経営発達支援計画の概要
実施者名
川崎町商工会（法人番号 ６３７０１０５００１０２５）
（法人番号）
実施期間
平成３１年４月１日～平成３６年３月３１日
地域の総合的経済団体及び小規模事業者の支援機関としての商工会の役割を踏まえ
つつ、小規模事業者に対する支援体制の強化を図り、関係機関との連携のもと、環境
変化に対応した事業計画策定とその着実な実施について、経営指導員等が事業者に寄
り添った伴走型の支援を行い、小規模事業者の経営力向上に資する。
目標
（１）①事業計画策定に基づく経営の推進 ②創業・第二創業、事業承継支援の強化
（２）個店の魅力向上による商店街機能の強化
（３）売れる商品づくりによるブランド化の推進と効果的な観光振興策の推進
（４）効果的な経営支援を実施するための支援体制の整備
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
ビッグデータ「ＲＥＳＡＳ」や各種統計資料等の外部データの活用、地域小規模事
業者に対するヒアリング調査により地域経済動向を調査し、小規模事業者へ提供する
ことで経営環境に即応した事業計画の策定に活用する。
２．経営状況の分析に関すること
経営指導員等による巡回訪問等により支援対象者の掘り起こしや、地域小規模事業
者の経営上の強み・弱みなどの経営実態を正しく認識し、経営状況等の分析を行い、
課題・問題等の抽出を行うとともに、宮城県よろず支援拠点等との連携により課題解
決のための事業計画策定を支援する。
３．事業計画策定支援に関すること
小規模事業者の環境変化に対応するための経営戦略の必要性を認識させつつ、直面
している経営課題を解決するため、地域の経済動向・経営分析・需要動向等の結果を
踏まえ、新たな需要開拓に向けた経営計画策定のためのセミナーや個別相談会を開催
し、伴走型支援により事業計画の策定支援を行う。
４．事業計画策定後の実施支援に関すること
事業計画策定後の事業者について、四半期に１回以上経営指導員等が定期的に巡回
訪問し、計画した事業の進捗状況を確認するとともに、定期的に計画のブラッシュア
事業内容
ップを行うなど進捗状況に応じたフォローアップ支援を実施する。
５．需要動向調査に関すること
小規模事業者に対する「売れる商品づくり」「消費者ニーズを捉えたサービスの展
開」等による新たな販路の開拓を支援するため、①「国営みちのく杜の湖畔公園」で
の観光客を対象とした需要動向調査、②商談会におけるバイヤーへのヒアリング調査
を実施し、収集・分析した調査結果は支援対象事業者へ直接提供し個別の事業計画の
策定に活用する。
６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること
需要動向調査の結果を踏まえ、地域資源を活用した特産品等の開発や既存商品のブ
ラッシュアップを継続的に支援するとともに、支援機関等が実施する商談会やアンテ
ナショップ等への出展支援、ＥＣサイトの活用支援など販路開拓機会の提供を図り、
小規模事業者の新たな需要開拓を支援する。
Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組
川崎町、観光協会、国営みちのく杜の湖畔公園、青根温泉旅館組合、商店会等関係
機関・団体と連携して「地域経済活性化懇談会」を年２回開催し、地域の現状等を踏
まえた地域経済の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
増加や交流人口拡大等による地域内需要の喚起に繋がる効果的イベント事業を検討・
実践し、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。
川崎町商工会
連絡先
Tel：0224-84-2174 Fax：0224-84-5926
URL：https://kawasaki-shokokai.com/

（別表１）
経営発達支援計画
経営発達支援事業の目標
１. 川崎町の概要
川崎町は宮城県南西部、蔵王連峰の麓に位置
し、その面積は 270.77K ㎡である。町の面積の
85％を蔵王連峰に属する山々が連なる山岳・丘
陵地帯が占めており、残る盆地部分には碁石に
集まる三本の支川（太郎川、北川、前川）によ
川崎町
り形成された河岸段丘が発達した。河川は名取
川水系に属し、仙台市の水源である釜房湖に流
入しており自然環境に恵まれた風光明媚な環境
下にある。
隣接市町は、北部は仙台市、東部は村田町南
部は蔵王町、西部は山形県上山市で町中を国道
286 号線・457 号線が走り、仙台市から上山市、
仙台市から蔵王町への交通の要所となっている
他、山形自動車道川崎ＩＣ、笹谷ＩＣの２つを有し、仙台市中心部から車で約４０分と
比較的好立地にある。
また、町中心部から東へ 1.5 ㎞向かうと「国営みちのく杜の湖畔公園」があり、平成
29 年度の観光入込数は年間約 80 万人、町南部は
「青根温泉」、「峩々温泉」 の温泉郷は年間 12
万人、町西部の「笹谷温泉」には年間 2 万人、
南西部に立地する競艇場「ボートピア川崎」に
は年間 13 万人と、それぞれに町来訪者の集客施
設が点在する。
川崎町は農業就労者が多く、特に宮城県内で
は有数の蕎麦生産地域で、古くから各家庭で
「蕎麦打ち」する風習があり、現在でも多くの
国営みちのく杜の湖畔公園
家庭で親しまれている食文化があり、「川崎そ
ば」として町内には８店の蕎麦屋があり、町の特産品の一つとなっている。

２.地域の現状と課題
(1)人口の減少及び少子高齢化
町の総人口は下表の通りで、昭和 34 年の 13,954 人をピークに減少傾向に転じ、
特に平成 12 年以降は社会的な少子高齢化等の影響もあり、減少率が加速化し、自
然減だけでなく、転出による人口減少も大きい。今後も減少傾向は続き、「日本の地
域別将来推計人口」(平成 30 年 3 月推計 国立社会保障・人口問題研究所抜粋)による
と、平成 52 年度には 6,808 人まで減少すると予測されている。
また、高齢者人口（65 歳以上）も年々増え続け、県内高齢化比率において平成 30
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年 3 月 31 日現在では 34.6％と県内 11 位と高く、年々高齢化が加速化している。
尚、平成３０年度の宮城県所得(年収)ランキングでは、県内３５市町村中３４位で
あり、所得水準の低さから町内からの消費動向には繋がり難い現状にある。
又、川崎町内事業所の多くは小規模零細企業であり、就業者数５０名以上の事業所
は、ほんの数社のみである事から町内就職先を他地域に求めざる得ないため、地元住
民の定着率が年々低下しており、町内人口減少においては自然現象によるものもある
が、社会的現象による要因も大きく影響しているものと思われる。
そうした人口減少、高齢化の影響は、町内消費の減退や人手不足問題に直接関係す
るものであるため、地域小規模事業者への影響が懸念される。
【川崎町人口・世帯数調】
（川崎町統計資料より）
S.60
年
S.40 年
H.12 年 H.17 年 H.22 年 H.28 年 H.29 年 H.30 年 H.52 年推
年 度
5,525
6,031
5,547
5,357
4,990
4,547
4,473
4,403
3,112
男 性
5,627
6,312
5,716
5,476
5,158
4,638
4,520
4,459
3,696
女 性
12,343 11,152 11,263 10,833 10,148
9,185
8,993
8,862
6,808
計
2,669
2,252
3,083
3,221
3,278
3,288
3,290
3,296
－
世帯数
【宮城県高齢者人口調査】(市町村別人口調査より)
市町村
名

総人口
Ａ

川崎町
仙南計
仙台市
仙台計
県総計

8,862
173,177
1,056,602
1,506,759
2,302,443

60 歳以上
％
人口 Ｂ
B/A
3,900
44.0
69,349
40.0
307,396
29.1
452,682
30.0
773,135
33.6

65 歳以上
％
人口 Ｃ
C/A
3,065
34.6
55,759
32.2
245,978
23.3
360,762
23.9
619,555
26.9

H30.3.31 現在
75 歳以上
％
人口 Ｄ
D/A
1,543 17.4
28,389 16.4
117,354 11.1
172,061 11.4
307,981 13.4

80 歳以上
人口 Ｅ
1,044
19,028
71,908
105,927
197,393

％
E/A
11.8
11.0
6.8
7.0
8.6

(2) 小規模事業者の現状と課題
下表の商工会で独自に調査した【商工業者・小規模事業者・商工会会員の推移】
（経
済センサス数値とは差異がある）を見ると、全国的に小規模事業者数は減少傾向にあ
るものの、当町においては平成 26 年度から数値的にはほぼ変化のない状況にあるも
のの、今後は人口減少による地元購買力の減退、事業主の高齢化や後継者問題等によ
り廃業する事業者が増加することが懸念され、小規模事業者の衰退は地域経済に大き
な影響を及ぼす可能性がある。
以下、業種毎の状況及び課題については以下のとおりである。
【商工業者・小規模事業者・商工会会員の推移】
（名簿方式による川崎町商工会独自調べ）
平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年
商工業者数
小規模事業者数
商工会会員数

514
468
358

514
470
355
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507
469
341

514
465
357

510
470
355

【小規模事業者の業種別内訳】
卸売業、小売業
建設業
宿泊・飲食・その他サービス業
製造業
その他の事業
合
計

平成 26 年
113
141
103
40
71
468

平成 27 年
112
141
103
40
74
470

平成 28 年
111
142
101
39
76
469

平成 29 年 平成 30 年
108
106
141
141
100
103
40
40
76
80
465
470

※商工会での調査による数値であるため、下記に記載している宮城県の統計数値との若干の差異が
生じている。

① 卸売・小売業
下表の【卸売・小売業の事業者数・従業員数・年間商品販売額】を見ると、平成 26
年度においては、平成 24 年度と比べ事業数及び年間商品販売額とも増加しているが、
町中心部と国道沿いにそれぞれ中規模小売店が 3 店舗出店したことによるものであ
り、既存小規模小売店においては、少子高齢化等の人口の減少に伴い消費購買力の低
下が進み、前年売上の現状維持することも厳しく、更に事業主の高齢化と後継者未定
の商店が多く存在する厳しい状況下にある。
また、最寄品や買回品については、消費者の約７割超が隣接する大河原商圏及び仙
台商圏へ流出するとともに、町内消費についても中規模小売店舗へ流出している状況
にあり、小規模小売店は、スタンプ会、商品券振興会を組織し販促活動強化に努めて
いるが、なかなか成果を上げられない現況にある。
また、中心商店街である本町・中町・裏丁の商店街には空き店舗が多く存在し、長
期間再利用されずに放置状態が続き空き店舗と既存店が点在する形となっており、商
店間の連携が難しく地域消費者にとって購買の魅力に欠けている状況になっている
ことから、商店街の機能を強化すべき、個店の魅力向上対策や空き店舗対策、事業承
継対策への早期の取り組みが課題となっている。
更に、年間約 80 万人の来園者がある「国営みちのく杜の湖畔公園」や 10 万人超が
訪れる「青根温泉郷」などの観光客をいかに中心市街地へ誘導し、商店街の賑わい創
出に繋いでいくかが大きな課題である。
【卸売・小売業の事業者数・従業員数・年間商品販売額】（宮城県商業統計より）

平成 24 年度
事業所数
従業員数
年間商品販売額

95
329
4,453 百万円
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平成 26 年度
105
424
7,845 百万円

