
経営発達支援計画の概要 
 

実施者名 

(法人番号) 
女川町商工会（法人番号 2370305000623） 

実施期間 平成３０年４月１日～平成３５年３月３１日 

目標 

女川町の小規模事業者の中長期的な振興のあり方を踏まえ、東日本大震災か

らの地域の復興と、地域内小規模事業者の持続的発展を実現するため、以下の

４つの目標を掲げる。 

① 水産資源を活用した商品づくり支援と来街者に支持される事業者の育成 

② 個社に合った経営計画の策定と伴走型支援の実施による収益アップの実現 

③ 創業しようとする者に対する懇切なフォローアップによる黒字化実現 

④ 他機関との連携及び商工会の支援体制の強化 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

１．地域の経済動向調査 

地域小規模事業者を対象とした景況調査や行政等の公表した経済動 

向を収集することで個者の経営計画策定の一助とする。 

２．経営状況の分析 

小規模事業者の財務状況や経営状況や経営資源の現状を把握するこ 

とで、事業計画策定支援・フォローアップのため活用する。 

３．事業計画策定支援 

経営状況の分析結果を踏まえ、経営課題の解決に向けた取組や需要を 

見据えた事業計画の策定を支援する。 

４．事業計画策定後の実施支援 

事業計画策定後、計画実行の進捗の確認とともに企業の経営力向上を 

目的とした的確な支援のため、定期的なフォローアップを実施する。 

５．需要動向調査 

地域小規模事業者が取り組む新規事業や販売を企図する新商品に係 

る潜在ニーズの把握を目的としたデータの収集・分析を実施する。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業 

販路開拓を目的とした商談会出展勧奨及び出展後のフォローアップ、 

また新規事業の新たな販路となり得る先の提案を直接提案する。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

町内各種団体と協働した女川町の統一コンセプトに基づく将来の町づ 

くりに向けた合議体の形成による連絡調整、またそれを具現化するための 

イベント実施を通じて、町のブランド力の向上を図る。 

連絡先 

【住所】宮城県牡鹿郡女川町女川浜字大原１番地３６ 

【担当部署・担当者】経営支援課 主幹 茂木 辰 

【電話番号】0225-53-3310【ＦＡＸ】0225-53-3314 

【E-Mail】onagawa@coral.ocn.ne.jp 

 



1 
 

（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

１．女川町の概要 

女川町は、宮城県の東端牡鹿半島頸部にあり、北から南東にかけては石巻市に接し、太平洋に

面した女川湾を囲むように位置しており、奥州三大霊場の一つである『霊島 金華山』を中心と

した『南三陸金華山国定公園』地域に指定されている。 

町は東西に１８ｋｍ、南北に１２ｋｍ、面積は６５．３５㎢となっており、標高４５６ｍの石

投山や標高４３９ｍの大六天山などの山々が太平洋を囲んで女川湾となり、その沖合には江島列

島や出島などの大小の島が散在している。 

 

