実 施 者 名
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先

経営発達支援計画の概要
利府松島商工会（法人番号 ４３７０６０５０００６８４）
平成３０年４月１日～平成３５年３月３１日
利府松島商工会では、これまでの基礎的な指導・支援だけでなく、小規模事業者個々の
実情に沿った伴走型支援を行い、地域経済を支える小規模事業者の経営力向上を図る。
１ 経営力向上と販路等拡大の支援強化構築を見据えた小規模事業者の伴走支援
２ 創業支援強化による新陳代謝の促進
３ 地域資源を活用した観光産業の推進
４ 商工会の支援能力の向上
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】
地域内小規模事業者に対する経営指導員のヒアリング等調査により地域内の
景気動向を調査・分析するとともに、統計資料等外部データを活用した県内の景
気動向や観光動向、消費動向の調査・分析に加え、全国・東北地域の経済動向等
の情報収集も行い、小規模事業者へ提供することで、環境変化に対応した事業計
画策定のための基礎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】
需要開拓のための経営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等の分析を支援する。
３．事業計画策定支援に関すること【指針②】
地域小規模事業者に対し、環境変化に対応するための事業計画策定の必要性
を認識させるとともに、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、需要動向調査の成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。
４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】
事業計画策定後の小規模事業者に対して四半期に 1 回の巡回訪問を実施し、
計画策定後の現状や進捗状況の確認を行い、改善策や各種施策の提供を行いＰ
ＤＣＡサイクルにより適正な事業活動を継続的に支援し課題に応じた支援を行
う。
５．需要動向調査に関すること【指針③】
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目的に、利府地域
は大型店の影響を受けている食品小売業者に対する個店の魅力を向上させ
るための需要調査、松島地域は「松島ブランド」認定商品の商品力等を向
上させるための需要調査を実施し、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．新たな重要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】
特産品等の開発や既存商品のブラシュアップを継続的に支援するととも
に、展示販売会の開催や支援機関等が実施する商談会への参加勧奨、ＥＣ
サイトへの販売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
地域小規模事業者による地域経済の活性化と賑わい創出を図るため、行政等の
関係機関との連携により地域活性化に向けた仕組みを構築するための「地域活性
化懇談会」を利府地域、松島地域双方で開催する。
利府松島商工会
〒981-0104 宮城県宮城郡利府町中央２－８－３
電話番号 022-356-2124 FAX 番号：022-356-6088
E-mail rifus@coral.ocn.ne.jp

