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

村田町商工会
（法人番号）5370105000127
平成３０年４月１日～平成３５年３月３１日
小規模事業者の持続的発展を第一に個別事業者の経営力向上・販路開拓支援等の
強化を図るため、以下の目標と方針により本経営発達支援事業を展開していく。
（１）小規模事業者の経営力向上のための支援強化
（２）創業・第二創業予定者への支援強化
（３）販路開拓のための支援強化と成約のためのフォローアップ強化
（４）観光資源を有効活用した地域経済活性化の推進
Ⅰ.経営発達支援事業
１.地域の経済動向調査【指針③】
地域内の経済の動向を把握するため、関係機関等との懇談会及び地元税理士との
懇談会を開催、「道の駅村田」が保有するデータの活用「経営状況ヒアリングシー
ト」によるヒアリングにより把握分析し、個別の事業計画の資料として活用する。
２.経営状況の分析に関すること【指針①】
経営指導員等の巡回・窓口相談等を通じて、対象事業者の掘り起こしを行い、特
に、商店街及びその周辺に立地する小売業等の小規模事業者に重点を置き定量分
析・定性分析を実施し、事業計画策定のための基礎資料として活用する。経営状況
の分析後に把握した専門的な課題等については、宮城県商工会連合会等を活用し、
伴走型支援の実践を通してサポートする。
３.事業計画策定支援に関すること【指針②】
経営状況ヒアリングシートによるヒアリング等により、事業計画策定の必要性の
高い小規模事業者の掘り起こしを行い、特に、商店街及びその周辺に立地する小売
業等の成長意欲の高い小規模事業者を中心に、伴走型の支援により事業経営計画策
定支援を行う。また、創業・第二創業予定者に対して、創業塾等を開催し、計画策
定について伴走型支援を行う。
４.事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】
３ヶ月に一度程度、専門家等と同行して巡回を行い、定期的に再確認を行うとと
もに、事業計画の実行、進捗管理等のノウハウを習得するためのフォローアップセ
ミナーを開催する。事業計画通りの事業推進が困難な状況に陥っている事業者に
は、専門家派遣制度を活用し、課題解決に向けた適切な支援を行う。
５.需要動向調査に関すること【指針③】
経営状況ヒアリングシートで把握したデータを活用するとともに、官公庁による
統計調査結果や物産展等における試験販売等のアンケート調査により需要動向の
把握を行い、事業計画書を策定する上での根拠として活用する。
６.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】
ＢｔｏＢの販路開拓支援については、村田町内食品製造小売業、飲食業の小規模
事業者を中心に商談会参加を勧奨し、販路拡大に取り組むとともに、事前及び事後
の支援を徹底し、商談の成約率を高める。ＢｔｏＣの販路開拓支援については、イ
ンターネット販売への出品を支援するとともに、町内で開催されるイベントへの出
店による販路開拓を支援する。
Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組
関係機関等と連携して「地域活性化懇談会」を開催し、本地域における経済活性
化の方向性を検討・共有するとともに、地域資源を有効活用した着地型観光などの
交流事業を実施し、地域小規模事業者の販路拡大による地域経済活性化を図る。
村田町商工会
宮城県柴田郡村田町大字村田字西田５１
電話 0224-83-2267 FAX 0224-83-5830

（別表１）
経営発達支援計画
経営発達支援事業の目標
１．村田町の概要
（１）位置・沿革
村田町は、宮城県の南部に位置し、仙台市など３市４町
に隣接しています。南に白石川が流れ、西に蔵王山系の
山々を望む、自然環境に恵まれた地です。また、東北地方
と関東地方、仙台方面と山形方面を結ぶ、古くからの交通
の要衝であり、現在も東北自動車道村田インターチェン
ジ・村田ジャンクションなどにより、その役割を果たして
おります。江戸時代には、仙台藩に属し、仙南地域の交通
の要衝・商業活動の中心部として栄え、現在でも蔵の町並
み（伝統的建造物群保存地区）が残されています。このよ
うに、本町は恵まれた自然環境と交通環境をもち、歴史的
な資源も有していることから、これらを活用したまちづく
りが可能な条件のもとにあると考えられます。
（２）人口
総人口の推移をみると、昭和 60 年（1985）の 13,807 人以降減少が続き、平成 12
年（2000）が 13,166 人、平成 22 年（2010）11,955 人、平成 26 年（2,014）11,699
人となっており、今後も減少傾向は続くものと考えられます。約 30 年間で 2,108 人
と大幅に減少しております。また、高齢化率も平成 28 年の宮城県高齢者人口調査に
よると 31.0%と高くなっている。
一方世帯数は、増加傾向にあります。一世帯当たりの人口は、3.0 人と、本町にお
いても核家族化が進行しています。

（３）地域産業別就業人口
１

平成 22 年産業別就業者割合は、第一次産業 462 人（８％）、第二次産業 2,106 人
（36％）
、第三次産業 3,196 人（54％）となっております。平成 17 年以降の産業別就
業者数は各産業で減少しており、増減率についても減少傾向にあります。平成 7 年か
ら平成 26 年では第一次産業は 46％減少、現在は緩やかになりつつあります。第二次
産業、第三次産業について減少率が拡大傾向にあります。
商工業者減少に伴い就業者総数でも平成 17 年の 6,353 人から、平成 22 年の 5,793
人と 560 人減少しています。
（４）地域の商工業者数
平成 26 年度経済センサスによると当商工会地域の商工業者数は 456、うち小規模
事業者数は 374 である。平成 17 年同調査と比較すると商工業者数で 95、小規模事業
者数で 73 と大幅に減少しております。
商工会の業種構成で見ると「小売業」26％、「サービス業」24％、「建設業」22％、
「製造業」12％、「飲食業・宿泊」10％、「卸業」6％となっております。
【商工業者等の数】
年

月

17 年 4 月

22 年 4 月

25 年 4 月

27 年 4 月

商工業者数

551

518

478

456

小規模事業者数

447

420

399

374

会員数

310

297

303

292

【地域小規模事業者の業種別割合】
業種別

製造業

建設業

小売業

飲食・サ
ービス業

その他

小規模事業者数

51

89

136

45

53

374

14％

24％

36％

12％

14％

100％

割

合

合

計

（５）村田町総合計画

村田町では平成２３年度に第４次村田町長期総合計画を作成し総合計画で掲げら
れている「まちごと元気な産業づくり」を目指して小規模事業者の商工業振興のた
め下記の方針を打ち出している。
1）魅力ある商店街づくり
①商工会の運営支援と商工団体の活動支援を行いながら、魅力ある店作りに努
め買い物客が増加する商店街づくりを推進いたします。
②商店街の活性化・・道の駅利用者を商店街へ誘導するなど買い物客の増加を
図りながら、蔵の町並みを活用した観光振興を図り、一
年を通じた賑わいを創出します。
③商店経営の支援・・融資制度の活用
④後継者の育成・・・研修会などの開催を通じて後継者の育成を図ります。
また後継者間の連携も促していきます。
⑤企業への支援と連携
・・企業経営基盤安定のため資金融資制度の活用を呼び掛
けていきます。
２

⑥企業誘致の促進・・新たな企業の誘致活動を積極的に推進。
⑦農工商の連携・・・農工商の連携を構築し新たな特産品の開発など地場産
業の強化に努めます。
⑧指導的人材の確保・育成
・・専門的な知識を兼ね備えた人材の確保・育成し、新たな
産業の創出を図ります。
2）観光資源の整備と活用
①蔵の町並みの整備と活用
・・空き店舗や蔵の所有者など幅広く意見を聞き、蔵の町並
みの活用を図ります。
②観光施設の整備・・適正な管理と施設の充実を図り、観光客の誘致に努め
ます。
③道の駅の充実 ・・地域に密着した施策を行い、内容の充実及び周辺施設
の整備を図り利用者の満足度を高められるように努め
ます。
3）イベントの開催と特産品の振興
①新たなイベントの開催と魅力ある食材の活用
・・住民や観光客を巻き込んだ新たなイベントの開催と、
地元住民が参加でき、特産品や食材を活かした地域に
愛されるＢ級グルメの開発に努めます。
4）関連団体への支援
①観光物産協会との連携と自立支援
・・観光物産協会に支援、助言を行い連携しながら、協会が
自立できるように努めます。
②観光ボランティアの育成・支援
・・町民から観光ボランティアに協力いただき、その支援
と育成に努めます。
２．地域商工業の現状と課題
（１）商業の現状と課題
卸・小売、飲食・サービス業においては、平成 18 年卸・小売業 163、飲食・宿泊
業 46 となっていました。しかし、村田町の統計によると平成 27 年 6 月現在店舗数
が卸・小売業 136、飲食・宿泊 45 と卸・小売業が大きく減少しました。
商店街においては、経営の悪化、後継者難等により廃業が後を絶たず空き店舗数
が店舗数をはるかに上回り、商店街の空洞化に歯止めがかからない状況であります。
村田町の昼夜間人口の関係を見ると、平成 17 年調査で夜間人口が昼間人口を上回
っていましたが、平成 22 年調査時点で逆転しています。また転出入人口の推移をみ
ると、平成 25 年までは転出超過の状況が続いてきましたが、平成２６年は転入超過
に転じました。
また、蔵の町並みが村田伝承的建造物群地区に選定されたことによる観光客の増
加、
「村田道の駅」顧客の増加など増加傾向にあります。このような状況下において
今後は更に「個店」の魅力を強化するとともに、空き店舗対策による新たな商店街
の再生が課題であります。併せて、村田町の農産物の１つである蕎麦を活用した地
場産品の育成や、そば屋の創業支援も課題としてあります。
３

