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

弘前商工会議所（ 法人番号 8420005004418 ）
平成３１年４月１日～平成３６年３月３１日
１．小規模事業者の経営力・競争力強化のための事業支援及び若手経営者の育成
２．小規模事業者数減少に歯止めを掛けるための事業承継や新規創業者支援
３．人口減少に対応した小規模事業者の労働力確保施策（事業）の推進
４．地域力を活かした観光・ものづくり・まちづくり（中心市街地活性化）による地域経営の
視点に立ったブランディング事業の推進
５．小規模事業者への巡回訪問を最優先とする伴走型経営支援体制の構築
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
管内小規模事業者を対象に、ヒアリング方式による景気動向調査や、日本商工会議所の「地域診断
サービス」による地域の強み・弱みを見える化し分析結果を管内事業者に情報提供する。

２． 経営状況の分析に関すること
管内小規模事業者に対し経営分析の重要性を周知し事業者の掘り起こしを行う。各事業者の経営状
態を分析し、経営課題を明確にしたうえで、データに基づく情報と経営分析結果の提供及び経営課
題解決に向けた支援を実施する。

３． 事業計画策定支援に関わること
事業計画策定の周知と計画策定事業者の掘り起こしを行う。経営分析を行った事業者に対し、地域
の経済動向、経営状況の分析結果を踏まえ、課題に即した計画策定支援を実施する。

４． 事業計画策定後の実施支援に関すること
事業計画を策定したすべての事業者に対し、計画の遂行について経営指導員が各事業者の進捗状況
に即した手法、頻度で適切なフォローアップを実施する。

５． 需要動向調査に関すること
小規模事業者が取り扱う商品・サービスの差別化・販路開拓に繋げるため、工芸品製造業者や食品
加工業者を対象に当所が主体となり、ニーズヒアリング調査、国際見本市における定量・定性調査、
SWOT 分析による事業競争力チェックを行う。

事業内容

６． 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること
実効性のある需要開拓の機会を提供するため商工会議所の共同展示商談会「feel NIPPON」への
出展支援、feel NIPPON B to B サイト登録を行う。
Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組
１． 弘前観桜会１００周年事業実行委員会
弘前さくらまつり（弘前観桜会）での経済効果について集客増加と小規模事業者の売上向上のため
に関係団体と連携し事業の企画実施を推進する。

２． 弘前市インバウンド推進協議会
外国人観光客の誘客プロモーション、観光施設や個店等の外国人観光客受入態勢整備への助成、Ｆ
ＩＴ（個人観光客）の増加に向けた振興策を関係団体と連携し推進する。

３． 弘前市中心市街地活性化協議会
弘前市が行う整備事業を核とし、民間施設のハード整備事業を盛り込んだ官民一体感の強い計画を
関係団体と連携し推進する。

４． 弘前ブランドセンター機能を持つ弘前版ＤＭＯの設立

地域産品やサービスについて、開発から販売促進にいたるまで統一してプロデュースす
る仕組みを関係機関と連携し構築する。
５． 農業経営に関すること
行政、関係機関との連携により労働力の地域需給調整システムの構築、新商品開発～販路開拓～市
場導入、先端技術の導入支援、農業経営の法人化支援を行う。

連絡先

青森県弘前市上鞘師町 18-1
弘前商工会議所 経営支援課
電話 0172-33-4111

（別表１）
経営発達支援計画

経営発達支援事業の目標
１．地域の現状及び課題

位置図

（１）弘前市の概要
弘前市は青森県の南西部に位置する。平成 18 年に弘
前市、岩木町、相馬村の 3 市町村が合併し、総面積は
524.12ｋ㎡となった。当所は旧・弘前市エリア（273.81
ｋ㎡）を所管している。
市の東側に都市部、その外周に広がる水田、りんご
園といった広大な農地と、これを維持する農業集落が
点在する農村部、さらに北西側から南側にかけての山

弘前市

間部に分けられる。津軽為信公を藩祖とする津軽藩の
城下町として栄え、戦災に遭わなかったことから弘前
市独自の景観が形成されている。
観光面においては、日本一の桜の名所である弘前公
園をはじめ、藩政時代のたたずまいを残す寺院街や明
治・大正期の洋風建築等の歴史的文化財を数多く有し
ている。さらには「弘前さくらまつり」、
「弘前ねぷた
まつり」に代表される津軽の四季を活かした祭りが催
され、毎年多くの観光客で賑わっている。
基幹産業である農業は、米はもとより、日本一の生産量を誇る「りんご」や岩木山麓の「嶽きみ
（とうもろこし）
」等、全国的に有名な作物が多い。また、地域産業として「津軽塗」や「津軽こ
ぎん刺し」等の優れた伝統工芸品も数多く存在し、現在も職人により匠の技が受け継がれている。
その他、国立大学法人弘前大学をはじめとする高等教育機関が集積しており、「学都弘前」と称
される学園都市が形成されていることから、弘前市は津軽地方の産業・経済・教育・文化の中心と
しての機能を担っている。
（２）人口の推移
人口については平成 27 年では 177,411 人、
現在は 172,550 人（平成 30 年 9 月 1 日）で、
2.7％の減少率で推移している。なお、老年人
口は昭和 55 年の 18,553 人から増加し平成２
７年には 52,180 人で 3 倍近い増加率となって
いる。国立社会保障・人口問題研究所が推計
した弘前市の将来人口は、平成 57 年には総人
口 120,920 人となり、65 歳以上の老年人口比
率は 42.7％に達する見通しとなっている。

(単位：人)

（資料：国立社会保障・人口問題研究所）
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（３）市内の公共交通
市内には国道 7 号線、102 号線が通り、高
速道路は最寄りに東北自動車道大鰐弘前 IC
がある。
鉄道は市中心部に JR 奥羽本線弘前駅があ
り、その他、私鉄の弘南鉄道弘南線及び大鰐
線が運行している。
一般路線バスは市中心部のバスターミナ
ル、JR 弘前駅を中心として、放射状に路線が
整備されており、各都市への高速バスも運行
している。
（弘前市：ひろさき公共交通マップ）

（４）小規模事業者数の推移
平成 28 年経済センサス活動調査では市の事業者数は 7,610 事業者であり、産業別でみると「小
売業・卸売業」2,088 件、
「宿泊業・飲食サービス業」1,120 件、
「生活関連サービス業・娯楽業」
848 件、「医療・福祉」728 件、
「建設業」530 件、
「製造業」366 件、
「学術研究・専門技術等のサー
ビス業」248 件、
「農業・農業関連」39 件と続き、
「他に分類されない業種（情報通信・運輸・金融・
保険・不動産業等その他）」は 1,643 件となっている。うち管内小規模事業者数は 5,143 事業者と
なっている。また、平成 28 年の数値を平成 24 年と比較すると、小規模事業者数は 339 事業者減少
し、年々の減少傾向に歯止めが効かない状況である。

小売・卸売業
宿泊・飲食サービス業
生活関連サービス・娯楽業
医療・福祉
建設業
製造業
学術研究・専門技術等サービス業
農業・農業関連
他に分類されない業種その他
全事業者合計
うち小規模事業者数

H18
H24
H28
構成割合
2,604
2,243
2,088
27.4%
1,470
1,234
1,120
14.7%
1,005
947
848
11.1%
593
705
728
9.6%
641
602
530
7.0%
430
407
366
4.8%
234
254
248
3.3%
21
35
39
0.5%
1,850
1,742
1,643
21.6%
8,848
8,169
7,610
100.0%
5,999
5,482
5,143
（H18 事業所統計、H24・H28 経済センサス）

当市で最も比率の高い「小売業・卸売業」について平成 28 年の統計で見た場合、10 年前の平成
18 年と比較すると 516 事業者減少しており産業比率の高い分野の衰退が懸念されている。
また、商業事業所における年間商品販売額は 4,724 億 2,200 万円で、卸売業が 2,616 億 5,700
万円、小売業が 2,107 億 6,500 万円となっており、これらの構成比は卸売業 55.4％、小売業 44.6％
となっている。
産業分類別に年間商品販売額をみると、卸売業で販売額が最も多いものは「飲食料品」の 992
億 5,800 万円（構成比 21.0％）
、
「建築材料、鉱物・金属材料等」が 585 億 8,900 万円（構成比 6.3％）
、
「機械器具」が 448 億 8,100 万円（構成比 9.5％）と続いている。また、小売業では「その他」の
２