５．経営発達計画支援事業の目標と実施方針
行政や支援機関等と連携・協調を図り、これまでの経営改善普及事業に基づく基礎的な指導・支
援だけでなく、小規模事業者個々の実情に沿った伴走型支援を行い、地域経済を支える小規模事業
者の経営力向上を図るため次の事業を実施する。
（１）経営力向上と販路等拡大の支援強化構築を見据えた小規模事業者の伴走支援
小規模事業者が抱える経営課題の解決と今後の経営力向上の経営分析を実施し、定期的な巡回訪
問・窓口相談等を通して、小規模事業者の個々の特性を生かした経営計画策定と販路拡大策の具体
的な提案を伴走型支援により実施する。
（２）創業支援強化による新陳代謝の促進
事業不振に加えて、経営者の高齢化・後継者難により廃業を余儀なくされている事業者が増加す
る中にあって、既存事業者への伴走型支援と併せて、創業セミナー等を通じてより多くの創業者を
輩出し、地域経済の新陳代謝を図るとともに、創業者に対して最新の国・県等の中小企業・小規模
事業者施策情報等を適時適切に提供し、当地域で持続的な経営ができるよう組織を挙げて継続的な
支援を実施する。
（３）地域資源を活用した観光産業の推進
日本三景の一つである松島は、東日本大震災の影響及び「マリンピア松島水族館」の閉館等で、
観光入込客が減少傾向にあり、基幹産業である観光業の衰退に伴い地域経済に大きな打撃となって
いることから、本会として、平成２７年２月に創設した松島の新たな魅力を盛り込んだ特産品、観
光資源・観光プログラムを認定する「松島ブランド」の推進を図り、松島の魅力を国内外に情報発
信するとともに、商談会・展示会等あらゆる機会を捉えて販路を失った製造業者等の新商品開発及
び販路拡大を支援する。
（４）商工会の支援能力の向上
中小・小規模事業者の個々の多種多様なニーズに対応するためには、商工会そのものの資質向上
を図ることが必要であることから、県連合会主催の研修会に参加するとともにＯＪＴなどを通じた
全職員のスキルアップやノウハウの構築、組織内の情報共有体制の整備などの取組を通じて、商工
会そのものの支援能力の向上を図る。
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経営発達支援事業の内容および実施期間
（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】
（１）現状と課題
これまでの地域の経済動向については、経営指導員等による巡回・窓口相談で小規模事業者か
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により一部の事
業者への情報提供に留まっており、小規模事業者に対して広く地域経済動向の情報提供が行われ
ず、また事業戦略を検討する際の情報としては不足していた。
（２）今後の取り組み
今後は、地域内経済動向の調査は、業種別及び地域別（利府町・松島町）に選定した地域内小
規模事業者に対し、経営指導員のヒアリングによる独自調査を実施するとともに、県内及び東北
の景気動向については、公的機関等で発行する各種統計資料により情報収集を行う。
収集した情報は、業種別、地域別及びそれを合算した地域全体として分析し、必要な場合に必
要な情報が小規模事業者へ提供できるようデータとして整理するとともに、商工会報や本会ホー
ムページに掲載し広く提供を図り、環境変化に対応した事業計画策定のための基礎資料として活
用する。
また、利府町及び松島町の行政当局に対しても、小規模事業者の支援施策構築の基礎資料とし
て活用してもらえるよう情報提供を行う。
（３）事業内容
①地域内小規模事業者の景気動向調査
地域内小規模事業者の業種別かつ地域別（利府町・松島町）等の景況感と経営課題等を
把握し、経営状況の分析、事業計画の策定支援に繋いでいくことを目的に、下記方法によ
り景気動向調査を実施し、小規模事業者の事業計画策定に対する効果的な支援を実施するた
めの基礎資料として活用する。
調査対象事業 利府・松島地域の状況を踏まえ、下記の通り 55 事業者を調査対象とする。
者
【利府地域】
大型店やチェーン店の出店等による影響を受けている食品等小売業、飲
食サービス業については各１０事業所、建設業、製造業については各５事業
所の合計３０事業所を調査対象とする。
【松島地域】
松島地域は観光関連の業種が多いことから、飲食サービス業（観光関連を
含む）を１０事業所、その他の建設・製造、卸小売業については各５事業所
の合計２５事業所を調査対象とする。
調査方法
下記調査項目による「景気動向ヒアリングシート」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。
調査回数
年２回（７月と１２月）
調査項目
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
活用方法
・収集した情報は、業種別、地域別（利府町・松島町）及びそれを合算した
地域全体の景気動向として分析し、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把握への活用や事業計画策定等のための基礎資料
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。
②統計資料等の外部データを活用した県内等の景気動向等分析調査
各機関が提供する統計資料等の外部データを活用し、県内の景気動向や観光動向、商
圏内の消費購買動向等について調査分析するとともに、全国・東北圏内の業況や今後の
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状況等の広域的な景気動向についても捉え、小規模事業者支援に活用、提供する。
調査方法及び ・全国、東北地域の景気動向
調査項目
日本政策金融公庫「景況レポート」
、東北経済産業局「東北管内経済動
向」、全国商工会連合会「中小企業等景気動向調査」等を活用し、全国・
東北地方の業種別の業況と見通し等の景気動向を調査する。
・宮城県内の景気動向
宮城県商工会連合会「中小企業景況調査」、宮城県統計課「みやぎ経済
月報」等の業種別の業況と見通し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、利府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（７月・１２月）
活用方法
・収集したデータは、必要な時に必要な情報が提供できるようデータとし
て整理するとともに全職員間で共有し、新たな需要開拓に取り組む小規
模事業者の経営状況の分析や事業計画策定に繋げられるよう情報提供を
行う。
・また、商工会報やホームページにて分析の概要を公表し、小規模事業者に
広く情報提供を行う。
（４）目

標
項

目

実績

30 年度

31 年度

32 年度

33 年度

34 年度

地域内小規模事業者の景気
動向調査回数

未実施

2

2

2

2

2

地域内小規模事業者の景気
動向調査延べ事業者数

未実施

110
(55 事業
者×2 回)

110
(55 事業
者×2 回)

110
(55 事業
者×2 回)

110
(55 事業
者×2 回)

110
(55 事業
者×2 回)

未実施

2

2

2

2

未実施

2

2

2

2

外部データによる県内等景
気動向等分析調査回数
商工会報、ホームページで
の公表

2
2

２．経営状況の分析に関すること【指針①】
（１）現状と課題
これまで小規模事業者に対する経営状況の分析は、主に小規模事業者持続化補助金申請時やマル
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実施してきたが、その場限りの対
応であり、当該事業者に対する事業計画策定する上で有効活用することは少なかった。
（２）今後の取り組み
今後は、地域小規模事業者に対する新たな需要開拓のための経営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等の分
析を支援する。
個々の経営状況等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。
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（３）事業内容
①巡回・窓口相談等を通した対象事業者の掘り起こし（拡充）
経営指導員等による日々の巡回・窓口相談等を通じて、激減する環境変化に対応するためのビ
ジネスモデルの再構築と事業計画に基づく経営推進が必要であること、そのためには自社の財務
状況や経営資源に基づく強み・弱み、変化する外部環境など経営実態の把握が重要となることを
認識させるとともに、経営者の意識改革に努め、まずは経営分析支援の対象事業所の掘り起こし
を行う。
特に利府地域においては、相次ぐ大型店の出店等の影響を受けている小売業者、松島地域にお
いては、東日本大震災の風評被害等による観光客減少の影響を受けている土産品店や飲食店等観
光関連業者を重点支援対象と位置づけ掘り起こしを強化する。
②小規模事業者に対する経営分析の実施（拡充）
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」を活
用し、下記項目について定量的な財務分析を支援し、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、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。
＜分析項目＞
ⅰ)定量的分析
〇財務分析
・【収益性】 ８項目：売上高総利益率、売上高営業利益率、等
・【効率性】 ３項目：売上債権回転日数、棚卸資産回転日数、等
・【生産性】 ３項目：一人当り売上高、一人当り経常利益、等
・【安全性】１０項目：流動比率、減価償却率、借入金月商倍率、等
・【成長性】 ３項目：前年比増収率、自己資本比率増減、 等
ⅱ)定性的分析
〇ＳＷＯＴ分析
・
【自社状況】 強み・弱みの抽出（人材、設備、提供する製品やサービス、販路、特許等）
・【市場状況】 機会・脅威の抽出（競合他社の状況、業界の状況等）
〇３Ｃ分析
・顧客・競合・自社の三項目より経営環境における現状の経営課題等の分析
（活用方法）
個々の分析結果については、当該事業所に対しフィードバックし、経営実態から経営課題等を
明確化させ、課題解決のための事業計画策定における基礎資料として活用を図る。
また、分析結果は当該事業所毎にデータ化し保存するとともに、地区別・業種別にも分析・整
理を行い、必要な時にスムーズな提供が図れるよう共有フォルダに保存し、経営指導員間で情
報の共有化を図る。
（４）目

