経営発達支援計画の概要
実施者名
（法人番号）
実施期間

目標

事業内容

連 絡 先

五戸町商工会（法人番号 7420005003429）
平成 31 年 4 月 1 日～平成 36 年 3 月 31 日（5 ヶ年計画）
経営発達支援事業の目標
①伴走型支援を強化し小規模事業者の経営力向上と持続化を図る。
②事業承継及び創業に向けた支援により地域事業者数の維持を図る。
③地域資源及び観光資源を活用し、交流人口の増加を促す取り組みの強化を図
る。
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巡回訪問を通じた定点観測の実施
２．経営状況の分析に関すること【指針①】
①経営相談や巡回訪問を通じた対象事業者の掘り起こしによる経営分析
②分析結果の活用
３．事業計画策定支援に関すること【指針②】
①事業計画策定セミナーの実施
②事業承継支援セミナーの実施
③創業支援セミナーの実施
④経営指導員等職員による事業計画等策定支援強化
⑤専門家派遣事業による支援強化
４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】
①事業計画策定者のフォローアップ支援の実施
②事業承継計画策定者のフォローアップ支援の実施
③創業計画策定者のフォローアップ支援の実施
④事業成果を活用した計画策定機運の醸造、職員間の支援業務の共有
５．需要動向調査に関すること【指針③】
①イベント開催時による商店街来街者へのアンケート調査の実施
②イベント開催時や市日（毎月 7 の付く日）による来店者へのアンケート調査
の実施
③各種統計調査や業界別市場動向等の把握
④調査、情報収集で得た数値をデータ化し商店街・個社へ提供、他機関と情報
の共有
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商談会・展示会・イベント等への積極的な参加
②出展事業者への展示方法等伴走支援の実施による商談率の向上を図る
③積極的な情報発信による新たな需要の創出支援の実施
Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組
１．地域経済の活性化に資する取組に関すること
①町内の商店会、商店街振興組合と連携した誘客事業の企画・実施支援
②共通商品券の企画・発行
③町村イベントへの参画により、交流人口増加と商業機会の拡大を図る
④商店街活性化プロジェクトへの参画
五戸町商工会
≪本
所≫ 〒039-1548 青森県三戸郡五戸町字新町 24-1
TEL:0178-62-3151 FAX:0178-62-4877
e-mail:syokokai@hi-net.ne.jp
≪新郷支所≫ 〒039-1801 青森県三戸郡新郷村大字戸来字風呂前 10
TEL:0178-78-2114 FAX:0178-78-3077

（別表１）
経営発達支援計画
経営発達支援事業の目標
Ⅰ．地域の概要と課題
１．五戸町の概要
（１）位置、地勢、気象
現在の五戸町は、平成 16 年 7 月に五戸町と西隣りの倉石村の合併により誕生した。
青森県の東南部に位置し、東西約 20.7km、南北約 18.9km にわたり広がる北西・南東方向
に長いほぼ楕円形の形状を成し、総面積 177.67 ㎢を有しており、東は八戸市、西は新郷村、
南は南部町、北は十和田市、六戸町、おいらせ町と接している。
地勢は、戸来岳に水源を発し太平洋に注ぐ五戸
川と、新郷村温泉沢に水源を発し馬淵川に注ぐ浅
水川の 2 本の川が、ほぼ並行して町を貫流してお
り、この 2 つの川を挟んで集落が形成されている。
平坦部は、水利を得て水田が開け、奥羽山脈の東
に発達した穏やかな丘陵地帯は畑や果樹園等に利
用されている。（第二次五戸町総合振興計画によ
る）
気象は、北東北に位置しながらも、年間を通し
て寒暖の差が比較的小さく、積雪の少ない穏やか
な気候に恵まれるものの、時折、夏季に太平洋か
らの偏東風（やませ）による農作物の不作に見舞
われることがある。
（２）人口動向
国勢調査による昭和 60 年以降の総人口の推移をみると、昭和 60 年に 23,638 人あった人
口は、平成 27 年には 17,433 人と 30 年間で 6,205 人（26.3％）減少している。この傾向は
続いていて、平成 30 年 10 月 1 日現在 17,374 人（広報ごのへまち 10 月号）になっている。
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（３）産業
当町の産業は農林畜産業及び商工業であり、農林畜産業は、米や長芋、にんにく等野菜、
リンゴ等果樹などの複合経営となっており、商工業は旧五戸町を中心とした商業と工業団
地の内陸型工業があげられる。国勢調査による昭和 60 年以降の産業別就業者数を比較する
と、就業者全体では 12,020 人（昭和 60 年）から 9,308 人（平成 22 年）と減少しているが、
産業別にみると第 3 次産業の数にあまり変化が見られず、第 2 次産業は 20％減、第 1 次産
業は 40％を超える減少となっている。その結果第 3 次産業が就業者の 46％を占めている。
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また、町内の総生産をみると平成 19 年以降、産業別には年度による違いはあるが、全
体的に減少傾向である。
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２．新郷村の概要
（１）位置、地勢、気象
新郷村は、青森県のほぼ南端に位置し、東は五戸町、南は三戸町、南部町、北西は十和田
市、西は秋田県鹿角市に接し、東西 22 ㎞、南北 9 ㎞、総面積 150.77 ㎢の農山地である。そ
のうち 77.8％が林野であり、かつその 28.7％が国有林野で占められている。
また、人口は 2,851 人（平成 22 年国勢調査）で、人口密度は１㎢あたり 18.9 人（県平均
142.4 人）となっている。
地勢は、奥羽山系の中にあって山岳が起伏し、総面積の 77.8％が山林及び原野で覆われ
農用地はわずかに 14.3％にすぎない。
また河川は、丘陵をぬって中央部を五戸川、三川目川、南端を浅水川が西から東に流れ、
地域水田を潤し、この 3 河川沿いに 42 の集落が散在している。
地域の気象は、過去 10 年間の平均気温 9.7℃、同じく平均降水量 1.093mm、積雪量約 30
～60cm で寒冷地に属している。夏季冷涼で無霜期間が短いことから農業生産には良い条件
とはいえない。特に、6 月～7 月にかけて太平洋から吹き付ける偏東風（やませ）は、農作
物に悪影響をおよぼしている。
（新郷村過疎地域自立促進計画による）
（２）人口動向
新郷村の人口は、平成 22 年の国勢調査で 2,851 人であり、その推移は、昭和 35 年をピー
クとして年々減少を続けており、特に昭和 35 年から昭和 40 年にかけては 13.4％、昭和 40
年から昭和 45 年にかけては 14.3％と激減している。その後は 2～6％の減少と鈍化の傾向を
示したが、これは近隣における雇用の場の増大や、交通網の整備等により通勤圏が広がった
ことによるものと考えられる。
昭和 35 年から平成 22 年までの 50 年間の推移では、3,558 人（55.6％）の減少となって
いる。
（新郷村過疎地域自立促進計画）
その後、平成 27 年の国勢調査によると、さらに 2,509 人まで減少している。
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（３）産業
平成 22 年の国勢調査では、全人口の 57.1％が就業しており、このうち第 1 次産業が
49.8％、第 2 次産業が 17.2％、第 3 次産業が 33.0％となっている。
新郷村は、米、畜産、野菜栽培等第 1 次産業を中心とした農山地であるが、経営規模が零
細で、かつ生産基盤が弱いために生産性が低いこと、生活環境の遅れ等により若者の地域離
れが進み地域の活力をそいでいる。これらによる少子高齢化と人口減少が基幹産業の停滞を
招き商業の販売伸び悩みを招いている。

