
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
盛岡商工会議所（法人番号）8400005000831 

実施期間 平成 30年 4月 1日～平成 35年 3月 31日 

目標 

目標１ 小規模事業者の「強み」の見える化の促進ならびに競争力の向上 

目標２ 継続的な創業者の輩出と経営の安定化 

目標３ 事業承継の集中的・重点的な支援 

目標４ イベント活力を通じたまちの賑わい創出 

目標５ 組織的な経営指導員の資質向上と支援体制の構築 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

１．地域経済動向調査に関すること 

（１）盛岡市内通行量調査 

（２）外部調査の情報収集・活用  

２．経営状況の分析に関すること 

（１）経営セミナー開催事業 

（２）経営指導員による経営状況の分析 

（３）小規模事業者への分析結果のフィードバック 

（４）経営指導員間での情報共有・解決策の検討 

（５）専門家派遣事業の活用及び他支援機関の活用 

３．事業策定支援に関すること 

（１）既存事業者向け事業計画策定支援 

（２）創業予定者向け事業計画策定支援 

（３）事業承継向け事業計画策定支援 

（４）定期個別相談会による事業計画策定支援 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

（１）定期的なフォローアップの実施 

（２）専門家派遣事業によるフォローアップの実施 

（３）定期個別相談会によるフォローアップの実施 

５．需要動向調査に関すること 

（１）「盛岡広域・逸品フェア」来場者への需要動向調査 

（２）「もりおか街なかゼミナール」参加者への需要動向調査 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

（１）「もりおか広域・逸品フェア」事業 

（２）「もりおか街なかゼミナール」事業 

（３）「販路開拓・拡大塾」事業 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組み 

（１）MORIO-Jポイントサービスの普及と推進 

（２）盛岡さんさ踊り 

（３）もりおか広域まるごとフェア 

（４）地元（岩手県産）食材活用推進事業 

（５）中心商店街と連携したイベント等の実施 

連絡先 

盛岡商工会議所 企業支援部 

〒020-8507 岩手県盛岡市清水町 14番 12号 

TEL：019-624-5880／FAX：019-654-1588／E-mail：daihyo@ccimorioka.or.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 

１．地域の概要 
（１）概況 

盛岡市は、岩手県中央部に位置する人口約 30 万人の中核市です。岩手県の県都として、政治・

経済・教育・文化など多くの都市機能において、岩手県の中心的な位置を占めているほか、東北新

幹線や東北自動車道、国道４号等の主要な交通の結節点として、北東北の交流拠点都市の役割を担

っています。 
 
（２）人口動態 

平成 27 年国勢調査の速報版では、総人口が 297,669 人となっています。5 年前と比べると▲

0.2％減少しており、ピークの平成 12 年 302,857 人に比べると約 5,000 人減少しています。平成

23 年 3 月の東日本大震災以降、沿岸部からの移住者により若干の微増傾向にありますが、一時的

なものと推測され、平成 37 年（2025 年）には 28.2 万人、平成 52 年（2040 年）には▲18.0％減

少し、約 24.4 万人となる見込みになっています。 
また、年齢 3 区分の人口は、平成 12 年（2000 年）に、初めて 65 歳以上の老年人口が 0 歳から

14 歳までの年少人口を上回り、それ以降は年々その差を拡大しながら推移しています。 
いずれ多くの地方都市同様に少子高齢化が進行しており、若年労働世代の不足による事業の縮小

や廃業、域内消費の減少に伴う地域経済の衰退が懸念されています。 
 

 
 （出所：盛岡市人口ビジョン策定後の推移） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（出所：盛岡市総合計画・基本構想） 
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２．地域商工業の現状と地域の課題 
（１）全産業の現状 

平成 26 年の事業所数は 15,427、従業員数は 154,217 で、事業所数、従業員数ともに第三次産業

が 80％を占める典型的な都市型の産業構造となっています。また、事業所数のうち商工業者数は

13,766 となっており、小規模事業者が占める割合は約 7 割となっています。 
平成 21 年に比べると事業所数、従業員数ともに増加していますが、復興需要に起因すると思わ

れる「D 建設業」や、高等専門学校や幼稚園等が要因と思われる「O 教育、学習支援業」、社会的

高齢化を背景とした「P 医療・福祉」が牽引している形となっており、他産業は総じて減少傾向に

あります。 
産業の中心である卸売業、小売業は若干従業員数が増えていますが、小規模事業者は減少してい

ることから、市郊外の大規模開発（盛南開発）による大規模店やロードサイド店の相次ぐ出店が、

その要因になっているものと思われます。 
 
【盛岡市の事業所数・従業員数等】（経済センサスに基づき当所作成） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【盛岡市の産業大分類別事業所数・従業員数】（出所：盛岡市統計書 平成 26年版） 

 
 

 
第 3 次産業 
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（２）商業の現状 
中心部（中心市街地）は、観光資源や自然環境に恵まれ、行政機関や岩手医科大学等の生活基盤

も集中していることから、「大通・肴町・駅前・材木町・本町」の 5 商店街及び地元資本の大型店

が軸となって、県内・市内の商業を牽引してきました。 
しかしながら、近年は市郊外（盛南地区）の大規模区画整理事業により、当該地域への大型店・

ロードサイド店の進出、事業所の移転、住宅地の造成が急激に進んでおり、商業における中心部や

商店街の吸収力は弱まりつつあります。 
中心部や商店街には、飲食店や小売業、サービス業などの多くの小規模事業者が存在することか

ら、それらの衰退は多くの小規模事業者の衰退に繋がる懸念を有しています。全市的に見ても平成

26 年（2014 年）の商業の年間商品販売額は 10,221 億円となっており、平成 6 年以降の調査の中

で最も販売額が大きかった平成 6 年（1994 年）に比べると 60%の水準まで減少しています。平成

19 年（2007 年）に比べても▲22.2%、2,919 億円減少しており、国内の上向きな経済指標とは裏

腹に、景気低迷の影響からいまだ抜け切れていない状況にあります。そのような状況下の一方で、

盛南地区は現在も開発が進んでおり、既存地域で事業を営んでいる小規模事業者にとっては生き残

りをかけた厳しい環境が続いています。 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

中心部 

盛南地区 
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（３）工業（製造業）の現状 
当市の工業団地は手狭なものが多く、経済情勢などから企業誘致もあまり進んでいないことか

ら、県内の他都市に比べると第二次産業が産業に占める割合は高くはありません。 
事業規模についても、平成 26 年工業統計調査における製造業事業者数 173 のうち、従業員数が

30 人を切る事業者の割合が 7 割を超えており、経営基盤が弱く景気の影響を受けやすい小規模製

造業が大半となっております（※従業員が 4 人以上の統計のため、1～3 人の事業所を含めると実

態的にはさらに多いものと思われます）。 
事業所数・従業者数・製造品出荷額等、粗付加価値額についても、地域経済の低迷やグローバル

競争の激化等の影響により、減少に歯止めがかかっておらず、特にも製造品出荷額等は、平成 22 
年 6 月に日本たばこ産業（株）盛岡工場の撤退以来、大幅に減少しています。 
金属製品製造業やプラスチック製品製造業、南部鉄器などの一部企業においては、先進的な技術

やノウハウを武器に域外に販路を開拓しているケースも存在しますが、大半は売上 5,000 万円以

下、域内消費者・事業者をターゲットにした食料・飲料製造、印刷業などの家内工業型の小規模事

業者であり、人的余裕も少ないことから、新たな販路開拓や商品開発までは手が回っていない状況

にあります。 
また、地域全体の課題ではあるものの、若年人材の確保難が大きな問題として浮き彫りになって

おり、特にも小規模な事業者ほど難しくなっています。技術的な承継や人材の育成が進まないこと

による事業の縮小や伝統技術等の衰退など、地域製造業への影響が懸念されています。 
 

【岩手県内の製造業の状況】 

（出所：経済産業省 HPより／平成 24 年度（従業員数 4人以上の事業所）） 
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【市内製造業者に対する盛岡市アンケート結果】（平成 24年実施） 
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（４）観光の現状 

観光は、旅行業を中心として運輸業、宿泊業、飲食業等幅広い産業に関連し、小規模事業者にと

っても需要創出効果や雇用創出効果等の経済効果が大きい裾野の広い総合産業です。特に都市型の

産業構造で内需によりがちな当市においては、観光振興による交流人口の増加は、地域経済の活性

化には不可欠であり、盛岡市でも平成 27 年度から 31 年度までの 5 年間を計画期間とする新しい

観光推進計画を策定し推進しています。 
当市は城下町として、歴史的まち並み、食文化、美しい自然環境などの観光資源が多く存在して

いますが、天守閣や門前町のような一か所集中型の観光スポットがなく、多様なスポットが中心部

の中に点在しています。「南部鉄器」や「わんこそば」「冷麺」「じゃじゃ麺」など、地域伝統工芸・

食文化の観点から観光の一翼を担っている小規模事業者も数多く存在しますが、観光客向けに事業

者間で連携したような取り組みはあまり見受けられません。 
東日本大震災以降、観光客入込数やインバウンド（※実態としては、当県のインバウンドは、世

界遺産がある平泉、リゾートの安比高原が牽引している状況）は少しずつ伸びてはきておりますが、

他都市に比べると観光しやすい環境整備が進んでいるとは言えない状況にあります。 
しかしながら、近年は観光・レクリエーションのニーズやスタイルが多様化しており、IT や SNS、

スマートフォンなどによって観光客自身の情報入手手段が格段に進んだことなどから、環境整備を

進めることもさることながら、まずは「盛岡に来てもらう」きっかけを作ることが必要と思われま

す。歴史的まち並みや建造物等ハード面での PR のみならず、地域の伝統行事や商店街イベント、

飲食業や特産品など観光に関連した屋内外イベントなど、まち全体の継続的に賑わいに繋がるよう

なソフト面のコンテンツを充実させるため、行政、経済団体、関係団体、（同業種組合や商店街組

織に携わる）小規模事業者が連携して取り組んでいくことが必要と考えます。 
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【盛岡市の外国人観光客入込数の推移】 

 
 

 

（５）地域全体の課題 
現在、以下の 3 つの課題が地域の大きな課題となっています。 
 
①岩手医科大学の移転 

中心部のシンボル的施設でもある岩手医科大学が平成 31 年に当市に隣接する矢巾町に完全移転

することになっています。現在地には外来診療を中心とする 50 床規模程度のメディカルセンター

が残るものの、中心部には 2ha の空き地ができることから、その活用が課題になります。 
跡地活用については、岩手県・盛岡市・岩手医科大学・当所の 4 者で協議を進めていますが、大

学関係者、病院関係者、学生、診療客など岩手医科大学に関連した人の流れは日に約 1 万人を有

し、早急かつ効果的な跡地活用を実現できない場合、それら関係者を主な顧客としている周辺商店

街（大通・肴町・本町）の小規模事業者や取引先などに、相当の影響が出るものと思われます。 
 

 

県全体の外国人延べ宿泊客数

65,320 人に比して、入込客数

7,371 人回に留まっている。 



８ 
 

 

 
 

 

 

②若年労働者の確保難 
市内には岩手大学、各種専門学校、盛岡商業高校、盛岡工業高校、隣の滝沢市には岩手県立大学、

盛岡大学が存在し、人材そのものは地域内にいるものの、製造業に限らず、就職の売り手市場の現

状から若年労働者の確保が難しいとする企業からの声が強く聞かれます。 
定年延長や再雇用などで当面は組織体制を維持することはできても、中長期的な事業の継続のた

めには、定期的な人材の採用と教育訓練が不可欠です。産学官の連携により地元就職率や定着率を

高めていく取り組みが進められていますが、今後もこのような状況が続くと、製造業のみならず地

域経済全体に影響を及ぼしかねない状況になっています。 
 

 
③事業承継対策 

中小企業の経営課題として事業承継が全国的にクローズアップされておりますが、民間調査会社

の調査によると当県の経営者の平均年齢は全国で最も高いとされ、当市においても老舗企業の廃業

といった実態経済への影響が出始めております。現在、国の「事業承継ネットワーク構築事業」を

通じて商工団体と金融機関が連携した支援体制の構築や事業承継診断の実施による支援企業の掘

り起しが進められており、岩手県事業引継ぎ支援センターとも連携しながら、早急にその対策を進

めていく必要があります。 
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３．盛岡商工会議所としてのこれまでの小規模事業者支援 
 当所は大正 14 年 2 月に設立され、平成 27 年 2 月で創立 90 周年を迎えました。創立以来、地域

商工業の発展のため、中小企業支援、観光振興、まちづくりなど多くの場面で経済団体としての役

割を果たしながら現在に至っています。 
小規模事業者支援に関するところでは、経営指導員による巡回・窓口支援、マル経による金融支

援、記帳指導を通じた税務支援、資質向上を目的とした集団セミナー、専門家派遣事業等の経営改

善普及事業を実施してきたほか、平成 18 年から継続して創業塾・創業スクールを開催し、創業者

育成にも積極的に取り組んできました。 
また、ジャパンブランド育成事業を活用した南部鉄器の海外販路開拓支援（H18～H21）や地域

資源∞全国展開プロジェクトを活用した特産品開発（H20～H21 アロニア商品）といった地域的な

活性化にも取り組んできたほか、企業等 OB マッチング事業、シニアアドバイザー事業、地域力連

携拠点事業といった国委託事業も活用しながら、小規模事業者の課題に広く対応できる体制の構築

や支援にも努めてきたところです。 
しかしながら、それらの支援スタンスは、基本的に相談待ちの受け身の対応であり、また地域中

小企業者のニーズや地域的な課題と必ずしもリンクしていない面もありました。そのため、補助金

の終了が事業や支援の切れ目となってしまうことも多く、組織として計画立てて事業を進めるとい

う視点や入口から出口まで継続して支援しようとする姿勢に欠けていた点は否めません。 
 
そのことから、当所では平成 27 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日を期間とした経営発達支援

計画の認定（第 1 回認定）を受け、以下の 4 つの目標のもと、各種事業を実施して参りました。 
 

「①情報発信力・販売促進力の強化による既存事業者の競争力の向上」 
「②意欲ある創業予定者等への積極的な支援による地域力の向上」 
「③地域経済に貢献している小規模事業者の円滑な経営資源の承継」 
「④地域ブランド・地域資源を活かした産業振興と交流人口の拡大」 
 