標
項

目

経営分析事業所数

現状

30 年度

31 年度

32 年度

33 年度

34 年度

35

40

40

40

40

40

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】
（１）現状と課題
地域の小規模事業者は、事業計画に基づいた経営を行っている事業者は少なく、事業計画の必
要性の認識も少ないのが現状である。
商工会も金融支援や小規模事業者補助金をはじめとする各種補助金申請時に事業者からの相
談に対応した事業計画策定の支援にとまっており、積極的な事業計画策定の推進を行ってこなか
った。
これからは、人口減少・少子高齢化等地域を取り巻く厳しい環境下において、特に小規模事業
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者が持続的に経営を発展させていけるよう、自ら経営計画の作成の重要性を再認識し、事業計画
に基づく経営を推進していくことが必要である。
（２）今後の取り組み
今後は、めまぐるしく変化する経営環境にあって、地域小規模事業者が事業の持続的発展を図
っていくためには、そうした環境変化に対応するための事業計画策定の必要性を認識させつつ、
支援事業者の掘り起こしに努めるとともに、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、需要動向調査の成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、利府町及び松島町と連携し、創業セミナーの開
催や個別相談により創業計画書の策定を支援するとともに、事業承継等についても、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、
課題解決に向けた事業計画策定を支援する。
（３）事業内容
①巡回・窓口相談等を通した小規模事業者の事業計画策定の啓蒙による掘り起こし（拡充）
「２.経営状況の分析」を行った小規模事業者に加え、支援対象者の掘り起こしを行うため
経営指導員等による巡回訪問を通じて地域小規模事業者の経営状況を把握しながら事業計画策
定の必要性を啓蒙し、まずは支援対象事業者の掘り起こしを行う。
特に、
「２.経営状況の分析」の対象事業者の掘り起こしと同様に、利府地域においては、大型
店等の出店に伴い経営が厳しい小売業者、松島地域は観光客減少に伴う影響を受けているお土産
店、飲食店等観光関連事業者等に対する掘り起こしを強化する。
②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（拡充）
上記①で掘り起こし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に、地域の経済動向・経営分析・需要動向等の結果を踏まえながら、事業
計画立案の進め方や戦略策定のノウハウ、資金調達方法等を学ぶ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を定期的（年 4 回）に開催し、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。
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③創業者、第二創業希望者への事業計画策定支援（新規）
地域にとって小規模事業者は、地域の需要に応じて雇用面や地域経済の活力等重要な役割を担
っているものの、経営者の高齢化や後継者不足等により事業者数は減少傾向にあることから、創
業者数を増加させ地域に根付いていただくことが本地域にとっても重要な課題となっている。
そうした状況から、新規創業の促進を図るため、利府町と松島町との連携のもと、創業セミナ
ーや個別相談会を開催し、創業予定者の掘り起こしと創業に必要な知識等の習得を図るととも
に、創業計画（ビジネスモデル）の策定を支援する。
特に利府町においては、平成２９年度中に産業競争力強化法における「創業支援計画」の認定
を目指していることから、利府町との連携体制の構築を図り、町及び商工会それぞれの役割を明
確化するとともに、下記の支援スキームのもと創業予定者に対する創業計画（ビジネスモデル）
の策定を支援する。
〇第１ステップ

商工会の相談窓口においてヒアリングによる創業の計画概要を整理する

〇第２ステップ

町と連携して開催する「創業セミナー」に参加し、創業に必要な知識や計
画づくりの手順等について学ぶ

〇第３ステップ

商工会が開催する個別相談会等において、具体的な創業計画（ビジネスモ
デル）の策定を支援する。

〇第４ステップ

商工会による定期的なフォローアップ支援を行う。
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松島町においては、町独自の「創業補助金」制度があることから、補助金制度の活用も想定し
実効性の高い計画書の策定を支援する。
また、後継者が先代から事業を引き継いだ場合などに、事業転換や新事業・新分野に進出を図
ろうと考えている第二創業予定者については、先ずは経営分析を通して現在の事業における経営
実態や経営課題を明確にした上で、創業予定者と同様にセミナーや個別相談会を通じて事業計画
の策定を支援する。
尚、創業・第二創業の支援にあたっては、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ながら伴走型支援を実施する。
④事業承継計画の策定支援（新規）
宮城県事業承継ネットワーク事務局で作成した「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。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。
（４）目