② 建設業
仙台市に隣接していることもあり、土木工事業、木造建築業を中心に事業後継者
が定まっている事業所が多く、業種の中では後継者による事業継承も進んでおり、ま
た、事業年数が長いことから、現在は他の業種に比べ比較的収益が安定している事業
者が多い。
しかしながら、東日本大震災の影響による特需は落ち着きを見せ、震災前の厳しい
状況になってきており、更に来年 10 月に迫った消費増税の影響に伴う需要停滞が懸
念されている。
また、大手住宅メーカーによる住宅建築が多く、最新技術を取り入れたる高気密、
オール電化住宅や軽量鉄骨住宅が増えていることから、地元業者は「在来工法」の
他に新技術を取り入れた近代住宅対応への知識の習得と技術向上及び下請けから
の脱却、人材育成のスキルアップ、ＩＴを活用した営業戦略等、付加価値を上げる
事業計画の取り組みが課題である。
③ 飲食業
国道沿いのロードサイド店の飲食業については比較的売上が安定している事業
所が多く、事業後継者がいる飲食店が多い反面、中心商店街の飲食店については、事
業主の年齢が高く後継者未定の飲食店が多く存在する。
川崎町の外食における「出前文化」は色濃く根付き、中心商店街飲食店の売上額の
７割近くが出前で占められており、事業の効率性が悪く人手不足の感がある。又、中
心商店街飲食店については、昔ながらの地域独自の味付けや調理法が根強いため、他
地域からの来店客には、馴染み難い味付けや調理法のメニューも多く、町外来店客の
リピーターに繋がっていない飲食店が多い。
また、人口減少に伴い町内利用者からの需要が減少している中で、他市町村からの
来訪者の利用拡大を図り売上増強策を講じていくことが重要であり、接客サービスの
向上、他の地域からの来店客に対する魅力あるメニューの開発等に取り組み、集客力
の向上を図っていくことが課題となっている。
④ 旅館・宿泊等観光業
下表の【観光客入込数・宿泊観光客数】の推移を見ると、平成 28 年度について
は、観光客入込数で平成 27 年度より 65,443 人（▲6.5％）の減少、観光宿泊数で 5,109
人（▲3.3％）の減少となっている。
川崎町の概要で前述した通り川崎町は、蔵王連峰の山麓に位置することから、温泉
がいたる所から涌き出る「青根温泉」、「峩々温泉」、「笹谷温泉」とそれぞれの効能に
違いがあり、日帰り、宿泊者と町外リピーターが多く存在している。下表の【主要観
光施設 観光入込数】を見ても、青根温泉の入込数は年々増加している傾向にあるも
のの、宿泊観光客数が減少していることは、他の温泉施設での宿泊数の減少や宿泊施
設の老朽化等も相まって、日帰り入浴者の増加によるものと思料され、売上・利益の
減少に繋がっている。
川崎町には、
「国営みちのく杜の湖畔公園」や「セントメリースキー場」、更には「ボ
ートピア川崎」等町外からの観光客が多く来町しているものの、観光客の町内消費の
拡大に繋がりにくい現状であることから、各宿泊施設の魅力を引き出し、宿泊に結び
-4-

付ける滞在型観光への新たな取り組みが課題となっている。

【観光客入込数・宿泊観光客数】
（宮城県観光統計より）

項目
観光客入込数
宿泊観光客数

平成２６年度
949,367
168,647

平成２７年度
1,001,442
155,166

【主要観光施設別 観光客入込数】
（宮城県観光統計により）

観光施設名
笹谷（スキー場含む）
青根温泉
みちのく杜の湖畔公園
その他
合
計

平成２６年度
74,780
91,386
743,304
39,897
949,367

平成２７年度
81,302
107,181
772,975
39,984
1,001,442

単位：人

平成２８年度
935,999
150,057
単位：人

平成２８年度
53,250
117,198
727,317
38,234
935,999

⑤ 製造業
製造業は、電子部品、食品、窯業・土石の製造業が多く、町では山形自動車道の 2
ヶ所のＩＣを有し、仙台都市圏の背後地にある地理的条件を売りに企業誘致を推進し
ているものの、新たな企業誘致には結び付いていない状況にあり、下表の【製造業の
事業者数・製造品出荷額等】のとおり、平成 28 年度については、平成 27 年度と比べ
事業者数 4 件の減少（▲15.4％）、製造品出荷額で約 23 億円（▲14.4％）減少してい
る。
特に、若者を中心とした人口減少に伴い、小規模製造事業者においては人手不足問
題も生じてきており、生産性向上に向けた人手不足対策の取り組みが必要である。
また、下記統計には表れていない小規模な農産加工業等食品製造小売業者について
は、地域資源である農産品を活用した川崎町の新たな特産品等を製造販売しているも
のの、販路の開拓に苦慮していることから、新たな需要開拓に向けた支援が求められ
ている。
【製造業の事業者数・製造品出荷額等】（宮城県工業統計より）

項目
事業者数
製造品出荷額
付加価値額

平成２６年度

平成２７年度
23

統計に記載なし
統計に記載なし

26
1,598,870 万円
566,031 万円

平成２８年度
22
1,368,462 万円
523,648 万円

３.商工会のこれまでの小規模事業者支援の取り組み
現在、全国的に商工業者数減少傾向にある中で、本商工会が取り組んできた小規模
事業者の支援は、経営・金融・税務・労働等に対する巡回・窓口相談によるやや受け
身的支援が中心であったが、「商工会は 行きます 聞きます 提案します」をキャッチ
フレーズに巡回訪問を強化し、地域小規模事業者を年 3 回巡回訪問する目標に対し平
成 29 年度については 5 回を超える巡回訪問を実施し、事業者のニーズに対応した提
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案型経営支援を実践してきた。
また、本会では経営発達支援計画の認定には至っていないものの、平成 30 年度に
おいては「中小・小規模事業者の事業計画策定支援と経営力強化の支援」を重点事
業に掲げ、小規模事業者の事業の持続的発展に必要不可欠な事業計画の策定支援を
強化し、事業計画策定セミナーや個別相談会等を通して支援を行ってきた。とはい
え、小規模事業者持続化補助金やものづくり補助金等の補助金申請における簡易的
な計画支援が中心となり、明確な経営分析や需要ニーズに対応した事業計画策定や
計画的なフォローアップの支援など、伴走型の支援までには至っていない状況にあ
る。
また、中心商店街への賑わい創出事業として、年間約80万人が来園する「国営みち
のく杜の湖畔公園」、10万人が訪れる「青根温泉郷」の観光客を町内商店街等市街地
への誘客と回遊性を高め、土産品店や飲食店等の需要拡大を狙い、町内の土産店や飲
食店、旅館等35事業者を掲載した“かわさき美味いMONマップ“を継続的に作成し、
町内観光施設等に常置しているものの、掲載事業者そのものの魅力が不足しているこ
とで十分な効果は見られていない現状にある。また、町内消費拡大のための「割増商
品券発行事業」や「中元・年末売り出し」等も実施しながら町内消費者とのコミュニ
ティの形成に努めている。
更に、川崎町への観光客の誘客による交流人口の増加を図るため、川崎町や川崎町
観光協会、関係団体等と連携・協力し「支倉常長まつり」や「青根温泉まつり」等各
種イベントを開催するとともに、川崎町は昼と夜の気温差が大きく、香り高いそばが
収穫でき、"そばの本場"として有名であることから、食のブランド化を目指し「新そ
ばまつり」を開催、更に平成30年から川崎町や関係業者等と連携し、当町の農産品を
活用した特産品開発事業にも取り組んでおり、新たな川崎ブランドの構築による地域
経済の活性化に取り組んでいる。

４.商工会における小規模事業者の中長期的な振興のあり方
上記の現状と課題に記載したとおり、川崎町においては人口減少や高齢化による地
元購買力の減退、事業主の高齢化や後継者問題等により地域経済を支えている小規模
事業者は、今後、廃業する事業者が増え続けていくことが予想される。特にこれまで
地域の生活を支えてきた中心商店街の空洞化は益々加速化され、商店街の衰退は地域
経済の発展を阻害するばかりか、雇用の損失や生活利便性の悪化により定住者の町外
移転流出、地域コミュニティの機能維持等に大きな影響を及ぼす事が予想される。
このようなことから本商工会では、今後１０年程度を見据えた中長期的な小規模業
者の振興のあり方として、次に掲げる項目について推進を図り、小規模事業者の持続
的発展による地域経済の活性化に努めていく。
（１）環境変化に対応できる「元気な企業」の育成と新規創業の促進を図る
小規模事業者が経営を維持し持続的に発展していくには、激変する経営環境に柔
軟に対応できる経営力の向上を図ることが重要なことから、新たな需要開拓に向け
た事業計画の策定と計画の着実な実施に向けた伴走型支援を継続的に推進し「元気
企業」の育成を図るとともに、新規ビジネスの創出による新陳代謝の促進並びに早
期の事業承継の取り組みを支援し、地域小規模事業者の減少を食い止める。
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（２）観光客の誘客による中心市街地の賑わい創出を図る
高齢化等に伴う人口減少による市場規模の縮小を補うため、川崎町の主要観光施設
である「国営みちのく杜の湖畔公園」
「青根温泉郷」等に訪れる 90 万人を超える観光
客の中心市街地へ誘客と回遊性を高めるため、観光客のニーズを捉えた小規模事業者
の商品力・販売力の向上を図り、中心市街地の賑わいを創出する。
（３）新たな「川崎ブランド」構築等による交流人口の拡大を図る
川崎町の蕎麦は、昼と夜の気温差が大きく、香り高いそばができるということで、
"そばの本場"として有名であることから、その「川崎そば」と農産品等を活用した新
たな特産品の開発等により”川崎のブランド”の構築を図るとともに、「国営みちの
く杜の湖畔公園」等主要観光施設と結び付けた観光ルートの構築、新たな特産品の開
発と販路開拓による交流人口の拡大を図る。
（４）小規模事業者に対する伴走型支援体制の確立を図る
経営指導員等職員の支援スキルの向上と職員間での情報共有する仕組みの構築と
定期的な支援ノウハウの情報交換を通じて他の支援機関との連携を強化し、多様化す
る支援ニーズに対応できる伴走型支援体制の確立を図る。
５.経営発達支援事業の目標と方針
上記の中長期的な振興のあり方を踏まえ、以下の目標と方針により本経営発達支援事
業を展開し、小規模事業者の事業の持続的発展を支援する。
事業実施にあたっては、地域の総合的経済団体及び小規模事業者の支援機関としての
商工会の役割を踏まえつつ、小規模事業者に対する支援体制の強化を図り、川崎町や各
種支援機関との連携のもと、環境変化に対応した事業計画の策定とその着実な実施につ
いて、経営指導員等が事業者に寄り添った伴走型の支援を行い、小規模事業者の経営力
向上に資する。
（１）①伴走型支援の強化を図り小規模事業者の経営力向上を図る
（方 針）
経営資源に乏しい小規模事業者にとっては、経営ビジョンを明確にした事業計画
に基づく経営を推進することは極めて重要であることから、巡回訪問を強化し、経
営状況や抱えている課題等の把握と事業計画の必要性を認識させつつ、事業計画の
策定を目指す小規模事業者の掘り起しを行うとともに、セミナーの開催や専門家を
有効活用した事業計画策定の支援と計画に基づく経営の推進を図り、小規模事業者
の新たな需要拡大による経営力向上を支援する。
（１）②創業・第二創業、事業承継支援の強化
（方 針）
経営者の高齢化や後継者不足による廃業等により小規模事業者が減少傾向にある
ことから、産業競争力強化法の認定を受けた川崎町と連携し、創業予定者に対するビ
ジネスプランの策定支援や創業支援に関する各種支援施策を活用し、創業・第二創業
予定者への積極的な支援を図り、新たなビジネス創出により地域商工業の新陳代謝を
図る。
事業承継に問題・課題を抱える小規模事業者には、巡回訪問等におけるヒアリン
グを通してニーズの把握を行い、宮城県事業引継ぎ支援センターの弁護士や税理士
等の専門家と連携し、事業承継計画の策定を支援し、計画に基づいたスムーズな事
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業承継を支援する。
（２）個店の魅力向上による商店街機能の強化
（方 針）
人口減少による市場規模縮小の対応として、当町の主要観光施設からの観光客を
中心商店街に誘客を図るためには、各個店それぞれの強みを活かした魅力ある店づ
くりが必要とされることから、需要動向調査による観光客ニーズ等に対応した新た
な取り組みを展開するための事業計画の策定を支援し、町外消費者からも支持され
る個店の魅力アップを図るとともに、中心商店街の空き店舗への新規創業の支援と
併せ、商店街の機能強化を支援する。
（３）売れる商品づくりによるブランド化の推進と効果的な観光振興策の推進
（方 針）
新たな川崎ブランドを推進するため、農産加工品や菓子、ジェラート等の特産品に
対する需要動向調査を行い、消費者（観光客）及びバイヤー等のニーズを踏まえた新
商品開発や既存商品のブラシュアップによる「売れる商品づくり」を支援するととも
に、食のブランドである「川崎そば」を含めた地域ブランド化を図り、新たな需要開
拓を支援する。
また、「国営みちのく杜の湖畔公園」等の主要観光施設との観光ルート化など効果
的な観光振興策の推進については、本計画で設置する川崎町や川崎町観光協会等の関
係機関で構成する「地域経済活性化懇談会」において検討・推進することで地域経済
の活性化を図る。
（４）効果的な経営支援を実施するための支援体制の整備
(方 針)
地域金融機関や宮城県よろず支援拠点、広域連携内の商工会等の他の支援機関と
定期的に懇談会等を通じて、支援の状況やノウハウ等の情報共有と連携の強化を図
る。また、商工会連合会等が実施する各種研修会の参加や職場内ＯＪＴ等の推進に
より、経営指導員等の支援スキルの向上を図るとともに、支援情報等のデータは個
別に集約・蓄積し、組織全体で共有できる仕組みを構築する。
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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
Ⅰ．経営発達支援事業の内容
１．地域の経済動向調査に関すること 【指針③】
（１）現状と課題
地域経済動向調査については、これまで地域小規模事業者から相談のあった場合に、
必要に応じ関係機関等が発行する景気動向等の統計資料を参考に事業者への情報提供
に留まっていた。
また、経営指導員の巡回訪問等において小規模事業者の景気動向については把握して
いるものの、地域の経済動向として分析・整理は行っておらず、地域小規模事業者への
提供や事業計画策定にも十分活用されていない状況にあり、定期的に情報収集・提供で
きる仕組みを構築することが課題である。
（２）事業内容
本計画では、地域景気動向や業界動向等の地域経済動向等の情報の収集について、国
が提供するビッグデータ「ＲＥＳＡＳ」を活用するとともに、全国商工会連合会や自治
体、金融機関等が公表している各種統計資料等の外部データより収集する。また、独自
調査として、地域小規模事業者に対し、巡回訪問時において売上・利益等の経営状況等
についてヒアリングを行い、地域内の経済動向として収集・分析し、商工会報やホーム
ページに掲載し迅速な提供を図るとともに、小規模事業者の環境変化に対応した個別の
事業計画策定のための基礎資料として活用する。
① RESAS（地域経済分析システム）を活用した地域経済動向調査
管内における産業の動向について、限られたマンパワーや施策支援を集中投下し、
効果的な経済活性化を目指すため、経営指導員が国の提供するビッグデータ「RESAS」
(地域経済分析システム)を活用した地域の経済動向分析を行い、年２回ＨＰ上にて公
表する。
調査目的
調査対象
調査項目