 ①については、事業計画の策定に意欲のある事業者の掘り起しや事業計画の策定を考えるきっか

け作りとして、事業計画策定セミナーや販路開拓セミナーを新規事業として盛り込み、その後をフ

ォローするための事業として、既存の経営改善普及事業や調査事業、情報発信ツール（会報誌や

HP）を通じた支援を行ってきました。総合的な支援ができている点では評価できる部分もありま

すが、事業の実施が目的化しているものも多く、競争力の核である個々の「強み」の掘り起しをき

ちんと進めたうえで計画的な支援を進める必要があると思われます。 
②については、創業予定者の掘り起しや実際に開業に至った事業者のフォローアップはできてい

るものと思われますが、開業に至らない者へのフォローといった継続的な支援が不足していると思

われます。 
③については、「岩手県事業引継ぎ支援センター」と連携した直接的な承継支援や後継予定者を

対象にした資質向上的なセミナーを通じて、支援を必要とする事業者の掘り起しや間接的な支援を

図るもので、実際に事業承継を実現した案件も出始めていることから、今後も重点を置く必要性が

あると思われます。 
 ④については、新たな取り組みとして、サービス業・小売業向けの商談会兼販売会を実施し、当

所が主体的に小規模事業者の販路開拓に携わることができた点は大きな成果だったと思われます。

それ以外の既存の観光イベントや会議所事業については、観光振興や地域振興という点で当然効果

はあるものと思われますが、将来的に目に見える形での交流人口の増加に繋げていくためには、イ

ンバウンドを意識することが不可欠と思われます。 
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以上、第 1 期では事業計画策定セミナーや販路開拓セミナー、商談会・販売会の開催といった集

団的な事業を通じた支援ができた一方で、組織的に経営指導員の若返りが進んでいるため、経営指

導員のスキルや情報量にバラツキが大きく、個社支援についてはなかなか事業計画の策定まで至っ

ていない状況にあります。アフターフォローについても定期的な実施が徹底されていないことか

ら、計画的に実施するための体制を整えていくことが必要と思われます。 
 
 
 
４．小規模事業者の中長期的な振興の在り方 
 第 1 期（平成 27 年度～29 年度）では、中長期的な振興のあり方として、国際リニアコライダー

（ILC）の誘致実現を見据えた国際観光の推進や MICE の誘致といった観光推進に軸足を置き、目

標に繋がる以下のキーワードとして以下の 11 を整理していましたが、市内商工業の実態を踏まえ

ると観光都市としての側面もさることながら消費都市としての面が強く、今後 10 年程度を見据え

た方向性としてさまざまな要素が網羅的になっていました。 
 
 1）主要ターゲットの設定 
 2）小規模事業者支援＝連携関係の構築 
 3）小規模事業者支援のポイント①（商売以外の交流や、広報活動を通じた会議所の仕掛け） 
 4）小規模事業者支援のポイント②（ソフト会社を活用した情報発信力等の強化） 
 5）小規模事業者支援のポイント③（中央資本に対抗するための伴走型支援による競争力強化） 
 6）創業と経営革新 
 7）事業承継 
 8）交流人口の拡大 
 9）盛岡ブランドの確立 
 10）支援体制・ツールの確立 
 11）経営指導員等の資質向上 
 
 そこで、第 2 期では、小規模事業者の現状や課題、当所のこれまでの取り組みなどを踏まえて、

第 1 期の中長期的な振興の在り方を整理し、以下を今後 10 年程度の先を見据えた小規模事業者に

対する中長期的な振興の在り方とします。 
 
①経済など周辺環境に適応した自社の強みを活かした経営の推進 
 景況や社会構造、都市環境などの影響を受けやすい都市型の産業構造であることからといって、

それに流されるのではなく、その変化に対応できる自社の強みとは何か、どう活かせばよいのか、

を事業者と一緒に考え、出口の見える支援を行っていきます。 
 
②創業支援と事業承継支援による地域全体の新陳代謝の維持・活性化 
 創業者の継続的な輩出や円滑な事業承継は、単に地域の事業所数を維持するだけではなく、経済

活動を維持するための雇用の確保、時代のニーズにあった新たな商品・サービスの創出、地域発の

イノベーションの可能性を広げるものであることから、今後も重点的に支援を行っていきます。 
 
③インバウンドの推進による交流人口の増加と中心商店街の吸引力回復 
 当市へのインバウンドの波及効果はまだ大きくありませんが、逆に言えば伸び代があるものと思

われます。これまで国内や地域内をターゲットに行っていた観光イベントや商店街イベントを国外

からも人を呼び込むための新たな手段として、その魅力や情報発信をブラッシュアップしていくこ

とで、交流人口の増加やまちの賑わいを創出し、中心商店街の吸引力回復にも繋げていきます。 
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④多様化する相談ニーズに対応した組織的な支援能力の向上や他機関との連携 
 従来型の金融や税務に加えて、法務や労務、IT、販路開拓といった相談ニーズの多様化により、

個々の経営指導員に求められる役割や能力が大きくなっています。また、それらの要因が絡み合い

一機関のみでは解決が難しいケースも多くなっていることから、金融機関やよろず支援拠点などの

他機関との連携能力も含めた組織的な小規模事業者支援の能力向上を図っていきます。 
 
 
 
 
５．経営発達支援事業の目標と方針 
これまでの１～４を踏まえ、今回の経営発達支援事業の目標及び方針を下記の通り定めます。 
 
目標①「小規模事業者の「強み」の見える化の促進ならびに競争力の向上」【継続】 
 
目標①については、競争力の向上を目指すという方向性は、第 1 期の「①情報発信力・販売促進力

の強化による既存事業者の競争力の向上」」と同じですが、「情報発信力・販売促進力の強化」の前

に第 1 期では競争力の核となる個々の「強み」の掘り起こしができていなかったことから、その部

分に重点を置いて継続するものです。 
 
 
方針①地域経済の動向や業種・業態に応じた需要動向等の情報をもとに、個々の経営状況に基づく

強みや潜在的な可能性を分析し、強化すべき点を明確にした上で事業計画の策定や支援施策

の活用に繋げていきます。また、相談後の支援についても、定期的にアフターフォローを行

うこととし、専門家派遣事業や他の支援機関との連携を図りながら、事業計画の見直しや経

営改善をサポートします。 
 
方針①については、個々の経営力に繋がる情報収集やアフターフォローと連動した一貫した支援体 
制のもと、目標①の達成を図ろうとするものです。 
 
 
目標②「継続的な創業者の輩出と経営の安定化」【継続】 
 
目標②については、第 1 期の「②意欲ある創業予定者等への積極的な支援による地域力の向上」と

方向性は変わりませんが、基本的に創業者は少なからず意欲あるものであり、また「地域力の向上」

の前にまずは創業後の経営を軌道に乗せることが必要と考え、文言を変更しました。 
 
方針②創業スクールを通じて潜在的な創業希望者を掘り起こすとともに、創業後の経営を見据え

てビジネスモデルのブラッシュアップや創業計画の策定に重点を置いた内容で実施します。

受講後や創業後には、定期的なアフターフォローを徹底し、創業に至らない要因や創業計画

と実際の経営の乖離などについて、専門家派遣事業や他の支援機関と連携しながら解決を図

ります。また、スクール受講者以外の相談（主として資金調達）についても、融資制度の紹

介だけで終わることがないよう、相談後の創業計画の策定状況や資金調達状況を確認し、創

業スクール受講者と同様の支援やアフターフォローを実施することで、創業件数の増加や創

業後の経営安定を図ります。 
 
方針②については、目標②の「輩出」から「安定化」までは息の長い支援が必要であることから、

創業後のアフターフォローにも重点を置こうとするものです。 
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目標③「事業承継の集中的・重点的な支援」【継続】 
 
目標③については、全国的かつ地域的な重要課題になっていることから、第 2 期の事業期間内にお

いて集中的かつ重点的に取り組もうとするものです。第 1 期の「③地域経済に貢献している小規模

事業者の円滑な経営資源の承継」と同義ですが、「地域経済に貢献していない」小規模事業者はな

いことから、それを削除して明確な文言に修正しました。 
 
 
方針③事業者からの相談を待つだけではなく、日常の事業者との接点の中から事業承継への早期

の意識付けを図っていくことが重要であることから、経営相談やセミナーの機会を利用した

事業承継診断（票）の実施により要支援者の掘り起こしを進め、岩手県事業引継ぎ支援セン

ターやよろず支援拠点、士業団体、金融機関と連携して支援を進めます。 
 
方針③については、支援ツールとして事業承継診断票を活用することを明確にするとともに、円滑

な承継のために障壁となっている個社の課題に対しては、様々な支援機関と連携して取り組もうと

するものです。 
 
 
目標④「イベント活力を通じたまちの賑わい創出」【新規】 
 
目標④については、第 1 期の「④地域ブランド・地域資源を活かした産業振興と交流人口の拡大」

の「交流人口の拡大」部分を行うものです。「地域ブランド・地域資源」については、さまざまな

ブランド・資源があり、それぞれの強みやターゲットは異なることから、目標①の中に包括して進

めます。 
 
方針④地域色のある地域イベントは、交流人口や来街者の増加を通じて、周辺商店街やそれを構成

する小規模事業者にとって波及効果が大きいことから、東北を代表する夏祭りの一つとして

国内外での認知度が高まっている「盛岡さんさ踊り」（8 月）を核としながら、行政・商店街

等と連携した「ソフト面」からのまちの賑わい感を創出していきます。 
 
 
目標⑤「組織的な経営指導員の資質向上と支援体制の構築」【新規】 
 
方針⑤計画が定められても支援機関としてそれを達成する能力がないのは本末転倒であることか

ら、個社支援に注力するための組織改革を進めます。研修会や OJT による経営指導員の計

画的な資質向上はもとより、経営指導員の業務内容や人員配置などについても見直しを行

い、小規模事業者の支援に重点的かつ継続的に取り組む組織体制の構築を図ります。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

（１）経営発達支援事業の実施期間（平成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 
第 1 期では実施すべき事業が 4 項目に区分されており、その 4 項目に沿って事業を分類しており

ましたが、具体の計画については項目ではなく目標に沿って記載する体裁をとっていたことから、

下記の通り現在の 6 区分に当てはめて以下内容を記載します。 
 
１．市場調査支援・経営動向把握事業 → １．地域経済動向調査に関すること（④⑤除く） 

①中小企業景況調査 
②LOBO 調査（早期景気観測）調査 
③小規模企業振興委員による地域経済の情報提供事業 
④小売業向け需要動向情報提供事業 → ５．需要動向調査に関すること 
⑤もりおかで縁を結ぶ交流会事業  → ６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 
⑥経営指導員による経営支援（巡回・窓口） 

 
２．経営状況の分析事業 → ２．経営状況の分析に関すること  

⑦経営指導員による金融支援事業（マル経の利用促進） 
⑧定期個別経営相談会開催事業 
⑨経営セミナー開催事業 

  
３．計画作成・実施支援事業 → ３．事業計画策定支援に関すること  
            → ４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

⑩経営・技術基盤強化支援事業（エキスパートバンク事業）  
⑪消費税転嫁対策窓口相談事業 
⑫経営計画作成支援事業 
⑬地域創業促進支援事業（創業スクール） 
⑭経営指導員および専門家による資金調達支援 
⑮経営革新支援事業 
⑯経営安定特別相談室事業 
⑰事業引継ぎ支援事業 
⑱後継者塾開催事業 

  
４．需要開拓・販路開拓事業 → ６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 
⑲盛岡 Value City（株）と連携した情報発信・販売促進事業 
⑳会報誌「SANSA」・HP による情報発信・提供事業 
㉑もりおか街なかゼミナール（もりゼミ）開催事業 
㉒販路開拓・拡大塾開催事業 
㉓里芋焼酎「津志田」プロジェクト 
㉔地元（岩手県産）食材活用推進事業 
㉕新たな需要開拓と盛岡ブランド育成事業 
㉖地元学事業（盛岡もの識り検定） → Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 
㉗玉山産業ネットワーク      → Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 
㉘玉山・都南支所交流事業     → Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 
㉙盛岡さんさ踊り前夜祭      → Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 
㉚盛岡城跡公園ライトアップ事業  → Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 
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１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 
＜第１期における取組と成果＞ 
 第１期における地域経済動向調査の取組と成果は以下の通りです。 
 
「①中小企業景況調査」「②LOBO（早期景気観測）調査」→継続せず 

 これまで当所では、原油高や東日本大震災など緊急的な事案に関する調査は行ってきました 
が、経営支援への活用を目的にした自主的かつ定期的な調査はほとんど行われていませんでし 
た。そのことから、第 1 期計画では、従来から委託事業として行ってきた「①中小企業景況調

査」 
「②LOBO 調査」を事業として組み込み、その調査結果を小規模事業者の経営支援に活用する 
ことを進めてきましたが、一般消費者や域内事業者との取引が多い当市小規模事業者にとって、

全国、東北といったマクロな景況の良し悪しだけでは、それを経営に結びつけることは難しく、

調査結果についても会報誌で公開するに留まっています。 
 

「③小規模企業振興委員による地域経済の情報提供事業」→継続せず 
 小規模企業振興委員（※）を通じて、地域の個別企業の動向（経営課題、相談ニーズ等）や 
開廃業の実態等について情報を収集しようとしたものですが、実際に寄せられる情報がほとんど 
なく、振興委員の活動実態を踏まえると今後も大幅な改善は難しい状況にあります。 
 
（※）小規模企業振興委員…会議所のサポーター的事業所で、施策普及やアンケートなどについ 
て協力を依頼。現在市内に約 30 事業者いるが、高齢化が進み年々減少している。 
 

「⑥経営指導員による経営支援（巡回・窓口）」 
 →「２．経営分析に関すること」－「①経営指導員による経営分析支援」 
 →「３．事業計画作成支援に関すること」－「経営指導員による策定支援」 
 →「４．事業計画策定後の支援に関すること」－「定期的なフォローアップ」に包括 

 日常の巡回・窓口支援の中から情報を収集しようとするものでしたが、調査する項目が定まっ

ておらず、実態の巡回・窓口支援も調査のために行っているものではないことから、調査活動と

は切り離して考えるべきと思われます。 
 
以上、第 1 期の計画事業においては、具体的な成果をほとんど得られていないことから、第 2 期

では経営指導との関連性や地域性を踏まえた内容に見直しを図ります。 
 
 
＜今回の申請における取組の方向性＞ 
 第 1 期で定まっていなかった調査項目や活用方法を事業ごとに明確にします。また、得られた結

果についても、個々の経営指導員任せの分析や活用ではなく、週に 1 度行っている部内ミーティン

グにおいて経営指導員間の情報共有を行い、経営相談の内容に応じながら小規模事業者への情報提

供を進めます。 
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＜事業内容＞ 
（１）盛岡市内通行量調査【新規】 
 第 1 期では全国、東北といったマクロな景況の把握がメインなっていましたが、盛南地区への大

型店進出や岩手医科大学の移転等に伴う中心部及び周辺商店街への影響をしっかり把握する必要

があることから実施するものです。 
 
調査目的：市内の商業環境の変化が中心市街地及びその周辺地域に及ぼす影響の把握 
調査項目：歩行者、自転車、バイク、自動車の通行量 
調査内容：「盛岡まちづくり株式会社」と連携し、毎年 3 月下旬の日曜日、月曜日に市内 32 箇所