商店街

(２)工業の現状と課題
村田町の資料によると、昭和 50 年代の村田工業団地の造成以来、交通の要衝とし
ての利点を活かしながら企業誘致活動を行い、飛躍的な発展を遂げてきました。
「宮城県の工業（平成 16 年工業統計調査結果報告書）
」による村田町の事業者数は、
村田工業団地を中心に町内 67 社（従業者 4 人以上の事業所）が操業し、2,325 人の
従業員が勤めていました。しかし平成 26 年には 51 社（従業員 2,294 人）に減少し、
町内在住従業員数は全体の約１割程度であります。平成 29 年 6 月には団地内大手電
機企業が閉鎖することが決定し、地域に与える影響は図り知れません。しかしなが
ら、今後の仙台空港の民営化、県道岩沼蔵王線（仮称）の姥ヶ懐トンネル開通によ
って人やモノの動きが一層活発になることが予想されます。商工会はものづくり補
助金等を活用し、販路開拓等を支援することが必要です。
（３）観光の現状と課題
村田町の観光では、蔵の町並みが村田伝承的建造物群地区に選定されたことによる
観光客の増加、「みちのく宮城の小京都村田」の象徴である豪勢な店蔵などを利用し
た、「蔵の陶器市」は県内外から陶芸家が集まり、芸術作品が一堂に集結しての展示
販売を行い 3 日間で延べ３万人の観光客が訪れます。村田町の農産物の１つである地
元産そば粉を利用した「村田新そばまつり」、郷土芸能まつり「布袋まつり」など四
季を通じた観光イベントがあり交流人口は増加傾向にありますが、一過性にとどまり
経済効果は期待できない状況である。今後は新たな需要開拓のため、特産品開発を積
極的に行い、観光産業に携わる特産品を扱う食品製造小売業や飲食業等に対しての支
援が課題であります。
蔵の陶器市

布袋まつり

４

蔵の町並み

３．商工会のこれまでの小規模事業者支援の取り組み
これまでは、経営改善普及事業を中心に窓口相談、巡回相談による記帳指導や金
融指導、経営計画作成相談を通じて経営分析等を行ってきたが、相談事案があった
都度の営業利益率や売上高の変化の把握などの定量的な経営分析が主体であった。
さらに、経営状況に関する情報収集の際にも、ヒアリングする経営指導員等のヒア
リングスキルによるところが大きく、経営状況の情報収集力にバラツキがあり、全
職員体制で一定水準以上の分析を実施する支援体制ではなかった。
４．小規模事業者に対する中長期的な振興の在り方
上記の当商工会地域の概況、商業・工業・サービス業等の状況、行政の策定して
いる総合計画、会員事業所の経営課題を踏まえ、地域内における小規模事業者への
今後 10 年間の中・長期的な振興の在り方は次の通りである。
（１）商業振興の在り方
当地域の卸・小売、飲食・サービス業については、経済動向や需要動向などの情
報提供を行いながら、経営力向上に必要となる経営計画の策定を支援し、新たな顧
客確保など販路開拓に繋げることが必要である。
経営者の高齢化・後継者不足は、業種にかかわらず小規模事業者の深刻な共通の
課題であることから、後継者の育成や空き店舗対策として新規創業者への支援も充
実していかなければならない。
（２）工業振興の在り方
製造業は工業団地内に電子部品などの製造を行う、中小・小規模事業者が中心で
ある。また、地域資源の大豆や小麦粉を原料とした味噌・納豆などの小規模な食品
製造業者も多い。製造業に於いては景気動向に左右される企業が殆どである。今後
は、ものづくり補助金等、国・県等の支援施策の情報の提供等、積極的な支援を行
っていかなければならない。また、小規模食品製造業においては既存商品の育成や
新商品の開発、商談会等による販路開拓支援を行っていくことが必要である。建設
業関連では、公共事業の地元受注の促進対策を図りつつ、経営力の向上に必要とな
る経営計画の策定等について支援を行い経営基盤の強化を図っていくことが必要で
ある。
（３）観光振興の在り方
５

当地域は観光資源に恵まれ、
「みちのく宮城の小京都村田」の象徴である豪勢な店
蔵が「村田伝承的建造物群地区」に選定、道の駅村田、スポーツランド菅生等によ
り年々交流人口が増加傾向にあることから、特に観光産業に携わる特産品を扱う食
品製造小売業や飲食業者等に対する支援をしていくため、新たな特産品の開発、新
たなメニューの開発を行っていく。また、交流人口が拡大できる仕組み作りとして、
経済活性化の方向性を地域関係者で検討・共有を図りながら広域観光を目指してい
くことが必要である。
５．経営発達支援事業の目標と方針
上述の中・長期的な振興の在り方を踏まえ、小規模事業者の持続的発展を第一に
個別事業者の経営力向上・販路開拓支援等の強化を図るため、宮城県、村田町、そ
の他支援機関等と連携して経営指導員等による極め細かな巡回及び窓口指導を伴走
型により実施し、経営改善普及事業による実行的支援とＰＤＣＡサイクルを実施し
ながら、以下の目標を達成するため本経営発達支援事業を展開していく。
目標１

小規模事業者の経営力向上のための支援強化
【方 針】
卸・小売、飲食・サービス業が抱える経営課題の解決と今後の経営力向上に
必要となる事業計画策定の支援を通じ、売上・利益改善のための具体的な提案
を伴走型支援により実施し、個店の魅力を強化する。
また、小規模食品製造業者については、事業計画策定の支援により、売上・
利益改善のための具体的な提案を伴走型支援で実施する他、ものづくり補助金
等、国・県等の支援施策の積極的な活用を支援し、経営力の向上を図る。

目標２

創業・第二創業予定者への支援強化
【方 針】
全ての業種に共通する取組みとして、創業及び第二創業予定者への支援を強
化し、開業数を増加させるとともに、開業後のフォローアップを徹底し、開業
直後の廃業リスクを減少させ、小規模事業者数の維持に努める。

目標３

販路開拓のための支援強化と成約のためのフォローアップ強化
【方 針】
卸・小売、飲食・サービス業や小規模食品製造業者が、経営計画に基づいて
行う新商品開発や新規顧客開拓等を支援するため、商談会等への参加の支援や
商談後のフォローアップを強化し成約率を高める。

目標４

観光資源を有効活用した地域経済活性化の推進
【方 針】
観光客の増加と交流人口の拡大のため観光資源を有効活用した着地型観光
イベント事業などの交流事業を検討・実施し、また、特産品開発、新たなメニ
ューの開発を行い販路拡大による地域経済の活性化を図る。

６

経営発達支援事業の内容及び実施期間
（１）経営発達支援事業の実施期間（平成３０年４月１日～平成３５年３月３１日）
（２）経営発達支援事業の内容
Ⅰ．経営発達支援事業の内容
１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】
＜現状と課題＞
現在把握している各種データは、金融機関レポート等限定的であり、支援における
基礎資料として十分に活用されていなかった。身近な資料だけでなく、幅広く地域の
経済動向を示すデータを収集し、支援における基礎資料として活用して行くことが課
題である。
＜今後の取り組み＞
地域内の経済の動向を把握するため、関係機関等との懇談会及び地元税理士との懇
談会を開催し、人口動態や確定申告の状況など経済動向に関する項目について把握・
分析するとともに、観光客が訪れる頻度の高い「道の駅村田」が保有するデータを活
用し、月別来店客数等町内観光に関するデータを把握分析する。
また、町内の景気動向を把握するため、巡回・窓口相談時に「経営状況ヒアリング
シート」により売上高や仕入金額などをヒアリング調査し、整理分析する。
更に、県内の経済状況を把握するため、みやぎの経済月報（宮城県統計課編）など
の外部データを活用し、個人消費、公共投資などについて把握分析する。
把握分析した各データは、整理ファイリングし、事務所内の共有化を図り、個別の
事業計画の資料として活用するとともに、公表可能なデータについては、商工会ニュ
ースレターやホームページ等を通じて広く地域に提供する。
＜事業内容＞
（１）経営状況ヒアリングシートによる経営状況の把握
町内の景気動向を把握するため、巡回訪問・窓口相談時に商店街及びその周辺に立地
する小売業、飲食・サービス業、食品製造業の小規模事業者２０事業者程度を対象に
「経営状況ヒアリングシート」によるヒアリングを年４回実施し、売上高、仕入金額、
利益の状況、資金繰りの状況、主な取扱商品の販売の状況等を把握するとともに、規
模別、業種別、時系列に整理分析の上ファイリングし、事務所内の共有化を図るとと
もに、公表可能なデータについては、商工会ニュースレターやホームページを通じて
広く地域に提供する。
（２）関係機関等との懇談会開催による町内経済状況の把握
町内の経済動向を把握するため、本会と村田町及び地元金融機関（七十七銀行村田支
店、仙南信用金庫村田支店）との懇談会を年１回開催し、村田町内の人口動態、住宅
着工件数、村田町中小企業振興資金等事業資金の取り扱い状況、設備投資や資金繰り
の状況を把握するとともに、地元税理士との懇談会を年１回開催し、町内企業の確定
申告などの状況から企業の売上や利益の状況を把握する。
７