ビッグデータを活用した経済動向分析
当地域の経済全般の分析
1.産業別生産分析 2.産業別支出分析 3.労働生産性の動向分析
4.産業構造 5.全産業稼ぐ構造分析 6.産業別付加価値額
7.製造業の構造・比較・出荷額等 8.商業の構造・比較・年間商品販売額
9.平均賃金・有効求人倍率等

調査手法
分析手法
成果活用

RESAS（地域経済分析システム）を活用し年２回分析
経営指導員が専門家等と連携し分析
分析結果については、商工会ＨＰにて広く地域小規模事業者に周知すると
ともに、事業計画策定の基礎データとして活用する。
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② 統計資料等の外部データを活用した県内景気動向等の分析調査
各機関が提供する統計資料等の外部データを活用し、県内の景気動向、商圏内の
消費購買動向、観光動向等について調査・分析することにより、県内全体・地域内
の動向を捉え、数値化によるデータとして小規模事業者支援に活用、提供する。
調 査 方 法 及 び ・宮城県内の景気動向
調査項目
中小企業景況調査報告書(宮城県商工会連合会編)、みやぎ経済月報
（宮城県統計課編）、日本政策金融公庫（景気動向調査）等を活用し、
宮城県内の業種別の売上高・採算・業況等の景気動向を調査する。
・商圏内の消費購買動向
宮城県の商圏及び消費購買動向調査報告書（宮城県統計課編）より、
大河原商圏内における商圏の変化や最寄品・買回品の地元購買率等の
消費者購買動向を調査する。
・地域内の観光動向
宮城県観光統計(宮城県観光企画課)等より、当地域への観光入込
数・宿泊者数等の推移や嗜好変化等の観光動向を調査する。
調査回数
年2回
成果活用
・収集したデータは、新たな需要開拓に取り組み地域内小規模事業者の
経営状況の分析及び事業計画策定に繋げるよう情報提供する。
・調査集計結果についての概要は、商工会ホームページに掲載し小規模
事業者に広く情報提供する。

③ 地域内小規模事業者の景気動向調査
経営指導員が下記方法により地域内小規模事業者の業種別景況をヒアリング調査
し、地域内の経済動向として本会ＨＰにて広く公表するとともに、小規模事業者の
事業計画策定の基礎資料として活用する。
調査対象事業
者
調査方法

調査回数
調査項目
成果活用

町内小規模事業者の１００事業者（概ね小売業２５、建設業３０、飲食・サ
ービス業２５、製造業２０）を対象に調査
下記調査項目による「景気動向調査ヒアリングシート」を作成し、経営指導
員等が巡回訪問や窓口相談を通して対象事業者に対しヒアリング調査を行
う。
年１回
売上高・利益高の状況、採算性、資金繰り、設備投資、景況、業況、雇用情
勢、経営課題と支援ニーズ等
・収集した情報は、町内の景気動向として業種別に分析し、必要な情報を迅
速に提供できるようデータとして整理するとともに、全職員で共有し、地
域内の小規模事業者に対する地域経済環境の把握と事業計画策定のための
基礎資料として活用する。
・また、調査集計結果については、商工会報「商工かわさき」やホームペー
ジに掲載・公表し、小規模事業者に広く情報提供を行う。
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【景気動向調査ヒアリングシート】

(３) 成果の活用
上記調査で収集した情報は、専門家と連携して業種別・内容別に整理・分析し、商工
会ホームページや商工会報誌「商工かわさき」にて広く公表するとともに、地域小規模
事業者への巡回訪問及び個別相談の際に提供する。また、小規模事業者に対する事業計
画作成支援等の基礎資料としても活用する。
（４）目
目

標
標

RESAS を活用した地
域経済動向調査
外部情報資料の分析
調査
地域内小規模企業
経済動向調査
ＨＰ情報提供
会報による情報提供

単
位

現行

１年目
31 年度

２年目
32 年度

３年目
33 年度

４年目
34 年度

５年目
35 年度

回

－

2

2

2

2

2

回

－

2

2

2

2

2

1
100
2
1

1
100
2
1

1
100
2
1

1
100
2
1

1
100
2
1

回
件
回
回

－
－
－
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２．経営状況の分析に関すること 【指針①】
（１）現状と課題
当町の小規模事業者については、自社の経営状況等について分析・把握を行ってい
る経営者は少なく、決算書においても税額の結果のみの把握に留まっていることが相
談支援を通して推測できる。本会においても、主に各種補助事業申請の際やマル経等
融資書類作成時に当該企業から提出された財務諸表に基づき経営状況を分析してき
たが、その場限りの対応であり、当該事業者に対する持続的発展のための事業計画策
定に結び付けるための支援は少なかった。
また、これまでも小規模事業者を対象に事業計画策定と併せて経営分析セミナーを
開催してきたが、持続化補助金の申請に伴うセミナーが中心であり、募集についても
チラシを配布し案内するだけで、特に重点支援対象とするターゲットの絞り込みは行
っていなかったことで受講者も少ない状況であった。
（２）事業内容
地域小規模事業者に対する新たな需要開拓のための事業計画策定の支援を意識し、
経営指導員等による巡回訪問等により支援対象者の掘り起こしを行うとともに、地域
小規模事業者の自社の経営上の強み・弱みなどの経営実態を正しく認識し、経済動向
調査等で得た外部環境を踏まえた販路開拓に向けた事業計画策定に際し、最適な意思
決定を行うために経営状況の分析を行う。
経営状況の分析結果については、当該事業所に対してフィードバックし、事業計画
を策定するための基礎資料として活用するとともに、経営分析の中で、専門的な課題
等を抱える小規模事業者に対しては、宮城県商工会連合会サポーティングリーダーや
宮城県よろず支援拠点等と連携し、小規模事業者の抱える経営課題の解決に向けた伴
走型支援の実践を通じてサポートする。
① 巡回訪問等やセミナー開催による対象事業者の掘り起こし
地域小規模事業者に対し、環境変化に対応するためのビジネスモデルの再構築と
自社の強みを活かした経営推進が必要であることを認識させることを意識しながら
日々の巡回・窓口相談等を行い、経営者の意識改革に努め、経営分析支援の対象事業
所の掘り起こしを行う。特に、小規模事業者の現状と課題を踏まえ、次の小規模事業
者を重点支援対象者として掘り起こしを強化する。
●重点支援対象事業者
(ｲ)上記【２.地域の経済動向調査に関すること】③「地域小規模事業者の景気動向
ヒアリング調査」の対象事業者のうち経営状況が悪化している小規模事業者
(ﾛ)「国営みちのく杜の湖畔公園」等からの観光客誘客を狙い発行している「かわ
さき美味い MON（うまいもん）マップ」の掲載事業者（川崎そば等飲食店、旅館、
土産店）、
(ﾊ)地場産品等の販路拡大に取り組む菓子店や農産加工事業者
また、上記経営分析が必要であると考える小規模事業者を対象に経営分析セミナー
を開催し、変化する外部環境と自社の経営資源を踏まえた経営実態把握の重要性を認
識させるとともに、経営者の意識改革に努め、経営分析対象者の掘り起しを行う。
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〇経営分析セミナーの開催
【募 集 方 法】新聞折込によるチラシ配布及び本会ＨＰでの案内
巡回訪問による直接案内
【内
容】・経営分析の必要性 ・数字から経営課題の捉え方(財務分析)
・自社の経営環境の分析手法 等
【開 催 回 数】年 2 回
【参加予定数】１回あたり 15 名予定
② 小規模事業者に対する経営分析の実施
小規模事業者の経営分析にあたっては、中小企業基盤整備機構「経営自己診断シス
テム」等を活用し、下記項目について定量的な財務分析を行い、財務状況から見える
自社の経営実態の把握を行う。併せて、定量的な項目分析では見出せない小規模事業
者特有の定性的な項目について、当該事業者にヒアリングを行い、ＳＷＯＴ分析等に
より自社を取り巻く外部・内部環境とそれに対する自社の現状等を分析し、経営実態
と経営課題の洗い出しを行う。
また、経営分析の過程で発生した専門的な課題や詳細な分析を要する場合には、宮
城県商工会連合会サポーティングリーダーや宮城県よろず支援拠点等の専門家と連
携し、課題内容に応じた高度かつ専門的な分析等も取り入れる。
【分析を行う項目】
項