870 億 8,000 万円（構成比 18.4％）
、次いで「飲食料品」が 462 億 7,400 万円（構成比 9.8％）、
「自動車・自転車」が 293 億 5,300 万円（構成比 6.2％）となっている。いずれも前回調査（平成
19 年）と比較すると、卸売業全体では 181 億 5,000 万円の減少（6.5％減）、特に「飲食料品」が
138 億 4,300 万円の減少（12.2％減）となっており、卸売業全体の減少に対して 76.3％を占めてい
る。また、小売業で最も減少したのは「飲食料品」で 196 億 5,500 万円の減少（29.8％減）となっ
ている。

２．小規模事業者の現状と課題
当所は平成 29 年度より、市内事業所を個
別訪問し、業況について生の声を拾い上げる
「御用聞き」事業を実施している。その中で、
各事業者が抱える経営課題について、最も重
要度が高い項目を抜粋し、割合で示したもの
が右の円グラフとなる。「売上減少・利幅縮
小」が 19.1％と最も大きく、次いで「資金
繰り・財務体質強化」が 15.8％と続く。
また、当市において年々外国人観光客が増
加している背景もあり、「インバウンドに関
する問題・懸念」が 9.3％と高い割合を占め
ている。刻々と社会情勢が変化している中
で、各事業者は発生する問題・課題について
常に対応を迫られており、適切な支援がなさ
３

れなければ、廃業も今後ますます増加すると考えられる。特に小規模事業者のような独力で解決が
困難な事業者については、より一層手厚い支援が求められている。

【業種別課題】
「小売・卸売業」
全体的に売上はそれほど悪くはないが、飲食料品の落ち込みが大きい。また小規模事業者におい
ては、消費者ニーズの多様化や、近隣へ進出した大型商業施設・インターネット通販との競合によ
り厳しい状況にある。価格や利便性での競争は難しいため、ブランディング等の差別化を図ること
が課題である。
「宿泊業・飲食業サービス業」
四季を通して様々な観光イベントが開催されており、観光客が数多く訪れるものの、イベントを
見物した後は宿泊せずに近隣地域に移動してしまうケースが多い。今後 FIT 層のニーズの把握と
SNS の活用や Wi-Fi の普及による利便性の向上が不可欠であり、当市の魅力を今まで以上に発信す
ることで旅行客の滞在時間を長くし、宿泊・飲食に結び付けることが課題である。
「生活関連サービス・娯楽業」
理美容業、クリーニング店、コインランドリーが増加している。特に理美容業については独立に
よる新規開業が多く、開業してから先の見通しについて明確な事業計画を持って経営にあたれるか
が課題となる。
「医療・福祉」
介護福祉事業が全国的に拡がりをみせる中、当市においても福祉施設が急増している。業界では
慢性的な労働力不足と、人件費比率の高さ、国の報酬改定による介護報酬の減少が課題となってい
る。
「建設業」
東日本大震災後の需要で一時業績は大きく好転したが、近年は再び悪化している。公共工事に依
存している部分が大きいため、今後はどのように民需開拓を行うのかが課題である。また人手不足
や労働時間については今後働き方改革を進めていかなければならない。
「製造業」
津軽塗、津軽打刃物、津軽こぎん刺し、津軽木工などの伝統工芸品が数多くあるが、それらの商
品の特性、魅力、特長を伝えるプロモーションが効果的にできていないことと、後継者不足が課題
である。
「学術研究・専門技術等サービス業」
学習塾や介護サービスの比率が高い。それらの市場は大手企業の参入により、小規模事業者にと
って厳しい状況であるため、差別化を図ることが課題となる。
「農業・農業関連」
当市にとってりんご生産は最大の強みであるが、生産者の高齢化と後継者不足問題は依然として
４

軽視できない状況にある。農業従事者の減少は続いており、6 次化・農商工連携、地域ブランド化
などで販路開拓や需要開拓を行い基幹産業として守らなければならない。また、農業の法人化につ
いても検討課題である。

３．弘前商工会議所のこれまでの取り組み
弘前商工会議所（以下、当所）は明治 40 年 12 月の設立以来、地域の総合経済団体として管内
事業者に対する経営相談、金融支援、産業・地域振興の役割を担ってきた。小規模事業者の経営改
善普及事業にあたる経営指導員は 7 名であり、巡回相談では金融、労働、税務、補助金申請等のさ
まざまな経営課題解決のための支援を行ってきた。但し、すべての既存事業者への支援が行き届い
ているわけではなく、廃業、後継者不足による管内事業者数の減少傾向に歯止めをかけることが出
来ない状況にある。創業支援については、ひろさきビジネス支援センター（青森県中小企業団体中
央会）と連携し支援体制を構築している。また、行政への建議活動として各部会（業界）
、青年部、
女性会から市への要望を取りまとめ提言している。
平成 17 年度からは日本商工会議所と連携し、
「JAPAN ブランド育成支援事業」、平成 18 年度から
「地域力活用新事業∞全国展開プロジェクト」（中小企業庁補助事業）に取り組み、地域の食材や
工芸技術、観光素材を発掘し、新たな商品・サービスの開発を進めてきた。これまでに「JAPAN ブ
ランド育成支援事業」で 3 プロジェクト、「地域力活用新事業∞全国展開プロジェクト」6 プロジ
ェクトを実施している。プロジェクトを通じて新たな市場を創造し、ヒット商品や名品が生まれた
例もあるが、商品の試作や開発にはこぎつけたものの、販路開拓の段階で立ち止まってしまうケー
スも少なくなかった。同時に、プロジェクトの課題に、事業体制の構築や商品のプロモーション、
売り先となるターゲットの設定、商品のストーリー作りなど、事業プロセスにおけるコーディネー
ター、プロデューサーとしての商工会議所職員のスキル、ノウハウが重要になっていることが見え
てきた。
地域資源・地場産品の発信・PR 事業として国際見本市への出展協力、販促事業については地元
品と食を一同に紹介する津軽の食と産業まつりの開催、暖房器具の展示即売会である弘前ストーブ
まつりを実施してきた。地域振興については弘前市四大祭り（弘前さくらまつり、弘前ねぷたまつ
り、弘前城菊と紅葉まつり、弘前城雪燈籠まつり）への主催 4 団体としての協力のほか、当所内実
行委員会が運営する古都ひろさき花火の集い、The 津軽三味線を開催している。魅力ある地域資源
や地元企業が数多くあるにもかかわらず、その魅力を十分に発信・PR することが出来なかった。
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４．小規模事業者に対する中長期的な振興のあり方
当地域の現状と課題を踏まえたうえで、10 年程度の先を見据えた、当地域における中長期的な
振興のあり方については次のとおり。
弘前市の経済が中長期的に発展していくためには、この地域の経済を支えている小規模事業
者の経営力・競争力の強化と将来を担う若手経営者の育成が重要課題となる。同様に事業者数
の減少に歯止めをかけるべく、事業承継問題や新規創業支援についても当所の重要な役割の一
つとなる。さらに人口減少に対応した小規模事業者の労働力確保の推進及び他機関と連携した
観光施策の企画・実行による交流人口の増加を目指す。また、市が進める施策と連動し弘前市
の魅力発信と地域産業のブランド力向上に取り組み、地域資源を積極的に地域外にＰＲしてい
く必要がある。以上を踏まえ、当所は職員個々のスキルアップと所内全体の支援体制の強化、
時代に合った支援体制の構築を継続的に行い、地域小規模事業者に対し経営分析や事業計画策
定等の支援を行い事業者の持続的発展を図る。

上記については、市の「弘前市経営計画」において掲げる「観光振興（1. 観光資源の魅力の強
化、2. 戦略的な誘客活動の展開、3. 観光客受入環境の整備促進、4. 広域連携による観光の推進、
5. 外国人観光客の誘致促進）
」及び「商工業振興（1. 地域を牽引する産業の育成、2. 商活動の活
性化、3. 経営力の向上、4. 雇用・就職支援の充実）」と方向性を同じくしており、連動して支援
を進めるものである。