３．当地域の課題
地方の農村に顕著な少子高齢化等による人口減少により、農業人口の減少、商業者の減
少などが続いている。特に農業においては耕作放棄地の増加が問題となり、また、商店の
減少が高齢者の生活に直接影響を与えている。
生産人口の減少は、高齢者の就労が補う形で、経営者の高齢化などの問題となっていて、
事業所の減少に拍車をかけている。
更に、新郷地区においては、外部資本の大中規模店舗の進出さえ無いままに商店減少が
著しく、高齢者の生活環境を圧迫している。
当地域には、宿場町としての長い歴史と風土があり、「小渡平公園」、「キリストの墓」、
「間木ノ平グリーンパーク」
、天然温泉等観光資源を有しているが、なかなか有効活用がで
きていない。
そこで、観光資源の掘り起こしによる観光商品の開発や交通機関との連携等により域外
からの観光客誘致が必要となる。
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Ⅱ．地域内における小規模事業者の中長期的な振興のあり方
１．現状と課題
（１）事業者の現状
平成 30 年 3 月 31 日における当商工会会員数は 435（法人 176、個人 259、賛助会員は除
く）で、平成 25 年 3 月 31 日における会員数 510（法人 201、個人 309、賛助会員は除く）
に比較し 14.7％と大幅に減少している。
（商工会総会資料）
特に小規模事業者（小規模事業者数 558）は当商工会管内において 89.5％を占めている
（五戸地区 88.3％、新郷地区 96.6％、商工会基幹システム）が、その絶対数の減少率は高
い。
小規模事業者のうち、商業・サービス業について、五戸地区中心部の 4 つの商店街及び
周辺に約 6 割が集中しているものの、商店の減少により空き店舗や空き家が目立つように
なっている。更に周辺は中心部東側に上市川地区、西側に倉石地区、南側に浅水地区、更
に西方に位置する新郷村地区に商店が散在するも、その減少は著しい。特に新郷地区の商
店が 8 店舗までに減少し、商店街消滅の危機に瀕している。商店の減少は高齢化地域の生
活そのものを脅かしかねない状況となっている。
これらの原因として、周辺町村への大規模ショッピングモールの進出や、商店街周辺へ
のチェーンストア、スーパーマーケット、大手コンビニチェーンの出店、少子高齢化等に
よる人口減少などによる商機の喪失及び経営者自身の高齢化、後継者不足などが複合的に
作用していることが考えられる。
また、創業 100 年を超える事業所が存在するような古くからの商業地域であるが、それ
ゆえ目先に疎い地域的な特徴がみられ、そこが大手チェーン店の進出への対応の遅れとなっ
て表れている。
中心商店街における歩行者天国イベントや地域の観光資源の掘り起こしを通じた来街者
やインバウンドの増加を図るも効果は限定的となっている。
製造業においては、町中心部の南側の工業団地を中心に内陸型軽工業の誘致を図ってき
たが、
企業数は 25 社
（平成 25 年 4 月 1 日五戸町第二次総合振興計画）、製造品出荷額は 18,396
百万円（平成 24 年度、同）に留まっている。
新郷村では青森県酪農発祥の地として第三セクター「新郷村ふるさと活性化公社」による
飲むヨーグルト、生キャラせんべい等酪農を生かした製品の開発、販売を行っている。
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【業種別商工業者数】（）内は小規模事業者数