把握したデータは、懇談会レポートとしてとりまとめ、経営計画策定などに活用しや
すいように整理・ファイリングし、事務所内の共有化を図るとともに、商工会ニュー
スレターやホームページを通じて広く地域に提供する。
（３）町内観光データの活用
町内の観光動向を把握するため、観光客が訪れる頻度の高い「道の駅村田」が保有す
るデータを活用し、観光客等の年間および月別来客数、イベントごとの来店客数、商
品別売上等購買動向を把握し、経営計画策定などに活用しやすいように整理・ファイ
リングし、事務所内の共有化を図るとともに、商工会ニュースレターやホームページ
を通じて広く地域に提供する。
（４）外部データの活用
県内全体の大きな経済の趨勢を捉えるため、みやぎ経済月報（宮城県統計課編）や宮
城県の商圏（消費購買動向調査報告書）
、宮城県商工会地区中小企業景況調査（宮城県
商工会連合会）等外部データを活用し、四半期毎に県内エリアの個人消費、公共投資、
住宅着工、雇用状況、貸付状況などの経済動向について把握し、業種別・地域別・項
目別に１つのファイルにデータとして整理・ファイリングし、事務所内の共有化を図
るとともに、商工会ニュースレターやホームページを通じて広く地域に提供する。
【目標】
項目

30 年度

31 年度

32 年度

33 年度

34 年度

未実施

80

80

80

80

80

1

2

2

2

2

2

地元税理士との懇談会

未実施

2

2

2

2

2

町内観光データの活用

未実施

1

1

1

1

1

未実施

4

4

4

4

4

未実施

2

2

2

2

2

経営状況ヒアリングシー
トによるヒアリング
（20 事業所×年 4 回）
村田町・金融機関との懇
談会

みやぎ経済月報等の外部
データ（四半期毎）
商工会ニュースレター等
による情報提供（年）

現状

２．経営状況の分析に関すること【指針①】
＜現状と課題＞
これまでは、窓口相談、巡回相談による記帳指導や金融指導、経営計画作成相談を
通じて経営分析等を行ってきたが、相談事案があった都度の営業利益率や売上高の変
化の把握などの定量的な経営分析が主体であった。さらに、経営状況に関する情報収
集の際にも、ヒアリングする経営指導員等のヒアリングスキルによるところが大きく、
経営状況の情報収集力にバラツキがあり、全職員体制で一定水準以上の分析を実施す
る支援体制ではなかった。
８

＜今後の取り組み＞
小規模事業者の持続的発展に向け、経営指導員等の巡回・窓口相談、各種セミナー
の開催を通じて、経営分析の対象事業者の掘り起こしを行い、経営分析の必要性の高
い小規模事業者の経営実態を把握するため経営分析を行う。特に、商店街及びその周
辺に立地する小売業、飲食・サービス業、食品製造業の小規模事業者及び小規模事業
者持続化補助金等の施策を活用した事業者への経営分析に重点を置く。
過去の自社データの比較傾向分析と、小企業の経営指標調査（日本政策金融公庫）
等の各種指標との比較分析を行うなど定量分析を充実させるとともに、自社の強み・
弱み・機会・脅威をとらえたＳＷＯＴ分析など定性分析を実施し、事業計画策定のた
めの基礎資料として活用する。
実施に際しては、小規模事業者の利便性向上と現場の状況を把握するため、極力、
巡回を中心とした支援に努める。
経営状況の分析後に把握した専門的な課題等については、宮城県商工会連合会（サ
ポーティングリーダー）、宮城県よろず支援拠点、地域金融機関（七十七銀行村田支店、
仙南信用金庫村田支店）、中小企業支援ポータルサイト「ミラサポ」、中小企業基盤整
備機構のコーディネーター等を活用し、小規模事業者が抱える経営課題解決に向けた
伴走型支援の実践を通してサポートする。
＜事業内容＞
（１）対象事業者の掘り起し
巡回訪問、窓口相談、各種補助金申請支援業務、金融相談業務、記帳申告業務等にて
掘り起こしを行い、成長意欲を示すなど経営分析の必要性の高い小規模事業者の経営
分析を行う。特に、商店街及びその周辺に立地する小売業、飲食・サービス業、食品
製造業の小規模事業者及び小規模事業者持続化補助金等の施策を活用した事業者への
経営分析に重点を置く。
また、管内非会員（約 170 事業所）についても、中小企業施策の説明会や、毎年２
月に実施する商工会事業案内の際などに掘り起しを実施する。
（２）経営分析の実施
経営分析は、下記項目の定量的な財務分析や定性的なＳＷＯＴ分析等について経営分
析を行うとともに、（独）中小企業基盤整備機構が提供する「経営自己診断システム」
を活用するなど、小規模事業者が一目で理解しやすい資料としてフィードバックを行
うよう工夫する。
また、詳細な分析を要する小規模事業者に対しては、専門知識を有する宮城県商工会
連合会（サポーティングリーダー）、宮城県よろず支援拠点、地域金融機関（七十七銀
行村田支店、仙南信用金庫村田支店）、中小企業支援ポータルサイト「ミラサポ」、中
小企業基盤整備機構のコーディネーター等と連携し、専門的経営分析も付加し、個別
の事業計画支援の基礎資料として活用する。
（３）経営状況等の分析結果の活用
９

経営状況等の分析結果は、地域産業の統計的データとして 1 つのファイルに業種別・
分析項目別に整理し、必要な時にスムーズな提供が図れるよう職員間で情報の共有を
図るほか、巡回・窓口相談を通して小規模事業者とも情報の共有を図り、事業計画策
定の基礎資料として活用する。
また、上記で分析した個々の経営状況等の分析結果については、その結果について当
該事業所に対してフィードバックし、経営実態から経営課題等を明確化させ、持続的
発展のための経営改善策の提案支援に活用する。
■主要な分析項目等
項目
主な分析手法・項目等
財務分析
【売上高分析】
(定量的視点) 売上高推移・商品別売上高推移・取引先別売上高推移・客数推
移 等
【収益性分析】
売上高総利益率・売上高営業利益率・売上高経常利益率
客単価推移 等
【安全性分析】
短期安全性・長期安全性・自己資本比率 等
【効率性分析】
資本回転率・資本利益率・設備稼働率 等
【その他】
CF 倍率・生産性分析 等
財務以外
【市場状況】（機会・脅威）
(定性的視点) 既存取引先の取引状況、顧客市場の動向、競合の動向 等
【商品状況】（機会・脅威）
企業が提供する製品やサービス、販路・販促・販売手法 等
【事業者情報】（強み・弱み）
企業が保有する設備や技術や従業員、競合他社との差別的要
素、自社において不足している要素 等
【目標】
項目
現状
30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度
掘り起しのための
未実施
80
80
80
80
80
巡回訪問件数
経営自己診断シス
未実施
15
18
21
24
24
テム利用件数
経営分析件数
未実施
3
5
6
6
6
伴走型支援の実施において実現可能な件数として設定。
３．事業計画策定支援に関すること。【指針②】
＜現状と課題＞
現在は金融、税務、労務など対処療法的な支援が中心となっていることが現状であ
り、各種補助金申請支援の個別支援は実施しているが、経営に一歩踏み込んだ提案型
の支援に切り替えていくことが課題であった。
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＜今後の取り組み＞
小規模事業者の経営課題を解決するため「地域の経済動向調査」、
「経営分析の結果」、
「需要動向調査」の結果を踏まえながら、経営状況ヒアリングシートによるヒアリン
グ及び事業計画策定セミナー、個別相談会の開催により、成長意欲を示すなど事業計
画策定の必要性の高い小規模事業者の掘り起こしを行い、特に、商店街及びその周辺
に立地する小売業、飲食・サービス業、食品製造業の成長意欲の高い小規模事業者の
うち経営分析を行った事業者を中心に、伴走型の支援により事業計画策定支援を行う。
また、創業・第二創業予定者に対して、村田町と連携し、産業競争力強化法におけ
る「創業支援事業計画」に基づく創業塾・創業計画個別相談会を開催し、計画書策定
について伴走型の支援を行う。
なお、事業計画策定支援にあたっての専門的な課題等については、宮城県商工会連
合会（サポーティングリーダー）、宮城県よろず支援拠点などの専門家と連携し、資金
面については日本政策金融公庫や町内金融機関との連携を図り支援を行い、中小企
業・小規模事業者の経営の持続的発展を図る。
＜事業内容＞
（１）経営状況ヒアリングシートによるヒアリング及び事業計画策定セミナー・個別相
談会の開催
経営状況ヒアリングシートによるヒアリング及び事業計画策定セミナー、個別相談会
の開催により、成長意欲を示すなど事業計画策定の必要性の高い小規模事業者の掘り
起こしを行う。特に、商店街及びその周辺に立地する小売業、飲食・サービス業、食
品製造業の小規模事業者への掘り起しに重点を置く。
また、より成長を志向する小規模事業者に対して事業計画策定支援を行う。
（２）成長意欲の高い小規模事業者の事業計画策定支援
上記の経営状況ヒアリングシートや事業計画策定セミナー、個別相談会を経て事業
計画の策定を検討している小規模事業者には「地域の経済動向調査」、「経営状況の分
析結果」、「需要動向調査」の結果を踏まえながら、自社が有する経営資源の状況、競
合する事業者の状況等、不足する詳細項目についてヒアリングを行い把握するととも
に、宮城県商工会連合会や宮城県よろず支援拠点など専門家と連携し、事業計画策定
を支援する。
なお、当商工会は、経営指導員１名であることから、経営分析を行った事業者を事
業計画策定支援の対象とするため、目標とする事業計画策定事業所数と経営分析件数
は同数にしている。
（３）創業・第二創業予定者等に対する事業計画策定支援
創業・第二創業予定者に対して、村田町と連携し、産業競争力強化法における「創業
支援事業計画」に基づく創業塾を年１回開催するとともに、本格的に創業を目指す受
講者を対象に、創業計画策定個別相談会を３ヶ月に１回開催し、創業計画の策定を支
援する。なお、創業塾及び創業計画策定個別相談会の講師には宮城県よろず支援拠点
専門家等を予定する。更に、商工会に創業相談窓口を常設で設置し、計画の策定から
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実現まで継続的に伴走型の支援を行う。
【目標】
項目
現状
30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度
事業計画策定セミナー
1
1
1
1
1
1
個別相談会開催回数
（創業計画個別相談会を兼ねる）
事業計画策定事業所数
創業塾
創業計画策定事業所数