に計測員を配置し、9 時～18 時までの 1 時間ごとの通行量を調査（3 月は大きな地域

イベントがなく誤差が少ないため。時間帯ごとの差や休日と平日の通行量の差を把握

する） 
活用方法：事業計画策定時における SWOT 分析や計画数値（売上見込み等）のバックデータ、

新規出店エリアや開業業種の検討判断材料などに活用します。また、その年の調査結

果の概要（おおまかな動向）について HP で公開します（※過去データや時系列での

調査結果は、まちづくり会社が冊子にして販売しているため、その点を踏まえた範囲

での情報公開）。 
 
（２）外部調査の情報収集・活用【新規】 

県内の経済動向や社会的な構造変化等に関する情報を収集し、その中から当市に関連する情報の

活用を図るものです。 
 
調査目的：県内の経済動向や社会環境の変化等が、当市の事業者に及ぼす影響（新たなビジネス

チャンスというプラスの面も含めて）の把握 
調査項目：業況判断、先行き見通し、設備投資、資金繰り、観光や雇用に関するトピック的な情

報（例．北海道新幹線開業の影響、人手不足の影響）など 
調査内容：地元金融機関系シンクタンクや信用情報機関、行政機関の情報を活用します。 
活用方法：調査項目に関連する情報の中から、当市に関連する統計や情報について、項目・業種

をもとに共有ファイル内にデータでファイリングし、経営指導員が随時情報を閲覧で

きる状態にします（例．業況判断→製造業→H30.4 月／観光情報－インバウンド関連

－H30.4 観光統計）。それにより経営の好不調の要因把握や事業計画策定時における

SWOT 分析、観光振興対策などにこれらデータを活用するとともに、一般に広く公

開されている情報については、当所 HP でリンクを設けて事業者に周知します。 
 
・「岩手経済研究」（発刊：（一財）岩手経済研究所） 

…県内約 400 社を対象にした県内景況調査、個人消費、雇用情勢、農林水産・観光・まちづく

り等に関するトピックスなど 
・「週刊帝国ニュース・岩手県版」（発刊：（株）帝国データバンク） 

…信用情報、業界動向など 
・「TSR 情報・岩手版」（発刊：（株）東京商工リサーチ） 

…信用情報、業界動向など 
・「東北管内経済情勢報告」「岩手県内経済情勢報告」（発刊：財務省東北財務局） 

…東北管内約 700 社を対象にした県内景況、個人消費、雇用情勢など 
・「いわての観光統計」（岩手県） 
  …四半期ごとの市町村別・観光地別入込客数、外国人観光客の入込動向など 
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＜目標＞ 

 H30 H31 H32 H33 H34 
①通行量調査（調査回数・公表回数） 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 
②外部情報の収集・活用（毎月） 12 回 12 回 12 回 12 回 12 回 

 
 
 
 
 
２．経営状況の分析に関すること【指針①】 
＜第 1 期における取組と成果＞ 
 第１期における取組と成果は以下の通りです。 
 
「⑦経営指導員による金融支援事業」（マル経の利用促進） 

→「２．経営状況の分析に関すること」－（１）に包括 
 昨今は金融機関の貸し出し姿勢の改善や資金需要の低迷により、当所のマル経の推薦件数は減 
少傾向にありますが、経営者の高齢化や事故防止の観点から、以前より事業の将来性や継続性を 
踏まえた分析が求められるようになっています。第 1 期では、推薦件数に基づいた経営分析数を 
目標にしていましたが、推薦件数の見込みが従来の 1.5 倍とかなり高めの設定であったことや、 
現実的にも推薦件数が伸び悩んだことから、経営分析数も目標を下回る結果となりました。マル 
経自体は今後も分析支援のきっかけに確実に繋がるものですが、マル経の利用促進が支援の目標 
ではないことから、経営指導員による分析機会の一つとして包括します。 
 
 

「⑧定期個別相談会」 
→「３．事業計画策定の支援に関すること」 
「４．事業計画策定後の支援に関すること」で継続 

 弁護士や中小企業診断士による無料相談会（1 か月に 1 回）への相談者の中から支援を必要と 
する事業者を掘り起こそうとしたものです。弁護士相談については、買掛金の督促など個々の企 
業にとって詮索されたくない相談が多い状況にありますが、今後は事業承継における相続などの 
相談の増加も考えられます。中小企業診断士による相談については、毎回相談者も多く、小規模 
事業者の支援策として有効に機能していると思われますが、実態としては経営指導員が経営状況 
の分析をした上で、事業計画のブラッシュアップや見直し、アドバイスの補填策としてスポット 
的に活用しているケースが多いことから、第 2 期では「３．事業計画策定の支援に関すること」

「４．事業計画策定後の支援に関すること」で継続します。 
 
「⑨経営セミナー開催事業」 

→「２．経営状況の分析に関すること」－（５）で継続 
 当所の主催セミナー（伴走型事業以外の主催セミナー）参加者の中から経営分析支援を必要と

する事業者を掘り起こそうとしたものですが、セミナーの内容が「職場いじめ」や「労働安全教

育」といった経営分析に直結しないようなものも含まれていたことから、内容について見直しを

図り継続します。 
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＜今回の申請における取組の方向性＞ 

 資金調達による経営改善以外にも、新商品や新サービスの開発、生産性の効率など、事業者の 
経営状況を正確に把握すべき機会が多様化していることから、現状の相談内容や相談件数をベー 
スに小規模事業者の「強み」の掘り起こしに重点を置いた分析支援を進めます。 
 抜本的再生や倒産判断など経営指導員のみでの分析や支援が難しい相談については、「経営・

技術基盤強化支援事業（エキスパートバンク事業）」「消費税転嫁対策窓口相談事業」「経営安定

特別相談室事業」の専門家派遣事業や「岩手県よろず支援拠点」「岩手県中小企業再生支援協議

会」と連携した支援を行います。 
  

 
 
第 2 期では以下の流れで、経営状況の分析を実施します。 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）経営指導員による経営状況の分析 

地域経済動向 

（３）事業者へのフィードバック 

課題解決に向けた事業計画の策定 
新たな取り組みに向けた事業計画の策定 

（５）専門家派遣 
他の支援機関の活用 

（１）経営セミナー 

（４）経営指導員間での情報共有・解決策の検討 

活用 

活用 

活用 

掘り起し 

活用 
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＜事業内容＞ 
（１）経営セミナー開催事業【継続】 
 事業者自身の経営分析能力を向上させることで、間接的に小規模事業者の経営分析を支援すると

ともに、支援ニーズの掘り起こしを行おうとするものですが、第 1 期では、経営分析と関連性の薄

い内容のセミナーが多かったことから内容について改善を図ります。 
 多くの小規模事業者においては、決算書の見方や資金繰り等の基礎的な知識や中長期的な対策へ

の認識が不足していることから、セミナーを通じて自社の経営を分析することの重要性やその方法

への理解を深めてもらうとともに、参加後に現在の経営課題等についてアンケートを行い、個別の

支援に繋げていきます。 
 
 
（２）経営指導員による経営状況の分析【新規】 
 第 1 期では、金融支援を通じた経営分析が中心でしたが、それ以外の相談も含めて積極的に分析

支援を行うとともに、分析の質向上や内部での情報共有の観点から、分析項目やフォーマットにつ

いても明確にして支援しようとするものです。 
 経営指導の基本である巡回・窓口支援を通じて、現在の経営状況や課題を把握し、将来の成長の

源となる小規模事業者の「強み」の掘り起こしを行います。 
 経営状況の分析にあたっては、これまで分析手法や分析ツールについて経営指導員間で統一性が

なく、指導員の所見といった簡易な分析や口頭による一過性の報告に留まることも多かったことか

ら、指導員間での情報共有や同業種の傾向把握を図る必要性も踏まえて、「ローカルベンチマーク」

を財務分析の共通フォーマットとして活用します。 
 また、SWOT 分析のフォーマットとしては、現在当所で事業承継支援時に活用している「知的

資産経営レポート」を応用し、定量・定性の両面からの分析を行い、事業計画の策定に結びつけて

いきます。 
 
（分析項目） 
・ローカルベンチマーク：定量分析 

①売上高増加率（売上持続性）、②営業利益率（収益性）、③労働生産性（生産性）、  
④EBITDA 有利子負債倍率（健全性）、⑤営業運転資本回転期間（効率性）、 
⑥自己資本比率（安全性） 

 
・知的資産経営レポート：定性分析 
  ①内部環境（自社の特徴、強み、弱み）（人的資産、構造資産、関係資産） 
  ②外部環境（機会と脅威）（他社との違い） 
 
 
（３）小規模事業者への分析結果のフィードバック【新規】 
 第 1 期では、口頭による間接的な情報伝達に留まることが多かったことから、分析結果について

事業者に目に見える形で直接伝達しようとするものです。 
 
（２）で行った分析について、その結果をシート（紙）・データとして事業者に提供し、経営指導

員が現状の課題や他社との比較についてアドバイスを行います。具体的には財務的な弱点の把握・

克服するための「ローカルベンチマーク」と目にみえない「強み」や「機会」を把握・活用するた

めの「知的資産レポート」により、将来に向けて解決すべき課題や事業計画策定の必要性について

経営指導員と事業者間で認識を共有します。その上で、具体的にどのような支援を進めていくかに

ついては、それらの情報を組織内部で共有しながら、事業者に応じた適切な支援策を検討します。 
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（４）経営指導員間での情報共有・解決策の検討【新規】 
 第 1 期では、分析や課題解決の検討が個々の経営指導員任せになりがちであったことから、支援

状況や抱えている問題について組織全体でサポートを行うことで、計画策定のステップ、出口まで

の支援を着実に実行しようとするものです。 
 週に 1 度「経営指導会議」（企業支援部）を開催し、前述（１）（２）の過程で生じている課題に

ついて情報の共有を図ります。その上で、ベテラン指導員が解決方法のアドバイスや他の支援機関

への連絡調整を図ることで、より効果的な支援を図ります。 
 
 
（５）専門家派遣事業の活用及び他支援機関の活用【新規】 
 第 1 期では、顕在化した経営課題に対して、定期個別相談会による専門家活用を計画していまし

たが、経営分析は時間を要する場合も多く、1 か月単位の相談会では相談者のニーズに迅速に対応

できるとは言い難いことから、随時支援ができる専門家派遣事業を活用しようとするものです。 
 分析の過程で顕在化した経営課題に対して、基本的には経営指導員が具体的な課題解決策を考え

ますが、専門的知識や抜本的改善が求められるような高度課題に対しては、「経営・技術基盤強化

支援事業（エキスパートバンク事業）」「消費税転嫁対策窓口相談事業」「経営安定特別相談室事業」

による専門家派遣事業の活用や「岩手県よろず支援拠点」「岩手県中小企業再生支援協議会」との

連携、相談者の引継ぎを通じて、課題解決を図ります。 
 
 
＜目標＞ 
 （１）～（５）の実施により、市内小規模事業者 10,507（平成 26 年経済センサス）の約 10％に

当たる 1,000 事業者の経営分析を行うことを目標とします。 
目標 H30 H31 H32 H33 H34 

経営分析件数 200 件 200 件 200 件 200 件 200 件 
 
 
（１）については、別途以下の目標を設定します。 

目標 H30 H31 H32 H33 H34 
経営セミナー開催回数 3 回 3 回 3 回 3 回 3 回 
参加事業者数 30 社 30 社 30 社 30 社 30 社 
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３．事業計画の策定支援に関すること【指針②】 
＜第１期における取組と成果＞ 

 第 1 期における取組と成果は以下の通りですが、第 1 期では、セミナーを通じて新たに事業

計画を策定しようとする意欲ある事業者を掘り起こし、そこから経営指導員の指導と専門家派遣

事業を活用するサイクルで支援を進めました。サイクルとしては上手く回っていることから、第

2 期でもその流れを引き継ぎながら、個々の継続事業をより効果あるものに改善していきます。 
 
「⑭経営指導員および専門家による資金調達支援」 
「⑮経営革新支援事業」 

→「２．経営状況の分析に関すること」－（１）に包括 
 →「３．事業計画の作成支援に関すること」－（１）（２）（３）に包括 

資金調達支援、経営革新支援ともに事業者が抱える課題の一つではあるものの、第 1 期ではその

相談実績が目標になっていました。いずれの支援もその前段として経営状況の分析は必須であるこ

とから、第 2 期では「経営指導員による経営状況の分析」と「経営指導員による策定支援」の中に

包括するものとします。 
 
「⑫経営計画作成支援事業」       
「⑬地域創業促進支援事業（創業スクール）」 
「⑱後継者塾開催事業」   
 →「３．事業計画の作成支援に関すること」－（１）（２）（３）で継続      
 セミナーを通じて支援ニーズの掘り起こしと計画策定の土台作りを支援するもので、それぞれの

参加対象に応じて受講日数や時間、カリキュラムを工夫しています。セミナー受講後に資金調達や

補助金申請などの具体の計画に結びついている事例もあることから、第 2 期でも当該項目の（１）

①、（２）①、（３）①「セミナーの開催」として継続します。 
 
「⑩経営・技術基盤強化支援事業（エキスパートバンク事業）」 
「⑪消費税転嫁対策窓口相談事業」                          
「⑯経営安定特別相談室事業」    
 →「３．事業計画の作成支援に関すること」－（１）（２）（３）で継続                         

事業計画の策定過程におけるブラッシュアップや抜本的な見直しが必要な場合などにおいて、専

門家の知見と豊富な指導経験に基づく適切なアドバイスを直接受けられる効果は大きいことから、

第 2 期でも当該項目の（１）③（２）③（３）③「専門家派遣事業の活用」で継続します。 
 
「⑰事業引継ぎ支援事業」 

→「３．事業計画の作成支援に関すること」－（３）で継続 
 岩手県事業引継ぎ支援センターと連携して、相談ニーズの掘り起しや実際の承継支援を行おうと

したものですが、センターの稼働が第 1 期の途中からとなり、その活動が軌道に乗るまで時間を要

したことから、現在までの実績としてはやや低調な状態にあります。しかしながら、本年度から国

の「事業承継ネットワーク構築事業」を通じて、岩手県内の行政、支援機関、金融機関が連携した

相談体制の構築や相談ニーズ掘り起しのための事業承継診断が進められており、今後はセンターへ

の取り次ぎ案件が増えることが見込まれております。当所もこのネットワークの一員として事業に

参画していることから、第 2 期でも当該項目の（３）④として事業を継続します。 
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＜今回の申請における取組の方向性＞ 
 第 1 期では「２．経営状況の分析に関すること」との結びつきが薄かったことから、分析を行っ

た事業者については、アフターフォローも含めて重点を置いて計画策定を支援します。 
 また、第 1 期に引き続きセミナーを通じた意欲ある事業者の掘り起こしとその支援を進めます