※五戸町商工会調べ

平成 25 年度

平成 26 年度

平成 27 年度

平成 28 年度

平成 29 年度

114
（107）
70
（61）
218
（201）
76
（76）
180
（142）

113
（105）
69
（60）
214
（195）
78
（78）
181
（149）

109
（102）
68
（59）
205
（187）
76
（76）
182
（148）

107
（99）
67
（55）
204
（182）
74
（74）
179
（155）

108
（97）
66
（53）
195
（175）
73
（73）
182
（160）

商工業者数

658

655

640

631

624

内小規模
事業者数

587

587

572

565

558

建設業
製造業
卸・小売業
飲食・宿泊業
サービス業他

図表 卸売・小売業の総生産額の推移（平成19年～23年）

卸売・小売業（百万円）

平成19年

平成20年

平成21年

平成22年

平成23年

2,463

2,399

2,435

2,493

2,577

資料：市町村民経済計画（青森県）

図表 製造品出荷額等の推移（平成20年～24年

製造品出荷額等（百万円）

平成20年

平成21年

平成22年

平成23年

平成24年

20,481

18,775

19,003

20,616

18,396

資料：工業統計調査（経済産業省経済産業政策局）

（２）事業者の課題
上記現状を踏まえ、小規模事業者が直面している課題は以下の通りである。
①経営者の高齢化への対応（事業承継、持続、廃業）
②経済環境の激変（人口減少、消費動向の変化、商環境の変化）への対応
③需要を見据えた経営状況の分析及び活用の重要性の認識（社会や消費者のニーズ）
④商機拡大のため、インターネットを活用した情報収集及び発信
⑤インバウンドや来街者等による観光需要の掘り起こし（まちあるき、商店街イベント）
⑥増加傾向の買い物弱者（高齢者や身体障害者等）への対応
⑦創業者（若者や新規分野への進出意欲のある企業）への対応
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（３）商工会のこれまでの取り組み
現在の五戸町商工会は、五戸町と隣接する旧倉石村との町村合併に伴い、旧倉石村商工
会と合併する形で、平成 16 年 4 月に新生五戸町商工会として発足、その後、平成 20 年 4
月には、行政の枠を超え、隣接する新郷村商工会とも合併し、青森県内唯一の行政区の異
なる商工会同士の合併を実施、今日まで両町村の特色を活かしつつ、両行政区内の関係機
関と密接に連携し地域振興事業を強力に推進するとともに、域内企業の発展と経営安定を
目指し、金融、税務、労働、経理等々従来からの経営相談支援活動も誠実かつ確実に実施
してきた。
しかしながら、こうした受動的かつ単発的な経営指導活動は、目先の問題解決にしかな
らず、中長期的な事業計画を基礎とした企業体質の抜本的改善等、地域内の小規模事業者
の減少に歯止めをかけ、経営持続化を図るような、総合的・抜本的な支援体制に欠けてき
た。
２．中長期の振興のあり方、方針
こうした、これまでの様々な反省点と、隣接する新郷村までを含めた、五戸地域の商工
業の現状と課題に対応すべく、中長期的な振興の大きな柱として今後 10 年間、
「小規模事
業者の経営力向上に向けた個社支援」をテーマに掲げ、計画策定と計画に基づいた経営の
推進、需要を見据えたビジネスモデルの再構築、需要開拓の支援等を実施し、地域小規模
事業者に寄り添い、将来にわたって持続的に発展できるよう支援していく方針であり、そ
の振興のあり方を下記の通りとする。
（１）地域商業の振興と商店街区の存続
縮小市場にあっても、地域密着で顧客ニーズにきめ細かい対応ができる小規模事業者な
らではの強みを活かして、大型店にはできないビジネスモデルを構築し地域に必要とされ
る商店を育成、個店の持続的発展を図り、事業所（商店街区）の存続を目指す。
（２）計画に基づいた経営の推進と事業の持続化
これまでの場当たり的な経営から脱却させ、事業計画に基づき実施、評価、改善する PDCA
サイクルによる経営を浸透させ、小規模事業者の持続的発展を目指すとともに、計画的な
事業承継と創業支援によって地域事業者数の維持を目指す。
（３）地域特性を活かした特産品の開発と観光に連動した事業化
マーケットインの考え方を浸透させ、販路拡大に取り組む小規模事業者を増加させ、更に、
観光ニーズに合致した商品サービスの事業化を図り、地域への波及効果を目指す。
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Ⅲ．経営発達支援事業の目標と目標達成に向けた方針
これまでは、基礎的経営支援業務と、イベント等地域振興業務への従事割合が高く、相
対的に経営戦略に踏み込んだ支援が不充分だった反省に立ち、今後は、行政や関係機関と
より積極的に連携しつつ、常に変化する経営環境を的確に捉え、10 年後を見据えた持続的
経営支援を行うため、当会の中長期的な振興のあり方を踏まえ、以下 3 項目を目標及び実
施方針と定め、今後 5 年間を目途に、経営発達支援事業として重点的に推進する。
目標① 伴走型支援を強化し小規模事業者の経営力向上と持続化を図る。
（方針） 小規模事業者が抱える経営課題の解決と経営の持続的発展に必要となる事業
計画を策定するため、経営分析や市場調査、セミナー等の実施を通じ、個社の
抱える課題を抽出、共有した上で、その強み・弱みを踏まえ、事業計画の策定、
実行からフォローアップまで伴走支援する。
目標② 事業承継及び創業に向けた支援により地域事業者数の維持を図る。
（方針） 小規模事業者にとって後継者の確保は困難を極めており、廃業による事業者
の減少は地域衰退に直結する問題であり、早期の現状把握と取り組み開始に誘
導するとともに、関係機関、専門家との迅速な連携を図り、各種相談会・セミ
ナー・専門家派遣等の施策を活用し、スムーズな事業承継を支援する。
また、創業においても、創業セミナーの開催や各種助成金の周知等により潜
在的な需要の掘り起こしを実施するとともに、創業計画作成や金融斡旋、空き
店舗情報の収集、提供等、創業しやすい環境整備に努め、事業所数の維持向上
を図る。
目標③ 地域資源及び観光資源を活用し、交流人口の増加を促す取り組みの強化を図る。
（方針） これまで実施されてきた伝統的観光行事や商店街イベント等は、参画団体等
の意志の疎通が図られておらず、地域に多々存在する資源の有効活用及び小規
模事業者への経済波及効果にも貢献度が下降傾向にあった。
今後は、関係機関と連携を強化し、豊富な地域資源を活用した特産品や観光
ルートの開発等町外からの誘客促進を図り、創出された賑わいを小規模事業者
の経済波及効果に繋げていく。
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経営発達支援事業の内容及び実施期間
◇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）
◇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】
（１）現状と方向性
当商工会地域に限定した詳細な経済動向調査の統計は無く、各機関が各々調査・分析を
行いその結果を公表している情報を収集していたほか、経営指導員が関係機関の会議等へ
の参加により得た情報や、日常の巡回訪問・窓口相談時のヒアリングで事業者の景況感の
情報収集をするのみであった。その情報については、整理・分析することはなく、巡回・
窓口相談時に個別事業者へ参考材料として情報提供するのみで、経営活動の確認ツールと
して有効に活用されていなかった。また、巡回指導をする職員によりヒアリング内容が違
い、共有化も図られていなかった。
そこで、今後の地域経済動向調査の取り組みとしてヒアリングの目的・項目を明確にし、
小規模事業者が提供する商品及びサービスを効果的に活用して情報収集・分析に取り組む
などの調査を継続的かつ計画的に実施。その結果を町村及び業種別に整理し、需要や商圏
の動向などを把握し資料提供を行う。調査結果については、各事業者の経営分析などの比
較資料として職員間で共有する。
更に、活用していなかったホームページや商工会報に資料を掲載するなど情報提供及び
関係機関との事業の連携を強化するために基礎資料として活用する。
（２）事業内容
①巡回訪問を通じた定点観測の実施（新規事業）
当商工会では、毎月巡回指導を実施する中で、事業主との接触も多いが漠然とした会
話が多い。また、経営上の相談については融資などの資金繰りの相談が割合多いが、実
際のところ融資の申込は少なく巡回によるヒアリングが有効に活用されていない状況で
ある。
そこで、商圏や需要動向を含めた調査を四半期（6 月・9 月・12 月・3 月）ごと年 4 回、
巡回訪問によるヒアリング方式によるアンケート調査を行う。共通のシートを作成する
ことにより聞き取りの漏れや重複が無くなり統一された調査が可能となる。経営指導員
だけではなく、全職員が組織として実施することにより、複数の目線で事業者の生の声
のヒアリングが可能となる。
アンケートは個別面談方式で実施し、職員が直接事業者と面談する。調査内容は売上
額、客単価、客数、長期借入金、資金繰り、業況、採算、今後の見通し、直面している
経営課題についてヒアリングする。
調査結果は、町村ごとに整理及び分析を行い小規模事業者の需要・商圏などの情報を
把握し、「管内景況動向調査結果」として、年 4 回ホームページ及び商工会報に掲載し広
く情報提供を行う。また、事業所ごとにファイリングし職員間での情報共有に役立てる。
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【目標業種及び件数】
業種