0

4

4

6

6

6

0
0
1

3
1
1

5
1
1

6
1
2

6
1
2

6
1
2

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】
＜現状と課題＞
金融指導、税務指導を通じて事業計画策定支援を行ってきたが、事業計画を策定し
ても、経営者は日常の業務に追われて、少ない人員体制の中で計画遂行しなければな
らず、日常業務を優先させてしまいがちであり、定期的なフォローアップは必須であ
るが、現状は、定期的なフォローアップの体制構築に至っておらず、相談がある場合
に対応を行っている状況である。
＜今後の取り組み＞
本計画では、３ヶ月に一度程度、宮城県商工会連合会サポーティングリーダーを同
行して巡回を行い、計画実行支援を伴走型で実施する。各種支援策や専門家派遣事業
を活用してフォローアップを行うとともに、計画に無理がないか定期的に再確認を行
う。
また、事業計画策定事業者を対象に、事業計画の実行、進捗管理、検証、見直しを
行うノウハウを習得するためのフォローアップセミナーを開催する。
事業計画通りの事業推進が困難な状況に陥っている事業者には、宮城県商工会連合
会、宮城県よろず支援拠点等の専門家派遣制度を活用しながら、課題解決に向けた適
切な支援を行う。
更に、今後は新たに創設された「小規模事業者経営発達支援融資制度」も活用しな
がら積極的に金融支援も実行していく。
＜事業内容＞
（１）定期的な巡回訪問によるフォローアップ支援
小規模事業者が、少ない人数の中で新たな取り組みに係る経営計画を遂行していくこ
とは、課題も多いことから、経営指導員等が宮城県商工会連合会サポーティングリー
ダーを同行して３ヶ月に一度程度巡回訪問し、計画の進捗状況や、売上・利益の状況、
大きく変化した内容、経営上の課題等をヒアリング項目としたヒアリングシートによ
りヒアリングを行うとともに、ヒアリング内容は、事業者ごとに「基幹システム相談
指導カルテ」に入力し管理する。また、各種支援施策の紹介等事業計画の進捗状況に
応じた提案を行う。
事業計画通りの事業推進が困難な状況に陥っている小規模事業者には、その原因と対
策を分析し、事業者に改善を促す他、宮城県商工会連合会、宮城県よろず支援拠点等
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の専門家派遣制度も活用しながら、その要因等を更に詳しく分析し、計画のブラッシ
ュアップ、または見直しを図るなど課題解決に向けた適切な支援を行う。
（２）フォローアップ個別相談会の開催
フォローアップ個別相談会を開催し、事業計画の進捗管理や事業計画が計画通り進ま
ない場合の見直し手法等の習得を図るとともに、小規模事業者持続化補助金やものづ
くり補助金の計画推進支援の場としても活用する。
（３）金融支援
事業計画策定者に対して日本政策金融公庫と連携し、資金計画に関するフォローアッ
プを行い資金面での円滑な計画推進をサポートする。また、新たに創設された「小規
模事業者経営発達支援融資制度」の利用に向けて伴走型の支援を行う。
（４）創業者へのフォローアップ支援
事業計画を策定した創業者や第二創業者には、事業継続を確実にするため 2 ヶ月に１
回経営指導員による定期的な巡回訪問を行い、事業の進捗状況や経営状況、問題、課
題を確認しフォローアップを伴走型で行う。
事業計画通りの事業推進が困難な状況に陥っている創業者には、宮城県商工会連合
会、宮城県よろず支援拠点等の専門家派遣制度を活用しながら、その要因等を分析し、
計画のブラッシュアップ、または見直しを図るなど課題解決に向けた適切な支援を行
う。
【目標】
項 目
事業計画策定フォローアップ事業所
数
フォローアップ回数
フォローアップ個別相談会回数
創業計画フォローアップ事業所数
創業計画フォローアップ回数（述べ）

現状

30 年度

31 年度

32 年度

33 年度

34 年度

未実施

3

5

6

6

6

未実施
未実施
未実施
未実施

12
4
1
6

20
4
1
6

24
4
2
12

24
4
2
12

24
4
2
12

５．需要動向調査に関すること【指針③】
＜現状と課題＞
現在、需要動向に関する情報収集、分析は行っていない。今後は、個社の需要の拡
大や利益の確保に資するような調査を行って、情報提供を行っていくことが課題であ
る。
＜今後の取り組み＞
商店街及びその周辺に立地する小売業、飲食・サービス業、食品製造業のうち、事
業計画を策定する小規模事業者の既存商品及び新商品の需要動向を把握するため、
（１）道の駅村田及び各種団体のイベントにおける需要動向アンケート調査（２）商
談会におけるバイヤーへのヒアリング調査（３）外部データによる需要動向調査を行
う。
得られた情報については、個別企業に巡回訪問及び窓口相談の際に情報を提供し、
新商品開発や販路の拡大、需要を見据えた事業計画書を策定する上での根拠として活
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用する。
＜事業内容＞
（１）道の駅村田及び各種団体のイベントにおける需要動向アンケート調査
商店街及びその周辺に立地する小売業、飲食・サービス業、食品製造業のうち、事業
計画を策定した小規模事業者全員を対象に、道の駅村田及び「村田新そばまつり」等
において既存商品や新規開発商品の試験販売及び試食を行い、試食等参加者に対しア
ンケート調査を実施する。
①調査項目
1）食品製造業者
性別、年代、居住地などの基本情報
味、価格、ボリューム、パッケージに対する満足度、商品の改善点等の個別情報
2）飲食業
性別、年代、居住地などの基本情報
味、価格、ボリューム、満足度、メニューの改善点等の個別情報
3）小売業、サービス業
性別、年代、居住地などの基本情報
商品の機能、形状、色彩、サービスの内容、価格、満足度、商品・サービスの改
善点等個別情報
②調査方法
既存商品や新規開発商品の試験販売及び試食を行い、事業者 1 社につき試食等参加
者５０名にアンケート調査を配布し、記入されたものを回収する。
③活用方法
アンケート調査で得られたデータを分析整理し、参加した事業者に巡回訪問及び窓
口相談の際に提供し、商品の改良や新商品開発、販路拡大、新たなサービスの提供
等に活用し事業計画にも反映させる。また、一般的に活用できる情報は、巡回訪問
や窓口相談時に提供する。
（２）商談会におけるバイヤーへのヒアリング調査
商談対象商品の評価や改善点を把握するため、宮城県商工会連合会が実施する「地
域内商談会」、仙台商工会議所主催の「伊達な商談会」に出展する食品製造業者の商
品について、参加バイヤーに対しヒアリング調査を実施する。
①調査対象
食品製造業者（地域内商談会、伊達な商談会各１社）が出展する商品（１社当たり
１商品、合計２商品）
②調査項目
味、容量、形状、パッケージ、価格、類似商品の動向等
③調査方法
バイヤーに対し直接ヒアリングを行う。
④活用方法
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調査で得られた情報は、参加した事業者に巡回訪問及び窓口相談の際に提供し、食
品製造業者の既存商品の改良、新商品開発、商談会に出展する際の参考資料として
活用し、事業計画にも反映させる。また、一般的に活用できる情報は、巡回訪問や
窓口相談時に提供する。
（３）外部データによる需要動向調査
広域的な需要の動向を把握するため、外部データを活用し類似商品や同種の製品の地
域別の売り上げ状況等を把握し、（１）（２）の調査を補完する。
①活用外部データ及び調査項目
総務省「家計調査」⇒品目別１世帯当たりの支出金額
日経テレコンＰＯＳ情報⇒販売動向や売れ筋情報等
②調査手法
総務省「家計調査」や日経テレコンＰＯＳ情報から小規模事業者が販売する商品等に
関する売り上げ状況等を四半期ごとに収集し、売上ランキングの変化や季節ごとの推
移について整理分析する。
③活用方法
調査結果は、商店街及びその周辺に立地する小売業、飲食・サービス業、食品製造業
のうち、事業計画を策定した小規模事業者に巡回訪問及び窓口相談時に随時情報提供
する。
【目標】
項目
（１）道の駅村田及び各種団体
のｲﾍﾞﾝﾄにおける需要動向ｱﾝｹｰ
ﾄ調査ｻﾝﾌﾟﾙ数（事業計画策定事
業所×50 ｻﾝﾌﾟﾙ）
（２）商談会におけるﾊﾞｲﾔｰへ
のﾋｱﾘﾝｸﾞ調査（支援事業所）
（３）外部ﾃﾞｰﾀによる需要動向
調査（回数）
（３）の情報提供
事業計画策定事業者