が、事業計画の策定の過程においては経営指導員だけで解決するのが困難な経営課題も生じること

から、専門家派遣事業の活用や他の支援機関と連携した支援を進めます。 
 
 
＜事業内容＞ 
（１）既存事業者向け事業計画策定支援 

対象者 すでに事業を営んでいる事業者で、資金調達や商品開発、販路開拓などを

見据えて事業計画の策定を考えている小規模事業者 
内容 ①経営指導員による策定支援【継続】 

 日々の巡回・窓口支援による実訪やヒアリングを通じて、個々の事業者

の経営状況や経営課題を把握するとともに、地域経済動向調査や需要動向

調査の結果等を踏まえながら、将来に向けて優先すべき取り組みや経営の

方向性を踏まえた事業計画の策定を支援します。 
 
②事業計画策定セミナーの開催【継続】 
事業計画策定の必要性や重要性に対する事業者の関心や策定意欲を掘

り起こすため、資金計画、販路開拓向けなど策定目的との関連性をサブテ

ーマとしたセミナーを年 2 回実施します。セミナー受講後は、経営指導員

による巡回支援等を通じて、実際の経営状況の分析や経営策定意向を確認

しながら、数年後の将来を見据えた上での個社の販路開拓に繋がるような

計画の策定に繋げるとともに、策定に至らない場合については、その要因

を分析して必要な支援を進めます。 
 
③専門家派遣事業の活用及び他支援機関の活用【継続】 
計画のブラッシュアップや策定の障壁となる経営課題の解決ため、「経

営・技術基盤強化支援事業（エキスパートバンク事業）」「消費税転嫁対策

窓口相談事業」「経営安定特別相談事業」（以下、これら 3 事業をまとめて

「専門家派遣事業」とします）による専門家派遣を行い、計画策定の実現

を支援します。策定と並行して抜本的な経営改善が必要と思われる場合は

「岩手県よろず支援拠点」や「岩手県中小企業再生支援協議会」、商品開

発や技術開発を伴うものは「（公財）いわて産業振興センター」と連携し

た支援を図ります。 
 
 
＜目標＞ 
 ①～③を通じて、計画期間中に「２．経営状況の分析に関すること」で目標とした 1,000 件の経

営分析のうち、20％に相当する 200 の事業計画の策定を目標とします。 
目標 H30 H31 H32 H33 H34 

セミナー実施回数 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 
参加事業者数 20 社 20 社 20 社 20 社 20 社 

事業計画策定件数 40 件 40 件 40 件 40 件 40 件 
※セミナー受講からの策定 20 件、セミナー以外からの策定 20 件 
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（２）創業予定者向け事業計画策定支援 

対象者 これから創業を考えている一般個人、創業まもない小規模事業者 
内容 ①経営指導員による策定支援【継続】 

当所に相談に来る創業予定者の多くは、すでに開業準備に着手してお

り、その資金調達のための計画策定について支援を求めています。時間的

制約がある中でビジネスプランや収支計画の精査を図る必要性があるこ

とから、業種別の経済動向やこれまでの創業実績等の内部データを活用す

るとともに、専門家や他の支援機関とも連携してその策定を支援します。 
 
②創業スクール（セミナー）の開催【継続】 
創業資金調達のほか、創業後の経営を軌道に乗せる上でも事業計画の策

定が重要である点について、創業前の早期の理解を促すため、創業スクー

ルを開催します。5 日間、30 時間のカリキュラムの中で、個々のビジネス

プランに基づく事業計画の策定を進めますが、スクールには経営指導員も

立ち合い、計画内容や課題解決についてのアドバイス、計画策定に必要な

資料（情報）提供を行います。スクール後は、受講者の創業動向について

確認を行い、計画のブラッシュアップや創業を妨げる課題の解決支援を通

じて創業の実現に繋げます。 
 
③専門家派遣事業の活用及び他支援機関の活用【継続】 
ビジネスモデルや収支計画の精査のため、専門家派遣事業を活用し、現

実的かつ実現度の高い計画策定を支援します。また、「岩手県商工会連合

会」や「岩手県中小企業団体中央会」が行っている創業予定者向けセミナ

ーや「岩手県信用保証協会」が行っている専門家派遣事業についても活用

を図ります。 
 
 
＜目標＞ 

目標 H30 H31 H32 H33 H34 
創業スクール開催回数 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

受講者数 20 人 20 人 20 人 20 人 20 人 
創業ｽｸｰﾙ受講者による 

事業計画策定件数 
（受講者 20 名×50％） 

10 件 10 件 10 件 10 件 10 件 

創業相談を通じた 
事業計画策定件数 

（相談件数 50 件×20％） 

10 件 10 件 10 件 10 件 10 件 

事業計画策定件数 20 件 20 件 20 件 20 件 20 件 
 ※相談件数 50 件…スクール受講者以外で、当所に創業相談に来る者の数 
（これまでの年間相談実績等から） 
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（３）事業承継向け事業計画策定支援 

対象者 これから自社の経営に深く携わることが求められている後継者や新たな

事業展開を考えている若手経営者 
内容 ①経営指導員による計画策定支援【継続】 

 直接的に事業承継に関する相談があった場合の一次対応として、まずは

経営指導員がヒアリングや事業承継診断を通じて実態の把握を行います

が、事業承継については、経営指導員単独での解決は難しいことから、相

談内容や診断結果に基づいて、以下③④による支援を行います。また、ど

のような事業者においても、事業承継は将来的な課題になり得ることか

ら、日常の巡回・窓口支援、金融相談等の機会を活用して事業承継診断を

行い、早期の気づきや準備対策の必要性を促した上で、個々の事業承継計

画の策定に繋げます。 
 
②次世代塾（セミナー）の開催【継続】 
将来的な事業承継や新事業展開を見据えて、早期に自社の現状や課題、

「強み」を認識し、事業承継計画や新たな事業計画の作成に繋げるため、

短期集中型のセミナーを開催します。2～3 日間、12～18 時間程度のカリ

キュラムを通じて事業計画策定の重要性や策定の体系的な流れを習得さ

せるとともに、セミナーには経営指導員も立ち合い、計画内容についての

アドバイスやセミナー後の支援ニーズの必要性などについて確認を行い

ます。 
セミナー受講後は、巡回支援等を通じて、個々の経営状況や承継時期、

新事業着手のタイミングを分析し、それぞれの実情を踏まえた計画策定を

進めます。 
 
③専門家派遣事業の活用及び他支援機関の活用【継続】 
相続や自社株評価など専門的な課題については、専門家派遣事業を活用

するほか、「税理士会」「弁護士会」の無料相談会と連携した支援を行いま

す。また、「債務保証」（経営者保証ガイドライン等）に関する相談につい

ては、金融機関や「中小企業基盤整備機構」と連携して支援を行います。 
 
④岩手県事業引継ぎ支援センターと連携した支援【継続】 
事業承継の時期や後継予定者が明確になっている事業者、事業譲渡に前

向きな事業者については、岩手県事業引継ぎ支援センターと連携して、速

やかな計画策定や円滑な承継を支援します。 
 
＜目標＞ 

目標 H30 H31 H32 H33 H34 
次世代塾の開催回数 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

参加事業者数 10 名 10 名 10 名 10 名 10 名 
次世代塾受講者による 

事業計画策定件数 
（受講者 10 名×50％） 

5 件 5 件 5 件 5 件 5 件 

事業承継診断を通じた 
事業計画策定件数 

（診断数 50 件×20％） 

10 件 10 件 10 件 10 件 10 件 
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事業計画策定件数 15 件 15 件 15 件 15 件 15 件 
 
 
（４）定期個別相談会による事業計画策定支援【継続】 

月に 1 回「法律（弁護士）」「経営（中小企業診断士）」「金融（日本政策金融公庫）」の個別相談

会を開催し、（１）～（３）それぞれの計画策定や経営課題の解決を支援します。相談終了後は今

後の支援の進め方について事業者に確認し、継続的な支援を進めます。 
 
 ・法律…相続、事業譲渡譲受、廃業に係る法的処理など 
 ・経営…計画のブラッシュアップ、収支計画の見直しなど 
 ・金融…債務保証、融資制度、計画作成のポイントなど 
 
 ※目標は（１）～（３）の内数に含める。 
 
 
 
 
 
４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
＜第１期における取組と成果＞ 

第 1 期では、「３．事業計画の策定支援に関すること」で記載した事業について、それぞれ支援

後はフォローアップを実施する旨はうたっていたものの、回数や頻度について具体的な数字があり

ませんでした。 
 会員サービスの一環として、全職員が全会員事業所を直接訪問する御用聞き的な活動はこれまで

も行ってきましたが、経営支援とは関連のない組織的な取り組みとして、画一的な担当の割り振り

になっていました。そのため、多くの場合は訪問することそのものが目的になっており、第 1 期の

フォローアップもその中に紛れてしまっていたのが実情です。 
 
 
＜今回の申請における取組の方向性＞ 

組織のサービス活動としてのフォローアップと個社支援としてのフォローアップを業務として

明確に分離し、後者については、「経営分析」や「事業計画の策定支援」を行った事業者を集中的

にフォローアップすることとします。フォローアップの回数や実施時期についても、明確な定期目

標を定めて継続的な支援を行います。 
 
 
＜事業内容＞ 
 以下、（１）①～③は、第 1 期で定期的なフォローアップができていなかったことから実施する

ものです。（２）、（３）は策定後に生じた課題解決を支援するための事業です。 
 
（１）定期的なフォローアップの実施【新規】 

①既存事業者へのフォローアップ 
 事業計画の策定を支援した経営指導員が、最低四半期に 1 回、巡回または窓口での対面を原則 
としてフォローアップを実施します。計画と現実の経営に大幅な乖離や新たな経営課題の発生が 
見受けられる場合は、専門家や他の支援機関を活用した支援を行い、その支援終結後についても、 
再度四半期に 1 度フォローアップを実施することで、計画と経営がリンクするまでのサイクル

的 
な支援を実施します。また、事業所ごとのフォローアップの状況や支援内容については、事業所 
データベース（TOAS）において経営相談実績（カルテ）を入力し、経営指導員間での情報共有 
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やその後の支援への利活用を図ります。 
 
 

目標 H30 H31 H32 H33 H34 
事業計画策定件数 40 件 40 件 40 件 40 件 40 件 

フォローアップ延べ回数

（策定件数×4 回） 
160 回 160 回 160 回 160 回 160 回 

 
 

②創業予定者向けフォローアップ【新規】 
 創業者の多くは小規模でマンパワーに余裕がなく、創業後は日々の商売や記帳、人員管理等に 
追われてしまい、当初の計画を忘れがちになる傾向にあります。そのことから、まずは創業 1 
か月後に一度経営状況の確認を行います。その時点で大幅な乖離が見られる場合は、早急に原因 
を解明し、専門家の活用や他支援機関と連携した支援を行います。その後は創業特需が落ち込む 
ことが多い 3 か月後や半年後にフォローを行うほか、決算期には決算状況と合わせて今後の見

通 
しや課題の有無について確認を行います。また、事業計画を策定したものの、創業に至らない者 
については、四半期に 1 回その後の状況の確認を行い、その要因や課題に応じた支援を図りま

す。 
フォローアップの状況や支援内容については、①同様に TOAS で管理します。 

 
 

目標 H30 H31 H32 H33 H34 
事業計画策定件数 20 件 20 件 20 件 20 件 20 件 

フォローアップ延べ回数

（策定件数×4 回） 
80 回 80 回 80 回 80 回 80 回 

 
 
③事業承継向けフォローアップ【新規】 
 事業承継は、個人の財産や家族といったプライベートな問題や代表者の個人的な感情が絡む問 
題であり、現実的には岩手県事業引継ぎ支援センターや他の支援機関、金融機関と連携して慎重 
に支援を進める必要があります。四半期に 1 回をフォローの目安としますが、代表者の意向やそ 
れぞれの事業者の実情を踏まえた時期や機会を設定し、それら連携先と一緒にフォローアップを 
実施していきます。フォローアップの状況や支援内容については、①同様に TOAS で管理しま 
す。 

 
 

目標 H30 H31 H32 H33 H34 
事業計画策定件数 15 件 15 件 15 件 15 件 15 件 

フォローアップ延べ回数

（策定件数×4 回） 
60 回 60 回 60 回 60 回 60 回 

 
 
（２）専門家派遣事業によるフォローアップの実施【継続】 

フォローアップの中で判明した経営指導員だけでは解決が難しい経営課題や抜本的な計画の見

直しが必要な場合について、専門家派遣事業を活用して支援を行います。専門家派遣の際は、経営

指導員が帯同し、追加の派遣や他支援機関の活用について検討を行い、継続的な支援を進めます。 
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 ※フォローアップ回数は、（１）①②③に含める。 
 
 
 
 
（３）定期個別相談会によるフォローアップの実施【継続】 

 月に 1 回「法律（弁護士）」「経営（中小企業診断士）」「金融（日本政策金融公庫）」の個別相

談会を活用し、計画策定後に生じている課題解決をフォローアップします。相談終了後は今後の

支援の進め方について事業者に確認し、継続的な支援を進めます。 
  ・法律…相続、事業譲渡譲受、廃業に係る法的処理など 
  ・経営…計画の見直し、販売方法・メニュー・広告宣伝の見直しなど 
  ・金融…新規融資、返済猶予など 
 
 ※フォローアップ回数は（１）①②③に含める。 
 
 
 
 
 
 
５．需要動向調査に関すること【指針③】 
＜第１期における取組と成果＞ 

第 1 期における取組と成果は以下の通りです。 
 
「④小売業向け需要動向情報提供事業」→継続せず 

地域内の専門家の監修により小売業・サービス業向けに地域の需要動向や販路開拓手法などを盛

り込んだ情報誌（※）を作成し、その配布をもって需要開拓に繋げようとしたものでしたが、特定

の専門家の情報だけをもって需要動向と言えるのかどうか、また配布だけでは個社支援と言えない

のではないかとの指摘を受けております。また、掲載されている情報についても広く薄い内容にな

っていることから、第 2 期では継続しないものとします。 
 
（※）中小企業診断士や IT 専門家が地域の需要動向や販路開拓手法について解説。A3・2 つ折の

ものを、計 3 回発行した。 
 
 
以上、第 1 期の計画事業においては、伴走型の趣旨に沿った事業が行えなかったことから、第 2

期では個社支援に繋がる新たな事業を計画します。 
 
  
＜今回の申請における取組の方向性＞ 

小規模事業者が自社の商品やサービスについて、独自に需要動向に関する調査活動を行うことは

資金的にもマンパワー的にも難しい状況にあります。特に当所管内は第 3 次産業の比率が高く、地

域内の消費者や事業者を取引対象にしていることから、需要動向を意識することが少なく、日々の

商売の中での勘や経験に基づくことが多いものと思われます。 
 
当所においても相談ニーズが低いことや需要＝域外という認識が強かったことから、これまでこ

れといった調査は行ってきませんでしたが、経営の持続的な発展のためには、域内需要も含めたマ

ーケットインの考え方が不可欠なことから、消費者を対象にした調査が必要であると思われます。 
そのことから、当所と小規模事業者が共同で実施している一般消費者を対象にした事業を活用
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し、その出展者や参加店の商品・サービスに関する需要動向調査を実施します。 
  
 
 
＜事業内容＞ 
 以下、（１）（２）については、第 1 期で個社支援に繋がる調査ができていなかったことから新た

に実施するものです。 
 
（１）「もりおか広域・逸品フェア」来場者への需要動向調査【新規】 
 「もりおか広域・逸品フェア」は当所が主催している小売業・サービス業向けの商談会兼販売会

で、その来場者（一般消費者）を対象に、個々の出展者が取り扱っている商品・サービスについて

需要動向を調査し、自社の商品・サービスの改善、新商品開発等に繋げようとするものです。 
 

目的 個社の商品・サービスに対する需要動向の把握 
調査頻度 年 1 回 
調査主体 出展事業者（30 事業者）・経営指導員 
調査対象 イベント来場者（当市及び周辺市町村の一般消費者） 
調査方法 出展事業者が自社の商品・サービスについて消費者に対して調査したい内