目

詳
細
売上高、経常利益、損益分岐
点売上高、売上総利益率、売
財務分析
上高経常利益率、流動比率、
自己資本比率
外部・内部環境の強み・弱み
ＳＷＯＴ分析
から市場環境を分析
顧客・競合・自社の三項目よ
３Ｃ分析
り経営環境における現況の経
営課題等の分析
その他対象事業所の支援に必要とする分析

実 施 方 法
・中小企業基盤整備機構「経営自己診断システム」
等の分析ソフトを活用し収益性や生産性などを分
析する。
・また、財務以外の分析については、左記項目な
どを巡回によりＳＷＯＴや３Ｃ等の分析を行う。
・分析結果についてはデータとして整理し、事業
所に対し巡回訪問などで個別に提供を図る。
・専門的な課題解決等においては、宮城県商工会
連合会サポーティングリーダーや宮城県よろず支
援拠点等の専門家と連携し経営実態の把握に努め
る。

（３）成果の活用
経営状況の分析結果については、当該事業所に対してフィードバックし、経営実態か
らどこに問題があるのか等の経営課題を明確化させ、事業計画策定支援などに活用して
いく。
また、個別の経営分析の結果は、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経営指導員間で情報の共有を図り、巡回訪問や窓口相談を通して、
情報の提供を図るとともに、事業計画策定の基礎資料として活用する。
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（４）目

標
単
位

現行

１年目
31 年度

２年目
32 年度

３年目
33 年度

４年目
34 年度

５年目
35 年度

経営状況の分析対象
事業者掘り起こしの
ための巡回訪問延件
数

回

－

120

120

120

120

120

経営分析セミナーの
開催回数（参加者）

回
人

目

標

経営分析件数

件

1
(4)

10

2

2

2

2

2

(30)

(30)

(30)

(30)

(30)

15 社×2 回

15 社×2 回

15 社×2 回

15 社×2 回

15 社×2 回

20

20

20

20

20

※経営分析のための巡回訪問については、四半期毎に 30 件を想定している。

３．事業計画策定支援に関すること 【指針②】
(１)現状と課題
小規模事業者は、頭の中では課題や経営の方向性は漠然と把握しているものの、把握
した課題解決のための事業計画策定までは行われておらず、事業計画の必要性について
の認識もまだまだ低い状態にある。
これまでの商工会における事業計画策定支援は、持続化補助金の申請事業者に対し、
経営計画策定セミナーや個別相談会を開催しているのが現状であり、【３.経営状況の
分析に関すること】でも記述した通り、当町の小規模事業者の現状・課題を踏まえ、タ
ーゲットを絞り込んだプッシュ型支援は行っていなかったのが現状である。
後継者対策が全国的にも大きな問題となっているが、当町は地域商店街を構成する小
売店において特に後継者難が深刻化しており、また、深刻化する人手不足対策として生
産性向上に向けた支援等も重要となっていていることから、「宮城県事業引継ぎ支援セ
ンター」等の関連支援機関との連携を深め、小規模事業者の課題解決に向けた事業計画
を策定する体制強化が必要である。
(２)支援に対する考え方
【３.経営状況の分析に関すること】で記述した重点支援対象者を中心に巡回訪問等
による掘り起こしを強化し、そのうち経営分析を行った事業者等を対象に、事業計画策
定セミナーや個別相談会を開催し、地域経済動向調査や経営分析結果、需要動向調査の
結果を踏まえた新たな需要開拓に向けた事業計画の策定支援を行う。
また、創業・第二創業予定者に対しては、川崎町と連携し、産業競争力強化法にお
ける「創業支援事業計画」に基づき、本会の役割である「ワンストップ相談窓口」と
して個別相談によりビジネスプランの策定を支援する。
事業継承支援については、事業承継セミナーを年 1 回開催するとともに、宮城県商
工会連合会や宮城県よろず支援拠点、宮城県事業引継ぎ支援センター等と連携を図り、
早期の事業承継に向けた事業計画策定を支援する。
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① セミナー開催及び個別相談会による事業計画策定の支援
経営分析を行った小規模事業者等を対象に、直面している経営課題の解決と新たな
需要の開拓を図るための事業計画策定セミナーを開催するとともに、専門家等による
個別相談会（年 4 回）を開催し、小規模事業者と一体となって事業計画の策定支援を
行う。
個別相談会においては、宮城県商工会連合会が示している事業計画書の下記様式を
活用し、自社の特性や強みを活かしながら、消費者ニーズ等の需要を見据えた事業計
画策定を支援する。また、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
ィングリーダーや県の補助事業である「伴走型経営支援体制強化事業」の専門家派遣、
宮城県よろず支援拠点等を活用して専門的な支援を行う。
〇事業計画策定セミナーの開催
【募集方法】経営分析を行った事業者に巡回訪問による直接案内
新聞折込みによるチラシ配布及び本会ＨＰでの案内
【内
容】地域の経済動向・経営分析・需要動向等の結果を踏まえた事業計
画立案の進め方や戦略策定のノウハウ、資金調達方法等
【開催回数】年 2 回
【参加予定数】１回あたり 10 名(計 20 名)
○個別相談会
【募集方法】事業計画策定セミナー参加者へ案内
【開催回数】年 4 回
【内
容】専門家等による具体的な事業計画策定を支援
【参加予定数】1 回あたり 5 名（計 20 名）

【事業計画シート】(一部のみ抜粋)
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② 創業、第二創業に向けたビジネスプランの策定支援
高齢化・後継者不足による廃業等での事業者減少対策として、特に空店舗が増加
している中心商店街の新規創業（第二創業を含む）の促進を図るため、川崎町と連
携し、産業競争力強化法における「創業支援事業計画」に基づき、本会に「ワンス
トップ相談窓口」を開設し、創業・第二創業予定者に対して宮城県商工会連合会サ
ポーティングリーダー及び宮城県よろず支援拠点等の専門家と連携しながら、個別
指導によるビジネスプラン(創業計画書)の策定を支援する。
尚、創業セミナーについては、参加者数の関係で本会単独開催は難しいことから、
相談者には、宮城県商工会連合会が毎年実施している創業塾や周辺の支援機関で開
催している創業セミナー等への受講勧奨を図り、創業に伴う基礎知識の習得を図る
よう支援する。
また、実現性の高い計画を見据えて具体的な資金面の支援として、国の「創業補
助金」や(公財)みやぎ産業振興機構の「スタートアップ加速化支援事業」等の活用
を図るとともに、日本政策金融公庫等金融機関と連携し融資等の支援制度の情報提
供も行う。
「ワンストップ相談窓口開設」の広報については、川崎町と連携し町の広報誌に
掲載するとともに、本会ＨＰで広報し創業者の発掘を行う。
③ 事業承継計画の策定支援
平成30年度において宮城県商工会連合会が実施している地域商店街を対象にした
事業承継に関するアンケート調査を実施しており、その結果や宮城県事業引継ぎ支
援センターと連携して行っている「事業承継診断ヒアリングシート」を活用し、経
営指導員等による日々の巡回・窓口相談等におけるヒアリングを通じて、経営者の
高齢化等により事業承継を考えている事業者や後継者不在により事業承継が困難と
なっている事業者の掘り起こしを行う。
また、広域連携体制にある３商工会(柴田町商工会、大河原町商工会、村田町商工
会)と連携し、事業承継セミナーを開催し、早期の事業承継の取り組みを支援する。
また、事業承継については、親族への承継だけではなく、従業員への承継やＭ&Ａ
など、小規模事業者の状況に応じた手法はあるものの、複雑な課題が多いことから、
宮城県事業引継ぎ支援センターとの連携を図りつつ、弁護士などの専門家の派遣を
要請し、課題解決に向けた事業承継計画策定を支援する。
〇事業承継セミナーの開催(広域連携体制商工会との合同開催)
【募 集 方 法】上記記述のアンケート調査やヒアリング等を通じ事業承継を考
えている事業者へ直接案内チラシ配布及び本会ＨＰでの案内
【内
容】事業承継の進め方、円滑に進めるための準備、事業承継計画の
立て方、活用できる支援施策概要等
【開 催 回 数】年 1 回
【参加予定数】5 名(広域連携商工会合計 20 名)
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（４）目

標

支援内容

単位

現行

事業計画策定セミナー
(参加人数、2 回合計)
個別相談会開催
(参加人数)

回
人
回

1
4
4
()

事業継承セミナー
(参加人数)
事業計画策定件数
創業計画策定件数
事業承継計画策定件数

回
人
件
件
件

－
10
1
－

１年目
31 年度
2
(20)
4
(20)
5 名×4
回
1
(5)
15
2
2

２年目
32 年度
2
(20)
4
(20)
5 名×4
回
1
(5)
15
2
2

３年目
33 年度
2
(20)
4
(20)
5 名×4
回
1
(7)
15
2
3

４年目
34 年度
2
(20)
4
(20)
5 名×4
回
1
(7)
15
2
3

５年目
35 年度
2
(20)
4
(20)
5 名×4
回
1
(7)
15
2
3

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
小規模事業者持続化補助金制度が創設された以後、その採択事業者に対し、その事業
の進捗状況等の確認と状況に応じたフォローアップ支援は行っているものの、事業計画
の策定件数が少ないこともあり、定期的な巡回訪問による持続的発展に繋がる伴走型の
フォローアップ支援は不十分であることから、計画策定された事業がしっかりと実践さ
れるよう計画的なフォローアップ支援と迅速な改善支援が図れるよう伴走型の支援体
制の整備が課題である。
(２)事業内容
事業計画策定を行った小規模事業者については、基本的には四半期に 1 回以上、経
営指導員が定期的に巡回訪問し、計画した事業の進捗状況を確認するとともに、宮城
県よろず支援拠点等の専門家と連携しながら、計画の見直しを図るなど、支援対象事
業者の状況に応じた適切な支援を伴走型で実施する。
また、事業計画の進捗状況等を踏まえ、集中して支援すべき事業者と事業計画どお
り順調に事業を遂行し成果が出ている事業所を見極め、フォローアップ支援の回数を
設定する。特に創業者に対しては、事業が軌道に乗るまでの間は状況を踏まえて支援
頻度を上げる。なお、事業者からの要望があれば適時対応するものとする。
また、担当指導員の不在や人事異動の場合でも、迅速かつ質の落とさない支援が行え
るよう経営カルテに支援状況を適時データ入力し、職員間で情報共有が図れる体制を整
備する。
① 事業計画を策定した既存事業者へのフォローアップ支援
事業計画の策定を行った小規模事業者に対し、経営指導員が四半期に 1 回以上、定
期的に巡回訪問を行い、下記「定量目標管理（進捗管理）シート」を活用して計画し
た事業の進捗状況の確認を行うとともに、計画通りに実施ができていない場合や新た
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な需要開拓に繋がっていない場合においては、宮城県商工会連合会サポーティングリ
ーダーや宮城県よろず支援拠点等の専門家等と連携し、その要因と問題・課題等の分
析・抽出を行い、計画の見直しや計画のブラシュアップ等を事業者と一緒になって行
うなど、課題解決のための迅速かつ適切なフォローアップ支援を実施する。
また、計画した事業の効果的推進を支援するために、小規模事業者持続化補助金や
ものづくり補助金等の活用可能な補助金制度の活用や、日本政策金融公庫の「小規模
事業者経営発達支援融資制度」等の金融施策の活用など、事業資金の調達支援も随時
行っていく。