現状
未実施

30 年度

31 年度

32 年度

33 年度

34 年度

(3 事業所）(5 事業所） (6 事業所）(6 事業所）(6 事業所）

150

250

300

300

300

未実施

2

2

2

2

2

未実施

4

4

4

4

4

未実施

5

7

8

8

8

６．新たなる需要の開拓に寄与する事業に関すること
＜現状と課題＞
小規模事業者への販路開拓支援は、商談会等開催案内等の情報提供が主になってい
る現状であり、各種商談会等に出店するための消費者ニーズの傾向の把握やバイヤー
との折衝方法、成約に向けてのポイントなど商談会に慣れていない事業者への商談会
対応支援が課題である。
＜今後の取り組みについて＞
単独での商談会開催を検討するが、現時点での単独開催は難しい。このため、Ｂｔ
ｏＢの販路開拓支援については、村田町内食品製造小売業、飲食業の小規模事業者を
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中心に他の支援機関で開催される商談会等の年間スケジュールを把握して計画的且つ
効果のある商談会参加を勧奨し、販路拡大に取り組むとともに、商談会に慣れていな
い事業者への商談シートの作成や商談会でのバイヤーとの折衝方法、消費者ニーズの
傾向の把握等、事前及び事後の支援を徹底し、商談の成約率を高め小規模事業者の販
路開拓と認知度の向上を図る。
また、ＢｔｏＣの販路開拓支援については、村田町内の小売業、飲食・サービス業、
食品製造業の小規模事業者を中心にインターネット販売への出品支援など、消費者ニ
ーズや地域内外の市場動向を踏まえた販売機会の拡大を図るとともに、町内で開催さ
れるイベントへの出展支援により販路開拓を支援する。
＜事業内容＞
（１）各種商談会への参加勧奨と商談力向上に向けた支援（BtoB）
地区外に販路拡大を目指す食品製造業の小規模事業者に、各種商談会への出展を促
し、新たな販路開拓を支援するとともに商品の知名度の向上を図る。
また、商談力向上のため、各種専門家派遣制度を活用した個別相談会を開催すると
ともに、商談会後の追跡支援により商談成立件数の増加に繋げる。
①目的
商談力の向上と新たな販路の開拓を図る。
②対象事業者
地区外に販路拡大を目指す食品製造業の小規模事業者
③対象商談会
1）宮城県商工会連合会主催【グルっとＭＩＹＡＧＩ】
「ちょっとイイもの」
“食の
商談会”
概要 東日本大震災や関連する風評被害等によって販路を失った食品製造業者
や、新たな販路の拡大を狙っている県内製造業者等を対象に、県内・隣
県スーパー等バイヤーとの商談機会を提供することにより販路回復・拡
大と地域経済の活性化を図ることを目的に実施されている。
2）仙台商工会議所主催「伊達な商談会」
概要 東日本大震災で失った販路の回復を目的に始まった商談会。より高い成
果を得るため「個別型」
「集団型」
「バスツアー型」
「展示型」などバイヤ
ー種別やサプライヤーの状況に合わせた、様々な商談スタイルで実施さ
れている。
④支援方法
1）商談会への出展勧奨
巡回訪問時に商談会等の情報を提供し、小規模事業者の出展意欲の向上を図
る。
2）商談力向上支援
消費者ニーズの傾向の把握や効果的な商談シートの作成、商品の展示・アピー
ル手法等商談技術の向上を図るため、宮城県よろず支援拠点コーディネーター
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等専門家と連携し、個別相談会を開催する。
3）商談会後の追跡支援
経営指導員等が、巡回訪問等により商談結果を確認、整理するとともに、宮城
県よろず支援拠点コーディネーター等専門家と連携し、バイヤーの改善要望等
に対するフォローアップや商品改良について支援し、商談成立件数の増加に繋
げる。
（２）ＩＴを活用した販路開拓支援（BtoC）
ＩＴ技術を活用して販路開拓を目指す小規模事業者を対象に各種ＥＣサイトへの
登録を促し、販路開拓を支援する。
①目的
ＩＴ技術を活用した情報発信体制の構築を支援し、企業情報等を効果的に発信す
ることにより、認知度の向上及び信頼度の向上を図り、新たな販路の開拓に結び付
ける。
②対象事業者
ＩＴ技術を活用していない小規模事業者及びＩＴ技術を効果的に活用できていな
い小規模事業者
③対象ＥＣサイト等
1）全国商工会連合会運営「ニッポンセレクト.com」
概要 中小企業・小規模事業者等が、農商工連携や地域資源の活用などにより
開発した商品等や、魅力ある隠れた地域産品等をウェブを通じて紹介・
普及を行うことにより、地域の優れた産品を紹介・販売し、中小企業・
小規模事業者の商品展開力・販売力の向上等を図ることを目的としたサ
イト。
2）１００万会員ネットワーク
概要 全国の事業者がＷＥＢ上でつながり、自社のＰＲ、事業者間交流、お役
立ち情報の取得、事業者と一般消費者の橋渡しの場を提供するＷＥＢサ
イト。
④支援方法
1）経営指導員等の巡回訪問時や商工会報、ホームページ等を通じて対象ＥＣサイ
ト等の情報を提供し、活用を推進するとともに、導入にあたって登録データの
作成方法や登録する際の操作方法等について支援を行う。
2）需要動向調査等の結果に基づき、宮城県よろず支援拠点コーディネーター等専
門家を活用し、対象ＥＣサイト等に掲載する商品のパッケージデザインや容
量、価格などのブラッシュアップを支援する。
（３）町内で開催されるイベントへの出店による販路開拓支援（BtoC）
道の駅村田及び各種団体のイベントには、町内外から多くの観光客が訪れ、町内の特
産品等を購入していくことから、これを新たな販路開拓の機会と捉え、村田町内の小
売業、飲食・サービス業、食品製造業の小規模事業者を中心に出店支援を行い、販売
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機会の拡大を図る。
①目的
小規模事業者の商品や事業内容などについて、地域内外の一般消費者にＰＲする
ことで、認知度向上を図り新たな需要を開拓する。
②出店するイベント等
1）道の駅村田での催事（随時）
2）蔵の町布袋まつり（１０月）
3）村田新そばまつり（１１月）
③対象事業者
小売業者、飲食・サービス業者、食品製造業者
④支援方法
1）商工会ホームページ、会報等を通じ、事業者に各イベントの情報提供を行い、
出展を促す。
2）出展後、ヒアリング調査を通じて出展者・来場者の反応や意見を整理し、販売
促進に係るフォローアップを図る。
【目標】
項目
現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度
商談会参加事業所数
1
2
3
3
3
（商談成立件数）
（1）
（2）
（3）
（3）
（3）
商談力向上に向けた個別相
0
2
4
6
6
6
談、事後追跡支援実施回数
1
2
3
4
4
ﾆｯﾎﾟﾝｾﾚｸﾄ com 出店事業所数
0
（1 店当たりの年間販売件数）
（10） （20） （30） （40） （40）
100 万会員ネットワーク登
9
11
13
15
17
19
録事業所数
（0）
（5） （10）
(15)
(15)
(15)
（1 店当たりの年間取引数）
町内イベント出店事業者数
2
3
4
5
6
7
（売上額：単位万円）
(10)
(30)
(40)
(50)
(60)
(70)
Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組
<現状と課題>
当商工会では、村田町や村田町観光物産協会等の各種団体と連携協力し、歴史的価
値の高い「蔵の町並み」を活用したイベントや催事等の主催や参画を行ってきた。地
域振興は、地域小規模事業者の経営環境に及ぼす影響は大きく、本会としてこれらの
地域資源（観光資源）を活かすべく観光客等の増加や交流人口を更に増やすための各
種活性化事業を取り組んでいる。また、行政や商工会、 各関係機関・団体、住民がそ
れぞれの知恵を出し合い、一丸となって実効性のある対策の整備と経済活性化に向け
た取り組みの実践が課題である。
本会としてこれらの地域資源（観光資源）を活かすべく観光客等の増加や交流人口
を更に増やすための各種活性化事業を取り組んでいる。また、行政や商工会、 各関係
１８