容を検討し、イベント時（10 時～16 時）の試食や試飲、サービスの無料

体験などの提供通じてアンケート調査を実施します。アンケートについて

は、経営指導員が出展者と共同でヒアリングをする形で取りまとめます。 
販売やサービスの提供の合間に調査を行うことから、調査項目については

重点を置きたい商品・サービスに絞り込みを行い、当所は出展の準備段階

で各出展者のアンケート作成を支援し、各事業者最低 30 件の収集を目標

にします。 
調査項目 
（例） 

共通項目：性別・居住地・年代 
業種別項目 

小売業…価格・味・分量・デザイン・要望（取扱い希望商品等）など 
サービス業…価格・質・時間・効果・要望（付帯サービス等）など 

活用方法 調査したアンケート結果については、経営指導員が出展者毎、調査項目毎

に整理分析し、巡回支援等を通じて事業者に情報提供を行います。その情

報に基づき、商品やサービスの改善支援や差別化、地域ブランド化に向け

た事業計画策定等を図っていきます。 
 
 

目標 H30 H31 H32 H33 H34 
実施回数 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

個社支援者数 30 社 30 社 30 社 30 社 30 社 
 
（※「もりおか広域・逸品フェア」については、「６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること」でも実施） 
 
 
 
 
 
 
 
 

逸品フェアの様子 
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（２）「もりおか街なかゼミナール」（もりゼミ）参加者への需要動向調査【新規】 
 「もりおか街なかゼミナール」は、それぞれの参加店を会場にして、店の代表者や従業員が講師 
となって、自社の商品やサービスに関する専門的な知識や技術を無料で一般消費者に伝えるもので 
す。それぞれの店に足を運んでもらい、商品やサービスに関する理解や興味を促すことで、新たな 
ファンづくりや口コミによる販路拡大を図るとともに、直接消費者とコミュニケーションを取るこ 
とができることから、この事業機会を活用して、個々の商品・サービスに関する調査を行うとする 
ものです。 
 

目的 個社の商品・サービスに対する需要動向の把握 
調査頻度 年 1 回 
調査主体 参加店（市内全域 30 事業者）・経営指導員 
調査対象 ゼミ申込者（当市及び周辺町村の一般消費者） 
調査方法 自社の商品・サービスについて、参加店がゼミ申込者に対して調査したい

内容を検討し、ゼミ終了後（ゼミの実施時間や終了時間は参加店で異なる）

にアンケート調査を実施します。 
調査項目については、当所と参加店で事前に検討を行いますが、ゼミの申

込者は参加店によってバラツキがあることから、1 社当たり 10 件を回収

目標とします。 
調査項目 
（例） 

共通項目：性別・居住地・年代 
業種別項目 

小売業…価格・味・分量・デザイン・店の雰囲気・店内陳列・ 
要望（取扱い希望商品等）など 

サービス業…価格・質・時間・効果・店の雰囲気・店内レイアウト・ 
同業他社との比較・要望（付帯サービス等）など 

活用方法 各参加店及び経営指導員でアンケート結果を整理分析し、情報を共有しま

す。その結果に基づいて、既存商品やサービスの改善、店舗レイアウト等

の見直し、参加者属性を踏まえた情報発信など、参加店の販路開拓に必要

な支援策を進めていきます。 
 
 

目標 H30 H31 H32 H33 H34 
実施回数 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

個社支援者数 30 社 30 社 30 社 30 社 30 社 
 
（※「もりおか街なかゼミナール」は、「６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること」でも実施） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

もりゼミ（実際のゼミ例） 
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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】 
＜第１期における取組と成果＞ 

第 1 期における取組と成果は以下の通りです。 
 
当市の場合、商業・サービス業が大きなウエイトを占める都市型の産業構造のため、多くの小規

模事業者が地域内の消費者・事業者をメインターゲットとして、まずは地域内で自社の認知度を上

げて新たな需要を開拓することが優先されている状況にあります。 
しかしながら、販路開拓といっても何から手をつけて良いのか、どのような方法や機会を利用す

ればよいのか、そうした基礎的な知識や体験が不足している事業者が多いことから、第 1 期では、

情報発信や販売促進に繋がるようなセミナーや各種事業を実施するとともに、需要開拓の実践的な

場として小売業・サービス業向けの商談会・販売会（「もりおか広域・逸品フェア」）を開催し、売

上向上や商品・サービスの PR を支援しました。 
 
⑲盛岡 Value City（株）と連携した情報発信・販売促進事業 
 → 「Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み」－（１）として継続 
 地域共通ポイントカードやそのポータルサイトを活用して、小規模事業者の販路開拓や情報発信

力を支援しようとするもので、第 1 期では経営指導を通じて小規模事業者にその仕組みや加入を

促してきましたが、当事業については小規模事業者の枠に捉われない地域全体の活性化の観点から

進められている事業であり、当所の役割としても行政、商店街と連携して実施主体である盛岡

Value City（株）の取り組みを後押しするという立場であることから、「Ⅱ．地域経済の活性化に

資する取り組み」として継続するものとします。 
 
⑳会報誌「SANSA」・HP による情報発信・提供事業 → 継続しない 
 当所の会報誌や HP 内に店舗や商品情報を掲載することで、新たな需要を開拓しようとしたもの

ですが、掲載できる対象が会員に限られており、事業というよりはサービスの一環であることから、

第 2 期では実施しないものとします。 
 
㉑もりおか街なかゼミナール（もりゼミ）開催事業 
 → 「６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること」－（２）で継続 
 事業の内容については、「５．需要動向調査に関すること」にも記載しておりますが、第 1 期の

前から継続的に実施している事業であり、第 1 期でも多くの小規模事業者が参加しております。実

施前の集客対策を兼ねた作戦会議から実施後の反省会議まで事業としての PDCA サイクルが確立

しており、小規模事業者にとって参加しやすい事業であることから、第 2 期でも当該項目（２）と

して継続します。 
 
㉒販路開拓・拡大塾開催事業 
 → 「６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること」－（３）で継続 
 第 1 期では小規模事業者が販路を開拓するうえで不足していると思われる基礎的な知識やスキ

ルを補完するため、IT・SNS を活用した情報発信や接客術など各回テーマを変えたセミナーを実

施しました。当事業は直接的な支援というよりは間接的な支援であるため、小規模事業者にとって

効果が見込める内容であることが必要であることから、第 2 期ではさらにテーマの見直しを図っ

て（３）として継続します。 
 
㉓里芋焼酎「津志田」プロジェクト → 継続しない 
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 第 1 期では特産品として首都圏も視野に入れて販路の開拓やブランド化の推進を支援すること

としていましたが、現状の里芋生産量から作ることができる焼酎の量は 2,400 本が限界で、市内酒

販小売店の中で完売している状況にあります。作って売ることで生産農家、酒販小売店の収益確保

には繋がっておりますが、個社の需要開拓支援とは別の方向性になっていることから、第 2 期では

実施しないものとします。 
 
㉔地元（岩手県産）食材活用推進事業 
 → 「Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み」－（４）として継続 
 岩手県産食材を積極的に活用している飲食店を盛岡商工会議所おすすめの店として、PR 看板を

提供したり、ホテルや観光施設にリーフレットを設置することで、観光客の地元店への誘導、大手

チェーン店等との差別化を通じてその需要開拓を支援しようとするものです。個社支援としての側

面もありますが、地域全体の面的な取り組みの要素が強いことから、第 2 期では「Ⅱ．地域経済の

活性化に資する取り組み」で継続します。 
 
 
㉕新たな需要開拓と盛岡ブランド育成事業 

→ 「６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること」－（１）で継続 
 第 1 期の平成 28 年 11 月に小規模サービス業・小売業向けの商談会・販売会として、初めて行

った事業です。1 回目は 24 ブース（24 事業者）、来場者約 400 人、平均売上約 36,000 円（※PR
目的で販売を行っていない出展者を除く）という結果でした。独自イベントということで、まだま

だ認知度も低いことから、集客のための事前 PR 等を改善しながら、第 2 期でも引き続き継続して

実施することで、イベントとしての認知度の向上、個社の売上増を繋げたいと考えています。 
 
 
＜今回の申請における取組の方向性＞ 

需要開拓のきっかけ作りや独自の取り組みを推進するための間接的な支援としてのセミナーと、

実際に開拓する機会・消費者との接点を作り出す場である商談会・販売会等の開催に重点を置いて

支援を行います。セミナーについては、小規模事業者が日々の商売や商談会・販売会で主体的に実

践できる内容に重点を置いた内容を検討します（座学ではなく、手や頭を動かす内容）。商談会・

販売会等については、ポスターや SNS を活用した事前告知により集客力向上を図るとともに来場

者特典や参加者特典などを工夫します。また、経営指導等を通じて新たな出展者や参加店の掘り起

こしを進めることで、イベントとしての規模感の拡大や新鮮度を高めます。 
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＜事業内容＞ 

（１）「もりおか広域・逸品フェア」事業【継続】 
伝統工芸品、特産品（加工品）の類については、行政が主導する大都市圏での商談会への出展支 

援や新商品開発への助成など、飲食店については、屋外イベントやマスコミ、地元情報紙、WEB
など多くの需要開拓の方法に恵まれていますが、地元の一般消費者を対象にしている小規模な小売

業やサービス業者については、優れた商品やサービスを持ちながらも、マンパワーの不足や資金的

な問題からなかなか独自に販路を開拓することは難しい状況にあります。そのことから、当所が主

体となって、販路の開拓に意欲的な事業者が一同に会するイベントを企画し、出展者の新規顧客の

開拓や売上の増加を図ろうとするものです。第 2 期でも集客のための事前 PR 等を改善しながら、

引き続き継続することで、イベントとしての定着、個社の売上増を図りたいと考えています。 
 

目的 イベントでの商品・サービスの販売・PR を通じて、新規顧客の開拓や

実店舗への誘客を図ることで、売上の増加に繋げる。 
支援対象 新たな需要の開拓に意欲的な小規模サービス業・小売業者 
事業内容 ①出展者による販売・PR 

消費者にとっては、日ごろ知らなかった店の商品やサービスを一度に

知ることができるとともに、無料のサービス体験や試飲・試食、サンプ

ル提供、イベント特別価格での販売活動を通じて、それぞれの商品やサ

ービスに興味をもってもらい、終了後の実店舗への誘客、販路開拓に繋

げます。また、事業者にとっては多くの消費者と直接対話することで、

これまで気づかなかった消費者ニーズや改善点などを考えるきっかけ

となり、新商品開発や経営改善への意欲に繋がることが期待できます。 
 
②出展者情報の発信による支援 
当日は地元ラジオ局の公開放送とタイアップし、各出展者へのインタ

ビューを行います。それにより、会場に来られない消費者にも商品やサ

ービスの PR が可能となり、その販路開拓を後押しします。 
 
③専門家による支援 
当日は、会場内に専門家を常駐させ、商品陳列やパッケージング、価格

設定などについて、随時アドバイスを受けられるようにします。また、

実際の接客の様子や商品・サービスを見ながら、今後の商売に向けたア

ドバイスを出展者毎にレポートとしてまとめていただき、それを出展

者にフィードバックします。 
 
④アンケート調査の実施 
・「（５）需要動向調査に関すること」に記載したアンケート調査を実施

するともに、その後の売上や引き合い等について把握を行い、個々の経

営改善や商品開発に活用します。 
 

目標 H30 H31 H32 H33 H34 
出展事業者数 30 社 30 社 30 社 30 社 30 社 
来場者数 500 名 550 名 600 名 650 名 700 名 
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1 社あたりの 
平均売上金額 

30,000 円 40,000 円 50,000 円 60,000 円 70,000 円 

 
 
（２）「もりおか街なかゼミナール」（もりゼミ）事業【継続】 

小さなお店の多くは入口が一か所しかなく、店舗面積も狭いため、固定客のようにその店の商品 
やサービス、代表者や従業員を知らないと気軽に足を踏み入れられないという課題があります。そ

のことから、まずは自店に足を運んでもらうきっかけとして、自社の商品やサービスに関する専門

的な知識や技術を知ってもらうゼミ（体験会や講習会）を開催するものです。（例えば、お茶屋で

あれば「おいしいお茶の入れ方講座」、文房具屋であれば「段ボールを使った○○作成体験」など）  
各参加店が自店の商品やサービスを踏まえて企画を行い、店内を会場とすることで実際にお店に

入ってもらうきっかけを作るとともに、自店の商品・サービスの強みや特徴、他社との違いを知っ

てもらうことで、固定客以外の新たな新規顧客の創出による販促拡大を図ろうとするものです。ま

た、参加者による体験談が口コミや SNS によって情報発信されることで、小規模事業者の弱点の

一つでもある広告宣伝力の不足を支援することにも結び付くことが期待できます。小規模事業者が

参画しやすい事業でもあることから、第 1 期に引き続き継続実施します。 
 

目的 自店に足を踏み入れてもらうきっかけを作り、商品やサービスについ

て理解を深めてもらうことで、新たな顧客獲得、売上の増加に繋げる。 
支援対象 新たな需要の開拓に意欲的な小規模事業者 

（自店の中で実施できるものであれば業種は問いません） 
事業内容 ①作戦会議の実施 

ゼミの内容や募集人数、開催回数等はゼミの内容に応じて各店が設定

しますが、開催前に集客向上のため告知方法や企画内容をブラッシュ

アップするため、当所の経営指導員を交えた作戦会議を実施します。 
 
②ゼミの実施 
一般市民を対象に、その店の代表者や従業員が講師となり、自社の商品

やサービスに関連した専門的な技術やコツなどを無料で顧客に伝える

少人数制の「ゼミ」を実施します。ゼミ実施後は、特別価格での商品販

売や割引券・クーポンの配布、DM の送付等による再来店の動機づくり

を進め、売上の向上に結び付けていきます。また、ゼミ参加者（消費者）

との生のコミュニケーションを通じて、店舗レイアウトや品揃えなど

の改善点の把握、新商品・サービス開発への気づきに繋がることも期待

できます 
 
③反省会議の実施 
ゼミ終了後は、それぞれの参加店のその後の売上状況や販促活動等に

ついて、参加者同士が情報を共有する反省会議を行い、ゼミの成果を実

際の経営改善や販路開拓に結び付けていきます。 
 
④アンケート調査の実施 
・「（５）需要動向調査に関すること」に記載したアンケート調査を実施

するともに、その後の売上や引き合い等についても把握を行い、個々の

経営改善や商品開発に活用します。 
 

目標 H30 H31 H32 H33 H34 
参加事業者数 30 社 30 社 30 社 30 社 30 社 
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参加者数 500 人 500 人 500 人 500 人 500 人 
売上増加事業者数 
（参加事業者数×50％） 