製造業

建設業

卸・小売業

サービス業

計

五戸町地区

4件

11 件

24 件

8件

47 件

新郷村地区

1件

4件

6件

2件

13 件

合計

5件

15 件

30 件

10 件

60 件

【目標設定】
支援内容

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

景気動向に関する定点観測

4回

4回

4回

4回

4回

ＨＰ、会報による情報提供

4回

4回

4回

4回

4回

２．経営状況の分析に関すること【指針①】
（１）現状と方向性
事業者の持続的発展を図るには、経営状況を把握するのが前提である。しかしながら、
当地域の事業所は競争激化による事業廃止や利益の減少等厳しい状況下にあるが、経営指
導員等職員による経営状況把握は、巡回時に売上、景況等のヒアリングのみであり、具体
的な経営改善の方法等までは踏み込んでいないのが現状である。職員間でのヒアリング項
目が統一されていないなど、計画的な取り組みはなく、本質的な経営支援に至る経営分析
等はほとんど行われていなかった。
巡回訪問・窓口相談を通じ、小規模事業者の支援機関として日々の記帳業務等を行うこ
とで接点が多く数値的な情報の他にも事業内容や資金繰り等について理解していること
が我々の強みである。そのことを活かし経営分析の重要性を説明するなど、更に深い業務
のヒアリングを行い経営に繁栄されるよう財務分析や SWOT 分析に取り組み、事業計画の
策定に繋げる。
尚、専門的問題については税理士などの専門家と連携し、詳細な分析に努め対応する。
（２）事業内容
①経営相談や巡回訪問を通じた対象事業者の掘り起こしによる経営分析（既存強化）
毎月巡回指導は行っているが、経営カルテに記載した内容は簡素であり、課題の抽出
までには至っていなかった。
今後は、巡回指導を計画的に進め共通の「ヒアリングシート」を用いて、売上状況、
事業者の販売品目、サービス内容、技術やノウハウ等、経営の状況把握と経営課題の抽
出を行う。
これらヒアリングで得た情報を基に中小企業基盤整備機構「経営自己診断システム」
を活用して一次分析を実施し、併せて、顧客ニーズと市場の動向や自社の提供する商
品・サービス・技術等の強み、弱みについて細かな二次分析を行い、売上高や利益率向
上のための事業計画策定をする際の基礎資料として活用する。
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【定量的分析（財務分析）
】
収益性、生産性、効率性、安全性、成長性。
【定性的分析（SWOT 分析）
】
経営資源、競争優位、独自性、知的資産、市場評価、ブランド、競合、市場トレンド、
経済状況等自社を取り巻く外部・内部環境による影響と、それに対する自社の現状を分
析。
②分析結果の活用
分析結果については、事業者へフィードバックし、経営課題の明確化を図り、その解
決に向けた事業計画策定へ繋げる。
また、作成された事業所データは職員間で情報共有を図り、支援能力向上に向けた内
部資料として活用する。そして持続的な支援へ繋げていくとともに経営カルテによる管
理の他、地区別にデータベース化し、職員間で共有化できるような体制を整えて、今後
の事業者の支援の指標となるよう情報を整備する。
【定量目標】
支援内容

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

経営分析を目的と
した巡回件数

20 件

25 件

30 件

35 件

35 件

経営分析件数

6件

9件

12 件

15 件

15 件

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】
（１）現状と方向性
現在の事業者に対する事業計画策定支援に関する取り組みは、事業の持続的発展に繋が
るような支援は十分に行われておらず、補助金獲得や金融機関からの資金調達のためのみ
に留まっており、事業計画書も事業者が主体的に作成していないので、実効性も低かった。
今後、小規模事業者が経営課題を解決し、経営の持続的発展を図るためには、地域の経
済動向調査【指針③】
、経営状況分析【指針①】
、需要動向調査【指針③】を反映させた事
業計画を策定する必要がある。
こうした現状を踏まえ、当商工会では、ビジネスプランの策定が事業の持続的発展にい
かに重要であるか周知・浸透を図るとともに、計画策定の主体は小規模事業者自身である
ことを認識してもらい、具体的なアクションプランを含めた事業計画の策定から実行まで、
伴走型で支援していく。
（２）事業内容
①事業計画策定セミナーの実施（新規事業）
事業計画策定等に関するセミナーは経営分析を行った事業者を対象とし、年 1 回を目
標として開催する。
自社の状況、自社の強み、計画の意義や必要性を把握し、目標を設定しそれを達成す
るプラン作りの策定支援を中心とする。個別相談では、セミナーのフォローアップとし
て事業計画を完成させるとともに、新商品や新サービス等、具体的な売上拡大に取り組
む。
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【定量目標】
支援内容

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

事業計画策定セミナー
参加事業者数

6社

9社

12 社

15 社

15 社

事業計画策定件数

6件

9件

12 件

15 件

15 件

②事業承継支援セミナーの実施（新規事業）
管内地区は経営者の年代は高齢者（50 歳以上）が多く少子高齢化が進み、事業承継も
困難になり廃業にいたる事業者が多いのが現状である。そこで、事業承継支援セミナー
を実施することにより、若手後継者の人材育成はもちろんのこと、事業承継において事
業内容が停滞しないように長期的な計画をもって取り組むことができる。
対象者については、経営指導員等職員による巡回訪問の際の事業者の課題の抽出結果
を活用し、専門家による個別相談も実施する。個別相談は、セミナー開催時にアンケー
ト調査を実施し、そのデータを参考に実施する。
【定量目標】
支援内容
事業継承支援セミナー
対象事業者数
事業承継計画策定件数

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

15 社（1 回） 15 社（1 回） 15 社（1 回） 15 社（1 回） 15 社（1 回）
6件

9件

12 件

15 件

15 件

③創業支援セミナーの実施（既存事業）
創業希望者のみの個別相談での対応の反省から、今後は創業・第二創業を目指す予定
者を積極的に発掘するためのセミナー（基本的知識の修得からビジネスプランの策定等）
を開催し、セミナー終了後も事業計画、販売促進計画、資金計画、税務、労務管理等に
ついて創業予定者と一緒になって考えていく。
セミナーは、単独では参加者の掘り起こしが困難であるため、商工会報、ホームペー
ジなどを通じて支援機関の開催するセミナーなどの活用を図りながら対象者の掘り起こ
しを行う。
実施にあたっては、五戸町、新郷村などの各支援機関と連携し、創業者の情報共有を
図る。
尚、専門的課題については、外部専門家等や関係機関と連携し必要な支援を実施する。
【定量目標】
支援内容

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

創業支援セミナー
対象件数

10 件(１回)

10 件(１回)

10 件(１回)

10 件(１回)

10 件(１回)