５．弘前商工会議所の経営発達支援事業の目標と方針
地域内の小規模事業者の中長期的な振興のあり方を踏まえた、当所の経営発達支事業の目標と方
針は次のとおり。
目標（１）小規模事業者の経営力・競争力強化のための事業支援及び若手経営者の育成
方針：「御用聞き事業」を通して事業者とコミュニケーションを図り信頼関係を構築する。今後の
経営活動において経営分析、事業計画策定が重要であることの理解を求め、現状の把握や、経
営課題の抽出、経営分析の段階を踏んで事業計画策定支援を継続的に実施し、個々の経営力・
競争力を養う。また、地域経済の将来を担う若手経営者の育成についても個々の資質向上に取
り組む。
目標（２）小規模事業者数減少に歯止めを掛けるための事業承継や新規創業者支援
方針：より多くの支援機関との連携による、課題解決に向けた素早い対応が出来る体制を構築し、
地域事業者数の減少をくい止めるため支援機関と一体となり下記事業を実施する。
○事業承継に関しての啓発活動を当所会報や HP で実施するほか、
「（公財）２１あおもり産業
総合支援センター」との連携による月 1 回の個別相談会
○「ひろさきビジネス支援センター」との連携による創業塾及び創業に関する個別相談会

６

目標（３）人口減少に対応した小規模事業者の労働力確保施策（事業）の推進
方針：若年者の地元就職率向上を図るためインターンシップの受入事業所を増やし、魅力ある地元
企業のに努める。また、御用聞き事業を通して健康経営の重要性を周知する。従業員の健
康を重要な経営資源と捉え、健康経営に積極的に取り組む事業者の増加を図る。
目標（４）地域力を活かした観光・ものづくり・まちづくり（中心市街地活性化）による地域経
営の視点に立ったブランディング事業の推進
方針：地域産品やサービス等の地域資源・観光資源について弘前ブランドとして発信するため「弘
前ブランドセンター」の機能を持った弘前型 DMO と連携し、商品開発、販路開拓等についての
伴走型支援に取り組む。
目標（５）小規模事業者への巡回訪問を最優先とする伴走型経営支援体制の構築
方針：商工会議所が御用聞き集団となって適時に適切な支援を行うことで、管内小規模事業者の発
展に寄与する。小規模事業者の「相談所」という役割・機能を果たすため、全職員が定期的に
事業所を巡回訪問し、業界情報や個々の企業情報をまとめ、今後の支援策に役立てる。また、
経営の手助けとなるような全国的な情報については日本商工会議所のネットワークを活用し
て RESAS 等の情報を提供し、事業者の今後を見据えたより踏み込んだ個社支援に取り組む。

７

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
１．地域の経済動向調査に関すること【指針（3）】
①現状と課題
当所管内事業所に対して、事業所に足を運んでの「御用聞き事業」を実施しており、経営上の課
題、地域の困り事等の相談や税務・労働・融資相談、補助金活用等についての情報提供を行ってい
る。平成 29 年 4 月から平成 30 年 8 月末現在までに延べ 719 件の事業所を訪問しているが、御用聞
きで得た情報、調査結果については紙ベースの台帳で管理しており、情報の更新についても不十分
であった。また、景気動向や需要動向について定量的な調査は実施していないため、データの蓄積
が無く、現状把握は感覚に頼っている状況にある。その他、国が提供するビッグデータ等を活用し
た具体的な分析が出来ていないため、事業者が求める経営に役立つ情報収集・提供については今後
定期的に実施する必要がある。
②事業内容
小規模事業者に対して的確な支援を行うため、地域の経済動向を把握しておく必要があることか
ら、そのための情報収集・分析、結果の提供について下記のとおり実施する。
調査名①

管内の景況動向調査

調査目的

管内小規模事業者の景気動向について詳細な情報収集と実態把
握を行い、分かりやすい情報提供や事業計画策定に活用する。

調査対象

管内小規模事業者 400 社

調査項目

①売上 ②採算 ③資金繰り ④仕入単価 ⑤在庫
⑥従業員数 ⑦自社の景況 ⑧業界の景況
⑨設備投資の有無 ⑩後継者の有無 ⑪経営上の問題点
⑫その他時流を捉えた付帯調査
※①～⑨の項目に関しては、前年同期との比較と来期の予測につい
ての調査をする。

調査方法

御用聞き事業で事業所を訪問する際、ヒアリング方式により調査
を実施、四半期ごとに調査結果をまとめる。

分析方法

経営指導員が業種毎・項目毎にデータをまとめ、前年同期との比
較や傾向を分析する。また日本政策金融公庫や日本銀行青森支店の
調査を用い、県内・全国のデータと比較・分析する。

成果の活用

○情報収集・調査、分析した結果は当所ホームページや当所会報紙
へ掲載し広く管内事業者へ周知する。
○職員が御用聞きにより事業所を訪問する際の参考資料とする。
○事業計画策定支援に活用する。
８

調査名②

地域診断サービスによる調査

調査目的

国が提供するビックデータを活用して地域経済動向の実態を把
握し、管内小規模事業者の効果的な経営活動に反映させるため、デ
ータに基づいた説得力のある情報提供と事業計画策定時に活用す
る。

調査手法

日本商工会議所が RESAS を活用して行う「地域診断サービス」に
より、主に地域経済循環分析にて地域の強み・弱みを見える化する。

成果の活用

○調査結果は当所ホームページや当所会報紙へ掲載し広く管内事
業者へ周知する。
○職員が御用聞きにより事業所を訪問する際の参考資料とする。
○事業計画策定支援に活用する。

目

標

現状

31 年度

32 年度

33 年度

34 年度

35 年度

①管内の景況動向調
査対象者数

―

400 件

400 件

400 件

400 件

400 件

①管内の景気動向調
査結果公表回数

―

4回

4回

4回

4回

4回

②地域診断ｻｰﾋﾞｽに
よる調査及び結果公
表回数

―

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現状と課題

これまでは当地域の小規模事業者の持続的発展に向け、経営指導員が巡回訪問や窓口相談など
で経営状況の把握に努めてきたが、依頼があった事業者のみへの対応であった。内容についても融
資や税務、補助金等に使われる分析のみであり、個々の今後の経営に活かすことが出来る情報提供
は行われていなかった。小規模事業者は自社の経営分析をする機会がなく、自社の状況を正しく把
握できていないため事業の好転や新たな取り組みへのきっかけを掴めずにいる。また、自社の状況
を正しく把握し的確に他者に伝えることができないために、経営指導員等も巡回相談や窓口相談時
において、効果的なアドバイスができていなかった。
②支援に対する考え方
今後は経営分析の重要性を伝える周知活動による事業者の掘り起こしを行い、小規模事業者が自
社の経営課題や強みを的確に把握できるよう、効果的な支援を行っていく。

９

③事業内容
実施内容①

経営分析の重要性を伝える周知活動による事業者の掘り起こし

実施方法

○管内の小規模事業者を対象に当所ホームページや会報誌による情
報発信と御用聞き事業での周知活動によって経営分析の重要性を
伝えることでの事業者の掘り起こしを行う。
○経営分析に関するセミナーを開催し、経営分析の必要性や経営方針
の明確化について重要性を理解してもらい、経営分析に前向きな事
業者を発掘する。

実施内容②

経営状況の分析

実施方法・対象者

御用聞き事業での訪問先やセミナー参加者から、経営状況の把握に
前向きな事業所を対象として、経営指導員が訪問等によりヒアリング
を行いながら経営分析を行う。

分析項目

○財務分析：決算書や貸借対照表、残高試算表等の売上・経常利益・
損益分岐点・粗利益率等、財務内容の推移状況について
○非財務分析：SWOT 分析に準じた強み・弱み・機会・脅威につい
て、市場環境・商圏・顧客ニーズについて

分析方法

ローカルベンチマークを活用する。非財務分析についてはＳＷＯＴ
分析も実施する。

成果の活用

○分析結果は事業者へフィードバックし、事業計画策定に活用する。
○必要に応じて専門家に依頼し、より詳細な分析を行う。
○分析結果をデータ化し、課題についての整理と所内での情報共有を
図る。