② 創業・第二創業計画策定者に対するフォローアップ支援
創業・第二創業予定者に対しては、先ずは確実に開業や新事業の展開ができるよう、
国の「創業補助金」や(公財)みやぎ産業振興機構の「スタートアップ加速化支援事業」
、
日本政策金融公庫の「新創業融資」や「新事業活動促進資金」等の融資制度の活用等
による資金繰り支援に加え、税務・労務等諸手続きの支援を窓口相談等で随時行い、
事業計画に基づいた創業準備の支援を行う。
創業予定者が開業、第二創業事業者においては新事業等がスタートした後は、四半
期に 1 回以上、経営指導員による定期的な巡回訪問を実施し、金融・税務・労務等に
関する基本的経営支援に加え、計画の進捗状況や経営の状況、新たな問題・課題等を
確認するとともに、宮城県商工会連合会サポーティングリーダーや宮城県よろず支援
拠点等の専門家等と連携しながら、課題解決に向けた必要な支援を実施する。
③ 事業承継計画策定事業者に対するフォローアップ支援
事業承継計画を策定した小規模事業者に対しても、四半期に１回以上、経営指導員
が巡回訪問し、計画の進捗状況を確認するとともに、事業承継が計画通りに進んでい
ない場合には、事業者に対するヒアリングにより、その要因と問題・課題等の分析・
抽出を行い、専門家等と連携しながら課題解決に向けた伴走型の支援を行う。
事業承継の実施においては、後継者の選定や継承方法、相続・贈与・譲渡等の税金
問題、譲渡条件等、多岐にわたる問題・課題が発生してくることから、宮城県事業承
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継ネットワークの構成機関である宮城県事業引継ぎ支援センターと連携し、弁護士や
税理士等の専門家の支援を受けながら、円滑な事業承継計画実施の支援を行う。
④ 職員間における支援内容の情報共有
上記①～③のフォローアップ支援の経過や内容等については、経営指導員が不在の
場合や人事異動により担当者が代わった場合でも継続的かつスムーズな支援を可能
とするため、商工会Ｗｅｂポータルサイト「小規模事業者支援システム」の経営カル
テに事業所ごとに蓄積し職員間の情報共有を図る。
（４）目

標
支援内容

現

状

事業計画フォローアップ
対象事業者数

2

上

8

記
延べ回数
(四半期 1 回)

１年目
31 年度

２年目
32 年度

３年目
33 年度

４年目
34 年度

５年目
35 年度

15

15

15

15

15

60

60

(15 事業所
(15 事業所
×年 4 回） ×年 4 回）

60

60

60

(15 事業所
×年 4 回）

(15 事業所
×年 4 回）

(15 事業所
×年 4 回）

2

2

2

創業・第二創業フォローア
ップ対象事業者数

－

上 記
述べ回数
(2 ヶ月に 1 回)

－

事業承継フォローアップ
対象事業者数

－

2
8

8

12

12

12

－

(2 事業所
×年 4 回）

(2 事業所×
年 4 回）

(3 事業所×
年 4 回）

(3 事業所×
年 4 回）

(3 事業所×
年 4 回）

上

記
延べ回数
(四半期 1 回)

2

2

12

12

(2 事業所
(2 事業所×
×年 6 回） 年 6 回）

2

12

12

12

(2 事業所×
年 6 回）

(2 事業所×
年 6 回）

(2 事業所×
年 6 回）

3

3

3

５．需要動向調査に関すること 【指針③】
（１）現状と課題
これまでの本会で支援してきた需要動向調査については、持続化補助金等の施策活
用に伴う事業計画策定の支援や商品開発及び販路開拓に取り組む事業者から相談が
あった際にインターネット等で収集した情報や統計資料から収集した情報等の限ら
れた情報提供のみであり、小規模事業者の商品・サービスの見直しや新たなビジネス
モデル構築に必要な市場及び消費者動向等の情報提供が図られていなかった。
現在、川崎町や川崎町観光協会等と連携して、川崎町の地域資源を活用した新たな
地場産品の開発の取り組みが行われており、また、当町主要観光施設である「川崎町
みちのく杜の湖畔公園」や「青根温泉郷」等に訪れる 80 万人観光客を中心市街地へ
誘客しようと「美味いＭＯＮマップ」を作成・配布しているが、掲載されている飲食
店・菓子店等の商品・サービスが消費者から支持される商品へと商品力の向上を図っ
ていくことが求められる。そうした新たな需要の開拓に取り組む小規模事業者に対し
て、提供する商品等に対する消費者ニーズ等の需要動向を的確に情報提供し、消費者
が求める商品づくりと販売力の向上を支援することが必要である。
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（２）事業内容
本計画では、小規模事業者に対する「売れる商品づくり」や「消費者ニーズを捉えた
サービスの展開」等による新たな販路の開拓を支援することを目的に、支援対象とする
小規模事業者の提供する商品・サービスに対し、需要動向調査を実施する。
具体的には、当町の地域資源である農産物（イチジク・キクラゲ・さつまいも等）を
活用した農産加工品やお菓子、手作りジェラート等を開発提供している製造・小売業者、
新たな需要開拓を模索して積極的に商談会・販売会に出展している食品製造業者、また
現在、川崎町や関連事業者等と連携して取り組んでいる特産品開発事業により今後開発
予定の新商品等を対象として、消費者及びバイヤーに対する需要動向調査の下記①②の
２つの方法により実施する。
収集・分析した調査結果については、支援対象事業者へ直接提供し個別の事業計画の
策定に活用する。
また、宮城県よろず支援拠点等の専門家と連携し、的確なニーズの把握・分析が行わ
れるよう設問項目の設定や需要抽出の分析方法等について、専門的アドバイスをいただ
きながら実施する。
① 主要観光施設「国営みちのく杜の湖畔公園」の観光客を対象とした需要動向調査
当町を代表する特産品を製造・販売している食品製造・小売業者等が提供する農産
加工品やお菓子、手作りジェラート等の既存商品や新開発商品等について、主要観光
施設「国営みちのく杜の湖畔公園」の観光客を対象に、次の方法により需要動向調査
を実施する。
調査支援対 (ｲ)当町特産品（農産加工品・菓子・ジェラード・ピザ等）を製造・
象事業者
販売する食品製造・小売販売業者
(ﾛ)現在取り組んでいる特産品開発事業により開発された新商品提供
事業者
(ﾊ)新たな需要開拓に取り組む小規模事業者
調査商品数 上記対象事業者が提供する既存商品及び新商品のうち毎年度２商品
を選定し調査する。（1 社あたり１商品）
調査方法
年間約 80 万人の観光客が来場する主要観光施設「国営みちのく杜の
湖畔公園」において 10 月に開催される下記イベント会場において出
店ブースを設置し、来場する観光客を対象に、試食等を通して下記
調査項目についてアンケート調査を実施する。
【イベント名】Kawasaki Village（カワサキヴィレッジ）
【来場者数】5,910 名（30 年度来場者 主催者調べ）
調査項目
調査項目については、以下を基本としながら、事前に調査対象事業
者の意向を確認するとともに、専門家の指導を頂きながら設定する。
【基本属性】居住地域、性別、年代、交通手段等
【商品評価】味・見た目・値段・食べやすさ(大きさや形状)・ボリュ
ーム感・パッケージデザイン・満足度等について５段階評価、
土産品としての評価、改善提案 等
実施回数
年1回
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実施時期
毎年度 10 月
調査回収数 １商品あたり 50 人（2 商品×50 回 計 100 枚）
活用方法
調査結果は商品毎に調査項目を整理分析し、支援対象事業者へ直接
提供し、消費者ニーズに対応した商品・サービス等の見直しや新商
品開発を通じた売上拡大等の具体的な販路開拓戦略を見出すための
事業計画策定に繋いでいく
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、毎年仙台市で開催される宮城県商工
会連合会が主催する「グルっとＭＩＹＡＧＩちょっといいもの食の商談会」（県内ス
ーパー等バイヤー20 社参加）と宮城県が主催する「食材王国みやぎビジネス商談会」
（首都圏等バイヤー50 社参加）に出展する食品製造業者等の商品について、参加バイ
ヤーに対して次の方法によりヒアリング調査を実施する。
調査支援対 次の小規模事業者のうち、積極的に商談会に出展する食品製造事業
象事業者
者等（商工会からの参加勧奨も含む）
(ｲ)当町特産品（農産加工品・菓子・ジェラード・ピザ等）を製造・
販売する食品製造・小売販売業者
(ﾛ)現在取り組んでいる特産品開発事業による開発された新商品提供
事業者
(ﾊ)新たな需要開拓に取り組む小規模事業者
調査商品数 毎年度、上記対象事業者のうち商談会毎に 1 商品選定し調査する。
(ｲ) 宮城県商工会連合会主催「グルっとＭＩＹＡＧＩ ちょっといい
もの食の商談会」に出展する 1 商品
(ﾛ) 宮城県主催「食材王国みやぎビジネス商談会」に出展する１商品
調査方法
上記商談会に経営指導員が出展事業所のサポート役として参加し、
来場するバイヤー及び商談交渉するバイヤーに対し、試食等を通し
て下記項目について直接ヒアリングを行う。
調査項目
調査項目については、以下を基本としながら、事前に調査対象事業
者の意向を確認するとともに、専門家の指導を頂きながら設定する。
・味 ・容量 ・形状 ・パッケージ ・価格 ・消費者嗜好
・類似商品の動向 ・改善提案 ・取引条件 等
調査回数及 調査回数は各商談会 年１回（合計 2 回）
び時期
(ｲ)宮城県商工会連合会主催「グルっとＭＩＹＡＧＩ ちょっといいも
の食の商談会」における調査（10 月）年 1 回
(ﾛ)宮城県主催「食材王国みやぎビジネス商談会」（7 月）年 1 回
調査バイヤ (ｲ)宮城県商工会連合会主催「グルっとＭＩＹＡＧＩ ちょっといいも
ー数
の食の商談会」における調査 ５バイヤーより徴収
(ﾛ)宮城県主催「食材王国みやぎビジネス商談会」における調査 ５
バイヤーより徴収
活用方法
調査結果は、支援対象事業者へ直接提供し、既存商品の改良、新商
品の開発、他の商談会等への出展する際の参考資料として活用する
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とともに、売上拡大等の具体的な販路開拓戦略を見出すための事業
計画策定に繋いでいく。
（４）目

標

支援内容
①国営みちのく杜の湖
畔公園における観光客
に対する需要動向調査
上記調査による支援
事業者数（商品数）
上記調査の 1 商品あ
たりの調査回収数
（合計回収数）
②商談会におけるバイ
ヤーに対する需要動向
調査
上記調査による支援
事業者数（商品数）
上記調査の 1 商品あ
たりの調査バイヤー
数（合計バイヤー数）