創業計画策定件数

6件

6件

6件

6件

6件
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④経営指導員等職員による事業計画等策定支援強化（既存強化）
事業計画等策定者数が過少なことにより、専門家による依頼も少数に滞っていた。今
後は、事業計画等を策定する時に、多様化する事業者のニーズに対応するため、ミラサ
ポやエキスパートバンク等の専門家派遣を活用し対応する。
また、個々の企業の実現したい目標、課題、行動計画、損益計画、資金計画などを経
営者自らに描かせ、現実とのギャップを認識してもらうことも合わせて促す。更に高度
な専門的内容については、専門家との連携を図ることにより具体的な改善の道筋を示す
ことができる。
尚、収集した情報は職員間で共有し、知識の向上を図る。
⑤専門家派遣事業による支援強化（既存強化）
「経営状況の分析に関すること【指針①】
」により、経営分析を行った事業者（掘り起
こしを行った当商工会の重点支援先）、積極的にビジネスモデルの再構築に取り組む事業
者に対して、小規模事業者の考える経営理念、経営方針等を加味しながら、経営指導員
が伴走型でより実効性の高い事業計画策定支援を行う。
更に、高度・専門的、緊急性の高い課題を有する事業者等に対しては、各専門家派遣
機関（青森県商工会連合会、中小企業基盤整備機構、ミラサポ、発明協会、青森県よろ
ず支援拠点等）から、解決すべき課題に応じた専門家派遣を活用しながら、事業計画策
定支援を行う。
４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】
（１）現状と方向性
これまでの小規模事業者への事業計画策定等支援では、計画の作成までが主となり、計
画策定後のフォローアップや実施状況の検証までは、計画的に実施されてこなかった。
今後は、策定した計画等について小規模事業者自身が、自分のこととして十分に認識し、
計画が着実に遂行されるよう支援し、PDCA サイクルをまわし、移り変わる経済動向に対応
した計画に改善することで、小規模事業者の経営の持続的発展が図られ、これら事業承継
と創業支援により、小規模事業者数の減少を抑制し、地域活性化に繋げる。
（２）事業内容
①事業計画策定者のフォローアップ支援の実施
事業計画を策定した全事業者に対し、定期的な巡回訪問等により、策定した計画の進
捗状況に応じた指導、助言等、フォローアップ支援を実施する（四半期毎）
。その際、専
門的課題等にあっては、専門家派遣事業等を活用し、効果的な問題解決にあたる。
策定した事業計画に係る設備投資及び運転資金については、日本政策金融公庫等の制
度融資を効果的に活用し、更に、融資実行の企業にあっては、資金使途、返済状況等資
金管理に関するフォローアップ支援を行う。
②事業承継計画策定者のフォローアップ支援の実施
事業承継計画を策定した事業者に対し定期的な巡回訪問等を実施し、現経営者と後継
者の事業承継の時期などスムーズに引き継ぎできるよう、策定した計画の進捗状況の確
認、課題抽出・解決に向けたフォローアップ支援を行う（四半期毎）
。
また、相続・税務等専門的課題等については専門家派遣事業等を活用し、効果的な問
題解決にあたる。
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③創業計画策定者のフォローアップ支援の実施
創業計画策定者については、経営が軌道に乗るまできめ細やかな支援が必要となるこ
とから、2 ヶ月に 1 回巡回訪問を行い、顧客状況、資金繰り、販路開拓、税務、労務管理
などのフォローアップ支援を行う。
また、専門的課題については、外部専門家等を活用し効果的な支援を行う。
④事業成果を活用した計画策定機運の醸造、職員間の支援業務の共有
事業成果を活用し、会報やホームページ等で成功事例として広報、周知し、各計画策
定の重要性を認識させ、計画策定の機運を醸造させるとともに、事務局内部においても
職員間で支援手法等を共有し、以後の支援業務に活用する。
【定量目標】
支援内容

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

事業計画策定者
フォローアップ件数

6 件×4 回

9 件×4 回

12 件×4 回

15 件×4 回

15 件×4 回

事業承継計画策定者
フォローアップ件数

6 件×4 回

9 件×4 回

12 件×4 回

15 件×4 回

15 件×4 回

6 件×6 回

6 件×6 回

6 件×6 回

6 件×6 回

6 件×6 回

84 件

108 件

132 件

156 件

156 件

創業計画策定者
フォローアップ件数
フォローアップ
総件数

５．需要動向調査に関すること【指針③】
（１）現状と方向性
当町の商店街は、古くからこの地域一帯の商業の中心地として栄え、町の隆盛を支えて
きた歴史的側面があり、反面、昨今の町勢の衰退もまた旧態然とした経営による商店街の
衰退によるところが、大きな要因となっている。
この商店街を構成する小規模事業者の多くは、自身の扱う商品、サービスが、域内消費
者のニーズに合致しているかどうかの把握がなされておらず、また、トレンドの把握の遅
れや認識不足のため、本来、小規模事業者の強みである機敏な事業展開ができていない状
況である。
また、商工会としても市場や需要動向等目的をもった情報の活用、提供ができていなか
った。
今後は、まず、商店街からの町の活性化を図るため、多様化する消費者ニーズに対応で
きるよう、提供する商品、サービスに対する需要動向の情報収集・整理分析を行うととも
に、街に点在する史跡等を訪れる観光客へ消費を促す新たな需要開拓に向けた取り組みや
新商品のニーズを踏まえた事業計画策定に活用する基礎資料として、事業者に提供する。
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（２）事業内容
①イベント開催時による商店街来街者へのアンケート調査の実施
当町は、歩行者天国イベントや観光街歩きツアーの誘致等、中心商店街への誘客を図
っているが、個々の事業者の取組みには温度差があり、今一つ盛り上がりに欠けてきた。
しかしながら、当町の史跡等を巡る多くの観光客もまた新たな消費需要のターゲット
になりうるものであり、史跡等と商店街を一体化して観光資源として活用していくため
に来街者へのアンケート調査により、商店街事業者が販売または提供する商品や役務、
魅力ある街づくりについて、消費者ニーズや需要の動向調査を行う。具体的には年 2 回
（7 月、11 月）中心商店街でイベントを開催（ビックリ夜店・五戸町産業と文化まつり）
する時、来街者へアンケート調査を実施する。
【調査数】来街者 100 人
【調査手段】7 月開催のビックリ夜店、11 月開催の五戸町産業と文化まつりのイベント
時において、来街者に対して経営指導員等が聞き取りのうえ、アンケート
票をまとめる。
【調査項目】利便性・商店街イメージ・買い物された店舗・買い物された商品・欲しか
った商品・今後の商店街の在り方（商店街に求めるもの・観光 PR と商店街
の関わり）など
【定量目標】
支援内容

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

アンケート調査数

100 件×2 回

100 件×2 回

100 件×2 回

100 件×2 回

100 件×2 回

調査結果データ化
提供事業者数

27 件

27 件

27 件

27 件

27 件

②イベント開催時や市日（毎月 7 の付く日）による来店者へのアンケート調査
来店者のアンケート調査を行うことにより、個社の事業計画策定等に必要なデータを
得るために消費者ニーズや需要の動向調査を実施する。具体的には、上記イベント開催
時や市日（毎月 7 日・17 日・27 日）の日に、商店街のポイントカード加盟店ではポイン
ト倍セールを実施しているため、その日に買い物に訪れる来店者へアンケート調査を行
う。
【調査数】1 社 50 件
【調査手段】商店街で事業計画を策定した個社の来店者に対して、経営指導員等が聞き
取りのうえ、アンケート票をまとめる。
【調査項目】小売業者：性別・年代・居住地・お店の雰囲気・品揃え・接客サービス等
飲食業者：性別・年代・居住地・価格・味・提供メニューに対する満足度・
改善点等
食品製造業者：性別・年代・居住地・デザイン・素材・価格・味・商品展
開等
【定量目標】
支援内容