標
支援項目
事業計画策定セミナー
開催回数
（単位：回）
（参加人数）
個別相談会開催回数
（単位：回）
（参加人数）

現状

30 年度

31 年度

32 年度

33 年度

34 年度

2
(6)

2
(30)

2
(30)

2
(30)

2
(30)

2
(30)

2
(6)

4
(35)

4
(35)

4
(35)

4
(35)

4
(35)

20

30

30

30

30

30

0
(0)

1
（5）

1
（5）

1
（5）

1
（5）

1
（5）

0

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

※事業計画・創業セミナー参加者を対象

事業計画策定事業者数
（単位：件）
創業セミナー開催回数
（単位：回）
（参加人数）
創業・第二創業事業計画
策定数
（単位：件）
事業承継事業計画策定数
（単位：件）

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、これまでは主に各種補助金制度申請
に伴う計画策定と事業終了後の実績報告の取りまとめの支援が中心で、一部事業者より相談のあった
事業所のみに対するフォローアップ支援に留まっていたことから、計画策定された事業がしっかり
と実践されるよう伴走型の支援体制の整備が課題である。
（２）今後の取り組み
事業計画策定を行った小規模事業者については、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。
（３）事業内容
①事業計画を策定した既存存事業者へのフォローアップ支援
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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、定期的に事業者
を巡回訪問し、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」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・第二創業予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」(利府町は平成 29 年度中に産業競争力強化法における「創業支援計画」の認定を目指して
いる)や宮城県の「スタートアップ補助金」、松島町独自の「創業補助金」等の補助金制度の活用、
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事業承継予定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、その解決方法として、宮城県で
は、国・県・宮城県事業引継ぎセンター・宮城県よろず支援拠点等の関係機関、商工会・商工
会議所の商工団体、金融機関、弁護士会・税理士会等の士業関係団体等で構成する「宮城県事
業承継ネットワーク」が今年度(平成 29 年度)新たに構築されたことから、構成機関とのネッ
トワークをフル活用するとともに、特に宮城県事業引継センターとの連携による弁護士や税理
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。
（目標）
支援内容
事業計画フォローアップ
回数
(四半期 1 回)

現

状

20

30 年度

31 年度

120

120

(30 事業所 (30 事業所
×年 4 回） ×年 4 回）

8

8

32 年度

33 年度

34 年度

120

120

120

(30 事業所
×年 4 回）

(30 事業所
×年 4 回）

(30 事業所
×年 4 回）

8

8

8

(2 事業所×
年 4 回）

(2 事業所×
年 4 回）

(2 事業所×
年 4 回）

創業・第二創業フォローア
ップ回数 (四半期 1 回)

0

(2 事業所
(2 事業所×
×年 4 回） 年 4 回）

事業承継フォローアップ
回数
(四半期 1 回)

8

8

8

8

8

0

(2 事業所
×年 4 回）

(2 事業所×
年 4 回）

(2 事業所×
年 4 回）

(2 事業所×
年 4 回）

(2 事業所×
年 4 回）
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５．需要動向調査に関すること【指針③】
（１）現状と課題
小規模事業者自身で消費者やバイヤーのニーズを把握することは難しく、今までの経験や勘を頼り
に、販路開拓や商品開発を行っているのが実態であり、本会における需要動向調査については、関係
機関から提供される資料での情報収集に留まっており、個々の商品及び提供する役務等に対する積極
的な情報収集や調査・分析は行ってこなかった。
利府町では、平成１１年にオープンした大型ショッピングセンター（売場面積 32,128 ㎡）の出店を
機に幹線道路の県道８号線仙台松島線（通称：利府街道）沿いには多数のロードサイド店舗が出店し
商業集積されている中、更に平成３２年には大型ショッピングセンターの開業が予定されているな
ど、地域の小規模事業者にとっては大変厳しい経営環境にある。このような中で、地域小規模事業者
が持続的発展を続けていくには、個々の取扱商品や販売に付加するサービス等の付加価値を拡大さ
せ、消費者ニーズに対応した個店の魅力を向上されていくことで大型店との差別化を図っていくこと
が必要である。
また、松島町は、全国有数の観光地であることから観光関連業種が多いが、東日本大震災の影響や
主要誘客施設のひとつであった「マリンピア松島水族館」が平成２７年５月に閉館したことで、観光
入込数の減少が続いており、観光消費額が減少している厳しい状況下にある。今後はインバウンドや
県外からの宿泊客の積み増しするために、他に類のないユニークな地域資源およびその創造的な活用
により地域間競争での優位性を引き出し、滞在の長時間化を図るとともに、現在推進している「松島
ブラント」の更なる推進を図り、認定商品の商品力と販売力の向上による「日本三景 松島」の魅力発
信と販路拡大を図っていくことが必要である。
（２）今後の取り組み
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・サービス等に対し、買い手である消費者の需要動向を把握するために、利府地域において
は大型店の影響を受けている食品小売業者に対する個店の魅力を向上させるための需要調査、ま
た松島地区においては「松島ブランド」認定商品の商品力等を向上させるための需要調査の下記
２つの調査を実施する。
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。
（３）事業内容
①利府町内の小規模事業者の提供する商品・サービス及び店づくり等に対する需要動向調査の実施
（新規）
利府町における上記課題を踏まえ、特に大型ショッピングセンターとロードサイド店舗の出店
により打撃を受けている小売業・サービス業を調査支援対象として選定し、提供する商品やサー
ビス、店づくり等について、消費者目線での評価・意見等を抽出する需要調査を実施し、買い手
である消費者ニーズに対応した商品の見直しや取扱商品の充実による商品力の向上と、陳列や表
示方法等の店づくりによる販売力の向上を促し、新たな需要の拡大と消費者から支持される魅力
ある個店づくりを支援する。
調査支援対象
〇大型小売店舗等の出店により影響を受けている利府町内の食品小売業
事業者
者と飲食業者
〇事業者のニーズ等を聞き取り、毎年度３事業者を選定して実施する。
調査方法
① 調査対象事業者は、事前に消費者から評価等を受けたいと考えている
主力商品（惣菜、野菜、鮮魚と言った当該店舗の顔となる商品）や販
路拡大を模索している商品・サービスについて選定する。
② 利府町内の消費団体の協力のもと 1 チーム５名×２組（計１０名）の
消費者を派遣いただき、実際に１調査対象事業者に対し調査日を替え
て１チームずつ２組を来店させ、下記調査項目を記載したチェック表
に基づき、試食等を通して主力商品の評価や店づくり等について調査
する。
③ 調査終了後は、事業主と調査した消費者との懇談会を開催し、調査結
果や意見・感想等について直接事業主に報告する機会を設ける。
④ チェック表の内容や懇談会での意見については、商工会にて取りまと
め当該事業者に提供する。
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調査回数と回
収数