目

標

現状

31 年度

32 年度

33 年度

34 年度

35 年度

経営分析セミナー
の回数

―

1回

1回

2回

2回

2回

経営分析セミナー
参加延べ人数

―

20 人

20 人

40 人

40 人

40 人

10 件

25 件

25 件

30 件

30 件

30 件

経営分析件数

３．事業計画策定支援に関わること【指針（2）】
①現状と課題
管内小規模事業者のほとんどが事業計画を策定するきっかけに乏しく、その必要性を感じていな
い。補助金の申請や融資を受ける際、初めて事業計画を作成するケースが多い。当所の支援につい
ては小規模事業者持続化補助金や創業資金の融資を受ける場合等、事業計画書が必須となる案件に
のみ策定支援を行ってきた。今後は事業計画策定の重要性を理解してもらい策定支援に繋げてい
く。
１０

②支援に対する考え方
小規模事業者にとって事業計画策定の重要性を理解することは難しく、重要性を理解したとして
も経営分析の結果を計画内容に反映させることは複雑である、計画作成に要する時間の確保が困難
であると感じる事業者が多い。当所としては事業計画策定セミナーの開催や事業計画書策定用の簡
易なフォーマットの作成提供により計画策定のハードルを下げる工夫を行いながら、経営分析を行
った事業者や創業予定者・事業承継予定者等、策定事業者の掘り起こしを行い事業計画策定支援に
繋げていく。
③事業内容
地域の経済動向調査や経営分析の結果を踏まえ、需要を見据えた事業計画策定支援について
下記のとおり実施する。
実施内容①

事業計画策定の周知活動及び事業計画策定事業者の掘り起こし

実施方法

○管内の小規模事業者を対象に当所ホームページや会報誌での情
報発信による周知
○経営分析を行った事業者に対しての啓発による掘り起こし
○御用聞き事業やセミナー参加者への啓発による掘り起こし
※経営分析を行っていない事業者については経営分析を経て事業
計画策定に移行する。同時に労働力確保のため健康経営の重要性を
周知する。

実施内容②

事業計画策定支援

支援対象者

○経営分析を行った結果、事業計画策定が必要と判断された事業者
○掘り起こしによって事業計画策定に意欲的な事業者
○創業予定者・事業後継者

支援内容

経営指導員が経営分析の結果を踏まえ、経営方針や経営課題を聞
き取りながら、伴走型で支援対象者とともに事業計画の完成を目指
す。同時に従業員の健康が重要な経営資源であることを啓発し、健
康経営に取り組む事業者の増加を図る。
計画策定に際しては、必要に応じて（公財）２１あおもり産業総
合支援センター等の専門家や日本政策金融公庫弘前支店と連携し支
援を行う。
※創業予定者及び事業後継者についてはそれぞれのガイドライン
に沿って支援する。

目

標

現状

31 年度

32 年度

33 年度

34 年度

35 年度

事業計画策定件数

―

10 件

10 件

15 件

15 件

15 件

創業計画・事業承継
計画策定件数

―

5件

5件

10 件

10 件

10 件

１１

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針（2）】
① 現状と課題
これまで管内小規模事業者にとって事業計画策定は経営体質の改善や今後の見通しのための策
定という意識が薄く、当所の支援についても小規模事業者持続化補助金や創業資金の融資を受ける
場合等、事業計画書が必須となる案件にのみ行ってきたため、策定後の支援については要請があっ
た時のみの対応となることがほとんどであった。

② 事業内容
事業計画を策定したすべての事業者に対し、経営指導員が事業者の進捗状況に応じておおむね四
半期に一度の頻度で定期的に巡回し、進捗状況を確認して当該事業者の状況に応じた適切なフォロ
ーアップを行う。
問題点・経営課題がある場合は原因と対策を分析し、課題解決や計画の修正についての支援を行
う。また、専門家の意見が必要な案件については、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、エキスパートバンク等と連携して支援を行う。
新規創業者については創業後、事業が軌道に乗り安定するまで時間を要するため、必要に応じ
て巡回頻度を増やしてフォローにあたる。同じく事業後継者についても事業を引き継いだ後、新
たに発生する経営課題に対応するため、必要に応じて巡回頻度を増やしてフォローにあたる。
目

標

現状

31 年度

32 年度

33 年度

34 年度

35 年度

フォローアップ
対象事業所（事業計
画策定者）

―

10 件

10 件

15 件

15 件

15 件

フォローアップの
延べ回数

―

40 回

40 件

60 件

60 件

60 件

フォローアップ
対象事業所（創業
者・事業後継者）

―

5件

5件

10 件

10 件

10 件

フォローアップの
延べ回数

―

20 回

20 件

40 件

40 件

40 件

５．需要動向調査に関すること【指針（3）】
①現状と課題
管内小規模事業者にとって新商品やサービスの販売・提供にあたっては、需要を見据えた事業計
画の策定や実効性の高い販路開拓が必要になり、そのために需要動向調査は不可欠である。当所と
しては催事出展を対象とする補助金の申請書作成支援や地元生産品を使った加工品の品評会やア
ップルパイコンテスト等は行ってきたものの、業界や市場動向に関する調査やニーズ調査、それに
伴う結果の情報提供は実施してこなかった。
②支援に対する考え方
事業内容①～③については、マーケットインの考え方を啓発し、支援事業者の販売商品・提供役
１２

務の需要動向を把握して、顧客のニーズにあった商品・サービスの提供・情報発信及び販路開拓・
市場導入に繋がるような事業計画策定支援に活用する。
事業内容④については、地域資源を活用した工芸品・食品加工品のブランド確立のための戦略立
案のための調査を実施する。
弘前地域においては、小規模事業者の生産能力は低く販路が弱い商品やサービスが多い。地域資
源を活用した新商品・サービスの開発には資金等共通する制約があり、製造・販売・マーケティン
グ等にも、多くの資金は使用できない。但し、きちんと価値を市場に伝えて、ブランドが確立でき
れば、むしろ品切れが「飢餓感」をあおり、成功に繋がる。広いエリアやターゲットをいきなり相
手にするのではなく、地域も顧客もできるだけ絞り、「強み」や「弱み」に改善・改良を加えて確
実にビジネスを成立させていくという戦略の下、SWOT 分析を行う。
③事業内容
実施内容①

伝統工芸品消費者ニーズヒアリング調査

支援対象

経営分析・事業計画を実施・策定した
工芸品製造事業者（津軽塗・津軽打刃物・津軽こぎん刺し・津軽木工）

実施方法

当市において毎年 10 月に開催される「津軽の食と産業まつり」会
場の支援対象事業者ブースにおいて、一般来場者へのヒアリング調査
を当所が実施する。
1 商品について 100 名にヒアリングを実施する。
※「津軽の食と産業まつり」は地元特産品や地元の食を一堂に紹介し
ており、新商品やおすすめ商品のＰＲの場として毎年 100 事業所が出
展している。
※経営分析・事業計画を実施・策定した工芸品製造事業者には、今後
の商品開発に活かすため、津軽の食と産業まつりへの出展を促す。

調査項目

① 目当ての商品 ② 実際に購入した商品 ③ 購入理由
④ 質や量・価格の満足度 ⑤パッケージ ⑥今後求める商品

分析の方法

専門家の意見を聞きつつ経営指導員が分析し、来場者の商品ニーズを
把握する。

実施内容②

加工食品消費者ニーズヒアリング調査

支援対象

経営分析・事業計画を実施・策定した
食品加工事業者（りんご・野菜・山菜・桃・ブドウ・ニンニク等）

実施方法

当市において毎年 10 月に開催される「津軽の食と産業まつり」会
場の支援対象事業者ブースにおいて、一般来場者へのヒアリング調査
を当所が実施する。
1 商品について 100 名にヒアリングを実施する。
※経営分析・事業計画を実施・策定した食品加工業者には、今後の商
品開発に活かすため、津軽の食と産業まつりへの出展を促す。

調査項目

① 目当ての商品 ② 実際に購入した商品 ③購入理由
④質や量・味・価格の満足度 ⑤パッケージ ⑥今後求める商品
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分析の方法