現行

１年目
31 年度

２年目
32 年度

３年目
33 年度

４年目
34 年度

５年目
35 年度

－

1

1

1

1

1

者
品

－

2
(2)

2
(2)

2
(2)

2
(2)

2
(2)

枚

－

50
（100）

50
（100）

50
（100）

50
（100）

50
（100）

回

－

2

2

2

2

2

者
品

－

2
(2)

2
(2)

2
(2)

2
(2)

2
(2)

件

－

5
（10）

5
（10）

5
（10）

5
（10）

5
（10）

単位
回

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること
（１）現状と課題
これまで本会における小規模事業者に対する需要開拓支援は、特定の事業者へ宮城県
商工会連合会等が実施している商談会や仙台商工会議所主催の「伊達な商談会」等への
参加案内や、全国連が運営するＥＣ販売サイト「ニッポンセレクト.Com」への出展案内
を行う程度で、出展する小規模事業者に対する事前支援や出店後のフォローアップ支援
は積極的に行っていなかったことから、そうした出展機会がより効果的な需要開拓の機
会となるよう小規模事業者に対する伴走型支援の対応が課題である。
（２）事業内容
本計画では、事業計画を策定した小規模事業者に対して、新たな需要開拓のための販
売機会の場として、県内や首都圏にある本県アンテナショップ等への出展、宮城県商工
会連合会や宮城県、仙台商工会議所等の支援機関が実施する商談会・物産展への参加勧
奨を行い、新たな需要開拓を支援する。
また、需要動向調査対象（既存特産品製造販売事業者、新商品開発事業者等）の食品
製造・小売事業者等については、需要調査で収集した消費者（観光客）及びバイヤー等
のニーズ結果を踏まえた既存商品のブラシュアップや新商品開発を継続的に支援し、
「売れる商品づくり」をサポートする。
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展示販売会や商談会に参加する事業者には、商品訴求力を高めるための陳列方法等、
商談成約率の向上のための事前支援と、商談後には名刺交換を行ったバイヤーへのアプ
ローチ方法、商品の評価を踏まえた商品力・販売力アップのための商品改良等の事後支
援を宮城県よろず支援拠点等の専門家と連携し、商談率の向上と販路拡大に向けた継続
した支援を実施する。
また、日常的な販路開拓機会の提供として、全国商工会連合会運営のＥＣサイト「ニ
ッポンセレクト.Com」を活用したネット販売などＩＴを活用した販売支援や、町内主要
観光施設である「国営みちのく杜の湖畔公園」でのイベント等への出展支援を行うなど
地域小規模事業者の提供する商品の販路開拓と認知度の向上を図る。
① 地域資源を活用した新商品開発や既存商品のブラッシュアップ支援
商談会や展示販売会等に参加する食品製造事業者等に対し、新商品開発と既存商品
のブラシュアップによる商品力向上を図り新たな需要開拓の取組みを支援する。
具体的には、地域内の食品製造業者や農業者、行政、販路開拓の専門家をメンバー
とした「特産品開発検討会」を設置し、川崎町の産品である「イチジク」「さつまい
も」「キクラゲ」等の農産物などを活用した特産品開発に取り組むとともに、需要動
向調査を実施した商品については、消費者（観光客）及びバイヤー等のニーズを踏ま
えた商品のブラシュアップを支援する。実際の試作品等の製造については、町内飲食
店のシェフ等の協力のもと、プロの指導を受けながら「売れる商品づくり」をサポー
トするとともに、以下に記載している販路開拓支援を行い、小規模事業者の新たな需
要開拓を支援する。
② 県内支援機関等が実施する商談会への参加勧奨と商談成約率向上に向けた支援の
実施（ＢｔｏＢ支援）
地域の食品製造・小売事業者等の新たな販路開拓支援を目的に、宮城県商工会連合
会が実施している「グルっとＭＩＹＡＧＩ ちょっといいもの食の商談会」や宮城県
が主催する「食材王国みやぎビジネス商談会」、仙台商工会議所主催の「伊達な商談
会」への出展を支援する。
支援内容は、商談技術や商品アピール手法の向上、ＦＣＰシート作成など、宮城県
よろず支援拠点等の専門家を活用し、事前相談会を開催するとともに、商談会当日は
経営指導員も出展者に帯同し、バイヤー等の意見や商品等の評価等を整理し、商談後
においては、その内容を小規模事業者へ提供しながら商品開発・改良等、バイヤーと
の成約率向上に向けた取組みを継続的に支援する。
食品以外の製造業等に対する販路開拓の機会としては、（公財）みやぎ産業振興機
構等が開催する「ものづくり商談会」の出展を支援する。本商談会は、地域ものづく
り企業に対する更なる高付加価値型産業への参入支援強化として、県内を中心とする
ものづくり企業の販路開拓・取引拡大支援するもので、多くの受発注企業が参加する
など有効な機会であり、本商談会を活用して工業、製造業者の販路開拓を支援する。
③ アンテナショップ等での展示販売会等を通じた販路開拓支援（ＢｔｏＣ支援）
地域の食品製造・小売事業者等の新たな販路開拓を支援する目的に、仙台市のク
リスロード商店会内にある「地産地消いちば仙臺いろは」や七ヶ浜町にある商工会
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アンテナショップ「うみの駅 七のや」、東京池袋に設置されている本県アンテナシ
ョップ「宮城ふるさとプラザ」等への出展勧奨を行い、小規模事業者の新商品や地
域資源の活用した地域産品等のＰＲ販売の機会を提供し販路開拓を支援する。特に
東京池袋のアンテナショップへの出展は、首都圏での販売展開を視野に入れたテス
トマーケティングの場として活用し、商品の改良や新商品の開発などの支援を行い
ながら出店者数や商品アイテム数の増加に繋げていく。
また、町内主要観光施設である「国営みちのく杜の湖畔公園」は、町内外から多く
の観光客が訪れることから、新たな販売機会としてイベント等での出展支援を行い、
地域小規模事業者の提供する商品の販路開拓と認知度の向上を図る。
④ ＩＴを活用した販路開拓支援
（ｲ）ＥＣ販売サイト「ニッポンセレクト.Com」を活用した販路開拓支援（ＢｔｏＣ）
上記支援対象の食品製造・小売事業者等のＩＴを活用した新たな販路開拓を支援
する目的に、全国商工会連合会が開設しているＥＣ販売サイト「ニッポンセレクト．
com」への出品支援を行い、ネット販売による販路開拓を支援する。
（ﾛ）情報発信サイト「100万会員ネットワーク」 の活用した販路開拓支援（ＢｔｏＢ）
全国商工会連合会が運営している情報発信サイト「100 万会員ネットワーク」
の活用により、自社ホームページを保有していない小規模事業者に対し、企業情
報や商品情報等を掲載したホームページ開設の支援を行い、新規取引先確保と自
社認知度の向上を図る。
（ﾊ）ＳＮＳ活用の普及推進
地域小規模事業者に対し「Instagram」や「Twitter」等ＳＮＳを活用した企業及
び商品情報等の発信の有効性等について、経営指導員等の巡回訪問を通じて理解の
促進に務める。導入を希望する小規模事業者に対しては、宮城県商工会連合会が実
施しているＳＮＳ活用セミナーへの受講勧奨を図り、実際の導入については、宮城
県よろず支援拠点の情報化の専門家と連携を図り、情報化活用の普及推進していく。
（４）目
支

標
援 内

容

単位

現行

1 年度
31 年度

2 年度
32 年度

3 年度
33 年度

4 年度
34 年度

5 年度
35 年度

②商談会参加企業数

社

2

3

3

4

5

5

(商談成立件数)

件

(－)

(2)

(2)

(3)

(4)

(4)

③アンテナショップ出展数

社

0

1

2

3

3

3

(1 店当たりの平均売上月額)

万円

(－)

(10)

(10)

(15)

(15)

(15)

④ﾆｯﾎﾟﾝｾﾚｸﾄ com 出店企業数

社

0

2

3

3

5

5

(1 店当たりの年間販売件数)

件

(－)

(40)

(60)

(60)

(100)

(100)

④100 万会員ﾈｯﾄﾜｰｸ登録企業数

件

2

5

5

5

5

5

（1 店当たりの年間取引数）

件

(－)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組
７．地域経済の活性化に資する取組に関すること
（１）現状と課題
当地域では、今後、事業主の高齢化及び後継者不足等により小規模事業者の減少に
よる地域経済の衰退が大きな課題となっている。これまでは、商工会、観光協会、川
崎町が中心となり、それぞれ実行委員会を組織して集客を図るべく各種イベント事業
を実施しているものの、一時的な集客に過ぎず、観光客や地域商店利用客の増加に繋
がらず、地域経済の活性化に結びついていない状況であった。
また、年間約 80 万人が来園する「国営みちのく杜の湖畔公園」、年間 10 万人が訪
れる「青根温泉郷」等の観光資源はあるものの、観光後は町内域に滞在することなく、
観光客の多くは仙台市や蔵王町の観光地へ流れてしまうことで地域への経済効果に
繋がっておらず、いかに観光客の町内回遊性を高めて地域経済の活性化に繋げていく
かが課題となっている。
（２）事業内容
これら現状を踏まえ、今後は、川崎町、観光協会、国営みちのく杜の湖畔公園、青
根温泉旅館組合、商店会等関係機関・団体と連携して「地域経済活性化懇談会」を年
２回開催し、地域の現状等を踏まえた地域経済の活性化の方向性を検討・共有する体
制を整備することで、観光客の増加や交流人口拡大等による地域内需要の喚起に繋が
る効果的イベント事業を検討・実践し、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、下記イベント事業
の実施にあたっては、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、
アンケート調査による観光客等のニーズを踏まえ、その目的に応じた事業効果等を検
証しながら、地域経済の活性化により効果のある事業を展開する。
① 「地域経済活性化懇談会」の開催による活性化に向けた共有・検討（新規）
今後の地域経済地域活性化の方向性を共有・検討するため、川崎町担当課、観光協
会、国営みちのく杜の湖畔公園、青根温泉旅館組合、商店会等関係機関・団体を参加
メンバーとする「地域経済活性化懇談会」を年２回開催する。
懇談会では、地域の現状や課題、地域資源、各団体の取組みや強み等を確認すると
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の共有と、県内外か
らの観光客の増加と交流人口の拡大、地域商店街の賑わい創出に繋げるための効果的
イベント事業の方策を検討・実施し、地域経済活性化を推進する。
② 中心市街地の賑わい創出を図るための事業
（ｲ）かわさき美味いＭＯＮ（うまいもん）マップの作成・配布による誘客（継続）
年間約80万人が来園する「国営みちのく杜の湖畔公園」、10万人が訪れる「青根温
泉郷」の観光客を市内商店街等市街地への誘客と回遊性を高め、土産品店や飲食店等
の需要拡大による地域経済の活性化を図る目的に、町内の土産品や飲食店、旅館等の
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“うまいもの”の掲載に加え、各店舗の魅力を引き出した標記マップを作成し、市内
観光施設等に常置し観光客に配布する。
【掲載事業者数】35～40事業所
【作成部数】
20,000部

