資質向上対策を図る。 

（資質向上の内容） 

（１） 毎年４月に事務局長と職員全員が面談を行い、職員が自ら身に着けたいとするスキルや客 

観的に見て不足しているスキルを評価・把握し、その結果に基づき事務局長が資質向上プロ 

グラムを作成し、併せて職員に周知し、次に示す職員の外部研修等派遣計画を含め、資質向 

上に取り組むこととする。 

（２）経営指導員は、青森県商工会連合会が主催する経営指導員研修会（総合研修・職種別研 

修）に参加し、小規模事業者の経営改善支援能力の向上を図るとともに、専門家を小規模事 

業者に派遣する際には必ず同行し、専門家の指導・助言内容、情報収集方法を学び支援能力 

の向上を図る。 

（３）経営支援スタッフ（補助員、記帳専任職員、記帳指導員）においても、青森県商工会連合 

会が開催する職制別研修会に参加し、支援企業の売上や利益確保、経営課題解決を重視した 

支援能力の向上を図り、全職員のレベルアップを目指す。 

（４）組織内で経営支援ノウハウの共有を図り、全職員による指導・助言ができる指導体制を 

作り、外部研修及びＯＪＴによる伴走型支援能力の向上を図る。また、指導カルテを作成す 

る際は、商工会基幹システム（事業者データと連動した共有システム）を利用し指導・支援 

の内容を詳細に入力する。また、成功事例や失敗事例、特に効果的であった支援手法など、 

参考になるカルテは印刷しファイルに綴り、経営指導員等がいつでも活用出るよう共有す 

る。 

 

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 

（１）青森県商工会連合会・中小企業診断士・三戸町役場・日本政策金融公庫・地区内金融機

関・商工会三役等の外部・内部有識者（予定）により評価委員会を設置し、毎年度事業の実施状

況、成果の評価・見直し案の提示を行う。  

（２）事業の成果・評価・見直しの結果については、理事会へ報告し承認を受ける。  

（３）事業の成果・評価・見直しの結果を、会報及びホームページに公表する。 
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計画全体のフロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 

 

 

 

 

 

 

 

需要動向調査に 

関すること 指針③ 

需要動向調査・分析、情報収

集、専門家の助力等 

・関係支援機関、専門家等の連携 

・企業への情報提供 

経済状況の分析に 

関すること 指針① 

巡回指導、課題聞き取りシート

を活用した情報収集 

・業種別の実態把握 

・専門家派遣等の積極的活用 

 

地域の経済動向調査に 

関すること 指針③ 

経済動向調査、情報収集、専門

家の助力等 

・関係支援機関、専門家等の連携 

・会報、ホームページを活用した情報提供 

事業所の課題の把握及び経営分析の実施 

事業計画の策定支援に関すること 指針② 
 
 
 
 

小規模事業者のレベルや課題に応じた支援 

持続化支援、創業、事業承継、経営革新等の支援 

計画策定支援 
創業、事業 

承継支援 

各種セミナー 

の実施 
基礎的支援 

事業計画策定後の実施支援に関すること 指針② 

 
 
専門家等の派遣、職員のフォローアップの実施 

事業計画実施に伴う、必要な伴走型の指導・助言 

新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 指針④ 

 
 

企業のニーズに合わせた販路開拓の支援 

情報提供、IT 活用、販路開拓支援、商談会・物産展出店支援 

目標 

①事業計画の策定による伴走型支援と IT 化による経営基盤強化 
②観光と物産振興によるブランド化の推進 

地域経済の活性化 

事業の見直し・

検討 PDCA サ

イクルの実施 
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（別表２） 
経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 
（平成２９年１０月現在） 

⑴組織体制 
 三戸町商工会経営発達支援事業機構図 

会 長 
 

監 事 
 

理事会／副会長・理事 
 
 

事務局長【事業統括】 
 
 

総括経営指導員【相談担当者】  経営指導員【相談担当者】 
 
 

記帳専任職員       補助員       記帳指導職員 
 
 
 
三戸町商工会事務局（６名） 

事務局長 １名 
総括経営指導員 １名 
経営指導員 １名 
補助員 １名 
記帳専任職員 １名 
記帳指導職員 １名 

 
  ⑵連絡先 

 〒039-0131 
 青森県三戸郡三戸町大字二日町 17 
 三戸町商工会 相談担当者：総括経営指導員 水梨実、経営指導員 林 紘 
 TEL 0179-22-2131 FAX0179-22-1906 

商工会ホームページ http：//www.sannohemachishokokai.com/ 
 

事業評価委員会 

事業推進スタッフ 
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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 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 
必要な資金の額 2,550 2,950 3,750 3,950 3,950 
Ⅰ.経営発達支援事業 2,250 2,650 3,450 3,650 3,650 
 1.地域経済動向調査に

関すること 
200 200 250 250 250 

2.経営状況の分析に関

すること 
450 650 650 650 650 

3.事業計画の策定支援

に関すること 
500 600 600 700 700 

4.事業計画策定後の実

施支援に関すること 
150 250 

 
250 350 350 

5.需要動向調査に関す

ること 
200 200 200 200 200 

6.新たな需要の開拓に

寄与する事業に関する

こと 

750 750 1,500 1,500 1,500 

Ⅱ.地域の活性化に資する

取り組み 
300 300 300 300 300 

 1.地域活性化事業 300 300 300 300 300 
（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、国補助金、県補助金、町補助金、手数料収入、受託料収入 
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（別表４） 
商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に関する事項 