専門家の意見を聞きつつ経営指導員が分析し、来場者の商品ニーズを
把握する。

実施内容③

国際見本市における定量調査と定性調査

支援対象

経営分析・事業計画を実施・策定した
食品加工事業者（りんご・野菜・山菜・桃・ブドウ・ニンニク等）
工芸品製造事業者（津軽塗・津軽打刃物・津軽こぎん刺し・津軽木工）

調査分析手段・手法

国際見本市（
「B to B」を目的とした東京ギフトショー、インテリ
アライフスタイル展、フーデックスＪＡＰＡＮ、メゾン・エ・オブジ
ェ、ミラノサローネ等）において、全国の消費者が弘前の地域資源を
どう評価しているのか、開発した商品やサービスが今の市場ニーズに
マッチしているのかなどを把握し、地域ブランドを活用した事業計画
に資するための市場調査を実施する。
定量調査は、JETRO の国別・品目別調査データ（調査項目：農林水
産物・食品、ファッション繊維、日用品）等関係機関実施のデータを
参照する。
また、定性調査としては、展示会場において調査票をもとに来場バ
イヤー等 100 人のサンプルを集めることで、市場の方向性を予測し
事業に反映させる。定性調査ではグループや１対１のインタビューを
実施し、ワンツーワンマーケティングを実施する。対面式で、好き嫌
いの理由、その経緯、回答者の価値観や心理までインタビューで聞き
出し、分析することで新たな発見やインサイトを得て、アウトプット
を実施する。
定性調査のインタビューで新事業に関する仮説を立てて、定量調査
で仮説を実証する。逆に、定量調査で更に知りたいことを定性調査で
聞き込むなど、ケースバイケースで両者を使い分け組み合わせる。

実施内容④

SWOT 分析による事業競争力チェック

支援対象

経営分析・事業計画を実施・策定した
工芸品製造事業者（津軽塗・津軽打刃物・津軽こぎん刺し・津軽木工）
食品加工事業者（りんご・野菜・山菜・桃・ブドウ・ニンニク等）

実施方法

事業の設計時点と、商品やサービスを本格的に市場に出す前のテス
トマーケティング終了後のそれぞれの時点で、経営指導員が企業の強
み、弱み、機会、脅威の 4 つの要素をもとに、自地域の事象（景気動
向・人口動態・ライフスタイル・文化・技術・生産力等）を客観的に
リストアップし、外部環境と内部環境の特徴を整理し SWOT 分析を実
施する。

調査項目

企業の強み、弱み、機会、脅威の 4 つの要素、自地域の事象、外部
環境と内部環境の特徴
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○支援対象者には個々に情報をフィードバックし、今後の商品開発や
調査・分析結果の活
事業計画に役立てる。
用
○職員が御用聞きにより事業所を訪問する際の参考資料とする。
（事業内容①～④
○事業内容③及び④については、個社の情報は除いて、広く地域ブラ
共通）
ンドの活用を図る事業者に資するように加工し、当所ホームページや
会報誌に掲載する。
目

標

①伝統工芸品消費者
ニーズヒアリング調
査による支援件数
②加工食品消費者ニ
ーズヒアリング調査
による支援件数
③国際見本市におけ
る定量調査と定性調
査による支援件数
④ＳＷＯＴ分析によ
る事業競争力チェッ
クによる支援件数

現状

31 年度

32 年度

33 年度

34 年度

35 年度

―

4件

4件

4件

4件

4件

―

4件

4件

4件

4件

4件

―

2件

2件

2件

2件

2件

―

10 件

10 件

15 件

15 件

15 件

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現状と課題
当所では、平成 18～30 年度に地域力活用新事業∞全国展開プロジェクトに取り組み、新たな需
要開拓に寄与する事業を実施し、フォローアップ事業にも取り組んできたが、御用聞き事業で把握
した事業者の経営課題は「売上の減少・利幅の縮小」が大きな割合を占めている。
管内小規模事業者においては自社の商品やサービスの PR を苦手としている事業者が多く、新規
顧客を開拓するためのアプローチ方法やターゲットとすべき顧客の選定においても課題を感じて
いる。当所では、支援メニューを明確にし、事業者に周知することから始め、最終的には目に見え
る効果として、事業者の売上アップに繋がることを意識した支援を行っていく。
②支援に対する考え方
特に地域資源を使った新商品（サービス）の販路開拓・市場導入を促すため、商談会の出展及び
サイト登録に関して支援を行う。個々の小規模事業者の成功事例を持続的な地域の産業振興に連環
させることで、地域経済の活性化につなげていく。
③事業内容
管内小規模事業者に対し、実効性のある需要開拓の機会を提供するため、以下の事業を実施する。
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実施内容①

商工会議所の共同展示商談会「feel NIPPON」への出展支援

商談会の概要

日本商工会議所が全国の商工会議所と連携して、地域の小規模事業者
などによる地域資源を活用した特産品・観光商品の開発、販路開拓等を
支援するために開催している商談会。
・出展者数： 50 商工会議所 96 小間（平成 29 年度実績）
・来場バイヤー数 約 20 万人

支援対象

当商談会の出展対象のうち、経営分析・事業計画を実施・策定した
以下の事業者
工芸品製造事業者（津軽塗・津軽打刃物・津軽こぎん刺し・津軽木工）
食品加工事業者（りんご・野菜・山菜・桃・ブドウ・ニンニク等）
旅行代理店（小規模事業者）

実施方法

販路開拓等の目的を達成できるよう、当所が専門家を活用しつつ、
以下について出展準備・出展後のフォローを実施する。具体的には以
下のとおり。ＤＭＯ設立後（2020 年予定）は、マーケティングにおい
てＤＭＯと連携を目指す。
・リサーチ＆商品企画・コンセプトの構築
・チャネル戦略、販路開拓戦略の立案
・商品・サービスのデザイン
・テスト販売、試作品製作
上記方法にて、商談会での成約に繋げていく

実施内容②

feel NIPPON B to B サイト登録

支援対象

経営分析・事業計画を実施・策定した
工芸品製造事業者（津軽塗・津軽打刃物・津軽こぎん刺し・津軽木工）
食品加工事業者（りんご・野菜・山菜・桃・ブドウ・ニンニク等）
旅行代理店（小規模事業者）

実施方法

日本商工会議所において、小規模事業者が地域の特色を活かして開発
した商品等の販路開拓を目的に、「feel NIPPON B to B サイト」をスタ
ートする。
「feel NIPPON B to B サイト」に当所管内会員小規模事業者の開発商
品を登録し、販路開拓支援の一環として活用する。非会員小規模事業者
は会員登録を勧め登録を支援する。
登録に当たっては、「商談サポートシート」を作成し、商品説明、写
真等効果的な登録情報となるよう支援し、ネット商談をサポートする。
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目

標

現状

共同展示会商談会
出展事業者数
成約件数
（出展事業者合計）
feel NIPPON B to B
サイト登録
新規取引開拓数
（登録事業者合計）

31 年度

32 年度

33 年度

34 年度

35 年度

2社

2社

2社

2社

2社

2社

―

3件

3件

3件

3件

3件

7件

10 件

10 件

15 件

15 件

15 件

―

2件

2件

3件

3件

4件

（３）地域経済の活性化に資する取組
１．現状と課題
当所は地域の総合経済団体として、地域のまつりやイベント、様々な協議会等の主催者や構成委
員として名を連ねてきた。弘前四大まつりである「弘前さくらまつり」
「弘前ねぷたまつり」「弘前
城菊と紅葉まつり」
「弘前城雪燈籠まつり」という観光事業を筆頭に、商店街活性化や都市計画、
地域医療、教育等様々な分野に広がっている。
現状、観光面では更なる個人旅行化の進展と外国人旅行客の動向により、人出の増加があるもの
の、必ずしも小規模事業者の売上向上に正比例していない。まつりの人出が増えても、商店街には
あまり人が流れていないという状況になっている。また、当市の経済を支える基幹産業の農業につ
いても売上の低下や高齢化、後継者不足の問題を抱えている。
今後は関係団体との連携を更に深め、地域活性化に向けた取り組みやインバウンド対策、小規模
事業者の新商品開発や販路開拓、農業者の環境改善等について認識と方向性を共有し、弘前ブラン
ドの構築をしていかなければならない。