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

アンケート調査数

1 社あたり
50 件

1 社あたり
50 件

1 社あたり
50 件

1 社あたり
50 件

1 社あたり
50 件

調査対象事業者数

6社

9社

12 社

15 社

15 社
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③各種統計調査や業界別市場動向等の把握
官公庁や金融機関による統計調査結果、及び日経テレコンや各業界紙等から業界別の
市場動向や品目別のトレンド、売れ筋情報等を把握する。
④調査、情報収集で得た数値をデータ化し商店街・個社へ提供、他機関と情報の共有
前記の調査、情報収集により得た結果、数値を基に、地域特性、消費者ニーズ、競合
等を分析、データ化し、新商品開発や新規市場、需要開拓に繋がる情報として、①の調
査結果の情報等については商店街事業者に、②の調査結果の情報等については調査対象
事業者にフィードバックし、販路拡大の支援に努めるとともに、地域内の他機関と情報
の共有を図る。
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】
（１）現状と方向性
これまで、小規模事業者に対する販路開拓支援については、他地域、首都圏等で開催さ
れる商談会や物産展、アンテナショップ出店等の周知、広報に留まり、計画的な取り組み
が成されておらず、出展するか否かは小規模事業者の意思に任せていた。
しかしながら、商工会単独での商談会や物産展等の開催は、現実的には困難であり、今
後は、これまでの受動的な情報収集と一方的な周知から脱却し、全国商工会連合会、関係
機関、団体等が開催する様々な商談会、展示会等において、その内容等吟味のうえ、個社
の商品、サービスとのマッチングを勘案し、また前項調査で得られたデータを活用し、最
適な提案に努め、新たな需要の構築や販路開拓につながる支援を積極的に行う。
（２）事業内容
①商談会・展示会・イベント等への積極的な参加
商圏人口の減少に歯止めがかからないのが現状で、商圏を拡大するため、全国商工会
連合会及び関連機関・団体等が開催する商談会、展示会等（ニッポン全国物産展・FOOD
MATCH AOMORI・
「青森の正直」商談会）への積極的な参加を促し、販路開拓に繋がる機会
を創出し販売促進に対する支援を行う。
【ニッポン全国物産展】
（BtoB・BtoC）
開催地：東京都
内 容：全国各地域の特色を活かした商品などを消費者や流通業者などへ幅広く紹介
する物産展。参加出展者約 350 社。来場者 3 日間で 15 万人以上。
【FOOD MATCH AOMORI】（BtoB）
開催地：青森市
内 容：飲食・小売業・食品製造業者等の商談会。前回来場バイヤー90 社 174 名。
【
「青森の正直」商談会】
（BtoB）
開催地：青森市
内 容：農林漁業団体、食品加工業者等による商品展示、出展者と参加企業との個別
商談会。前回出展企業数 118 社。参加企業数 147 社 452 名。
②出展事業者への展示方法等伴走支援の実施による商談率の向上を図る
商談会・展示会等へ出展する事業所に対しては、商談・展示方法やパンフレット・パ
ッケージ作成などの支援を行う。専門家の知識が必要であればエキスパートバンクや青
森県よろず支援拠点等の専門家を活用し、商談成功率の向上を図る。商談後のフォロー
アップにも努め、新商品などマスメディアへプレスリリースを行うなど情報発信への支
援を積極的に行う。
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③積極的な情報発信による新たな需要の創出支援の実施
全国商工会連合会が提供する 100 万会員ネットワーク「SHIFT」を活用した自社ホーム
ページのレイアウト等の作成支援を行い、事業所の情報発信に努め、新たな販路に繋が
るようサポートし、新規取引先の開拓に取り組む。また、全国商工会連合会の公式サイ
ト「ニッポンセレクト.com」によるインターネット販売を活用し、新たな需要開拓に繋
がる支援を行う。
【SHIFT】
基本情報・詳細情報などの企業ページ、買い物かごの機能など簡単に作成できる。全
国商工会連合会、青森県商工会連合会のホームページに反映される。
【ニッポンセレクト.com】
約 10,000 アイテムを揃え商品 PR 及び販売を行っている。購買意欲を高めるための画
像、盛り付けなどの制作、決済業務などが無料となっており商取引に係る業務・消費
者からの問い合わせは管理事務局が対応している。
【定量目標】
支援内容
ニッポン全国物産展
出展数
ニッポン全国物産展
目標販売額

平成 31 年度
1件
6 万円
×1 件

平成 32 年度

平成 33 年度

平成 34 年度

平成 35 年度

1件

2件

2件

2件

7 万円
×1 件

8 万円
×2 件

9 万円
×2 件

10 万円
×2 件

商談会等出店数

3件

3件

3件

3件

3件

商談成立件数

1件

1件

2件

2件

3件

3件

3件

3件

3件

3件

1件

2件

2件

3件

3件

3件

3件

3件

3件

3件

5 万円
×3 件

5 万円
×3 件

5 万円
×3 件

5 万円
×3 件

SHIFT による
ホームページ開設数
SHIFT による
取引件数
ニッポンセレクト.com
出店数
ニッポンセレクト.com
目標販売額

5 万円
×3 件
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組
１．地域経済の活性化に資する取組に関すること
（１）現状と方向性
小規模事業者の事業活動は、地域の経済環境が大きく影響することから、観光イベント
等と連動させ、交流人口を増やし、地域内消費の拡大と地域活力の維持を図る必要がある。
行政の総合振興計画においても地域活性化に向けた重要な取り組みとして「地場産業」
や「地元商店の活性化」が挙げられており、商工会としては、これまでも、自治体及び観
光協会、商店会、農業協同組合等他の産業団体とも連携しながら、イベント等を通じ、集
客向上に努めてきた。
今後も、行政や商店会、商工業者を構成員として、商工会が中心となり立ち上げた、商
店街活性化検討チーム「プロジェクトⅤ（ファイブ）」の活動を基に、地域資源を活用した
新たな付加価値の創造等を通じ、地域住民のみならずインバウンド等域外からの客流入を
も図り、商機の増加と経営の持続的発展に繋げていく。
（２）事業内容
①町内の商店会、商店街振興組合と連携した誘客事業の企画・実施支援（既存事業）
町中心街区へ交流人口を増やし、地域内消費の拡大を図るため、商店街活性化ワーキ
ングチーム「プロジェクトⅤ（ファイブ）
」中心とした各関係団体と連携協力し、誘客事
業の企画・実施にあたる。
【ビックリ夜店（7 月 25～27 日）】
五戸町中心商店街（4 商店会）で行われる恒例の夏の夜のお買い物集客イベント。
【ビックリ青空市（毎年 11 月上旬開催の五戸町産業と文化まつり併催）
】
中心商店街区を会場に開催される秋のお買い物集客イベント。
【タウンズイルミネーション・商店街クリスマスフェスタ（毎年 12 月）
】
商店街区を中心に、イルミネーション装飾・点灯事業を実施し、併せて、装飾コン
クール、観覧バスツアーを実施し、域外からの誘客を図る。
【まける市（毎年 2 月の旧暦の正月の時期）
】
売上げが停滞する冬場の集客として 100 年を超え実施されてきた、旧正月の売り出
しをイベント化し、集客を図る。