連携する内容 
1.地域経済動向調査【指針③】や需要動向調査【指針③】を行う際は、青森県商工会連合会、全国商工

会連合会、三戸町、各金融機関、日本政策金融公庫八戸支店、中小機構整備基盤機構等と連携する。ま

た、分析については専門家を活用し課題を掘り下げる。 

2.経営状況の分析に関すること【指針①】事業計画策定支援に関すること【指針②】事業計画策定後の

支援に関すること【指針②】を行う際は、青森よろず支援拠点、中小機構整備基盤機構等をはじめとし

た公的機関との連携や、金融支援もカバーするために各金融機関等と連携しながら伴走型の事業計画

支援を行う。 

3.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】を実施する際は、青森県、全国商工会連合

会、青森県商工会連合会、日本政策金融公庫、青森県物産協会など多方面と連携し小規模事業者が事業

展開できる環境づくりをする。 

4.地域経済の活性化に係る支援では、三戸町・観光協会・道の駅・まちの学校・商店会と連携する。 
連携者及びその役割 

上記１～４の本商工会と連携する関係機関とその役割は以下の通り。 
①青森県（役割：上記１・２・３・４） 
  代表者  知事 三村申吾（担当部署：商工労働部商工政策課） 
  住 所  青森市長島 1 丁目 1-1 
  TEL   017-722-1111 
②三戸町（役割：上記１・２・３・４） 
  代表者  町長 松尾和彦（担当課：まちづくり推進課） 
  住 所  〒039-0132 青森県三戸郡三戸町大字在府小路町 43 
  TEL   0179-20-1111 
③全国商工会連合会（役割：上記１・２・３） 
  代表者  会長 石澤善文 
  住 所  〒100-0006 東京都千代田区有楽町 1－7－1 
  TEL   03-6268-0082 
④青森県商工会連合会（役割：上記１・２・３） 
  代表者  会長 竹林秋雄 
  住 所  〒030-0801 青森市新町２丁目 8－26 
  TEL   017-734-3394 
⑤公的支援機関（役割：上記１・２・３） 

機関名 代表者 住所 電話番号 
中小企業基盤整備機構東北 髙村 誠人 宮城県仙台市青葉区 1 番町 4-6-1  

仙台第一生命タワービル 6 階 
022-399-6111 

21 あおもり総合支援センタ

ー（よろず支援拠点） 
今  喜典 青 森 県 青 森 市 新 町 2 丁 目 4-1    

青森県共同ビル 7F 
017-777-4066 
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青森県産業技術センター 渋谷 義仁 青森県黒石市字田中 82-9 0172-52-4311 
青森県中小企業団体中央会 蝦名 文昭 青森県青森市本町 2 丁目 19-17 017-777-2325 
青森県物産協会 髙橋 俊勝 青森県青森市安方 1 丁目 1-40 017-777-4616 

 
⑥金融機関（役割：上記１・２・３） 

金融機関名 支店長名 住所 電話番号 
日本政策金融公庫八戸支店 中村 貴修 青森県八戸市馬場町 1-2 0178-22-6274 
青森銀行三戸支店 三橋 広志 青森県三戸郡三戸町大字二日町 2 0179-22-0221 
みちのく銀行三戸支店 鹿内 敏文 青森県三戸郡三戸町大字二日町 86 0179-22-2331 
青森県信用組合三戸支店 千葉 信悦 青森県三戸郡三戸町大字二日町 66 0179-22-0231 

 
⑦他、連携機関 

団体名 代表者 住所 電話番号 
三戸町観光協会 藤村 立夫 青森県三戸郡三戸町大字川守田字

西張渡 30-8 
0179-22-0777 

道の駅さんのへ 藤村 立夫 青森県三戸郡三戸町大字川守田字

西張渡 39-1 
0179-22-0600 

まちの楽校 本間 宏子 青森県三戸郡三戸町大字八日町 56-
2 

0179-23-5415 

下二日町商店会 和田 久男 青森県三戸郡三戸町大字二日町 

16-5 
0179-23-6722 

上二日町商店会 高杉 義文 青森県三戸郡三戸町大字二日町

103-2 
0179-23-3554 

八日町商店会 藤村 立夫 青森県三戸郡三戸町大字八日町 8 0179-23-3618 
 

城南商店会 梅内 幸也 青森県三戸郡三戸町大字在府小路

町 1-3 
0179-22-2521 

同心町商店会 山口 幸俊 青森県三戸郡三戸町大字同心町字

同心町平 12-1 
0179-23-3560 
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連携体制図等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

三戸町：街づくり推進課 

青森県 

公的支援機関 
中小企業基盤整備機構 
よろず支援拠点 
青森県産業技術センター 
青森県中小企業団体中央会 
青森県物産協会 

全国商工会連合会 
青森県商工会連合会 

三戸町観光協会 
道の駅さんのへ 
まちの楽校 
町内商店会 

金融機関 
日本政策金融公庫八戸支店 
青森銀行三戸支店 
みちのく銀行三戸支店 
青森県信用組合三戸支店 

三戸町商工会 
事務局 

小規模事業者 

相
談
依
頼 

伴
走
支
援 

相談 
情報提供 

相談 
情報提供 

相談 
専門家・職員派遣 

相談 
情報提供 

相談 
専門家・職員派遣 

観光と物産振興の 
相談 
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