２．事業内容
① 弘前観桜会 100 周年事業実行委員会
実施概要

弘前市の年間観光入込客数は約 470 万人で、そのうち約 240 万人が日本一の桜
の名所である弘前公園で開催される「弘前さくらまつり」の会期である 2 週間に
集中している。弘前さくらまつりは、大正 7 年に「弘前観桜会」として始まり平
成 30 年で 100 周年を迎えた。さくらまつりは、弘前市の他のまつりやイベント
と比べ群を抜くほど経済効果が高いため「第 100 回」以降もまつりの集客増加と
公園周辺の小規模事業者の売上向上を目指し関係団体と連携して事業の企画実
施を推進する。実行委員会は年 8 回開催している。

構成団体

弘前市、弘前商工会議所、(公社)弘前観光コンベンション協会、(公社)弘前市
物産協会、弘前市旅館ホテル組合、(一社)弘前さくらまつり協賛会、(協)弘前ハ
イヤー協会、弘南バス㈱、弘南鉄道㈱、東日本旅客鉄道㈱秋田支社、弘前下土手
町商店街振興組合、弘前中土手町商店街振興組合、弘前上土手町商店街振興組合、
弘前駅前商店街振興組合、弘前市大町商店街振興組合、百石町振興会、一番町協
会、(協)日専連弘前、津軽藩ねぷた村、㈱青森銀行、㈱みちのく銀行、東奥信用
金庫、青い森信用金庫、(一財)弘前市みどりの協会、弘前観光ボランティアの会、
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弘前建設業協会、弘前市中心市街地活性化協議会、弘前地区電気工事(協)
以上 28 者、会長／当所会頭、事務局／当所地域・産業振興課
実施詳細

「100 周年事業」では、ブルーインパルスの祝賀飛行や記念パレード、打ち揚
げ花火、体験型プロジェクションマッピング「デジタル花筏」など合計 15 の事
業を実施し大いにまつりを盛上げた。
その中で、観光客向けに園内の出店やタクシーやバス等の交通機関と中心市街
地の飲食店で使える食事券をセットにした「おトク満開グルメクーポン」の販売
を実験的に実施した。

今後の事
今までは、来場者数がまつりの成功を計る指針であったが、観光消費額の向上
業の方向 を目指し、近隣を含む事業者の売上がどれだけ上がったかということを成果指標
性
とすべくまつり後の商況調査を実施する。また、前述の「おトク満開グルメクー
ポン」事業については改良して継続していくなど、関係団体との連携により経済
効果を点ではなく面的に拡げる事業を企画実施していく。

②弘前市インバウンド推進協議会
実施概要

市は厳しい環境を打開し外国人観光客の増加を図るため、当所や弘前観光コン
ベンション協会とともに弘前市インバウンド推進協議会を組織した。年 4 回開催
している。
東アジアを中心とした誘客プロモーション、エージェントを対象にした宿泊助
成、市内の観光施設や個人店舗などの外国人観光客の受入態勢整備への助成など
の様々な振興策を展開し、平成 26 年には 6,208 人、平成 28 年には 12,623 人と 1
万人を突破し、平成 29 年には青森空港中国天津便が定期就航し、38,132 人と大
幅に増加した。

構成団体

弘前市、弘前商工会議所、(公社)弘前観光コンベンション協会、(公社)弘前市
物産協会、弘前市旅館ホテル組合、岩木山観光協会、嶽温泉旅館組合、百沢温泉
旅館組合
以上 8 者、会長／弘前市観光振興部長、事務局／弘前市国際広域観光課

実施詳細

誘客活動については、弘前市や弘前観光コンベンション協会が担当しており、
当所は主に外国人観光客の受入態勢の整備に注力している。
先進地や免税に関する勉強会の開催や、市などの制度を活用した飲食店等の案
内板やメニューの多元語化や翻訳タブレットの導入に対する支援を行っている。
平成 29 年度には、下土手町商店街区で東北では 2 例目の商店街免税手続き一
括カウンター制度の導入を支援した。さらに、インバウンド対応済みの店舗をわ
かりやすくするために、外国人観光客歓迎のぼりを作成し、主に中心市街地の個
人店に掲示した。
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今後の事
インターネットショッピングの普及、拡大によりアパレルや雑貨などの物販が
業の方向 売れなくなっている。特に常連客の高齢化により年々減少していく商店街の個人
性
店舗での売上減少は深刻であり、事業承継せず廃業を選ぶ店舗が増加している。
免税手続き一括カウンターを導入した商店街では、アパレル店に加え文具店や
薬局などの購買も見られる。外国人観光客への受入態勢の構築が飲食店のみなら
ず物販店舗の売上向上に寄与し事業者の経営改善に繋がっていく。しかし、どの
業種の店舗でも料金の支払時のコミュニケーションに難を示しており、今後はス
マートフォン決済の導入やクレジットカード決済の見直しなどを各店舗に勧め
ていく。また、弘前市の外国人観光客はツアー客が主体であるが、FIT と呼ばれ
る個人観光客の方が滞在期間も長く街での消費が多いため経済効果がより高ま
る。今後は FIT の増加に向けて関係機関と連携し様々な振興策を取っていく。

③ 弘前市中心市街地活性化協議会
実施概要

弘前市は、平成 28 年 3 月 15 日付けで中心市街地活性化に関する法律に基づく
弘前市中心市街地活性化基本計画の認定を内閣府から受けている。現行計画は二
期目であり、平成 20 年 7 月から平成 26 年 3 月までの期間で認定を受けていた一
期計画では、「住人（ひと）と商人（ひと）と旅人（ひと）がふれあう“まちな
か”」を基本理念に、全 54 事業を実施した。その後、平成２７年度の弘前市独自
計画を経て、平成 28 年 4 月から平成 33 年 3 月までの 5 ヶ年を実施期間としてい
る。
当所は、当協議会の運営を担っており、中心的立場で活動している。協議会は
年 2 回開催されている。

構成団体

弘前商工会議所、(特非)コミュニティネットワークキャスト、弘前市、弘前駅
前商店街振興組合、弘前市大町商店街振興組合、弘前上土手町商店街振興組合、
弘前中土手町商店街振興組合、弘前下土手町商店街振興組合、百石町振興会、弘
南バス㈱、弘南鉄道㈱、㈱アップルコミュニケーションズ、弘前中央食品(協)、
津軽弘前屋台村㈱、(公社)弘前観光コンベンション協会、(大)弘前大学、(特
非)harappa、(特非)スポネット弘前、(特非)弘前こどもコミュニティ・ぴーぷる、
NPO ふれーふれーファミリー、(公社)弘前青年会議所、㈱マイタウンひろさき
以上 23 者、会長／当所会頭、事務局／当所地域・産業振興課

実施詳細

【中心市街地活性化に関する主なハード事業の推進】
〇吉野町緑地周辺整備事業（2020 年 4 月開業予定）
事業主体／弘前市
・市中心部に位置する旧醸造所跡である赤煉瓦倉庫を「文化・交流エリア」
の中心として現代美術館に整備
・当協議会は近隣商店街等や施設との連携促進
○ルネスアベニューリノベーション事業（2018 年 11 月開業予定）
事業主体／㈱スコーレ
・中心商店街に位置するファッションビルを、FIT（個人型外国人客）をターゲ
ットにした簡易宿泊施設（ドミトリータイプ）と飲食店の複合施設にリニューア
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ル。
・当協議会は事業計画策定、テナントリーシングのほか、地域の商店街と連携し
ソフト事業を実施予定。
〇城東閣リノベーション事業（2019 年 4 月開業予定）
事業主体／㈱城東閣
・中心繁華街の古い飲食小路を地元客のみならず、外国人観光客が立ち寄れる小
路へ再生（建替え）
・当協議会は事業計画策定、テナントリーシングのほか、近隣施設等との連携を
促進し、ソフト事業も実施予定。
【中心市街地活性化に関する主なソフト事業の推進】
〇遊歩道などでの朝市やマルシェの開催
〇中心市街地で開催される様々なイベントへの支援
※中心市街地において当所が事務局となって実施しているイベント
・よさこい津軽
・ファッション甲子園（全国高等学校ファンションデザイン選手権大会）
・The 津軽三味線
・ひろさきりんごハロウィン
【空き店舗対策事業】
弘前市の空き店舗活用助成金や当協議会独自の開業支援助成金と、弘前市商業
近代化融資制度特例融資等をはじめとする融資制度を活用して、小規模事業者等
の相談を受け、中心市街地の空き店舗への出店を促進している。
上記のとおり吉野町緑地、ルネスアベニュー、城東閣と大型ハード整備事業が
今後の事
業の方向 相次いでおり、各事業の計画通りの進行管理に加え、3 事業と商店街及び繁華街
性
の個人店舗との連携を深めて最大限の相乗効果を高める。
また、ルネスアベニュー内に開業を予定している簡易宿泊施設は多くの外国人
旅行客が利用することが期待されるので、近隣商店街や繁華街のインバウンド対
応を進め、経済波及効果を最大限高めて、小規模事業者の多い飲食店等の経営力
を高める。