活用方法

（４）目

デザイン、価格、パッケージ、商品に対する満足度や改善点、土産
品としての価値 等
・調査回数
上記２つのイベント会場にて年２回実施
・回収数
１商品あたり ３００名（＠150 名×2 回）
（２商品合計で６００名の来場者から聞き込み調査を実施する）
・収集データは、商品毎に各項目及び年齢・性別毎、居住地から観光客・
町民別にクロス分析ができるよう整理分析を行う。
・調査結果については、当該事業者に直接フィードバックし、商品の
改良や新商品の開発、新たな需要拡大の取り組みなど個別の経営
計画策定支援に繋いでいく。

標

項目
食品小売業・飲食業を対
象とした需要動向調査回
数
（回）
上記調査による
支援事業者数（者）
松島ブランド認定商品の
需要動向調査回数（回）
※上記調査による
支援事業者数
上記調査による１商品
あたり回収数 （回）

現

状

未実施

30 年度

31 年度

32 年度

33 年度

34 年度

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

未実施

2

2

2

2

2

未実施

2

2

2

2

2

300

300

300

300

300

未実施

未実施

（150 件×2）（150 件×2） （150 件×2）（150 件×2） （150 件×2）

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】
（今までの取り組みと課題）
これまでは小規模事業者に対する新たな販路開拓支援は、各種商談会等に出展するための参加勧
奨に留まっており、商談内容の聞き取りや、商談結果についても事業者任せとなっていた。
また、課題として展示会・商談会に慣れていない事業者に対し、より効果的な商談機会となるよ
う出展前の事前支援と商品のブラシュアップ等出展後のフォローアップ支援が必要とされる。
（今後の取り組み）
（１）小規模事業者の現状確認と内容の整理（拡充）
利府町及び松島町の地場産品を製造販売している小規模事業者を対象に新たな販路開拓の支
援を実施するため、出展希望事業者の調査を行い、事業者ごとの取扱商品・価格等の情報を整理
し、商談会・展示会等の開催情報を提供する。
（２）商談会・展示会等への出展による販路開拓（ＢtoＢ）支援（拡充）
現時点での商工会単独開催は難しい状況にあることから、県連合会、金融機関等が開催する展
示会・商談会の機会を最大限に活用し、利府町及び松島町の製造事業者等に対して、県内・首都
圏、国内全体の対象マーケット毎の年間スケジュール等の情報提供を迅速に行い、計画的且つ効
果のある展示会・商談会への出展を支援する。
また、展示会・商談会等の経験が少なく不慣れな事業者に対して、商談成約を向上させるため、
商品ＰＲシート（ＦＣＰシート）の作成方法、バイヤーの情報収集、当日のプレゼンテーション
等について事前支援を行うとともに、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、サンプル品の提供等についても継続的にフォローアップ支援を行う。
さらに、商談会等に経営指導員が同席できない場合に備えて、参加事業者に対し毎回商談ノー
トを持参し、当日バイヤーから寄せられた改善・要望事項等についてメモを取ってきてもらい、
後日小規模事業者のフォローアップ支援に活用する。
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（３）ＷＥＢを活用したインターネットショップによる販路開拓（ＢtoＣ）支援（拡充）
人口減少が顕著な地域にとって新たな販路として活路を見い出すため、利府町及び松島町の
製造事業者・小売業者等に対して、全国商工会連合会が運営するＥＣサイト「ニッポンセレク
ト.ｃｏｍ」及び「１００万会員ネットワーク」等への出品勧奨を積極的に行うとともに、多様
な顧客のニーズに合った商品・サービスを提供する機会の増大を図る。
また、自社ホームページを有していながら、ネット販売する仕組みがない小規模事業者につい
ては、ＩＴ関連の専門家等と連携を図りながら、ネット販売構築に向け重点的に支援を行う。
さらに、ＥＣ参入を機会に、自社製品の強みと弱みを分析したり経営計画を見直したりする
ことにより、経営課題の発見と解決を図る。
（目標）
支援内容
商談会・展示会等への出
展業者数
（単位：
件）
商談会での成約件数
（単位：件）
ニッポンセレクト出店事
業者数
（単位：件）
ニッポンセレクト事業者
当たり取引件数
（単位：件）