15 社 15 社 15 社 15 社 15 社 

 
（３）販路開拓・拡大塾事業【継続】 

販路を開拓するにあたっては、市場やターゲットを定めることが必要ですが、当市の多くの小規

模事業者のターゲットは域内消費者・事業者であり、その資金力やマンパワーを踏まえると、まず

は販売促進のためにできることを増やしていく必要があると思われます。第 1 期では、域外への開

拓を目指した体験談・事例発表的なセミナーが多かったことから、第 2 期では実践的な内容に変更

して継続実施します。 
 

目的 小規模事業者の販路開拓スキルの育成を図り、売上の向上に繋げる。 
支援対象 小規模事業者 
事業内容 ①販路開拓・拡大塾（セミナー）の実施 

既存の商品やサービスを活かした身近に取り組める販促方法（商品陳列や

POP、手書きチラシなど）や来店後のアフターフォローの方法（DM の活

用など）等、小規模事業者が参加しやすい、実践しやすい内容のセミナー

を 3 回開催します。うち 1 回は、インバウンド対策セミナーとして、外国

人対応や情報発信（来店対応やメニュー作成、等）を支援する内容としま

す。 
 
②セミナー受講後の支援 
セミナーで受講した成果に基づき、具体的な販路開拓を進めようとする場

合は、専門家派遣事業や他の支援機関との連携、中小企業施策を活用した

支援を行うとともに、消費者との接点拡大やマーケティングを実践する場

として、①逸品フェア、②もりゼミへの参加を促し、相乗効果による売上

の向上を図ります。 
 

 
目標 H30 H31 H32 H33 H34 

開催回数 3 回 3 回 3 回 3 回 3 回 
参加事業者数 30 社 30 社 30 社 30 社 30 社 

売上増加事業者数 
（参加事業者数×50％） 

15 社 15 社 15 社 15 社 15 社 
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（２）経営発達支援事業の内容 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 
 
＜第 1 期における取組と成果＞ 

盛岡市の産業振興に関する計画としては、「盛岡市中心市街地活性化計画（第 2 期）」（H25～H30）
「盛岡市工業振興ビジョン 盛岡ものづくり戦略」（H25～H34）「盛岡市観光推進計画」（H27～
H31）があり、商工業者の意見を代表する立場として当所役員等がその計画策定や進捗管理に関与

しています。 
 
特にも「盛岡市中心市街地活性化計画（第 2 期）」については，地域の持続的な発展の牽引役と

なるべき中心市街地の活性化に大きく寄与するもので、地域の小規模事業者とっても大きな影響を

持つことから、当所と盛岡まちづくり株式会社が活性化協議会事務局の設置主体となり、計画事業

についての意見調整や要望活動を行っております。 
 
 その中で、第 1 期の取り組みと成果は以下の通りです。 
 
㉖地元学事業（盛岡もの識り検定）→ 継続せず 
 観光関連事業者の人材育成等を目的とし、第 1 期ではおもてなし力の向上や観光客の増加を目

標にしていますが、受験者や合格者が実際にどこまでそれら目標と直接的に結びついているのか、

また受験者の属性等が地域経済との結びつきが薄くなりつつある（事業者のための検定ではなく、

一般個人のための検定になっている）ことから、第 2 期では実施しないものとします。 
 
㉗玉山産業ネットワーク → 継続せず 
 玉山地区内（H18 に盛岡市と合併。当所の玉山支所あり）の事業者が独自に勉強会や視察等を通

じて、地域産業の課題解決や新たな産業創出の可能性等を考えようとするものでしたが、情報交換

や資質向上的なものであり、直接的に地域経済の活性化に繋がっているわけではないことから、第

2 期では実施しないものとします。 
 
㉘玉山・都南支所交流事業 → 継続せず 
 玉山地区と都南地区（H4 に盛岡市と合併。当所の都南支所あり）の事業者同士が互いの地域の

産業や課題等について理解を深め、それぞれの地域や個店の課題解決に繋げようとするものです

が、㉗同様情報交換や資質向上的な意味合いが強いことから、第 2 期では実施しないものとしま

す。 
 
㉙盛岡さんさ踊り前夜祭 → 「（２）盛岡さんさ踊り」に包括 
 青年部が独自に実施している事業ですが、実態として「盛岡さんさ踊り」の中の一イベントとし

て定着・実施されていることから、当該項目（２）に包括します。 
  
㉚盛岡城跡公園ライトアップ事業 → 継続せず 
 ㉘同様にイベントの実施が目的化してしまっており、このイベントを小規模事業者の需要開拓に

どのように結びつけるか具体策に乏しいことから、第 2 期では実施しないものとします。 
 
 
＜今回の申請における取組と方向性＞ 
 第 1 期では、「小規模事業者が何らかの形で携わっている→需要の開拓に通じている→それが地

域経済の活性化に繋がっている」として、需要の開拓と地域経済の活性化が混同する内容になって
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いました。また、事業目的や地域経済に対する認識が当所と事業者間だけのものになっていたこと

から、第 2 期では、それぞれの事業において、地域経済活性化の観点から関係者間で認識の共有が

図られるよう見直しを図ります。 
 
 
＜事業内容＞ 
（１）MORIO-J ポイントサービスの普及と推進【継続】 

MORIO-J ポイントサービスとは、地域住民主体による地域循環型経済の実現を目的とした「ポ

イントサービス事業」と「地域ポータルサイト事業」をあわせたもので、平成 25 年度補正「商店

街まちづくり補助金」ならびに平成 26 年「地域商業自立促進事業費補助金」をもとに開始された

事業です。日々の運営は、当所や地域商店街などが出資した「盛岡 Value City 株式会社」（以下、

VC）が行っていますが、事業推進については、VC・盛岡市・当所・商店街関係者・民間事業者で

構成される企画委員会を設置して進めています。企画委員会においては、地域の経済動向や社会環

境の変化、まちづくりや商店街振興の方向性等を踏まえた上で、当該カードが地域で果たすべき役

割や可能性について認識を共有し、新規加盟店の掘り起しや発行ポイント増加のための売り出し企

画などを行っています。 
「ポイントサービス事業」は、100～200 円お買い上げ毎に 1 ポイントをお客様に付与することで

顧客の囲い込みを図るものであり、貯めたポイントは 1 ポイント 1 円として、すべての加盟店で

利用できるものです。加盟店が増えることで消費者の保有率や利便性が高まり、それに応じて発行

ポイントが増えることは、加盟店の利益や経済循環に通じることから、第 1 期では 500 店を目標

にして、小規模事業者への経営支援と合わせてその普及推進を図ってきましたが、現在のところ加

盟店は 200 店に留まっています。 
また、「地域ポータルサイト事業」は、VC の HP 内において盛岡の暮らしに密着した各種情報

（「職」「遊」「住」「医」「学」「観光」）を提供するとともに、HP の会員登録者に対して、加盟店が

「ポイント○倍セール」や「タイムセール」、「おすすめ商品」「クーポンサービス」等の情報発信

が可能な仕組みを組み込んでおり、前述ポイントサービスと合わせて中小企業の販促活動を側面か

ら支援するものですが、まだ会員登録者が少ないことから登録店もその機能を十分に活用していな

い状況にあります。 
 
 
（今後の改善点等） 
 本事業の実施にあたっては、今後も企画委員会を中心に、地域経済や商店街振興、加盟店への効

果などについて、上記関係者間で認識の共有や方向性の確認を行いながら取り組みを進めていきま

す。 
具体的な事業の中身では、現在、公共交通機関活用（バス運賃）や行政サービスへの活用（行政

事業やボランティア活動へのポイント付与）、商店街イベントへの活用、健康経営への活用（健康

診断結果や健康維持活動に応じた従業員へのポイント付与）、電力料金利用ポイントへの活用など、

新しい活用方法について検討を進めています。これらが実現すれば、カードの利便性や認知度が大

きく向上し、カードホルダーの増加や登録店、HP 登録者の増加に繋がることから、まずは企画委

員会を通じた検討ならびに導入を確実に進め、その実現を図ります。当所としても引き続き小規模

事業者の販促や情報発信を支援するツールの一つとして、加入事業者の掘り起こしや企画運営をサ

ポートします。 
 
 

目標 H30 H31 H32 H33 H34 
加盟店数 200 205 210 215 220 

年間発行ポイント 1,660 万 1,670 万 1,680 万 1,690 万 1,700 万 
ポータルサイト 80 90 100 110 120 
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会員登録者数 
 
 
 
 
 
（２）盛岡さんさ踊り【新規】 
（※第 1 期では（別表４）「連携して取り組む事項」で記載） 

本祭りは、毎年 8 月 1 日～4 日間に開催される東北を代表する夏祭りの一つであり、平成 29 年

で 40 回目を迎えます。昼の競演会から夜のパレードまで 1 日を通して観覧することが可能である

ことから、当市の観光客入れ込み数に大きく貢献しており、飲食業や伝統工芸などへの波及効果が

極めて大きいイベントです。実行委員会は、盛岡市、盛岡観光コンベンション協会、警察、消防、

宿泊事業者、マスコミ、商店街関係者などにより構成され、当所が事務局を務めていますが、企画

にあたっては、盛岡市の観光推進計画や中心市街地活性化基本計画との関連性を踏まえ、インバウ

ンドの増加や商店街への波及効果を高めるための改善策等について、専門の部会を設けて認識の共

有や詳細の検討を図っています。 
第 1 期の期間中を含め、年々首都圏や海外での公演機会も増えており、近年は外国人観光客の姿

も格段に多く見受けられるようになっていますが、開催時期が東北の他の夏祭りと重なることか

ら、ツアー客については観覧後に他の地域へ移動することも多く、宿泊を通じた消費需要の向上に

どう結び付けるかが課題の一つと言えます。 
 
 
（今後の改善点等） 

当市における重要な観光資源として、地域事業者への波及効果や今後目指すべき姿など、地域経

済活性化における本事業の位置づけについて、実行委員会の場を活用して上記の関係者で認識や方

向性を共有しながら、具体的な事業の企画実施、検証を図っていきます。 
また、上記の事業の実施を継続するにあたって、国外への情報発信や県内観光地、旅行業者との

提携などについてはまだまだ向上させる余地があることから、今後も県・市・観光コンベンション

協会と連携しながら首都圏や国外での積極的な PR や情報ツールの充実を図るほか、開催期間中の

関連イベントの開催や宿泊業者や飲食店とタイアップした宿泊者向けのサービスなどを検討し、地

域経済の活性化に繋げます。 
 
 

目標 H30 H31 H32 H33 H34 
観光客入込数 131 万人 132 万人 133 万人 134 万人 135 万人 

 
 
（３）もりおか広域まるごとフェア【新規】 
（※第 1 期では（別表４）「連携して取り組む事項」で記載） 
 本事業は、市の中心部の市民憩いの場であり、かつ歴史的資産である盛岡城跡公園において、当

市及び近隣広域市町村の特産品や農産物を集めた販売・飲食ブースのほか、市民団体等のステージ

イベント等をあわせて実施することで、中心市街地の賑わいの創出や盛岡固有の歴史や文化の PR
に繋げようするものです。 
 当所が事務局となっていますが、広域事業者を対象にしたイベントであることから、岩手県、盛

岡市、近隣 7 商工会によって実行委員会が組織され、それぞれの地域で伸ばそうと思っている地域

資源や六次産業化に意欲ある事業者等について情報を共有しながら、出展者の掘り起こしやステー

ジイベントの企画、集客のための情報発信について連携を図りながら事業を進めています。 
第 1 期では毎年 10 月に開催していますが、同時期には農水産物等を扱う行政イベントや民間イ
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ベントが重なる時期でもあり、どうやって当イベントへの集客や滞留時間を高めるか、またその効

果を近隣商店街に波及させるかといった点が課題となっています。 
 
 
 
 
（今後の改善点等） 
 本事業の実施にあたっては、市中心部で行うイベントとして、周辺商店街や事業者への波及も考

える必要があることから、実行委員会構成メンバーに商店街団体やその構成員たる事業者も参画さ

せ、委員会の場を活用して中心部や商店街の現状等について認識を共有しながら、当イベントのあ

り方や効果的な企画について検討を行います。 
具体的な事業の中身においても、回遊性を高めるための近隣商店街イベントとのタイアップや集

客・滞留を増やすための行政イベント（若者支援、障がい者支援、復興支援等）との連携（同一会

場内での実施）など、物販だけではない複合的なイベントとして、地域経済活性化の新たな核とな

るイベントを目指します。 
 
 

目標 H30 H31 H32 H33 H34 
来場者数 8,600 人 8,700 人 8,800 人 8,900 人 9,000 人 

 
 
（４）地元（岩手県産）食材活用推進事業【継続】 
 岩手県産食材を積極的に活用している飲食店を「盛岡商工会議所おすすめの店」として、共通の

PR 看板を提供したり、ホテルや観光施設にリーフレットを設置することで、観光客の地元店誘導、

大手チェーン店等との差別化といった地域飲食業の面的な活性化を図ろうとするものです。当所が

主体となって飲食店の掘り起こしを行い、その PR について岩手県や盛岡市、観光コンベンション

協会が協力をする体制となっています。第 1 期でも大型スポーツイベント（国体）や各種コンベン

ション大会の機会を活用してリーフレットの配布を行ってきましたが、当事業の根本である「地産

地消」の盛り上がりが地域的に薄くなっており、登録店が伸び悩んでいることが課題と言えます。 
 
 
（今後の改善点等） 
 現在は登録店の募集が不定期になっていることから、定期的に募集を行うとともに、募集を待つ

だけではなく、経営指導の中から提案型の掘り起しを進めていきます。また、現在は当所と事業者

だけで事業が進められていますが、より多くの事業者の参画意欲を高めるには、本質的な部分であ

る地産地消をより広く普及させる必要があることから、岩手県や盛岡市の農林水産関係部署、飲食

業同業組合、給食関係事業者などとも連携し、普及推進にあたっての課題や効果的な取り組み等に

ついて認識を共有しながら事業を展開します。 
 
 

目標 H30 H31 H32 H33 H34 
登録店舗数 60 65 70 75 80 

 
 
（５）中心商店街と連携したイベント等の実施【新規】 

当市では「盛岡市商店街連合会」（事務局：当所）が、商店街振興のまとめ役として商店街の街

路灯電気料金やイベントへの助成を行っており、その助成が商店街の活動基盤を大きく支えていま

す。それにより中心商店街では、それぞれの特徴を活かしたイベントを年間通して継続的に開催し

ており、まちの賑わい創出に大きく貢献しています。 
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イベントの実施にあたっては、商店街連合会の会員商店街団体（及びその構成事業者）のほか、

当所、盛岡市、中小企業団体中央会で勉強会や先進事例の視察等を行いながら、商業環境の変化や

将来的な社会環境の変化を見据えた今後の商店街振興の在り方や商店街同士の連携の必要性等に

ついて認識を共有し、その認識を踏まえて個々の商店街では、その特徴や強みを活かしたイベント

を展開します。 
イベント当日の人的支援のみならず日ごろの組織運営を含めて、それぞれの商店街の構成員と連

携をとりながら事業を進めています。 
しかしながら、地域の概要で述べた通り、市郊外へ大型店・ロードサイド店の進出、事業所の移

転、住宅地の造成等が急激に進んでおり、中心部の吸引力は弱まりつつあります。また、中心商店

街の構成員（会員）も減少傾向にあり、将来的にその活力を維持するには不安な状況にあります。 
今後もまちの魅力や地域全体の活力を維持するには、これら中心商店街の存在は不可欠であり、