機関・団体、住民がそれぞれの知恵を出し合い、一丸となって実効性のある対策の整
備と経済活性化に向けた取り組みの実践が課題である。
<今後の取組み>
今後は、村田町、村田町観光物産協会、ＮＰＯ法人むらた蔵わらし、ＪＡみやぎ仙
南などの関係機関・団体と連携して「地域活性化懇談会」を年２ 回開催し、地域の現
状と課題、各組織が保有する強み、各団体等の取 組み等について確認するとともに、
本地域における経済活性化の方向性を検討・共有する 体制を整備することで、観光客
の増加と交流人口拡大のため地域資源を有効活用した着地型観光やイベント事業など
の交流事業を検討・実施し、地域小規模事業者の販路拡大による地域経済の活性化を
図る。更に、共有した地域経済の活性化の方向性を反映させるために、実施する事業
の推進にあたっては、関係する各種機関・団体等で構成する実行委員会等を組織し、
その目的に応じた事業効果やこれまでの事業成果を検証しながら、地域経済の活性化
により効果のある計画を策定し事業を展開する。
<事業内容>
（１） 観光資源を有効活用した地域経済活性化の推進（新規）
本町は蔵の町並み（伝承的建造物群保存地区に選定）を活用した地域活性化について、
関係機関・団体と連携して「地域活性化懇談会」を年２ 回開催し、地域の現状と課題、
各組織が保有する強み、各団体等の取組み等について確認するとともに、本地域にお
ける観光資源を活用した経済活性化の方向性を検討する。また、その中で県内外から
の観光客の増加と交流人口の拡大のため、観光のルート化や体験型観光などの着地型
観光の事業検討・実施や事業成果を検証して地域経済活性化を推進する。
（２）商店街にぎわい創出による交流人口の拡大（拡充）
本町は、商店街の中に蔵の町並み（伝承的建造物群保存地区に選定）は、豪商の蔵づ
くりの商家など多くの歴史的建造物を有し、観光資源に恵まれているものの通過型の
観光が主流で観光客等を商店街へ誘導し回遊性を高めることが課題である。そのため、
上述の「地域活性化懇談会」のなかで商店街にぎわい創出による交流人口の拡大策や
景観に合った商店街づくり、観光客等を商店街へ誘導する具体策等を検討する。現在、
商店街にぎわい創出のため実施している「蔵の陶器市」事業は、商店街の空き店舗に
全国の工芸家を招き展示・販売するイベントで年１回３ 日間の開催で延べ 30,000 人
の来場者がある。商店街への回遊性を高め交流人口の拡大や観光振興の面においても
その貢献度は高いことから、今後は「地域活性化懇談会」で事業の成果を検証し、よ
り内容の充実を図りながら継続的な取り組みを行う。
事業名

開催時期

内容

蔵の陶器市

毎年 10 月開催

商店街（蔵の町並）の空き店舗対策事業の一環として、空
き店舗に陶芸家を招集し、期間中 2 万人の来場者があり商
店街・地域の活性化に寄与するイベント。

村田の秋「おもてな
し蔵の町めぐり」

毎年 10 月開催

「蔵の町」村田町の魅力を堪能していただく日帰りツア
ー。町外の方々を対象にツアーの参加募集を行い、蔵の町
巡り、商店街での楽しいお買い物、おもてなし弁当「蔵御
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膳」を堪能していただく日帰りツアーで、27 年度は 93 名
の参加者があった。

（３）地域イベントを活用した消費拡大に向けた取り組み（拡充）
本町で開催する地域イベントは、秋祭り（布袋まつり）や地場産そばを使用した「新
そばまつり」など地域の特産品等を一堂に集めて即売するイベントとして地域内外よ
り約 1 万人の来場者によりにぎわうが、今後はイベントの集客効果を小規模事業者の
利益に結びつけるため、企業ＰＲブース等の設置など新たな顧客獲得のため小規模事
業者の取扱う商品・サービスの宣伝の場とするなど、イベントのにぎわいを消費拡大
に向け地域経済に波及させる具体策等を上述の「地域活性化懇談会」において検討す
る。
事業名

開催時期

内容

蔵の町布袋まつり

毎年 10 月開催

八百年の伝統をもつこの祭りは豊年の祝いの意味を繰り
広げられ、町の全商店街を山車でねり歩き観光客が１万人
の観光客が訪れる。

村田新そばまつり

毎年 11 月開催

新たな地産地消に核として芽生えた村田特産の「たまゆら
郷そば」を 100％使用した手打ち蕎麦供応出来るよう工夫
を重ね 9 回目を迎え年々来場者が増加している。会場は、
商店街にある「蔵の町並み通り」の蔵を活用し、手打ち蕎
麦の提供、蕎麦打ち体験等のイベントが行われる。

【目標】
項目
地域活性化懇談
会回数（回）
地域イベントによる
ＰＲ事業者数

現状

Ｈ29

Ｈ30

Ｈ31

Ｈ32

Ｈ33

未実施

２

２

２

２

２

５

８

１０

１２

５

１２

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組
１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること
<現状と課題>
経営改善普及事業実施における支援力向上のための取り組みは、これまで巡回・窓
口 指導や専門家派遣事業を活用する際において、個々の経営指導員が当該支援事業
所の支 援を一貫して実施していたが、指導員において支援手法を共有化する体制が
不十分であった。また、他の支援機関との情報交換の場はあるものの、限られた情報
の 共有に留まり、情報の伝達中心となっていたことが課題であった。
<事業内容>
（１）支援機関との連携及び情報の交換
宮城県商工会連合会、中小企業基盤整備機構等の懇談会に年 1 回以上参加し、新
たな需要開拓による売上・利益の確保などの支援ノウハウや新たな施策の情報収集
２０

に加え、他地域の現状や地域特性を活かした取り組み事例などの情報交換を積
極的に行うことで、今後の小規模事業者に対する経営力向上支援体制の構築を図
る。
（２）金融機関との連携及び情報の交換
日本政策金融公庫、市内金融機関等と連携し、懇談会での情報交換を 3 ヶ月に１
回実施し、経済動向や商品・サービスに関連する市場動向の情報を交換することで、
小規模事業者への情報提供を行うことが可能となる。
（３）広域連携による支援機関との連携及び情報の交換
さくら広域連携（大河原町商工会、柴田町商工会）と連携し、新たな需要開拓に
よる売上・利益の確保などの支援ノウハウの共有や企業の支援事例の情報交換、
イベントや地域経済活性化の事例などについて情報交換を年２回実施し、今後の小
規模事業者に対する経営力向上支援体制の構築と地域特性を活かしたまちづく
りを推進する。
２．経営指導員の資質向上等に関すること
<現状と課題>
経営指導員等の資質向上等については、宮城県商工会連合会等が実施する各種研修
会等の参加を中心としている。また、定期的に開催している職員会議等において、職
員間の各種事業に伴う情報共有は行っているものの、支援ノウハウの共有は行ってい
ない状況にあった。経営指導員１名体制の本会においては、経営指導員の資質向上は
もちろんのこと、事務職員２名に対し、経営指導員を適切にサポートできる能力向上
を図ることも必要である。
<今後の取組み>
経営指導員の資質向上については、これまでの宮城県商工会連合会が計画する研修
会に加え、経済産業局や中小機構等が主催する研修会に年１回以上参加するとともに、
広域連携体制における経営指導員との支援ノウハウの共有などにより支援スキルの向
上を図る。
また、事務職員については、経験年数や能力に応じた研修計画を設定し、計画に基
づいた支援能力のレベルアップを図るとともに、１ヶ月毎に行われている職員会議に
おけるノウハウの共有、小規模事業者支援システムを活用した支援情報の集約を図り、
組織全体の支援能力向上に努める。
（１）職員別の求められる資質向上
従来の金融・税務・記帳指導の基本的な能力に加え、次に掲げる能力を身に付ける
ための資質の向上を図る。
経 営 指 導 員 新たな需要開拓による売上・利益の確保を図るための支援能力
・小規模事業者の経営環境・経営状況を分析、経営課題の抽出、課題
解決の方策を提案する能力
・計画の検証と軌道修正できる能力
・支援内容に合った専門家を有効に活用できる能力
等
事 務 職 員 ・経営指導員並びに補助員をサポートする能力
(記帳専任職員) ・小規模事業者の相談内容を捉え、経営指導員に明確に繋ぐ能力
・軽微な経営課題に対しある程度解決策の方向性を提案する能力 等