現状

30 年度

31 年度

32 年度

33 年度

34 年度

2

5

5

10

10

10

0

2

2

5

5

5

0

2

2

5

5

5

0

10

10

25

25

25

(2 事業者
×5 消費者)

(2 事業者
×5 消費者)

(5 事業者
×5 消費者)

(5 事業者
×5 消費者)

(5 事業者
×5 消費者)

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組
（今までの取り組みと課題）
本会地域では、長年利府町、松島町両地区でのイベントについては、それぞれ行政、観光協会、
ＪＡ、関係団体等からなる実行委員会を組織して実施してきたが、イベントごとの単発的なもの
で地域での波及効果は限定的であった。
また、震災発生直後から、行政と連携しながら割増商品券発行事業や小規模事業者地域力活用
新事業全国展開支援事業など、地域内消費の喚起及び交流人口等の増加に資する各種活性化事業
に取り組んできたものの、顕著な効果が表れていない。
（今後の取組）
（１）関係機関との地域活性化懇談会の開催（新規）
従来のイベント実施に伴う関係機関の会議から発展し、利府・松島両地区で、行政、ＪＡ、漁
協、観光協会、地域消費者を交えた年１回地域活性化懇談会を開催し、地域が抱える問題課題や
地域活性化の方向性を検討・共有する。
懇談会の内容は、①地域の現状と課題 ②各組織が保有する強み ③各団体等の取組み等につ
いて確認するとともに、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。
（２）「地域ブランド」による賑わい創出【拡充】
松島地区においては行政をはじめとする町内の８つの団体で「松島ブランド推進委員会」を設立
し、新たな魅力を盛り込んだ特産品、観光資源・プログラムを認定しており認定商品の販路開拓や
地域 PR に努めており今後も継続して実施し、認定商品の販路開拓や松島町の PR に努めているが、
利府地区においては現在地域ブランドを認定する制度が構築されていないため、今後は関係機関
と協議し認定制度をつくる体制作りを行うとともに両地域の認定ブランドを連携を模索する。
また、両地域は松島湾に面しており日本三景の一つとして数えられ知名度は高く、今後は独自の
観光ルートを開発し、誘客に努めるともに小規模事業者の商品等を幅広く周知し需要拡大を図る。
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（目標）
支援内容
地域活性化懇談会
松島ブランド認定品

現状

30 年度

31 年度

32 年度

33 年度

34 年度

2
11

2
13

2
15

2
17

2
20

未実施
10

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
経営改善普及事業実施における支援力の向上のために、これまで巡回訪問、窓口相談、専門家派遣
等により経営指導員が支援事業所を指導していたが、経営発達支援事業の円滑な実施に向けて、支援
拠点等と情報等の共有により経営指導員の支援力の向上を図る事を目的とした情報交換会等を開催
する。
（１）中央ブロック商工会連絡協議会管内経営指導員情報交換会の開催（年２回）
本会以外の中央ブロック商工会連絡協議会管内３商工会（みやぎ仙台商工会、多賀城・七ケ浜商
工会、くろかわ商工会）の経営指導員を対象とし、地域内の経営環境の現状、消費動向の把握、及
び経営支援向上を目的とした情報交換会を開催し、収集した情報を基に各商工会での小規模事業者
への支援を実行する。
（２）地域金融情報懇談会の開催（年２回）
日本政策金融公庫仙台支店、地元金融機関(七十七銀行、仙台銀行、石巻商工信用組合)と、地域
の経済動向、小規模事業者の現況、消費動向、新たな融資制度、保証制度などの金融支援の現状や
ノウハウを把握することを目的とした金融情報懇談会を開催する。収集した情報を基に会員事業
所、小規模事業者へ最新情報をフィードバックし、円滑に融資を受けられるよう金融支援を実行す
る。
（３）経営力向上支援事例発表会への参加
宮城県商工会連合会主催の「経営力向上支援事例発表会」を通して、各商工会経営指導員によるチ
ーム支援で経営力向上に導いた支援事例について共有し、各商工会での成功指導事例の共有を通じ
て、小規模事業者支援の具体的なノウハウ等について情報を交換する。
２．経営指導員等の資質向上等に関すること
経営指導員、補助員、記帳専任職員、シニア支援員の能力向上、組織力の向上、スキルアップの
ための研修会に参加し、経営指導員が不在の場合であっても経営カルテを活用するなどして基本的
な相談・指導に対応できるよう、組織力の向上を目的とした職員の勉強会を開催する。
また、人事異動により担当職員が異動した場合にも小規模事業者への支援に支障をきたさないよ
うに、個別企業の支援履歴のみならず職員個人が習得した支援ノウハウについても職員間で情報共
有を図る。
（１）宮城県商工会連合会が主催する研修会及び中小企業大学校が主催する研修会に経営指導員等が積
極的に参加し、経営指導員の資質向上と支援能力向上を図る。
また、参加者は研修終了後、資料付の復命書を全職員に回覧するだけでなく、３カ月に 1 回開催
する全体会議の場で報告し職員全体の資質向上を図る。
（２）経営支援会議を毎月開催し、行政の施策、金融斡旋状況、法人・個人の所得税確定申告指導等を
通じて得た情報から管内の経営状況等を分析し、経営指導員間のスキルアップを図る。
また、経営力向上研究会において、中小企業診断士を講師に、経営指導員の他補助員、記帳専任
職員を対象とした勉強会を開催し、職員間での支援ノウハウ等を共有することで、組織全体の支援
能力の向上を図る。
（３）若手経営指導員については、指導経験の長い経営指導員と共に巡回訪問を行い、小規模事業者を
支援し、指導方法、助言、情報の収集手段などの方法を学び、伴走型支援の能力向上を図る。
（４）全職員による全体会議を３ヶ月に１回開催し、経営指導員等が研修会で得た支援ノウハウ等や地
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域内の小規模事業者の景況や経営状況等の情報を共有することで組織全体における支援能力の向
上を図る。
全職員が個別事業所の経営状況や分析結果を「小規模事業者支援システム」の経営カルテに事業
所別に支援内容等を蓄積することで、全職員が随時閲覧できるようにすることで組織的に情報を共
有を図る。
また、「小規模事業者支援システム」の経営カルテに入力することにより人事異動により担当職
員が異動した場合にも小規模事業者への支援に支障をきたさないようにできる。