北上山地と太平洋が交わる風光明媚なリアス式海岸は天然の良港を形成し、カキやホタテ・ホ

ヤ・銀鮭などの養殖業が盛んである。また、世界三大漁場の一つである金華山沖漁場が近いこと

から、魚市場には年間を通じて暖流･寒流の豊富な魚種が数多く水揚げされており、特にサンマ

の水揚げについては、２０１６年実績で１３，７８５トンと、北海道・花咲港、岩手県・大船渡

港に次いで全国３位を誇り、全国的にもサンマの町として名を馳せる。水産と同時に観光産業も

盛んで、「水産と観光の町」として平成２１年は７４３，３５０名、平成２２年は６９６，００５

名の入込があった。 

平成２３年３月１１日に発災した東日本大震災に起因する大津波により、死者・行方不明者８

２７名、町内の７割以上の住家・事業用資産が全壊・流失という未曽有の被害を被った。 

東日本大震災後の女川町の復興にあたっては、「女川町復興連絡協議会」の考え方が基礎とな

っている。本協議会は震災からわずか１ヶ月後の平成２３年４月１９日に、町内の水産業・観光・

商業・サービス業に携わる事業者が中心となり、将来の町づくりについて民間の立場から行政に

対して具申する団体として設立された（事務局は女川町商工会）。従来は、各業種が各々の立場

のもとで行動していたが、そうした業種の垣根を取り払い、すべて一丸となって町の復興・再生

のために取り組もうとする意識の表れである。 
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約１年間、町民アンケート、専門家の助言などを参考にし、民間ができる復興への提言をまと

め、「１００年後も人々が住み残る、住み戻る、住み来る町」を理念に掲げ、産業面の復興を主眼

に生活再建などを提案した。 

壊滅した中心街区（モール）について町が土地を買い上げるか収用し、モールの運営を「町づ

くり事業組合」が行う公設民営化を提案。飲食店など各種商店主、旅館などは事業組合から店舗、

施設を借り受け営業すること等を提案した。 

その成果については後述するが、公民連携で進めた復興計画が形となり、着実にその歩みを進

めている状況である。 

その一方で、町の人口は６，７３５人（平成２８年１２月現在）であり、平成２３年３月１１

日に発生した東日本大震災による被害に伴う人口流出と、町民の高齢化が大きな課題となってい

る。 

■人口の推移（単位：人・各年とも 12月末日現在） 

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 

10,059 8,445 8,038 7,512 7,124 6,859 6,735 

（出典：女川町統計書） 

 

人口流失と同時に、町内企業の就労人口についても下記のとおり震災前と比較して大幅に減少

している。特に下記データに示す通り、従業員規模が少ない事業所ほど就労人口の減少幅が著し

い傾向にあり、町の活力の低下が大きな懸念材料となっている。 

■従業者数の推移（単位：人） 

年 

項目 
H21 H24 H26 

産業全体 5,737 2,637 3,485 

(規模別)１～４人 835 170 263 

(規模別)５～９人 646 184 290 

(規模別)１０～２９人 1,501 731 730 

(規模別)３０人以上 2,200 1,552 1,847 

（出典：経済センサス） 

２．女川町の事業者の現状と課題 

第１期目の認定時には、【女川町商工業の概況】として、商工業、水産業、観光業の現状を総括的に

記載したが、現状に沿って以下の業種別に、地域内事業者及び小規模事業者の現状と課題を整理する。 

（１）製造業 

平成２８年２月１日現在、女川町内で業を営む製造業は６５社であり、そのうち４３社

が水産加工業となっている(女川町商工会・商工業者数調査)。基幹産業が水産業であるた

め、漁獲に付随した加工業者が従前より生計を立ててきたことに端を発する。そのため、

ここでの製造業は水産加工業と主であると前置きする。 

女川町内における工業の事業所数・従業者数・出荷額をみると下記の推移となっている。 
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■製造業の推移 

 H22 H23 H24 H25 H26 

事業所数 53 21 19 21 22 

従業者数 1,303 458 494 506 548 

出荷額(万円) 3,351,006 674,075 640,256 803,846 1,090,228 

（出典：宮城県の工業） 

東日本大震災を境にそれぞれの数値が減少しているのが分かる。平成２５年以降、町内

宮ケ崎地区の水産加工団地の造成・事業者の本設復旧に伴い、従業者数・出荷額に顕著な

伸びが表れている。しかし、震災により被災した事業所については、事業の本設再開まで

に２年以上の期間が経過しており、既存の販路を失ったケースも多々見られ、その状況は、

第１期認定時（平成２７年度申請時）と同様であり、失った販路の回復に苦慮している現

状である。震災前の従前の業務のみでは新たな販路開拓は厳しいため、①衛生面に配慮し

た製造現場で、②前浜の魚種を活用し、③付加価値の高い製品を製造することで新たな販

路を見出そうとする動きが活発化していることから、商工会としては基幹産業復興の一翼

を担う水産加工業に対する支援については、今まで以上に積極的に行う必要がある。 

 