【ビックリ夜店の様子】

【まける市の様子】
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②共通商品券の企画・発行（既存事業）
五戸町、新郷村の両行政からの支援を受け、プレミアム付商品券を発行。福祉対象世
帯への生活支援施策の一環としても活用させ、消費の町外流出防止及び町内への消費流
入を促進させ、売上げの維持、向上に繋げる。
③町村イベントへの参画により、交流人口増加と商業機会の拡大を図る（既存事業）
五戸、新郷の地域に根ざしたイベント開催を通じ、来街者の促進による賑わいの創出
を図り、商店街の活性化のみならず、地域活力の維持に貢献するため、行政、観光協会
等と実行委員会を組織して実施運営にあたる。
【五戸町】ごのへ夏まつり花火大会（8 月）
五戸まつり（9 月）
倉石牛肉まつり（10 月）
五戸町産業と文化まつり（11 月）
【新郷村】新郷村ファン感謝デー（9 月）
新郷ふるさとまつり（10 月）
新郷クリスマスフェスタ(12 月) 等
④商店街活性化プロジェクトへの参画（新規事業）
五戸町が進めている「地域交流館（仮称）
」建設構想と連動し、商店街に不足している
外来者の休憩場所や飲食場所、トイレの設置、更には、文化発信による魅力増加を通じ
た街歩きコースの策定等、商店街への来外者の増加と売上増加を図る。
行政、観光協会等と連携し、商店街に散在する空き店舗を街歩き観光の拠点や、地域
情報の発信基地とするなど有効活用を図り、商店街への誘客促進に繋げる。

【五戸まつりの様子】

【五戸町産業と文化まつりの様子】
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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
（１）現状と方向性
小規模事業者への支援手法、ノウハウ等これまでの修得法については、青森県商工会連
合会並びにブロック協議会主催の職員研修会への参加、及び金融面での小規模事業者経営
改善資金推薦団体連絡協議会、税務面での小企業者記帳指導協議会等への参加が主であり、
それらから得た情報の共有、蓄積等のシステムも構築されていなかった。
今後は、他の支援機関との会議等において、支援ノウハウ、新たな施策等に関する情報
の共有を図るとともに、地域小規模事業者の経営改善普及事業の円滑な推進と、事業計画
の策定に係る経営発達に向け、商工会内部全体としての支援力の向上を図り、様々な課題
解決への施策提言を行う。
（２）事業内容
①青森県商工会連合会主催の職域別職員研修（経営指導員年 2 回、主査・主事年 1 回）や
ブロック協議会主催の研修会（経営指導員年 1 回、主査・主事年 1 回）等において、各
商工会地域の小規模事業者が抱えている課題や需要動向、支援事例、手法等の情報交換
を行い、小規模事業者支援に向けてのノウハウの修得を図る。
②域内の行政や各金融機関、日本政策金融公庫及び青森県商工会連合会との連絡会議の場
を設け、町内外の金融動向、支援ノウハウ等を共有し、今後の地域の方向性を関係者間
で共有するための情報交換会を開催する（年 2 回）
。
③商工会職員だけでは対応しきれない、専門的な支援活用を円滑に推進できる体制を整備
するため、
「青森県よろず支援拠点」との情報交換会を開催し（年 1 回）、支援ノウハウ
や他地域の先進事例等について学び、今後の伴走支援に繋げる。
２．経営指導員等の資質向上等に関すること
（１）現状と方向性
これまで職員の資質向上対策として、青森県商工会連合会主催の職種別の研修会等へ参
加し、修得したスキルについては、参加者個人に帰属する部分が大きく、職員間で共有さ
れることも少なかったため、個々の支援スキルのレベルに隔たりも大きく、組織全体とし
ての支援体制のレベルアップに活かしきれなかった。
今後は、
「職員ミーティング」等を通じ、個々の職員に不足する支援能力の分析・把握に
努め、その不足する部分を補うための外部研修の活用等、計画的に職員の資質の向上を図
り、そのスキルを組織として共有する体制を構築し、人事異動等によって支援スキルの低
下がないような対策を講じる。
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（２）事業内容
①これまでの商工会には、記帳や税務、金融等、経営改善普及事業全般についての支援能
力が求められていたが、今後、経営発達支援計画事業の推進にあたっては、
「他社との差
別化と事業計画・経営計画に基づく経営」による売上増加や利益確保に向けた支援能力
向上を図らなければならない。よって支援能力向上を計画的に進めるにあたり、青森県
商工会連合会主催の研修会、説明会等への出席はもちろん、全国商工会連合会が開設し
た「経営指導員等 WEB 研修」の受講、及び中小企業大学校で実施される施策別の研修会
等にも積極的に職員を参加させ、これまで商工会として不足していた「事業計画策定支
援」、
「創業・事業承継支援」、
「動向調査、経営分析」、「地域資源活用」等の知識とスキ
ルの修得を図る。
②支援状況及び支援ノウハウを職員間で共有化するために、ネットワーク上でデータベー
ス化された経営指導カルテの記載内容を充実させることはもとより、内部の共有サーバ
ーに事案別にデータを蓄積し、職員各自が企業支援ツールとして活用する。
③蓄積されたデータを活用し、組織内で定期的に職員研修を開催するほか、OJT により職員
全体の支援能力の向上を図る。
【経営発達支援事業調整会議（四半期／1 回）】
事務局長及び経営指導員 3 名により、小規模事業者等に対する中長期的な支援状
況の確認や、専門家派遣で得た支援ノウハウ等を報告しあうとともに、支援方法や
支援施策等の情報共有を図る。加えて、チームでの企業支援や専門家派遣時の同行
を通じて伴走型の経営支援能力の向上を図る。
【月例経営支援会議（月 1 回）
】
職員全員参加により、研修等で得た支援ノウハウと企業支援に関する様々な情報
の共有を通じ、組織全体としての指導・支援体制の向上を図る。
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）現状と方向性
これまでの商工会の事業は、総会、理事会、監査会等への結果報告により事業が完結し、
その結果に対する評価と改善が、明確に実施されてこなかった。
今後は、支援事業の実施状況、成果について、内部会議での報告、評価はもちろん、外
部の有識者等にも評価、検証を委ね、広く意見等を集約し、支援事業の更なるレベルアッ
プに向け活用していく。
（２）事業内容
①商工会三役、監事等、商工会役員による内部での評価、検証を実施する。
②行政や金融機関、診断士等外部有識者から、事業成果評価、見直し等の提示を受ける。
③内部及び外部による評価、検証の結果を受け、職員による「支援調整会議」で、今後の
方針、改善策を検討し、
「経営発達支援事業評価報告書」を作成、その内容を職員全員が
共有する。
④事業の成果、評価、見直しの内容については、理事会で報告、承認を受けるとともに、
毎年度終了後には、総会へも報告し、承認を受ける。
⑤事業の成果、評価、見直し結果は、商工会ホームページ、会報等で公表し、得られた評
価意見等は、次年度以降の事業計画に反映させ、必要に応じて支援方法等の再検討を行
う。
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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 4 月現在）
（１）組織体制