当所としても集客支援や構成員数の維持に連携して取り組んでいくことが必要であることから、事

業として計画的にその維持を図ろうとするものです。 
 
 
（今後の改善点等） 
 今後も盛岡市商店街連合会との関係を通じて、個々の商店街の財政状況や構成員数、組織的な課

題などについて情報を共有し、その円滑な運営のために必要な支援を進めていきます。 
事業の実施にあたってもイベントへの人的支援や集客のための情報発信支援、ファンドや助成を

活用した財政的な支援のほか、商店街の組織維持のための非加盟事業者の加入勧奨についても、行

政、商店街組織と連携した訪問活動を実施します。 
 
 

目標 H30 H31 H32 H33 H34 
盛岡大通商店街(協) 
（YOSAKOI さんさ） 

1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 
盛岡駅前商店街（振） 
（100 縁商店街） 

5 回 5 回 5 回 5 回 5 回 
盛岡駅前東口振興会 
（えきいき沿線特産市） 
（飲み会ラリー） 

2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 

マリオスロード協議会 
（サマー・クリスマス） 

2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 
盛岡市肴町商店街（振） 
（春祭り、ちびっこ王国、ハ

ロウィン、ワゴン市、フラッ

グアート） 

5 回 5 回 5 回 5 回 5 回 

非加入事業者の勧奨 10 事業所 10 事業所 10 事業所 10 事業所 10 事業所 
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（２）経営発達支援事業の内容 
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り組み 
 
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 
＜第 1 期における取組と成果＞ 
 第 1 期以前より定期的な連絡会議や日常の支援、セミナーの共同開催等を通じて、行政（県・

市）、支援機関（よろず支援拠点、商工会、中央会、税理士会等）、金融機関（銀行、信用保証協会、

日本生活金融公庫等）とは積極的に連携を図っており、第 1 期でも創業や金融相談の多くの場面で

小規模事業者の支援に繋がっています。 
また、「岩手県中小企業再生支援協議会」「岩手県事業引継ぎ支援センター」についても、当所が

実施主体であることから、常時情報交換を行いながら相談者の紹介や引継ぎを行っております。 
 
 
＜今回の申請における取組の方向性＞ 

今後の課題としては、指導の実務経験が浅い経営指導員を一緒に参加させることで、人脈の形成

や知識の研鑽を図っていきたいと考えています。 
 
 
＜事業内容＞ 
（１）「いわて企業支援ネットワーク会議」 
  主に金融支援に関してそれぞれの関係機関が実施している経営支援施策や課題の解決実例方 

法について情報交換を行うもので、第 1 期でも会議の場を通じて相談の引継ぎや他の支援制度

の 
活用に繋がっていることから継続するものです。 

 
参加機関：岩手県、県内市町村、金融機関、会議所、商工会、中央会、よろず支援拠点など 
開催回数：年 1～2 回 

 
（２）「いわて起業家サポーティングネットワーク会議」 
  創業支援についての課題やそれぞれの機関が実施している創業支施策、支援事例について情報 

交換することで、創業者の引継ぎ・引き受け、セミナーの内容の充実など円滑な支援に活かされ 
ていることから第 2 期でも継続するものです。 

 
参加機関：岩手県、県内市町村、金融機関、会議所、商工会、中央会、よろず支援拠点など 
開催回数：年 1～2 回 

 
（３）「商工調停士連絡会議」 

県内の商工業の動向や各地の経営相談の実態などについて、経営指導員と商工調停士（中 
小企業診断士や税理士、弁護士、司法書士、社労士などの専門家）が情報共有を図ることで、小

規模事業者の支援や専門家派遣事業の効果を高めることに繋がっていることから第 2 期でも継

続するものです。 
 

参加機関：岩手県、県内経営指導員、専門家（中小企業診断士、税理士、司法書士）など 
開催回数：年 1～2 回 
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（４）「岩手県事業承継ネットワーク連絡会議」 
事業承継が大きな課題になっていることから、支援時の課題や取り組み事例、関連施策につい

て情報交換することで、地域の事業者の円滑な事業承継を推進しようとするものであり、第 2 期

で新しく取り組もうとするものです。 
 
参加機関：岩手県、金融機関、会議所、商工会、中央会、よろず支援拠点、士業団体など 
開催回数：年 2～3 回 

 
 
 
２．経営指導員等の資質向上等に関すること 
＜第 1 期の取組と成果＞ 
 経営支援には、財務、税務、労務、法務、IT、中小企業施策等のほかにも、事業者とのコミュニ

ケーションなど幅広い知識と能力が求められており、相応の指導ができるようになるまでは時間を

要します。団塊の世代の退職により若手の経営指導員が増えていますが、一概に経営指導員とは言

うものの、経営指導員の能力的な要件が明確に定義されていないことや、現実には企業支援と直接

的に結び付かないルーティン業務も多々あるため、経営指導員の経験年数と支援能力が必ずしも結

びついていない状況にあります。 
 
 
＜今回の申請における取組の方向性＞ 

中長期的に安定した経営支援を行うためには、経営指導員になってからの資質の向上ではなく、

将来的になることを見越した上での人材育成が必要であることから、企業支援担当以外の経営指導

員や補助員についても外部セミナーや勉強会に積極的に参加させます。また、若手指導員に対する

メンター制の導入（ベテラン指導員の張り付け）により組織的な支援能力の底上げを図ります。 
 
 
＜事業内容＞ 
（１）外部セミナーへの積極的な参加 
 経営課題が多様化、高度化している中、自前ですべての経営指導員や補助員を対象にした体系的

な訓練は難しいことから、第 1 期では「日本商工会議所」や「中小企業基盤整備機構」が主催する

外部セミナーに参加し、その資質向上を図ってきました。計画の策定体験やグループワークを通じ

て、これまで意識していなかった課題の掘起し手法や事業者へのアプローチ手法など、多くの面で

実務の参考になっていることから、第 2 期では経験の浅い経営指導員や補助員を積極的に参加さ

せていきます。他の経営指導員・補助員に参考になる情報やツールについては、共有フォルダに格

納して常時閲覧・利用を可能にするとともに、早急な対策や習得が必要な事項については、別途勉

強会を開催して情報の共有及び資質の向上を図ります。 
 
 
①日本商工会議所主催セミナーによる資質向上 

  対象：経営指導員、補助員 
  目的：事業計画策定、販路開拓、BCP、事業承継など高度課題の支援力向上 
  回数：年 10 回程度（5～10 名） 
 
 
②中小企業基盤整備機構主催セミナーによる資質向上 
 対象：経営指導員、補助員 
 目的：売上向上支援策、地域活性化支援策など伴走型に準じた支援力の向上 
回数：年 1 回（2 名） 
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（２）勉強会の開催 
 以下、①②③は第 1 期からの継続となりますが、これまでは実務に直接的に携わる一部の経営指

導員のみが対象で既知の事項の確認で終わることが多かったことから、第 2 期では経験の浅い経

営指導員と補助員の資質の向上や人脈形成を図る場として、内容の改善を図ります。（例えば、2 回

うち 1 回はマル経とは何か、信用保証協会の役割とは何かといった基本的な部分からの勉強）勉強

会で習得した成果については、「（３）OJT～」の中で実際の現場での活用に繋げます。 
 
①中小企業基盤整備機構（東北支部）と連携した事業承継に関する勉強会 
対象：実務経験の浅い経営指導員、補助員／回数：年 5 回 
目的：実在事業者の事業承継計画策定を通じて、（事業者との）コミュニケーション能力や事

業承継支援に必要な知識の体得 
 
②日本政策金融公庫との勉強会 
対象：経営指導員、補助員／回数：年 2 回 
目的：融資制度に必要な財務分析や創業者支援のポイント等について理解を深め、経営改善や

金融支援、創業者支援に活かす。 
 
③岩手県信用保証協会との勉強会 
対象：経営指導員、補助員／回数：年 2 回 
目的：保証業務や保証制度の内容、審査のポイント等について理解を深め、経営改善や金融支 

援、創業者支援に活かす。  
 
 
（３）OJT と情報共有による支援力の向上 
 第 1 期でも OJT を行うことについては明示されていたものの、それをどのような体制で行うの

かが明確になっていませんでした。そのため、多くの場合は若手経営指導員が指導終了後にベテラ

ン指導員に相談を仰ぎ、それに対して口頭で指導を行うといった程度に留まっています。そのこと

から、今後は若手指導員に対しては、ベテラン指導員 1 名を固定で張り付けるメンター制を導入

し、相互の巡回や窓口支援への同伴を通じて個々の指導能力の向上を図るとともに、相互に抱えて

いる課題を相談しあう場として、「経営指導会議」を定期的（週 1 回 1 時間程度）に開催し、組織

的な指導ノウハウや課題解決事例の蓄積を図ります。 
また、支援記録については、担当経営指導員が事業所データベース（TOAS）に経営指導実績（カ

ルテ）を残すようにしていますが、何のために訪問したか（マル経のため訪問）という程度の情報

記載に留まっていることから、今後は、経営の概況や課題、アドバイスの内容など、詳細部分につ

いても記録することで、経営状況の分析から事業計画の策定、その後のフォローアップまでの一貫

した指導ノウハウの蓄積と指導の質の向上を図ります。 
 
 
＜目標＞上記（１）～（３）の実施による資質の向上 
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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 
＜第 1 期での取組と成果＞ 

第 1 回認定計画と同様に、以下の方法により評価・検証を行い、得られた評価結果に基づき次年

度の改善を進めていきます。 
 
 
＜今回の申請における取組の方向性＞ 

前回は事業によって定性目標と定量目標が両方混在しており、定性目標が目的になってしまって

いるとの指摘があったことから、今回の計画では定量目標を基本に設定します。また、目標に達し

なかった場合の要因や改善策についても結果に盛り込み公開します。 
 
 
＜事業内容＞ 

毎年度、以下①～④の順番で評価及び見直しを実施します。 
①「評価・検証委員会」による評価及び見直し 

外部専門家 3 名（大学教授 1 名、地元以外の中小企業診断士 1 名、地元中小企業診断士 1
名）、地元金融機関 1 名、地元支援機関 1 名、地元企業経営者 1 名を委員とした「評価・検

証委員会」を設置し、事業の評価と改善の必要性について検討を行います。なお、評価の公

正性を図るため、行政（県・市）、中小機構にもオブザーバーとして参画してもらいます。 
これらの外部評価委員会は毎年度１回以上開催します。 

②「中小企業振興委員会」による評価及び見直し 
①で提出された評価案・改善提言について、当所の常設委員会である当該委員会において、

確認・修正を行い、最終評価案を決定する。 
③「常議員会」による評価及び見直し 

②で提出された最終評価案について、決議機関である常議員会で協議し、その承認をもって

最終決定とする。 
④評価の公表 

③で承認された最終決定された結果については、盛岡商工会議所 HP に公表し、誰でも閲覧 
  可能な状態にする。 
 

 

＜目標＞上記に沿った適正な評価及び見直しの実施 
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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 4月 1日現在） 

（１）組織体制 

○役員体制…会頭 1名、副会頭 4名、常議員 40名、監事 3名 

 

 ○事務局体制（34 名） 

  専務理事 1名－理事 1名－参与 1名（非常勤）－事務局長 1名 

   －①総務企画部…補助員 3名、記帳専任職員 2名、一般職員 3名 

   －②地域振興部…経営指導員 3名、補助員 2名 

     （主に観光振興、地域経済の活性化等に関する業務） 

   －③産業振興部…経営指導員 4名 

     （主に商店街振興、まちづくり、工業振興等に関する業務） 

   －④企業支援部…経営指導員 6名、補助員 1名 

     （主に企業支援に関する業務） 

   －⑤都南支所…経営指導員 2名、記帳専任職員 2名 

     （市南部エリアにおける企業支援、地域経済活性化等に関する業務） 

   －⑥玉山支所…経営指導員 2名 

     （市北部エリアにおける企業支援、地域経済活性化等に関する業務） 

 

 本事業の実施体制については、原則④⑤⑥（上記囲い部分）を中心に実施し、事業の内容に応じ

て、他部署の経営指導員や全職員体制で実施するものとする。 

 

 Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

  １．地域の経済動向調査…③④ 

  ２．経営状況の分析に関すること…④⑤⑥ 

  ３．事業計画策定支援に関すること…④⑤⑥ 

  ４．事業計画策定後の実施支援に関すること…④⑤⑥ 

  ５．需要動向調査に関すること…③④ 

  ６．新たな需要の開拓に関すること…③④ 

 

 Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み…②③ 

 

 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り組み…①～⑥ 

 

（２）連絡先 

 盛岡商工会議所 企業支援部 

 〒020-8507 岩手県盛岡市清水町 14番 12号 

 TEL：019-624-5880／FAX：019-654-1588 

 URL http://www.ccimorioka.or.jp／E-mail daihyo@ccimorioka.or.jp 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                  （単位 千円） 

 30年度 
(30年 4月以降) 

31年度 32年度 33年度 34年度 

必要な資金の額 280,320 280,320 280,320 280,320 280,320 

 

経営改善普及事業 

 

事業計画策定ｾﾐﾅｰ 

 

創業スクール 

 

次世代塾 

 

もりゼミ 

 

逸品フェア 

 

販路開拓・拡大塾 

 

MORIO-J 

 

さんさ踊り 

 

まるごとフェア 

 

地元食材活用 

 

商店街イベント 

 

評価・検証委員会 

 

182,490 

 

800 

 

700 

 

600 

 

1,080 

 

2,400 

 

1,200 

 

3,000 

 

86,200 

 

1,200 

 

150 

 

250 

 

250 

182,490 

 

800 

 

700 

 

600 

 

1,080 

 

2,400 

 

1,200 

 

3,000 

 

86,200 

 

1,200 

 

150 

 

250 

 

250 

182,490 

 

800 

 

700 

 

600 

 

1,080 

 

2,400 

 

1,200 

 

3,000 

 

86,200 

 

1,200 

 

150 

 

250 

 

250 

182,490 

 

800 

 

700 

 

600 

 

1,080 

 

2,400 

 

1,200 

 

3,000 

 

86,200 

 

1,200 

 

150 

 

250 

 

250 

182,490 

 

800 

 

700 

 

600 

 

1,080 

 

2,400 

 

1,200 

 

3,000 

 

86,200 

 

1,200 

 

150 

 

250 

 

250 

（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 

 

国補助金、県補助金、市補助金、会費収入、事業収入 

 

（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 

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 

２．経営状況の分析に関すること 

３．事業計画策定に関すること 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

５．需要動向調査に関すること 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

連携者及びその役割 

１．地域の経済動向調査に関すること 
 ・盛岡市…通行量調査への補助金、計測支援 
  代表者：盛岡市長 谷藤裕明 
  住 所：〒020-8530 岩手県盛岡市内丸 12-2 
  電話番号：019-651-4111 
 