（２）研修会参加による資質向上
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宮城県商工会連合会が主催する研修の参加に加え、中小企業基盤整備機構や中小企
業大学校が主催する中小企業支援担当者研修会等へ経営指導員を年１回以上参加さ
せ、特に新たな需要開拓による売上・利益の確保を重視した支援能力の向上に努める。
また、事務職員については、宮城県商工会連合会が実施している「職員研修３か年
計画」における小規模企業支援能力向上研修において、課長(経営指導員)が個人の経
験年数・能力等に応じ、不足しているスキル・身に付けてほしいスキル等の取得に向
けた研修計画を策定し、計画的に能力向上を図る。
更に、小規模事業者を対象に開催する経営計画セミナー、創業塾等にも、経営指導
員はじめ職員も積極的に受講し、職員全員の資質向上を図る。
（３）ＯＪＴによる取り組み
経営指導員１名体制であるため、組織内における経営指導員同志の支援ノウハウの
共有は出来ないことから、毎年実施している周辺４商工会の経営指導員による経営支
援研究会において、経営指導員８名が実際に実施した小規模事業者支援事例を全員で
研究するとともに、その中の１事例について、経営指導員８名のチームによる経営支
援の実践を通して、売上・利益の確保に資する幅広い提案内容など互いのスキルを学
ぶなど、ＯＪＴにより伴走型の支援能力の向上を図る。
また、エキスパートバンク事業や宮城県よろず支援拠点、中小企業支援ポータルサ
イト「ミラサポ」等の専門家派遣に経営指導員等が帯同することによって、専門的知
識の習得を図る。
（４）自己啓発による資質向上
全国商工会連合会が開講するＷｅｂ研修を経営指導員のほか記帳専任職員にも受
講させるとともに、中小企業診断士資格取得に向け、毎年１回実施される中小企業診
断士資格試験を積極的に挑戦し、資格取得を目指す。
（５）職員全員による支援ノウハウ等の共有
毎月開催している職員会議の場を活用して、経営指導員等が研修会等で得られた
支援ノウハウや国・県等の新たな支援策、巡回訪問で得られた地域内小規模事業者
の経営状況や経営課題等の情報を職員全員で共有することで、組織全体における支
援能力向上を図るとともに、効果的な小規模事業者支援の推進を図る。
また、小規模事業者の支援情報等については、商工会基幹システムにデータとして
個別に集約・蓄積し、全職員が閲覧可能な状態にすることにより、経営指導員が不在
の場合や人事異動等があった場合でも、小規模事業者への支援の質を落とすことがな
いよう組織全体で支援ノウハウや小規模事業者の情報の共有を図る。
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
<現状と課題>
本商工会が実施している経営改善普及事業及び地域振興事業については、これまで
は事業計画を年度当初で立案し、理事会・通常総会により承認を得て、実施後に事業
報告を行うという基本的な仕組みのもと実施しており、事業においては内部的な検証
を行いながら一部事業の見直しを行っているものの、定量的・定性的な検証、外部の
意見等を踏まえた検証等は行っておらず、十分な事業の評価・見直しは行っていない
状況であった。
<今後の取組み>
本計画においては、事業の進捗状況を毎月事務局内部で管理・検証を実施するとと
もに、外部有識者や小規模事業者代表等を含めた「経営発達支援事業検討委員会」を
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設置し、毎年度、定量かつ定性面における事業成果の検証及び評価を行い、その結果
に基づき計画の見直しを行っていくＰＤＣＡサイクルの仕組みを構築し、経営発達支
援計画の実行的推進を図る。
また、事業の成果・評価・見直し結果については、地域小規模事業者が常に閲覧で
きるよう本商工会のホームページにおいて年１回公表する。
（１）事務局における進捗状況の管理並びに事業内容の検証
毎月、事務局会議において、事業の実施方法の確認を行うとともに、事業管理
シートを作成し、事業の進捗状況及び実施した事業の検証等を行う。
（２）「経営発達支援事業検討委員会」による事業の評価・検証・見直し案の検討
中小企業診断士や町担当職員等の外部有識者、地域小規模事業者等で構成した
「経営発達支援事業検討委員会」を年１回開催し、事業の実施状況、成果の評価・
検証、見直し案の提示等を行う。
【構成メンバー】
（外部検討委員）中小企業診断士１名、日本政策金融公庫支店長１名、 村田
町産業推進課担当者１名、村田町観光物産協会担当者 1 名、
宮城県商工会連合会 担当者１名 計７名
（内部検討委員）本会役員２名
（３）理事会での事業評価・検証及び見直し
上記検討委員会で提示された事業の成果・評価等の検証結果及び見直し案につい
て協議し、公表する事業評価と見直し方針、次年度の推進計画を決定する。
（４）経営発達支援計画の評価及び見直し結果の公表
上記理事会で決定した事業の成果・評価・見直し結果について、地域小規模事業
者に広く公表するために、本会ホームページに掲載する。(年１回)
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（別表２）
経営発達支援事業の実施体制
経営発達支援事業の実施体制
（平成２９年１０月現在）

（１）組織体制
①実施体制
本商工会は、経営指導員（主任主査）１名と記帳専任職員１名、補助員１名の合
計３名の職員しかいないことから、事業の主担当は１名の経営指導員が行うが、３
名全員がチームとなって本事業を推進するとともに、宮城県商工会連合会並びによ
ろず支援拠点等他の支援機関と連携のもと事業を実施する。
職 務 ・ 役 割
Ⅰ.経営発達支援事業
１.地域の経済動向調査
２.経営状況の分析
３.事業計画策定支援
４.事業計画策定後の実施支援
５.需要動向調査
６.新たな需要の開拓に寄与する事業

事業責任者

主任主査
（経営指導員）

担 当 者

主任主査（経営指導員）１名
主査（記帳専任職員）１名
主事（補 助 員）１名

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組事業
Ⅲ.事業評価・見直し

②組織図
会

長

（ 非 常 勤 ）

理 事 会

監 査 会

（事業決定機関）

事業評価会議
（評価・見直し等協議）

職員配置数
経営指導員
１名
記帳専任職員 １名
補助員
１名
計
３名

【連携】
宮城県商工会連
合会・村田町・よ
ろず支援拠点等
の支援機関

○商工会青年部・女性部
○村田町企業連絡協議会
○村田町建設職組合
○村田スタンプ会

（２）連絡先
村田町商工会
所 在 地：〒989-1305 宮城県柴田郡村田町大字村田字西田５１
電話番号：０２２４－８３－２２６７
FAX 番 号：０２２４－８３－５８３０
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：muratafs@ji.jet.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向
（単位：千円）

30年度

31年度

32年度

33 年度

34 年度

必要な資金の額
Ⅰ．個別事業者支援事業

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

１．地域の経済動 向調査

（500）

（500）

（500）

（500）

（500）

２．経営状況分析

（350）

（350）

（350）

（350）

（350）

３．事業計画策定支援

（350）

（350）

（350）

（350）

（350）

４．事業計画策定後の実施
支援
５．需要動向調査

（1,000）

（1,000）

（1,000） （1,000）

（1,000）

（500）

（500）

（500）

（500）

（500）

（300）

（300）

（300）

（300）

（300）

Ⅱ．地域経済の活性化に資す
る取組み

2,000

3,000

3,000

3,000

3,000

合計

5,000

6,000

6,000

6,000

6,000

６．新たな需要の開拓に寄与
する事業

（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
【補 助 金】国・宮城県、村田町
【受 託 金】全国商工会連合会、宮城県商工会連合会
【自己財源】会費、記帳機械化手数料、各種共済手数料、事務委託料等
（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
１．地域の経済動向調査
【内 容】①各種統計資料からの情報収集・分析
②支援機関・各種団体との懇談会による経済動向の把握
【連携先】①宮城県、大河原地方振興事務所、村田町、村田町観光物産協会、㈱日本政策金融公庫仙台支店、
地域内金融機関、宮城県商工会連合会
②宮城県、大河原地方振興事務所、村田町、村田町観光物産協会、地域内金融機関、
２．経営状況の分析
【内 容】専門的課題解決に対する経営分析
【連携先】宮城県商工会連合会（ｻﾎﾟｰﾃｨﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ）、宮城県よろず支援拠点、中小企業・小規模事業者の未来
をサポートするサイト（通称ミラサポ）
、中小企業基盤整備機構東北本部
３．事業計画の策定支援
【内 容】①経営計画セミナー・個別相談会の開催、専門的課題解決のための事業計画策定支援
②創業スクール開催等創業支援
【連携先】①宮城県商工会連合会（ｻﾎﾟｰﾃｨﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ）、宮城県よろず支援拠点、独立行政法人中小企業基盤整
備機構、中小企業・小規模事業者の未来をサポートするサイト（通称ミラサポ）
②村田町、村田町企業振興連絡協議会、㈱日本政策金融公庫仙台支店
４．事業計画策定後の実施支援
【内 容】新たな課題解決、事業進捗が芳しいない小規模事業者へのフォローアップ、事業実施に伴う資金需
要の対応、
【連携先】宮城県商工会連合会（ｻﾎﾟｰﾃｨﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ）、宮城県よろず支援拠点、独立行政法人中小企業基盤整備
機構、中小企業・小規模事業者の未来をサポートするサイト（通称ミラサポ）、㈱日本政策金融公
庫仙台支店、地域内金融機関
５．需要動向調査
【内 容】①地域内物産販売施設及びイベントでの需要調査
②各種統計資料からの情報収集・分析
【連携先】①村田町、道の駅「村田」物産交流センター、村田町観光物産協会
②宮城県、大河原地方振興事務所、村田町、村田町観光物産協会
６．新たな需要の開拓に寄与する事業
【内 容】各種商談会・販売会への出店勧奨、ＥＣサイトへの出品支援
【連携先】大河原地方振興事務所、村田町、村田町観光物産協会、地域内金融機関、全国商工会連合会、宮
城県商工会連合会
７．地域経済の活性化に資する取組
【内 容】地域経済活性化の方向性の検討・共有と効果的事業の実施
【連携先】村田町、村田町観光物産協会、(一財)村田町ふるさとリフレッシュセンター(道の駅「村田」物産交
流センター)、ＮＰＯ法人むらた蔵わらし、村田再発見蔵の会、たまわらの蕎麦生産組合、みやぎ仙
南農業協同組合