④ 弘前ブランドセンター機能を持つ弘前版 DMO の設立
実施概要

弘前商工会議所は、経済産業省・中小企業庁が地域の小規模事業者による海
外規模のマーケットを狙った新事業展開を支援する海外展開事業「JAPAN ブラ
ンド育成支援事業」に採択され、平成 17 年度から平成 24 年度までの 8 年間「津
軽塗」
「津軽打刃物」
「弘前な空間デザイン」等に取り組んだ。
また、国内展開事業として経済産業省・中小企業庁の「小規模事業者新事業
全国展開支援事業」を活用し、平成 18 年度から 6 年間、地域の小規模事業者に
よる全国規模のマーケットを狙った「世界自然遺産『白神山地』のめぐみ開発
プロジェクト事業」「津軽打刃物」「津軽こぎん刺し」「木材加工ブランド化戦
略」「JAPAN プレミアム『弘前りんご』ブランド構築プロジェクト」「時空を超
える弘前タイム・ナビゲーション・ツーリズム調査事業」等新事業展開に取り
組んできた。
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これらの取組から『弘前感交劇場』というコンセプトが生まれ、
『弘前ブラン
ドセンター構想』に発展し、
『弘前版 DMO 構想』として現在展開している。
過去の取組において、弘前の地域資源について整理したところ、弘前地域の
弱点として「DMO」
（Destination Marketing/Management Organization）の「M」
（Marketing/Management）の欠如があげられる。
『弘前版 DMO 構想』の中で、
『弘前ブランドセンター』は「DMC」
（Destination
Marketing/ Management Company）
（観光地経営会社）として上記「M」の役割を
最終的に担うものである。
地域産品やサービスについて、開発から販売促進にいたるまで統一してプロ
デュースする仕組みとして、当所が中心となり「弘前ブランドセンター機能を
持つ弘前版 DMO」を設立（2020 年に予定）し、小規模事業者に対し、新商品の
開発や販路開拓についての支援を行っていく。なお、準備会合として関係機関
で実務者会議を現在まで 2 回開催し、今後月 1 回開催予定。
構成団体
（予定）

弘前市、弘前商工会議所、(公社)弘前観光コンベンション協会、(公社)弘前
市物産協会、㈱青森銀行、㈱みちのく銀行、東奥信用金庫、青い森信用金庫、
弘前建設業協会、弘前商工会議所、弘前観光コンベンション協会、弘前市物産
協会、弘前市農林部、弘前市農業委員会、弘前市商工振興部、弘前市観光振興
部、JA つがる弘前、JA 相馬、JA 津軽みらい、青森県りんご協会、中南県民局、
青森県産業技術センター
（当所担当部署：地域・産業振興課）

今後の事
当所が弘前地域の多様な関係者を繋ぎ、地域資源をビジネスに転換させる「調
業 の 方 向 整役」としての役割を担い、商工会議所職員は地域の事業創発プロデューサー
性
となり、地域発の新たな仕組みづくり「弘前ブランドセンター」機能を生み出
し、有効に機能するように取り組んでいく。
【弘前ブランドセンター イメージ図】
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⑤ 農業経営支援に向けた取組
実施概要

行政、関係機関の連携で、労働力の地域需給調整システムの構築、新商品開
発～販路開拓～市場導入、先端技術の導入支援、農業経営の法人化支援を行う
ため年 6 回の検討の場を設け会議を開催する。

構成団体

弘前市、弘前商工会議所、(公社)弘前観光コンベンション協会、(公社)弘前
市物産協会、㈱青森銀行、㈱みちのく銀行、東奥信用金庫、青い森信用金庫、
弘前建設業協会、弘前商工会議所、弘前観光コンベンション協会、弘前市物産
協会、弘前市農林部、弘前市農業委員会、弘前市商工振興部、弘前市観光振興
部、JA つがる弘前、JA 相馬、JA 津軽みらい、青森県りんご協会、中南地域県
民局、青森県産業技術センター （当所担当：地域・産業振興課）

実施詳細

１．農業雇用労働力の地域需給システムの構築
２．新商品開発～販路開拓～市場導入
３．先端技術の導入支援
４．農業経営の法人化支援

今後の事
農 業者 が主 体的 な役 割を 果た して いく ため には 、地 域金 融機 関が ABL
業 の 方 向 （Asset-Based Lending；動産・債権等担保融資）の視点から新たな融資基準を
性
設け、農商工連携のサポート機関として積極的に参加する仕組みが効果的であ
る。また、農業者の多くは会計・財務知識が不足する傾向にあり、融資に必要
な（返済能力の保証に必要）中期事業計画・資金繰り計画などの作成が困難な
状況にあることから、公認会計士など専門家の支援が不可欠である。関東地域
では、県農業信用基金協会との連携により ABL を活用した貸出商品を開発し、
農業者向けの融資を活発に行っている。また、農商工連携の認定向けて取組む
農業者を対象に、個別相談会や申請書作成サポート、販路開拓及び資金支援を
行っている。このように、金融機関を含めた地域全体が農業者に視点を当て、
サポート体制をとっていくことが重要である。
政策的意義を高めるためにも、本来の農商工連携にはこうした事業スキーム
が求められ、
「点から面へ」、「地域から広域へ」などのパターンに着眼し、地域
内売上増加効果、地域内雇用創出効果、地域課題解決効果、生産者所得・モチ
ベーション向上効果、さらには地域ブランド（認知度）向上効果が期待できる
農商工連携のさらなる取組推進を図るべく、DMO の農業分野において支援して
いく。
弘前商工会議所は、農商工連携支援にあたりきめ細かいサービスを提供し、
地域資源のブランディングをすることを目的に連携システムを構築し、中長期
的な視点にたった戦略的な事業展開のための「農商工連携戦略ロードマップ」
を策定する。

（４）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
（１）現状と課題
これまでは連携する対象を明確にしておらず、情報の交換はあったものの、共有という意味では
外部支援機関などとの関係は希薄であった。今後は各支援機関と情報交換・共有を密にしてより良
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い関係の構築と小規模事業者の経営に役立つ情報の入手・提供に努めていかなければならない。

（２）事業内容
経営発達支援事業を円滑に実施するため、他の支援機関と支援ノウハウ等の情報交換を行い、当
所の支援能力の向上を図るために以下の連携を実施する。
連携先と連携する
目的・効果

① 弘前市
経済に関する情報の共有や支援機関が取り組む事業の周知を図る
ことを目的に、年３回『弘前市地域経営基盤強化対策連絡会議』を開
催。青森県団体中央会、弘前市、岩木山商工会で構成され、当所もこ
れに参画している。各機関が収集した経済に関連する情報や需要開拓
に役立つ情報の交換、共有する場となっており、新たに需要開拓に寄
与する基盤の構築に繋がっている。
②日本政策金融公庫弘前支店
マル経資金の融資あっせんを通じて、長年の取引があり、日頃から
情報交換を密に行っており、従来からも様々なアドバイスを受けてい
ることから、これからも連携を深め年２回『マル経協議会』を開催す
る。 日常の渉外活動や融資案件の事務手続きにおいて、最新の金融
情報を提供頂く他、各地域の需要の動向、支援のノウハウ、並びに小
規模事業者の販路開拓の成功事例や需要開拓支援に有効と思える施
策などの情報を提供頂くことで、新たな需要開拓を進める基盤を構築
する。
③青森県よろず支援拠点との連携
全県を網羅した情報や全国の事例など需要開拓に資する情報の提
供を受けると共に、必要に応じて当所が支援する小規模事業者の課題
解決における協力を要請する。加えて月１回『よろず出張相談会』を
開催する。コーディネーター及びサブコーディネーターにより、経営
革新、ＩＴ、ものづくり等のテーマに即した研修を行う。また、商談
会による商談成立確率を高めるために有効なノウハウを紹介頂くと
共に、各地で開催される商談会等のうち、当所が地域小規模事業者に
お勧めすることが有効な事業の紹介を頂くことで、新たな需要開拓を
進める基盤を構築する。