 ・盛岡まちづくり株式会社…通行量調査の人員手配、計測、データ集計 
  代表者：代表取締役社長 齋藤 雅博 
  住 所：〒020-8507 岩手県盛岡市清水町 14-12 
  電話番号：019-605-8886 
 
２．経営状況の分析に関すること 
３．事業計画策定に関すること 
４．事業計画策定後の実施支援に関すること 
 ・岩手県…経営革新、経営力向上計画など認定計画に関する相談対応・情報提供 

代表者：岩手県知事 達増拓也 
  住 所：〒020-8570 岩手県盛岡市内丸 10-1 

電話番号：019-651-3111 
   
 ・盛岡市…特定創業支援に係る相談対応・情報提供 
  代表者：盛岡市長 谷藤裕明 
  住 所：〒020-8530 岩手県盛岡市内丸 12-2 
  電話番号：019-651-4111 
 
・（株）日本政策金融公庫盛岡支店…マル経融資・創業資金に係る相談対応・情報提供 
代表者：国民生活事業統括 佐藤 真 
住 所：〒020-0024 岩手県盛岡市菜園 2-7-21 

  電話番号：019-623-0024  
 
 ・岩手県信用保証協会…制度融資に係る相談対応・情報提供 

代表者：会長 杉村 孝 
  住 所：〒020-0062 岩手県長田町 6-2 
  電話番号：019-654-1500 
 
・（株）岩手銀行…プロパー融資、事業承継に係る相談対応 
代表者：代表取締役頭取 田口 幸雄 
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  住 所：〒020-0021 岩手県盛岡市中央通 1-2-3 
  電話番号：019-623-1111 
 
・（株）北日本銀行…プロパー融資、事業承継に係る相談対応 
代表者：取締役頭取 柴田 克洋 

  住 所：〒020-0021 岩手県盛岡市中央通 1-6-7 
  電話番号：019-653-1111 
 
・（株）東北銀行…プロパー融資、事業承継に係る相談対応 
代表者：代表取締役頭取 村上 尚登 

  住 所：〒020-0023 岩手県盛岡市内丸 3-1 
  電話番号：019-651-6161 
 
・盛岡信用金庫…プロパー融資、事業承継に係る相談対応 
代表者：理事長 佐藤 利久 

  住 所：〒020-0871 岩手県盛岡市中ノ橋通 1-4-6 
  電話番号：019-623-2221 
 
 ・岩手県中小企業再生支援協議会…抜本的再生案件への相談対応 

代表者：支援業務部門統括責任者 堀 恒 
  住 所：〒020-0875 岩手県盛岡市清水町 14-17 中圭ビル 1F 
  電話番号：019-604-8750 
 
 ・岩手県よろず支援拠点…当所のみでは解決が難しいと思われる案件への相談対応 

代表者：チーフコーディネーター 星野 剛 
  住 所：〒020-0857 岩手県盛岡市北飯岡 2-4-26 先端技術センター2 階 

電話番号：019-631-3826 
 
 ・岩手県事業引継ぎ支援センター…事業承継に関する相談対応 

代表者：業務統括責任者  
  住 所：〒020-0875 岩手県盛岡市清水町 14-17 中圭ビル 1F 
  電話番号：019-601-5079 
 
・岩手県ジョブカードセンター…雇用に関する相談対応 
代表者：業務統括責任者 津軽石 芳昭  

  住 所：〒020-8507 岩手県盛岡市清水町 14-12 
  電話番号：019- 
 
・（一社）岩手県発明協会…知的財産に関する相談対応 
代表者：会長 千田 伏二夫 

  住 所：〒020-0857 岩手県盛岡市北飯岡 2-4-25 工業技術センター内 
  電話番号：019-634-0684 
 
 ・岩手弁護士会…法律に関する相談対応、定期相談会の実施 

代表者：会長 東海林 利哉 
  住 所：〒020-0022 盛岡市大通 1-2-1 サンビル 2F 
  電話番号：019-651-5095 
 



４８ 
 

 ・東北税理士会岩手県支部…税務に関する相談対応、専門家派遣、定期相談会の実施 
代表者：会長 工藤 重信 

  住 所：〒020-0025 岩手県盛岡市大沢川原 3-7-3 
  電話番号：019-622-5160 
 
 ・岩手県社会保険労務士会…労務に関する相談対応、専門家派遣 

代表者： 会長 横山 信英 
  住 所：〒020-0821 岩手県盛岡市山王町 1-1 
  電話番号：019-651-2373 
 
 ・岩手県司法書士会…専門家派遣 

代表者：会長 小山田 泰彦 
  住 所：〒020-0015 岩手県盛岡市本町通 2-12-18 
  電話番号：019-622-3372 
 
 ・（一社）岩手県中小企業診断士協会…専門家派遣 

代表者：会長 宮 健 
  住 所：〒020-0878 岩手県盛岡市肴町 4-5 岩手県中小企業団体中央会内 
  電話番号：019-624-1363 
 
 ・岩手県商工会連合会…セミナー、専門家派遣 

代表者：会長 髙橋 富一 
  住 所：〒020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通 1-3-8 
  電話番号：019-622-4165 
 
 ・岩手県中小企業団体中央会…セミナー、専門家派遣 

代表者：会長 谷村 久興 
  住 所：〒020-0878 岩手県盛岡市肴町 4-5 
  電話番号：019-624-1363 
 
 ・（独）中小企業基盤整備機構 東北本部…事業承継に係る連携、専門家派遣 

代表者： 本部長：高村 誠人 
  住 所：〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 4-6-1-6F 
  電話番号：022-399-6111 
 
 
５．需要動向調査に関すること 
６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 
 ・岩手県…商談会・六次産業化支援等に関する相談対応・情報提供 

代表者：岩手県知事 達増拓也 
  住 所：〒020-8570 岩手県盛岡市内丸 10-1 

電話番号：019-651-3111 
 
・盛岡市…物産展・ものづくり支援等に関する相談対応・情報提供 
代表者：盛岡市長 谷藤裕明 

  住 所：〒020-8530 岩手県盛岡市内丸 12-2 
  電話番号：019-651-4111 
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・岩手県よろず支援拠点…新商品開発、マーケティング等に関する相談対応 
代表者：チーフコーディネーター 星野 剛 

  住 所：〒020-0857 岩手県盛岡市北飯岡 2-4-26 先端技術センター2 階 
電話番号：019-631-3826 

 

 

連携体制図等 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専門家 
・弁護士・税理士・社労士 
・司法書士・中小企業診断士…等 

支援機関 
・よろず支援拠点 
・金融機関・保証協会…等 

行政 
・岩手県・盛岡市 

小規模事業者 盛岡商工会議所 

連携 支援 

支援 
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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 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

１．MORIO-J ポイントサービスの普及と推進 

２．盛岡さんさ踊り 

３．もりおか広域まるごとフェア 

４．地元（岩手県産）食材活用推進事業 

５．中心商店街と連携したイベント等の実施 

連携者及びその役割 

１．MORIO-J ポイントサービスの普及とポータルサイトの活用 
・盛岡 Value City（株）…ポイントカード事業の運営、ポータルサイトの運営 
代表者：代表取締役社長 谷村 邦久 

  住 所：〒020-0875 岩手県盛岡市清水町 14-12 盛岡商工会議所内 
  電話番号：019-621-2851 
 
・盛岡市（商工観光部経営企画課）…行政サービスとの連携、普及推進への協力 
代表者：盛岡市長 谷藤 裕明 

  住 所：〒020-8530 岩手県盛岡市内丸 12-2 
  電話番号：019-651-4111 
 
・盛岡市肴町商店街（振）…企画委員会への参画、普及推進への協力 
代表者：理事長 豊岡 卓司 

  住 所：〒020-0878 岩手県盛岡市肴町 6-9 
  電話番号：019-625-1515 
 
・盛岡駅前商店街（振）…企画委員会への参画、普及推進への協力 
代表者：理事長 石田 和徳 

  住 所：〒020-0034 岩手県盛岡市盛岡駅前通 10-6-3Ｆ 
  電話番号：019-652-2596 
 
・盛岡市材木町商店街（振）…企画委員会への参画、普及推進への協力 
代表者：理事長 宮沼 孝輔 

  住 所：〒020-0063 岩手県盛岡市材木町 7-42 
  電話番号：019-623-3845 
 
・(協)ジョイ…企画委員会への参画、普及推進への協力 
代表者：理事長 平野 佳則 

  住 所：〒020-0878 岩手県盛岡市肴町 6-10 
  電話番号：019-625-1515 
 
・（株）日専連パートナーズ…企画委員会への参画、普及推進への協力 
代表者：代表取締役社長 玉山 哲 

  住 所：〒020-0871 岩手県盛岡市中ノ橋通 1-14-21 
  電話番号：019-653-2000 
 
 



５１ 
 

２．盛岡さんさ踊り 
・盛岡市…実行委員会への参画、補助金、当日の人的支援、情報発信 
代表者：盛岡市長 谷藤 裕明 

  住 所：〒020-8530 岩手県盛岡市内丸 12-2 
  電話番号：019-651-4111 
 
・盛岡観光コンベンション協会…実行委員会への参画、補助金、当日の人的支援、情報発信 
代表者：理事長 谷村 邦久 

  住 所：〒020-0871 岩手県盛岡市中ノ橋通 1-1-10 4F 
電話番号：019-606-6688 

 
・盛岡青年会議所…当日の人的支援 
代表者：理事長 中野 美智子 

  住 所：〒020-0024 岩手県盛岡市菜園 2-6-6 三栄ビル 6F 
電話番号：019-651-3778 

 
 
３．もりおか広域まるごとフェア 

・岩手県…補助金、当日の人的支援、情報発信 
代表者：岩手県知事 達増 拓也 

  住 所：〒020-8570 岩手県盛岡市内丸 10-1 
電話番号：019-651-3111 

 
・盛岡市…補助金、当日の人的支援、情報発信 
代表者：盛岡市長 谷藤 裕明 

  住 所：〒020-8530 岩手県盛岡市内丸 12-2 
  電話番号：019-651-4111 
 
・近隣商工会…出展者の募集、当日の人的支援 
代表者：会長 髙橋 富一 

  住 所：〒020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通 1-3-8 
  電話番号：019-622-4165 
 
４．地元（岩手県産）食材活用推進事業 

・岩手県…県産農水産物、飲食料品等の普及推進 
代表者：岩手県知事 達増 拓也 

  住 所：〒020-8570 岩手県盛岡市内丸 10-1 
電話番号：019-651-3111 

 
・盛岡市…市産農水産物、飲食料品等の普及推進 
代表者：盛岡市長 谷藤 裕明 

  住 所：〒020-8530 岩手県盛岡市内丸 12-2 
  電話番号：019-651-4111 
 
・同業種組合…加盟事業者への情報発信 
代表者：岩手県生活衛生営業指導センター 理事長 小笠原 義彦 
住 所：盛岡市志家町 3-13 岩手県美容会館内 

  電話番号：019-624-6642 
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５．中心商店街と連携したイベント 
・盛岡市…当日の人的支援、情報発信 
代表者：盛岡市長 谷藤 裕明 

  住 所：〒020-8530 岩手県盛岡市内丸 12-2 
  電話番号：019-651-4111 
 
・盛岡市商店街連合会…イベント実施商店街への助成、情報発信 
代表者：会長 吉田 莞爾 

  住 所：〒020-8507 岩手県盛岡市清水町 14-12 盛岡商工会議所内 
電話番号：019-624-5880 
 

・盛岡大通商店街（協）…イベントの企画実施 
代表者：理事長 吉田 莞爾 

  住 所：〒020-0022 岩手県盛岡市大通 1-11-8 
電話番号：019-623-87131 

 
・盛岡駅前商店街（振）…イベントの企画実施 
代表者：理事長 石田 和徳 

  住 所：〒020-0034 岩手県盛岡市盛岡駅前通 10-6-3Ｆ 
  電話番号：019-652-2596 
 
・盛岡駅前東口振興会…イベントの企画実施 
代表者：会長 阿部 優 

  住 所：〒020-0034 岩手県盛岡市盛岡駅前通 13-23 
  電話番号：019-601-7244 
 
・マリオスロード協議会…イベントの企画実施 
代表者：会長 田口 信之 

  住 所：〒020-0034 岩手県盛岡市盛岡駅前通 1-44 フェザン内 
  電話番号：019-629-2602 
 
・盛岡市肴町商店街（振）…イベントの企画実施 

  代表者：理事長 豊岡 卓司 
  住 所：〒020-0878 岩手県盛岡市肴町 6-9 
  電話番号：019-625-1515 
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連携体制図等 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商店街 

盛岡商工会議所 

小規模事業者 
小規模事業者 

小規模事業者 

小規模事業者 
小規模事業者 

小規模事業者 

小規模事業者 

小規模事業者 

小規模事業者 

盛岡市 
 

盛岡 Value City（株） 

盛岡観光コンベンション協会 
盛岡青年会議所 
近隣商工会 
同業種組合 

連携 

岩手県 
 

盛岡さんさ踊り 
まるごとフェア 
地元食材活用 
商店街イベント 

ポイントサービス 

ポータルサイト 

連携 勧奨・加入 

連携 
連携 

勧奨・加入 

経営支援・サービス紹介 

小規模事業者 
小規模事業者 

小規模事業者 
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連携する内容 

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り組み 

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 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

連携者及びその役割 

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 

 ・岩手県…会合の主催、情報提供 

代表者：岩手県知事 達増 拓也 
  住 所：〒020-8570 岩手県盛岡市内丸 10-1 

電話番号：019-651-3111 
 

 ・県内市町村、金融機関、支援機関、専門家、士業団体…ネットワークの構築、情報交換 

  

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 ・日本商工会議所…セミナーの主催、情報提供 

代表者：会頭 三村 明夫 
  住 所：〒100-0005 東京都千代田区丸の内 2-5-1 丸の内二丁目ビル 4 階  

電話番号：03-3283-7823 
 

 ・（株）日本政策金融公庫盛岡支店、岩手県信用保証協会…勉強会の講師、情報提供 

代表者：国民生活事業統括 佐藤 真 
住 所：〒020-0024 岩手県盛岡市菜園 2-7-21 

  電話番号：019-623-0024  
 

代表者：会長 杉村 孝 
  住 所：〒020-0062 岩手県長田町 6-2 
  電話番号：019-654-1500 
 

 ・（独）中小企業基盤整備機構東北本部…勉強会の講師、情報提供 

代表者： 本部長：高村 誠人 
  住 所：〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 4-6-1-6F 
  電話番号：022-399-6111 
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩手県・県内市町村・金融機関・支援機関・専門家・士業団体 

日本商工会議所・日本政策金融公庫盛岡支店 
岩手県信用保証協会・中小企業基盤整備機構東北本部 

 

盛岡商工会議所 

支援ノウハウ等の情報交換 

経営指導員等の資質向上 

連携 

連携 
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