連携者及びその役割
（行政機関）
◆宮城県 知事 村井嘉浩（担当 経済商工観光部企業復興支援室・統計課）
〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町 3 丁目 8
TEL 022-211-2765
【役割】経済動向・需要動向調査に伴う統計データの提供
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◆宮城県大河原地方振興事務所 所長 峯浦康宏（担当 地方振興部商工・振興班）
〒989-1243 宮城県柴田郡大河原町字南 47−6
TEL 0224-53-3199
【役割】経済動向・需要動向調査に伴う統計データの提供、商談会・販売会の開催等による新たな需要開拓
機会の提供
◆村田町 町長 佐藤英雄（担当 地域産業推進課）
〒988-8501 宮城県村田町大字村田字迫 6
TEL 0224-83-2111
【役割】経済動向・需要動向調査に伴う統計データの提供、創業スクール等創業支援、各種商談会・販売会
等の開催と販路開拓貴会の創出、地域経済活性化の方向性の検討・共有と効果的事業の推進
（支援機関）
◆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
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 4-6-1
TEL 022-399-6111
【役割】震災復興支援、震災アドバイザーによる事業計画策定支援、個別相談会による計画策定後のフォロ
ーアップ支援
◆全国商工会連合会 会長 石澤義文（担当 販路開拓支援課）
〒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 03-6268-0088
【役割】各種販売会・商談会の情報提供、ＥＣサイトへの出展支援、持続化補助金等の販路開拓支援施策の
実施
◆宮城県商工会連合会 会長 佐藤浩（担当 広域企業支援グループ サポーティングリーダー)
〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目 14-2
TEL 022-225-8751
【役割】専門的課題解決に対する経営分析支援・計画策定支援・新たな需要開拓による売上・利益確保に伴
う助言指導及びフォローアップ支援、専門家派遣支援
◆宮城県よろず支援拠点 チーフコーディネーター 菅野 史朗
〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目 14-2
TEL 022-225-8751
【役割】専門的課題解決に対する経営分析支援・計画策定支援・新たな需要開拓による売上・利益確保に伴
う助言指導及びフォローアップ支援
（金融機関）
◆㈱日本政策金融公庫仙台支店 支店長 安達研造（国民生活事業）
〒980-8452 宮城県青葉区中央 1-6-35 東京建物仙台ビル
TEL 022-222-5173
【役割】経済需要動向に関する情報提供、創業支援、事業計画策定後の資金面の支援

◆七十七銀行村田支店

支店長

八巻浩二

〒989-1305 宮城県柴田郡村田町大字村田字町 163-1
TEL 0224-83-2077
【役割】経済需要動向に関する情報提供、創業支援、事業計画策定後の資金面の支援、新たな需要開拓に係
る情報提供

◆仙南信用金庫村田支店

支店長

森屋克典

〒989-1305 宮城県柴田郡村田町大字村田字西 57-1
TEL 0224-83-2231
【役割】経済需要動向に関する情報提供、創業支援、事業計画策定後の資金面の支援、新たな需要開拓に係
る情報提供

（地域内各種団体等）
◆村田町観光物産協会 会長 増田敏昭
〒988-8501 宮城県村田町大字村田字迫 6（村田町地域産業推進課内） TEL 0224-83-2111
【役割】経済動向・需要動向に関する情報提供、各種物産販売会の実施等新たな需要開拓支援、地域経済活
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性化の方向性の検討・共有と効果的事業の推進

◆村田町企業振興連絡協議会

会長

吉野敏明

〒988-8501 宮城県村田町大字村田字西田 51（村田町商工会内） TEL 0224-83-2267
【役割】創業スクールの共同開催等の創業支援

◆（一財）村田町ふるさとリフレッシュセンター（道の駅「村田」物産交流センター）
代表 村上 博
〒989-1305 宮城県柴田郡村田町大字村田字北塩内 41
TEL 0224-83-5505
【役割】道の駅販売施設での需要動向情報の提供、各種物産販売会の実施等新たな需要開拓支援、地域経済
活性化の方向性の検討・共有と効果的事業の推進

◆ＮＰＯ法人むらた蔵わらし

代表

升

忠彦

〒989-1305 宮城県柴田郡村田町大字村田字町 156
TEL 0224-83-4348
【役割】蔵の陶器市等イベント開催による交流人口増加の支援、地域経済活性化の方向性の検討・共有と効
果的事業の推進

◆村田再発見蔵の会

代表

佐々木安彦

〒989-1305 宮城県柴田郡村田町大字村田字下河原 1-7
TEL 0224-83-2831
【役割】蔵の陶器市等イベント開催による交流人口増加の支援、地域経済活性化の方向性の検討・共有と効
果的事業の推進

◆たまゆらの蕎麦生産組合

代表

渡辺長治

〒989-1302 宮城県柴田郡村田町大字小泉字道端 43
TEL 0224-83-2831
【役割】そばまつり等イベント開催による交流人口増加の支援、地域経済活性化の方向性の検討・共有と効
果的事業の推進

◆ＪＡみやぎ仙南

村田地区総合支店

支店長 大久保政勝

〒989-1305 宮城県柴田郡村田町大字村田押切 10
TEL 0224-83-4594
【役割】イベント開催による交流人口増加の支援、地域経済活性化の方向性の検討・共有と効果的事業の推
進

連携体制図等
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村田町の持続的発展・経済の活性化
小規模事業者
事業の持続的発展を図る！
【地域の経済動向調査】

村田町
商工会

連携

連携

①各種統計資料からの情報
収集・分析
②支援機関・各種団体との懇
談会による経済動向把握
●連携先
宮城県、大河原地方振興事務
所、村田町、村田町観光物産
協会、㈱日本政策金融公庫仙
台支店、地域内金融機関、宮
城県商工会連合会

【事業計画の策定支援】

伴走型支援の
実践

【経営状況の分析】
専門的課題解決に対する経
営分析
●連携先
宮城県商工会連合会（ｻﾎﾟｰﾃｨ
ﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ）、宮城県よろず支
援拠点、中小企業・小規模事
業者の未来をサポートする
サイト（通称ミラサポ）、中
小企業基盤整備機構東北本
部

【需要動向調査】
①地域内物産販売施設及び
イベントでの需要調査
②各種統計資料からの情報
収集・分析
●連携先
宮城県、大河原地方振興事務
所、村田町、道の駅「村田」
物産交流センター、村田町観
光物産協会

経営発達支援
事業の展開

連携

【新たな需要の開拓に
寄与する事業】
各種商談会・販売会への出店
勧奨、ＥＣサイトへの出品支
援
●連携先
大河原地方振興事務所、村田
町、村田町観光物産協会、地
域内金融機関、全国商工会連
合会、宮城県商工会連合会

①経営計画セミナー・個別相
談会の開催、専門的課題解
決のための事業計画策定
支援
②創業スクール開催等創業
支援
●連携先
宮城県商工会連合会（ｻﾎﾟｰﾃｨ
ﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ）、宮城県よろず支
援拠点、独立行政法人中小企
業基盤整備機構、中小企業・
小規模事業者の未来をサポ
ートするサイト（通称ミラサ
ポ）、村田町企業振興連絡協
議会、㈱日本政策金融公庫仙
台支店

【事業計画策定後の実施支援】
新たな課題解決、事業進捗が
芳しいない小規模事業者へ
のフォローアップ、事業実施
に伴う資金需要の対応、
●連携先
宮城県商工会連合会（ｻﾎﾟｰﾃｨ
ﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ）、宮城県よろず支
援拠点、独立行政法人中小企
業基盤整備機構、中小企業・
小規模事業者の未来をサポ
ートするサイト（通称ミラサ
ポ）、㈱日本政策金融公庫仙
台支店、地域内金融機関

【地域経済の活性化に資する取組】
地域経済活性化の方向性の検討・共有と効果的事業の実施
●連携先
村田町、村田町観光物産協会、(一財)村田町ふるさとリフレッシュセンター(道の駅「村田」
物産交流センター)、ＮＰＯ法人むらた蔵わらし、村田再発見蔵の会、たまゆら蕎麦生産組合、
みやぎ仙南農業協同組合
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