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
本会内部に委員会を組織し、毎年度本計画に記載された事業の実施状況、及び結果について年１回
の事業・検証・見直しを実施し、ＰＤＣＡのサイクルの構築を図る。
（１）毎年度、外部有識者（みやぎよろず支援拠点コーディネーター、日本政策金融公庫仙台支店融資
課長、利府町・松島町担当課長）、宮城県商工会連合会担当者、本会正副会長により構成された検証
委員会に事業の実施内容、成果の評価、見直し事項を報告し、見直し案の提示を受ける。
（２）事業評価委員会での事業の成果、評価、見直しの結果を理事会に報告し、承認を受ける。
（３）事業評価委員会での内容、結果を本会ホームページ及び会報で公表する。
（４）継続事業については引き続き実施し、見直した案件は次年度見直した内容で実施していく。
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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
（１）組織体制
①実施体制
担当事業
職務・役割
経営分析のための巡回指導
セミナー及び研修会の開催
情報提供
個者支援
事業計画書策定支援
事業計画書実行支援
販路開拓支援事業
地域支援

地域産品ＰＲ事業

評価・見直し

統括責任者

主担当者

担当者

経営支援課長

経営指導員
利府 １
松島 １

経営指導員
事務職員

１名
６名

経営指導員
事務職員

１名
６名

経営支援課長
事務局長

経営指導員
利府 １
松島 １
経営支援課長

（29 年 9 月末日現在）
②組織図
会長
（非常勤）

理事会・監事

事務局長
１名

事業評価委員会

総務課

経営支援課
経営支援課長
経営指導員
事務職員
計

総務課長（事務局長兼務）１名
事務職員
３名
計
４名

利府事務所
事務局長
経営指導員
事務職員
計

職員配置数
事務局長
１名
経営指導員
４名
事務職員
６名
計
１１名

１名
３名
３名
７名

松島事務所
１名
２名
３名
６名

経営指導員
事務職員
計
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２名
３名
５名

（２）連絡先
利府松島商工会
（利府事務所）宮城県宮城郡利府町中央 2－8－3

（松島事務所）宮城県宮城郡松島町高城字浜 1-27

TEL 022-356-2124
FAX 022-356-6088
TEL 022-354-3422
FAX 022-354-4054

ホームページ http://rifumatu.miyagi-fsci.or.jp
（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
30 年度
(30 年 4 月以降)

31 年度

32 年度

33 年度

千円）

34 年度

必要な資金の額
Ⅰ．個別事業者支援
事業

2,600

2,600

2,600

2,600

2,600

１．地域の経済動向
調査

(500)

(500)

(500)

(500)

(500)

２．経営状況分析

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

３．事業計画策定支援

(500)

(500)

(500)

(500)

(500)

４．事業計画策定後の
実施支援

(500)

(500)

(500)

(500)

(500)

５．需要動向調査

(500)

(500)

(500)

(500)

(500)