（ﾛ）割増商品券発行事業による需要拡大（継続）
川崎町と連携し、地域小売・飲食店等で使用できる割増（2割増）商品券を継続発
行し、地域における消費喚起による地域小規模事業者の売上拡大を図り、地域経済の
活性化に資する目的に実施する。
また、商品券発行に併せ、参加加盟店独自で商品券利用を促進するための割引サー
ビスや粗品プレゼント等の独自サービス企画の立案・実施を促し、各店毎の来店者増
加に向けた販促活動を同時に展開する。
〇平成30年度実績
【内 容】12,000円分（2割増）商品券を10,000円で1,000セット販売。
【発行額】12,000,000円
【参加加盟店数】88事業所
(ﾊ) 定期的な売り出し事業による需要拡大(継続)
川崎町スタンプ会や川崎町なかなか商店会、川崎町と連携し、中元・年末年始・
春の大売り出しを定期的に実施し、中心商店街への集客と消費喚起を促し、地域小
規模事業者の売上拡大を図る。
③ 観光客誘客等による交流人口増加を図るための事業(継続)
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川崎町への観光客の誘客による交流人口の増加を図るため、川崎町や川崎町観光協
会、青根温泉旅館組合等観光関係団体等と連携・協力し、下記イベント事業について目
的に応じた効果的な事業方法等を検証しながら、地域経済の活性化により効果のある事
業を展開する。
イベント事業名
支倉常長まつり

時期
6月

内
容
支倉常長公の偉大さと、故郷「かわさき」にまつわる歴史を
後世に語り継ぐために開催される支倉常長まつり。親書の受
け渡しを再現したオープニングや、渡航をイメージしたパレ
ード等を実施。

8月

川崎町にかかわられた町民の多くの御霊とともに、川崎町の風物
詩として約３，０００発の花火が夜空を彩る。
川崎町産の手打ち新そば（ざる蕎麦、地元野菜の天ぷら付き）を
限定1,000食をご提供。

(役場前特設会場)

かわさき夏まつり
(総合運動公園)

新そばまつり

10月

(セントメリースキー場)

青根温泉まつり
(青根温泉郷)

10月

2月

青根温泉郷の魅力をＰＲし誘客を図る目的に開催。
〇「青根温泉感謝祭」
昭和を代表する作曲家「古賀政男先生」が名曲「影を慕い
て」の曲想を得たと云われている温泉郷。温泉客への日頃の
感謝古賀政男先生の足跡を偲び開催。
〇「青根温泉雪あかり」
特設会場（青根児童公園周辺)にて､地元の人や子どもたち
が雪でたくさんの祠をつくり、中にロウソクを灯し、ロウソ
クの光と真っ白い雪が織りなす幻想的な冬の夜を演出。

④ 観光客のニーズ調査の実施(新規)
川崎町を代表する観光地「国営みちのく杜の湖畔公園」及び「青根温泉郷」に訪れ
た観光客に対し年１回アンケート調査を実施し、当該観光施設の満足度や足りないも
の、観光や土産品等に対するニーズ等について把握し、その結果について上記①で記
載した「地域経済活性化懇談会」での検討資料に活用し、地域経済の活性化に繋がる
効果的事業を検討する。尚、調査結果については下記項目を想定しているが、地域経
済活性化懇談会にて検討し実施する。
【調査項目】
・回答者属性（性別・年齢・同伴者数・住まい・来町回数・交通手段等）
・当該施設の満足度や足りないもの
・当該施設以外に立ち寄る予定の町内観光施設
・川崎町で観光施設・土産品等で知っているもの（行ったことがあるか、買
ったことがあるか）
・本日購入する（予定）土産品
・川崎町の観光・物産のイメージ 等

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
（１）現状と課題
経営指導員等職員の支援力向上のための取組みは、主に宮城県商工会連合会主催の
研修会や他の支援機関等による研修会への参加によるスキルアップ、また、巡回・窓
口支援等を通して個々の経営指導員が個々の事業所に対して一貫した支援を行って
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きているが、その支援手法を共有する体制は不十分な状況にあるとともに、積極的に
他支援機関との支援ノウハウ等を共有する機会を設けていなかったこともあり、個々
の経営指導員が持つ小規模事業者に対する問題解決策等の選択肢に広がりが少ない
状況にあった。
（２）事業内容
本計画では、広域連携を行っている近隣３商工会（柴田町商工会、大河原町商工会、
村田町商工会）や管内金融機関、宮城県よろず支援拠点等関連する支援機関との情報
交換の機会を設け、互いの支援を通じて小規模事業者の現状や問題・課題、課題等を
解決した効果的な支援手法、売上・利益確保のための支援事例等について情報交換を
行い、支援ノウハウの向上に努める。
① 管内金融機関等との連携及び支援ノウハウ等の情報交換（年２回）
七十七銀行川崎支店や仙南信用金庫川崎支店等の町内金融機関、川崎町担当課との
「金融懇談会」を年１回開催し、地域内における景況や金融情勢、支援課題や支援ノ
ウハウ、特に創業や事業承継等の支援事例等について情報交換を行い、地域内小規模
事業者への情報提供と新たな需要開拓に資する取り組みを推進する。
また、日本政策金融公庫仙台支店管内の商工会の経営指導員が参加する「小規模事
業者経営改善資金貸付推薦団体連絡協議会」(年１回)を通じて、地域企業の設備投資
動向、業種別動向等の地域金融状況と、各地域における景況や商工業の現状・課題、
課題解決に向けた支援事例等のノウハウを共有し、経営指導員等の支援能力の向上を
図る。
② 広域連携体制商工会との連携及び支援ノウハウ等の情報交換（年１２回）
広域連携体制にある柴田町商工会・大河原町商工会・村田町商工会との毎月開催（年
１２回）している経営支援会議において、各地域の経済動向や小規模事業者の経営状
況、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支援事例の
情報交換、地域経済活性化事業の取組み等について情報交換を行い、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。
③ 支援機関及び専門家との連携及び情報の交換（年６回）
宮城県商工会連合会、中小企業基盤整備機構等の研修会や懇談会へ各指導員とも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。
また、宮城県よろず支援拠点等による個別相談会や専門家派遣事業（エキスパー
ト・ミラサポ等）による小規模事業者への支援案件において、専門家が提案された個
別の課題解決策や今後の支援方向性等について本会経営指導員と共有・検討するため
の支援連絡会議を随時開催して、支援ノウハウ向上に向けた具体的な情報交換を行
う。
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④ 経営支援事例発表会を通じた支援ノウハウの共有
宮城県商工会連合会主催の「経営力向上支援事例発表会」に経営指導員全員が参加
し、県内商工会経営指導員（チーム支援）による経営力向上に導いた支援事例につい
て共有し、小規模事業者支援の具体的なノウハウ等について情報交換を行う。
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
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おり、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までは至っていない状況
にある。また、経営指導員の経験年数により指導能力に差異が生じている状況にあると
ともに、経営指導員２名を含む職員５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３名についても経営指導員を適切にサポートできる能力向
上を図るなど、組織として支援能力の底上げが課題である。
（２）事業内容
宮城県商工会連合会が主催する研修の参加に加え、中小企業庁や中小企業基盤整備機
構、中小企業大学校が主催する小規模事業者支援研修等へ経営指導員を派遣させ、必要
となる知識・能力の習得を図るとともに、広域連携体制における他商工会の経営指導員
との支援ノウハウの共有を図るなど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、毎月開催している職員会議において支援
ノウハウの共有と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 職員別の目指すべき能力の設定
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
ための資質向上を図る。
職種
目指すべき能力
経営指導員 ・経営分析や取り巻く環境に基づき事業計画を策定支援する能力
・社会動向や消費者ニーズを察知し、新たな需要開拓を提案する能力
・導いた経営戦略に基づき、具体的な戦術を提案する能力
・ＰＤＣＡサイクルを意識し、計画検証と軌道修正できる能力
・支援内容に合った専門家や外部支援機関を有効活用できる能力 等
事 務 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げる能力
・決算関係書類に基づき事業所の経営状況が把握できる能力
(補助員・記 ・小規模事業者の課題に関する基礎的な分析や方向性を提案する能力
帳専任職員) ・経営指導員をサポートする能力

② 外部研修会等への参加による資質向上
経営指導員等の支援能力の一層の向上のため、宮城県商工会連合会が実施する「小規
模企業支援能力研修（事業計画策定・創業支援・事業継承支援等）」の参加に加え、中
小企業庁（全国商工会連合会へ委託）が実施する「経営指導員等向け小規模事業者支援
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研修（経営発達支援・ＩＴスキル向上・販路開拓手法等）」、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回以上計画
的に参加させ、特に環境変化を捉えた事業計画の策定、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する小規模企業支援能力向上
研修における「経営計画コース（基礎編）」をベースに、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、本会が開催する小規模事業者を対象とした経営計画セミナーや創業セミナー等
も支援スキル向上のための絶好の機会と捉え、積極的に職員の受講に努める。
③ ＯＪＴによる資質向上
経営指導員相互の指導能力の向上を図るため、毎年度実施している広域連携体制にあ
る４商工会（柴田町商工会・大河原町商工会・村田町商工会・本会）の経営指導員との
チームによる伴走型経営支援の実践を通して、経営環境の捉え方や新たな需要の開拓に
導くため幅広い提案内容等について互いのスキルを学ぶとともに、支援ノウハウを指導
員全体で共有するなどＯＪＴによる伴走型支援能力の向上を図る。
また、支援経験豊富である経営指導員（経営支援課長）の支援手法等を習得させるた
め、スキル向上に適した経営支援時において若手経営指導員や事務職員を適時同席させ
るとともに、宮城県よろず支援拠点やエキスパートバンク事業、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
経営指導員等を対象に、多様化するニーズに対応し創業・経営革新につながる提案型
支援に必要な知識習得のために全国商工会連合会が開講しているＷｅｂ研修（eラーニ
ング）を指導員全員受講するとともに、若手の経営指導員においては、年１回行われる
中小企業診断士資格試験に挑戦し資格取得を目指す等、自己啓発による資質向上を図
る。
⑤ 職員全員による支援ノウハウ等の共有
毎月1回定期的に職員会議を開催し、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、適時・適切に商工会基幹システムにデ
ータ入力を行い個別に集約・蓄積し、支援中の状況が全職員で相互共有できる状態にす
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対応ができる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
（１） 現状と課題
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これまでは、事業報告等については理事会を経て年１回の総会時に会員に対して報告
するのみであり、宮城県商工会連合会が提供している「事業評価システム」を一部活用
しながら、各事業内容について内部的な検証を行い、一部事業の見直しを行っているも
のの、十分な評価・検証までされていない状況にあり、外部の意見も踏まえ、定期的に
事業の評価・見直しを行う仕組みを構築することが課題である。
（２）事業内容
本計画においては、事業の進め方や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「事業評価委員会」を設置し、
毎年度、事業の妥当性や成果等について、定量かつ定性面における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 事務局内部における実施方法及び進捗状況の管理
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、事業の進捗
状況及び実施した事業の検証等を行う。
② 「事業評価委員会」設置による事業の評価・検証・見直し案の検討
川崎町担当課（地域振興課）職員及び中小企業診断士等の外部有識者、地域小規
模事業者の代表者、本会三役等で構成する「事業評価委員会」を年１回開催し、事
業の実施状況、成果の評価・検証を行うとともに、必要に応じ見直し案の検討を行
う。
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 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・見直し等の結果について、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、商工会報に掲載する。(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３０年１０月現在）

（１）組織体制
①実施体制
本商工会は、経営支援課長が事業責任者となり、経営指導員（経営支援課長含む）
２名を中心に記帳専任職員２名、補助員１名の合計５名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

担

当 者

経営指導員
（経営支援課長含む）２名
経営支援課長
補助員
１名
（経営指導員）
記帳専任職員
２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）