（２）サービス業 

平成２８年２月１日現在、女川町内で業を営むサービス業は１１５社であり、そのうち

宿泊・飲食サービス業が４６社、全体の４０％を占めている。次いで、生活関連サービス

業が２４社（２０．９％）となっており、そのほとんどは理・美容業が占めている (女川

町商工会・商工業者数調査)。 

先述のとおり、女川町は「水産と観光の町」として、対外的なイメージがあったが、実

際は町内の観光施設やそれに付随するイベントを目的とした来街者を中心とした「通過型

観光」がメインとなっていた。同時に、時流は団体旅行から個人旅行へと旅行スタイルが

時代とともに変化していたにも関わらず、エージェントへの団体旅行誘致への依存から脱

皮出来ずにいた。 

東日本大震災の影響により、町内の人口流出と同時に観光客が減少の一途をたどってき

たが、事業の復旧に伴い、入込客数・観光消費額とも回復基調にあるが、震災前の水準と

は未だほど遠い。また、水産加工業同様に事業所数・従業者数も震災前と比較して大幅に

減少している状況であり、その状況は第１期認定時（平成２７年度申請時）と同様である。 

 

■観光客に関する統計 

 H21 H22 H23 H24 

入込観光客数(人) 743,350 696,005 39,565 218,693 

観光消費額(千円) 6,225,453 5,631,995 355,611 1,493,655 

 H25 H26 H27 

入込観光客数(人) 295,016 290,629 381,259 

観光消費額(千円) 1,965,306 1,936,081 2,542,284 

（出典：女川町統計書） 
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■サービス業事業所数・従業者数推移 

 H21 H24 H26 

事業所数 169 30 41 

従業者数 991 375 364 

（出典：経済センサス） 

宿泊・飲食サービス業については、町内観光客の入込に左右されることは当然ながら、

震災復興に伴い増加傾向にある入込観光客のニーズにマッチしたサービスを提供し、顧客

満足のアップに努めることで、個社の経営の向上に努めることが重要となるため、そのサ

ービス向上と収益向上のための支援を実施することが商工会として必要となる。 

 

（３）卸・小売業 

当該業種については、町民向けのニーズの吸収というよりも協同組合を通じた東北電力

女川原子力発電所への安定的な物品納品、また入港する漁船への飲食料品の仕込の需要が

あったため、安定的な収益を得ていた。その一方で、事業主の高齢化・後継者難等の理由

により震災前については、事業所数は減少の一途をたどっていた（下表 H14～H19 の推移

を参照）。 

■卸・小売業における事業所数・従業者数推移 

 H14 H16 H19 H26 

事業所総数(件) 227 208 183 27 

 
卸売業 29 30 27 8 

小売業 138 178 156 19 

従業者数(人) 789 720 675 214 

 
卸売業 138 161 157 107 

小売業 651 559 518 107 

年間販売額(百万円) 19,176 16,716 17,765 11,821 

 
卸売業 11,519 10,445 11,239 9,516 

小売業 7,657 6,272 6,525 2,305 

（出典：商業統計調査(H14～H19)、経済センサス(H26)） 

 

さらに当該業種についても先述の表のとおり、震災の影響により多数の事業者が壊滅的

な打撃を受け、小規模で事業を営む者を中心に廃業が多数相次いだ。国・県の施策を活用

し再開を遂げた事業所もあるが、事業所数・従業者数・販売金額とも震災前の状況と比較

して数字の落ち込みが顕著である。 

同時に、女川町内における平成２７年の消費者購買動向（出典：平成２８年・宮城県の

商圏）をみると、最寄品の地元購買率が２４．７％、一方隣接する石巻市の購買率が６９．

０％と、購買力がかなり流出する状況にあり、若年層の流出傾向にともなう高齢化率の増

加も販売額低下の大きな要因となっていると考えられる。その状況は、第１期認定時（平

成２７年度申請時）と同様であり、当該業種を営む地域内事業者は苦戦を強いられている。 

その一方で、高年齢者層の消費性向を捉えた販売方法のシフト、観光客の需要をキャッ
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チするために新たな商品の開発・提供を実施し、実績を上げる小規模事業者もいる。「お金