６．新たな需要の開拓に
寄与する事業
Ⅱ．地域経済の活性化に
寄与する事業

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

4,600

4,600

4,600

4,600

4,600

合計

（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、利府町、松島町
【受 託 費】 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に関すること
・各種調査、統計資料から地域内外の経済動向に関する情報収集
（連携先）東北経済産業局、宮城県、利府町、松島町、㈱日本政策金融公庫
宮城県商工会連合会、全国商工会連合会、
２．経営状況の分析に関すること
・専門的課題解決に対する分析支援
（連携先）宮城県商工会連合会、宮城県よろず支援拠点
３．事業計画策定支援に関すること
・事業計画作成セミナーの実施、個別相談会・創業セミナーの講師、専門的課題解決に対する
指導
（連携先）宮城県商工会連合会、宮城県よろず支援拠点、宮城県事業引継ぎ支援センター
㈱日本政策金融公庫仙台支店、利府町、松島町
４．事業計画策定後の実施支援に関すること
・事業計画実行段階に生じた専門的課題・資金調達の解決
・事業計画実行段階に生じる資金調達の解決
（連携先）宮城県商工会連合会、宮城県よろず支援拠点、㈱日本政策金融公庫仙台支店、
５．需要動向調査に関すること
・地域内外の消費、需要動向に関する情報収集
（連携先）宮城県商工会連合会、宮城県よろず支援拠点、
６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること
・需要機会の創出による販路開拓支援
（連携先）宮城県商工会連合会、宮城県よろず支援拠点、全国商工会連合会、宮城県
利府町、松島町、㈱日本政策金融公庫仙台支店、㈱七十七銀行利府・松島支店
㈱仙台銀行利府支店、石巻商工信用組合松島支店
７．地域経済活性化に資する取組
・地域活性化懇談会の開催
（連携先）利府町、松島町、特定非営利活動法人利府町観光協会、㈱まちづくり利府
仙台農業協同組合利府・松島支店、一般社団法人松島観光協会、宮城県漁業協同組
合松島支所、磯崎漁業協同組合
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連携者及びその役割
・宮城県（知事 村井 嘉浩）
住所 宮城県仙台市青葉区本町 3-8-1 電話番号 022-211-2111
宮城県内の経済・消費・観光動向等に関する統計データ及び商談会等の情報提供

・利府町（町長 鈴木 勝雄）
住所 宮城県宮城郡利府町利府字新並松 4 電話番号 022-767-2111
利府町内の経済・消費動向等に関する統計データの提供、地域経済活性化への取組

・松島町（町長 櫻井 公一）
住所 宮城県宮城郡松島町高城字帰命院下一 19-1 電話番号 022-354-5701
松島町内の経済・消費動向等に関する統計データの提供、地域経済活性化への取組

・全国商工会連合会（会長 石澤 義文）
住所 東京都千代田区有楽町 1-7-1 有楽町電気ビル北館 19 階 電話番号 03-6268-0088
調査データの提供、EC サイトの運営

・宮城県商工会連合会（会長 佐藤 浩）
住所 宮城県仙台市青葉区上杉 1-14-2 電話番号 022-225-8751
専門的課題解決への指導、

・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 宮城県仙台市青葉区上杉 1-14-2 電話番号 022-393-8044
専門的課題解決への指導

・宮城県事業引継ぎ支援センター（統括責任者 木坂 尚文）
住所 宮城県仙台市青葉区二日町 12-30—2F 電話番号 022-722-3884
事業承継に関する専門的課題解決

・㈱日本政策金融公庫仙台支店（支店長 安達 研造）
住所 宮城県仙台市青葉区中央 1-6-35 電話番号 022-222-5377
事業実施に伴う金融支援、新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること。

・七十七銀行利府支店（支店長 佐藤 拓人）
住所 宮城県宮城郡利府町中央 3-14-3 電話番号 022-356-8444
事業実施に伴う金融支援、新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること。

・仙台銀行利府支店（支店長 浅井 史夫）
住所 宮城県宮城郡利府町中央 3-5-3 電話番号 022-356-4141
事業実施に伴う金融支援、新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること。

・七十七銀行松島支店（支店長 秋山 隆厚）
住所 宮城県宮城郡松島町高城町 177 電話番号 022-354-2171
事業実施に伴う金融支援、新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること。
- 23 -

・石巻商工信用組合松島支店（支店長 鈴木 貴之）022-354-3426
住所 宮城県宮城郡松島町高城字町 58-3 電話番号
事業実施に伴う金融支援、新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること。

・特定非営利活動法人 利府町観光協会（会長 菅原 幹雄）
住所 宮城県宮城郡利府町森郷字柱田 26-8 電話番号 022-356-3678
地域経済活性化への取組

・株式会社まちづくり利府（代表取締役社長 倉田 實）
住所 宮城県宮城郡利府町中央 2-11-1 電話番号 022-767-1053
地域経済活性化への取組
・仙台農業協同組合利府支店（支店長 堀江 久喜）
住所 宮城県宮城郡利府町利府大町 75 電話番号 022-356-2211
地域経済活性化への取組
・一般社団法人松島観光協会（会長 磯田 悠子）
住所 宮城県宮城郡松島町松島字町内 98-1 電話番号 022-354-2618
地域経済活性化への取組
・仙台農業協同組合松島支店（支店長 伊東 信一）
住所 宮城県宮城郡松島町高城町東二 20 電話番号 022-354-2101
地域経済活性化への取組
・宮城県漁業協同組合松島支所（支所長 岡田 光弘）
住所 宮城県宮城郡松島町高城字浜 38-5 ℡022-354-3230
地域経済活性化への取組
・磯崎漁業組合（組合長 高橋 幸彦）
住所 宮城県宮城郡松島町磯崎字磯島１ ℡022-354-3230
地域経済活性化への取組
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