（２）連絡先
【本所】
〒039-1548
青森県三戸郡五戸町字新町 24-1
TEL:0178-62-3151
FAX:0178-62-4877
e-mail:syokokai@hi-net.ne.jp
【新郷支所】
〒039-1801
青森県三戸郡新郷村大字戸来字風呂前 10
TEL:0178-78-2114
FAX:0178-78-3077
e-mail:syokokai@hi-net.ne.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
必要な資金の額

平成 32 年度

平成 33 年度

平成 34 年度

平成 35 年度

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

地域経済
動向調査

150

150

150

150

150

経営状況
分析費

300

300

300

300

300

事業計画策定
支援事業費

300

300

300

300

300

事業計画実施
支援事業費

100

100

100

100

100

需要動向
調査事業費

150

150

150

150

150

需要開拓
支援事業費

200

200

200

200

200

地域経済
活性化事業費

100

100

100

100

100

支援力向上
事業費

200

200

200

200

200

（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
商工会自主財源（会費・手数料等）
、町村補助金
（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
当商工会では関係する機関と連携し以下の事業を行う。
１． 地域の経済動向調査に関することや需要動向調査に関すること【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、五戸町、新郷村、各金融機関、日本政策金融公庫八
戸支店、中小企業基盤整備機構等と連携をしていく。また、分析などの専門的な分野につい
て、適時検討の上、民間コンサルティング会社の活用も視野に入れる。
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
業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】を行う際は、青森県よろず支援拠点、中小
企業基盤整備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案件の掘り起こしから事業計画策定、事業化までの支援を行う。
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の連
携し小規模事業者の新たな需要開拓に資する取り組みを推進する。
４． 地域資源を活用しての地域活性化への取り組みのためには、地域としての一体感を持つた
めにも、五戸町役場、新郷村役場、五戸町観光協会、新郷村観光協会との密な連携を図り、
交流人口の増加を促し、商店街の賑わいの創出と小規模事業者の経営持続に資する事業を展
開する。

連携者及びその役割
※行政の取り組みを把握し施策情報、補助金、助成金の活用イベント等と連動し一体感のある取
り組みを行う。
・青森県 知事 三村 申吾（担当部署:商工労働部商工政策課）（役割:上記1.2.3.4）
〒030-8570 青森県青森市長島1丁目1-1 TEL:017-722-1111
・五戸町役場 五戸町長 三浦 正名（役割:上記1.2.3.4）
〒039-1513 青森県三戸郡五戸町字古館21-1 TEL:0178-62-2111
・新郷村役場 新郷村長 櫻井 雅洋（役割:上記1.2.3.4）
〒039-1801 青森県三戸郡新郷村大字戸来字風呂前10 TEL:0178-78-2111
・五戸町観光協会 会長 境 寛（役割:上記4）
〒039-1548 青森県三戸郡五戸町字新町24-1 TEL:0178-62-7155
・新郷村観光協会 会長 小坂 章（役割:上記4）
〒039-1801 青森県三戸郡新郷村大字戸来字風呂前10 TEL:0178-78-2111
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※商工会の経営指導員では解決できない広域的課題等について助言を受ける。
・全国商工会連合会 会長 森 義久（役割:上記1.2.3）
〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビル北館19階 TEL:03-6268-0082
・青森県商工会連合会 会長 米内山 正義（役割:上記1.2.3.4）
〒030-0801 青森県青森市新町2丁目8-26 火災共済会館5階 TEL:017-734-3394
※小規模事業者が計画を策定し、金融支援を受けやすい状況をつくるため、密な連携を目指す。
また、各金融機関が発行している景況調査等のデータも提供してもらいながら活用することで
の連携も目指す。
・日本政策金融公庫 八戸支店 支店長 二村 元樹（役割:上記1.2.3）
〒031-0074 青森県八戸市馬場町1-2 TEL:0178-22-6274
・青森銀行 五戸支店 支店長 島村 亘（役割:上記1.2.3）
〒039-1559 青森県三戸郡五戸町字下大町22番地1号 TEL:0178-62-2121
・みちのく銀行 五戸支店 支店長 相坂 秀仁（役割:上記1.2.3）
〒039-1559 青森県三戸郡五戸町字下大町17番地1号 TEL:0178-62-2251
・青い森信用金庫 五戸支店 支店長 稲葉 静弥（役割:上記1.2.3）
〒039-1533 青森県三戸郡五戸町字上大町37-5 TEL:0178-62-2418
・青森県信用組合 三戸支店 支店長 千葉 信悦（役割:上記1.2.3）
〒039-0131 青森県三戸郡三戸町大字二日町66
・青森県信用保証協会 八戸支所 支所長 戸崎 伸介（役割:上記1.2.3）
〒031-0076 青森県八戸市堀瑞町2-3 商工会館1階 TEL:0178-24-3181
※多様かつ専門的な事業主の経営課題を解決するためには、商工会の経営指導員のみでは困難な
場面もある。経営指導員のみではカバー出来ないアドバイスについて、青森県よろず支援拠点
をはじめとした公的機関と連携することで解決していく。
・独立行政法人 中小企業基盤整備機構東北本部 本部長 高村 誠人（役割:上記1.2）
〒980-0811 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 TEL:022-399-6111
・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）理事長 今 喜典（役割:上記1.2.3）
〒030-0801 青森県青森市新町2丁目4-1 青森県共同ビル7F TEL:017-777-4066
・地方独立行政法人青森県産業技術センター 理事長 渋谷 義仁（役割:上記1.2.3）
〒036-0522 青森県黒石市田中82-9 TEL:0172-52-4311
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連携体制図等

行政
・青森県
・五戸町
・新郷村
・五戸町観光協会
・新郷村観光協会

連携

金融機関
・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
・青森県信用組合
・青森県信用保証協会

五戸町
商工会

公的支援機関
・青森県よろず支援拠点
・21 あおもり産業総合支援センター
・青森県産業技術センター
・専門家関係機関
・全国商工会連合会
・青森県商工会連合会
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小
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模
事
業
者