【事業推進】（職員）
【評価・見直し】
事業評価委員会

経営指導員
補助員
記帳専任職員
計

２名
１名
２名
５名

【連携】
宮城県商工会連合
会・川崎町・よろ
ず支援拠点等の支
援機関

支援

小規模事業者
（２）連絡先
川崎町商工会【経営支援課】
所 在 地： 〒989-1501 宮城県柴田郡川崎町大字前川字裏尻２９－６
電話番号： ０２２４－８４－２１７４
FAX 番 号： ０２２４－８４－５９２６
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： kawasaki_sci@office.miyagi-fsci/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）

３１年度
(31 年 4 月 ３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度
以降)
470
470
520
520
570
必要な資金の額
地域経済の動向調査
70
70
70
70
100
経営状況分析
50
50
50
50
50
事業計画策定支援
100
100
100
100
120
事業計画策定後の支援
30
30
30
30
30
需要動向調査
50
50
50
50
50
新たな需要の開拓事業
70
70
70
70
70
地域経済の活性化事業
50
50
100
100
100
事業評価・見直し
50
50
50
50
50
（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。
調達方法
会費、各種手数料、国補助金、県補助金、川崎町補助金、事業受託費、受益者負担金
（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。
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（別表４）
商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に
関する事項
連携する内容
１.地域経済動向調査
【内 容】①RESAS（地域経済分析システム）を活用した地域経済動向調査
②統計資料等の外部データを活用した県内景気動向等の分析調査
【連携先】①宮城県よろず支援拠点、
②宮城県、川崎町、㈱日本政策金融公庫仙台支店、宮城県商工会連合会
２.経営状況の分析
【内 容】①巡回訪問等やセミナー開催による対象事業者の掘り起こし
②小規模事業者に対する経営分析の実施
【連携先】①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
②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、独立行
政法人中小企業基盤整備機構東北本部
３.事業計画策定支援
【内 容】①セミナー開催及び個別相談会による事業計画策定の支援
②創業、第二創業に向けたビジネスプランの策定支援
③事業承継計画の策定支援
【連携先】①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、宮城県、
②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、㈱日本
政策金融公庫仙台支店、川崎町
③宮城県事業引継ぎ支援センター（
（公財）みやぎ産業振興機構）、宮城県よろず支拠
点、柴田町商工会、大河原町商工会、村田町商工会
４．事業計画策定後の実施支援
【内 容】①事業計画を策定した既存事業者へのフォローアップ支援
②創業・第二創業計画策定者に対するフォローアップ支援
③事業承継計画策定事業者に対するフォローアップ支援
【連携先】①、②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
③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）
、宮城県事業引継ぎ支援センター（（公財）みやぎ産業振興機構）
５.需要動向調査
【内 容】①主要観光施設「国営みちのく杜の湖畔公園」の観光客を対象とした需要動向調査
②商談会におけるバイヤーへのヒアリング調査
【連携先】①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）
、国営みちのく杜の湖畔公園
②宮城県、宮城県商工会連合会、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）
６.新たな需要の開拓に寄与する事業
【内 容】①地域資源を活用した新商品開発や既存商品のブラッシュアップ支援
②県内支援機関等が実施する商談会への参加勧奨と商談成約率向上に向けた支援
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③アンテナショップ等での展示販売会等を通じた販路開拓支援
④ＩＴを活用した販路開拓支援
【連携先】①川崎町、宮城県よろず支援拠点
②宮城県商工会連合会、宮城県、仙台商工会議所、宮城県よろず支援拠点
③宮城県、
（公社）宮城県物産振興協会、多賀城・七ヶ浜商工会、国営みちのく杜の
湖畔公園
④全国商工会連合会、宮城県商工会連合会、宮城県よろず支援拠点
７.地域経済の活性化に資する取り組み
【内 容】①「地域経済活性化懇談会」の開催による活性化に向けた共有・検討
②中心市街地の賑わい創出を図るための事業
③観光客誘客等による交流人口増加を図るための事業
④観光客のニーズ調査の実施
【連携先】①、②川崎町、川崎町観光協会、国営みちのく杜の湖畔公園、青根温泉旅館組合、
川崎町なかなか商店会、川崎町スタンプ会
③川崎町、川崎町観光協会、青根温泉旅館組合、川崎町なかなか商店会、川崎町スタ
ンプ会
④国営みちのく杜の湖畔公園、青根温泉旅館組合
８．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
【内 容】①管内金融機関等との連携及び支援ノウハウ等の情報交換
②広域連携体制商工会との連携及び支援ノウハウ等の情報交換
③支援機関及び専門家との連携及び情報の交換
④経営支援事例発表会を通じた支援ノウハウの共有
【連携先】①川崎町、町内金融機関、日本政策金融公庫仙台支店
②柴田町商工会、大河原町商工会、村田町商工会、宮城県商工会連合会
③宮城県商工会連合会、中小企業基盤整備機構東北本部、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）
④宮城県商工会連合会
９．経営指導員等の資質向上等に関すること
【内 容】①職員別の目指すべき能力の設定
②外部研修会等への参加による資質向上
③ＯＪＴによる資質向上
④自己啓発による資質向上
⑤職員全員による支援ノウハウ等の共有
【連携先】②宮城県商工会連合会、中小企業基盤整備機構東北本部
③柴田町商工会、大河原町商工会、村田町商工会、宮城県商工会連合会、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）
④全国商工会連合会
１０．事業評価及び見直しをするための仕組み
【内 容】①事務局内部における実施方法及び進捗状況の管理
②「事業評価委員会」設置による事業の評価・検証・見直し案の検討
③理事会での事業評価・検証及び見直し
④計画の評価及び見直し結果の公表
【連携先】①、②、③、④川崎町、宮城県商工会連合会
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連携者及びその役割
（行政機関）
名称：宮城県 知事 村井 嘉浩
住所：〒980-8570 仙台市青葉区本町３－８－１
電話：022-211-2111
・各種統計資料等の外部データや、商談会による新たな需要開拓機会の提供等をいただく
名称：宮城県川崎町地域振興課 課長 滝口 忍（町長 小山 修作）
住所：〒989-1501 宮城県柴田郡川崎町大字前川字裏丁１７５－１
電話：0224-84-2111
・地域情報の共有を図り、事業推進について連携及び協力をいただく
（支援機関）
名称：宮城県商工会連合会 会長 佐藤 浩
住所：〒980-0011 仙台市青葉区上杉１－１４－２（宮城県商工振興センター２階）
電話：022-225-8751
・専門的課題解決に関する経営分析や計画策定、フォローアップ、専門家派遣等支援をいただく
名称：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
住所：〒980-0011 仙台市青葉区上杉１－１４－２（宮城県商工振興センター２階）
電話：022-225-8751
・高度、専門的な相談案件について、専門家派遣のサポートをいただく
名称：中小企業基盤整備機構 東北本部 本部長 高村 誠人
住所：〒980-0811 仙台市青葉区一番町４－６－１（仙台第一生命タワービル６階）
電話：022-399-6111
・専門的な相談案件について、専門家派遣のサポートをいただく
名称：宮城県事業引継ぎ支援センター（（公財）みやぎ産業振興機構 理事長 若生 正博）
住所：〒980-0011 仙台市青葉区上杉１‐１４‐２ 宮城県商工振興センター３階
電話：022-222-1310
・専門的な相談案件について、専門家派遣のサポートをいただく
名称：（公社）宮城県物産振興協会 会長 吉田 久武
住所：〒980-0011 仙台市青葉区上杉１－１４－２（宮城県商工振興センター３階）
電話：022-263-5050
・新商品や地域資源の活用した地域産品等のＰＲ販売機会の提供をいただく
名称：柴田町商工会 会長 大槻 裕喜
住所：〒989-1601 宮城県柴田郡柴田町船岡中央２－１－３
電話：0224-54-2207
・支援ノウハウや専門的知識の情報の共有を行う
名称：大河原町商工会 会長 櫻井 俊寛
住所：〒989-1243 宮城県柴田郡大河原町字南１０４
電話：0224-53-1260
・支援ノウハウや専門的知識の情報の共有を行う
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名称：村田町商工会 会長 渡邊 人志
住所：〒989-1305 宮城県柴田郡村田町大字村田字西田５１
電話：0224-83-2267
・支援ノウハウや専門的知識の情報の共有を行う
名称：多賀城・七ヶ浜商工会 会長 安住 政之
住所：〒985-0872 宮城県多賀城市伝上山３－１－１２
電話：022-365-7830
・新商品や地域資源の活用した地域産品等のＰＲ販売機会の提供をいただく
（金融機関）
名称：㈱日本政策金融公庫 仙台支店 支店長兼国民生活第一事業統括本部長 吉池雅志
住所：〒980-8452 仙台市青葉区中央１－６－３５（東京建物仙台ビル９階）
電話：022-222-5173
・金融相談や支援をいただき、設備投資や運転資金融資についてサポートをしていただく
名称：七十七銀行 川崎支店 支店長 古川 次郎
住所：〒989-1501 宮城県柴田郡川崎町大字前川字本町６４－２
電話：0224-84-5755
・地域情報や支援ノウハウの共有を図る
名称：仙南信用金庫 川崎支店 支店長 野崎 俊博
住所：〒989-1501 宮城県柴田郡川崎町大字前川字中町６－１
電話：0224-84-2140
・地域情報や支援ノウハウの共有を図る
（地区内各種団体等）
名称：宮城県川崎町観光協会 会長 佐藤 博
住所：〒989-1501 宮城県柴田郡川崎町大字前川字裏丁１７５－１
電話：0224-84-2111
・地域内需要の喚起に繋がる効果的イベント事業を検討・実践し地域経済活性化を図る
名称：川崎町なかなか商店会 会長 佐藤 敏之
住所：〒989-1501 宮城県柴田郡川崎町大字前川字裏尻２９‐６
電話：0224-84-2174
・地域内需要の喚起に繋がる効果的イベント事業を検討・実践し地域経済活性化を図る
名称：川崎町スタンプ会 会長 佐藤 敏之
住所：〒989-1501 宮城県柴田郡川崎町大字前川字裏尻２９‐６
電話：0224-84-2174
・地域内需要の喚起に繋がる効果的イベント事業を検討・実践し地域経済活性化を図る
名称：青根温泉旅館組合 組合長 原 太一郎
住所：〒989-0908 宮城県柴田郡川崎町青根温泉 1-1
電話：0224-87-2011
・地域内需要の喚起に繋がる効果的イベント事業を検討・実践し地域経済活性化を図る
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連携体制図等
情報を共有し、連携した小規模事業者の育成・指導連携

（支援機関）
宮城県商工会連合会
宮城県よろず支援拠点
中小企業基盤整備機構 東北本部
宮城県事業引継ぎ支援センター
（
（公財）みやぎ産業振興機構）
（金融機関）

（公社）宮城県物産振興協会
柴田町商工会
大河原町商工会
村田町商工会
多賀城・七ヶ浜商工会

㈱日本政策金融公庫仙台支店
仙南信用金庫川崎支店
㈱七十七銀行川崎支店

連携

連携

連携

川崎町商工会

連携

相談・
支援依頼

経営支援

（地区内各種団体等）

（行政機関）

川崎町観光協会

宮城県

川崎町なかなか商店会

川崎町

川崎町スタンプ会
青根温泉旅館組合

小規模事業者
地域の問題・課題の情報を共有し、地域の活性化を図る
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