２．経営指導員等の資質向上等に関すること
（１）現状と課題
これまでは個々の業務に関する基礎的な研修は受講してきたものの、研修で得た知識や能力を経
営支援の場においては、事業者のそれぞれ異なる経営相談に対し活かしきれていなかった。また、
経営課題について事業者ごとにデータベース化していなかったため職員間の情報共有は十分でな
かった。
今後は、経営指導員のみならず他の職員の職歴やスキルに合わせ、これまで研修で得た思考力・
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分析力等の支援ノウハウの向上と情報のデータベース化を図り、組織全体の経営支援能力の拡充を
図る。

（２）今後の事業内容
当所全体の支援能力のレベルアップを図るため以下の取り組みを実施する。
ＯＦＦ－ＪＴ

○中小企業大学校
経営状況の分析、事業計画策定の能力向上につながる講義（経営革
新、販路開拓、創業、ものづくり支援等）のテーマは、優先して受
講する。
○中小企業基盤整備機構
経営指導員等の資質を高め、小規模事業者の利益に資する支援ノウ
ハウ習得につながる小規模企業の支援能力向上研修を、積極的に受
講する。
○日本商工会議所
経営支援のための知識を体系的に学ぶ『経営指導員等 WEB 研修』を
経営指導員以外の職員も受講、全職員のレベルアップに活用する。
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経営指導員の経営支援能力を高めるため、専門家による経営支援の
場に同席し、手順や手法を学ぶ。単に同席するだけではなく会話や誘
導方法など支援に役立つ知識を吸収する。
また、一般の職員・補助員については御用聞き事業で訪問する際、
ベテラン経営指導員に同行し、経営支援の現場の状況を知ることから
資質の向上に繋げていく。事業者の話を聴くうえで、まずは全体をし
っかり把握し、その後細部までしっかり見極める能力を身に着けると
ともに分析力を磨いていく。

組織内で共有する ○支援会議（月 1 回、参加者指導員 7 名・補助員 2 名）
御用聞きでの各事業所の経営状況や支援策について共通の記録様
体制
式でまとめ、定期的に報告・相談する機会を設ける。会議では実際の
案件を題材とした討議を行うなど、情報交換のみでなく、知識を試す
場、習得する場として活用する。
○情報のデータベース化と共有
経営指導員等が習得した支援ノウハウ及び小規模事業者の経営状
況や分析結果等の情報はデータベース化し、全職員がいつでも閲覧で
きる仕組みを構築する。

（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
経営発達支援事業を進めるにあたり、事業の妥当性、公平性、適正性を確保するため、
評価委員会を設置する。中小企業診断士、経営コンサルタント、金融機関等の外部有識者
により、計画の進捗状況のチェック並びに評価及び改善指導を年１回実施する。事業の成
果・評価・見直しの結果については、当所正副会頭会議へ報告し、承認を受け、結果につ
いては当所のホームページにて公表する。
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（別表２）
経営発達支援事業の実施体制
（30 年 10 月現在）
（１）組織体制
【弘前商工会議所事務局組織図】
専務理事・常務理事
【経営発達支援事業実施体制】
事務局長

中小企業相談所長 経営指導員

中小企業相談所次長 経営指導員

総務財政課

地域産業振興課

経営支援課

職員６名

職員４名

職員６名

臨時職員１名

うち経営指導員１名

うち経営指導員４名
補助員２名

臨時職員１名

嘱託職員１名
記帳指導員１名

【経営発達支援事業実施人員】
経営指導員 ７名
補助員
２名
（１） 連絡先
弘前商工会議所 経営支援課
所在地 青森県弘前市上鞘師町 18-1
電話 0172-33-4111 FAX0172-35-1877
E-MAIL info@hcci.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
31 年度

32 年度

33 年度

34 年度

千円）

35 年度

2,150

2,200

2,450

2,500

2,500

100

100

100

100

100

150

200

250

300

300

250

250

400

400

400

100

100

150

150

150

50

50

50

50

50

新 た な 需要 の 開拓 に 寄
与する事業

500

500

500

500

500

地 域 活 性化 に 資す る 取
組

500

500

500

500

500

支援力向上事業

500

500

500

500

500

必要な資金の額
【内訳】
地域の経済動向調査

経営状況の分析
事業計画策定支援
事 業 計 画策 定 後の フ ォ
ローアップ

需要動向調査

調達方法
会費、国補助金、青森県補助金、弘前市補助金、協賛金、参加費
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（別表４）
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．
２．
３．
４．
５．
６．

調査・分析に関すること
新商品開発に関すること
新たな需要開拓・地域経済の活性化に関すること
創業・事業承継に関すること
金融相談・支援に関すること
農業経営に関すること
７． 職員のスキルアップに関すること

連携者及びその役割
機関名

連絡先

役割

ひろさきビジネス支援センター
（所長：西田耕二）

弘前市土手町 31
℡0172-32-0770

創業塾の開講、創業者への個別相
談会

（公財）２１あおもり産業総合
支援センター
（理事長：今喜典）

青森市新町 2-4-1 県共同ビル 7
階
℡017-777-4066

事業承継に関する個別相談、事業
計画策定後のフォローアップにお
ける専門家派遣

青森県
（知事：三村申吾）

青森市長島 1-1-1
℡017-722-1111

経営革新・経営改善支援全般

弘前市
（市長：櫻田宏）

弘前市上白銀町 1-1
℡0172-35-1111

新たな需要の開拓に寄与する事業
及び地域経済の活性化

(公社)弘前観光コンベンション
協会
（会長：三上千春）

弘前市下白銀町 2-1
℡0172-35-3131

(公社)弘前市物産協会
（会長：熊谷孝志）

弘前市下白銀町 2-1 市立観光館
℡0172-33-6963

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）

宮城県仙台市青葉区一番町
4-6-1
℡022-399-6111

中小企業大学校 仙台校
（校長：林伸次）

宮城県仙台市青葉区落合 4-2-5
℡022-392-8811

日本政策金融公庫弘前支店
（支店長：白石幸雄）

弘前市上鞘師町 18-1
℡0172-36-6303

金融相談、創業、事業承継等の各
種セミナーの開催

地方独立行政法人青森県産業技
術センター 弘前工業研究所
（所長：千葉昌彦）
国立大学法人弘前大学
（学長：佐藤敬）
青森県中南地域県民局
（局長：中平雅夫）

弘前市大字扇町 1-1-8
℡0172-55-6740

新商品開発支援

弘前市文京町１
℡0172-36-2111
弘前市蔵主町 4
℡0172-32-4341

調査・分析、人材育成

２８

経営指導員等のスキルアップのた
めの講習会等

農業経営に関する支援

（２）連携体制図等

新たな需要開拓・地域経済の活性化
に関すること
弘前市・(公社)弘前観光コンベンシ
創業者支援・事業承継支援に関する

ョン協会・(公社)弘前市物産協会

新商品開発に関すること

こと

地方独立行政法人青森県産業技術

ひろさきビジネス支援センター・

センター

弘前工業研究所

（公財）２１あおもり産業総合支援
金融相談・支援に関す

センター

ること
調査・分析・人

日本政策金融公庫弘前

材育成に関する

支店

こと
国立大学法人
弘前大学
職員のスキルアップに関す

弘前商工会議所
小規模事業者への
伴走型支援

農業経営に関すること
青森県中南地域県民局

ること
経営革新・経営改善に

中小企業大学校 仙台校・独

関すること

立行政法人中小企業基盤整

青森県

備機構東北本部

伴走型支援

相談

管内小規模事業者
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