をかけずに創意工夫で売上アップ」に繋げるよう支援を実施する必要がある。 

 

３．復興に向けた商工会及び商工業者等の取り組み 

以上、東日本大震災前と震災後の各業種の現状について述べた。 

総じて、各業種とも復興の一途をたどっているものの、失われた販路の回復による収益の回復

については途上の状況であり、以前として厳しい環境である。 

こうした状況を打破するためには、震災前の従前の産業・経営手法からの脱却が必要不可欠で

あるとの考えの下、震災直後より町の産業の復興について検討を重ねた。 

その結果、「女川町の地域に根ざした生業や食文化、景観などの固有の価値」構築と「新たに開

発展開する事業や中心市街地の空間構築」により、「新しい女川町のタウンスタイル」を構築す

ることを喫緊の課題とした。その課題を解決することにより「滞在型観光」を具現化し、観光客

一人当たりの観光に対する消費をアップさせることが、女川町の経済循環のために必要不可欠で

あるとの見解に達した。 

ビジョン達成の足掛かりとして、震災直後より、被災した個社の復旧を目的に、国・宮城県の

「中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業（通称：グループ補助金）」の個別復興事業計画

及びグループ毎の共同事業について策定支援に取り組み、現在まで水産・商業・観光サービス・

建設の各グループ事業計画の認定と、４グループ合計で１２６社の個別復旧計画の認定を受け

た。グループ補助金の他にも、宮城県が単独で実施する事業者の復旧に係る補助事業の計画策定

を支援することで、町内商工業者の事業復旧の一翼を担った。 

そうした折、女川町は、東日本大震災で被災し、再建される予定のＪＲ石巻線・女川駅につい

て、駅舎の施設概要をまとめるとともに、震災前、駅に隣接していた町営の温泉施設「女川温泉

ゆぽっぽ」を併設し、中心部に形成を目指す商業エリアの拠点施設とする構想を策定した（駅舎・

商業エリアは、町の復興を支援している世界的建築家の坂茂氏がデザイン）。駅舎は平成２７年

３月２１日に復旧した。 

 

完成したＪＲ女川駅舎 
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歩行者専用道路（プロムナード）脇に形成される店舗については、国の津波・原子力災害被災

地域雇用創出企業立地補助金を活用し、震災により被災した町内の事業者、震災後の町内創業者

等が入居する共同店舗として整備を行い、平成２７年１２月２３日に２７店舗が入居するテナン

ト型商業施設「シーパルピア女川」がオープンを迎えた。 
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また、シーパルピア女川オープンから１年後の平成２８年１２月２３日に、鮮魚や水産加工品

を中心とした女川町の特産品の販売、旬の魚介類やスイーツが楽しめる多彩な飲食メニューと、

手作りオーガニック石鹸の販売・製作体験など「海」をコンセプトにした８店舗が入る「地元市

場ハマテラス」がグランドオープン、滞在型観光の具現化に向けた取り組みが始まった。 

 

さらに、シーパルピア女川周辺では、商業・サービス業者が先述の国・宮城県の中小企業等

グループ施設等復旧整備補助事業を活用するなど店舗の再建を計画し、平成２９年３月現在で

１６事業所が本設復旧を果たした。 

 

しかし先述したとおり、既に事業を再開した小規模事業者等の経営状況は住民の域外流出によ

り購買力が減少していること等が大きく起因し、大変厳しい状況にある。 

 

４．商工会事業の現状と課題 

※ 本項目は第１期目の認定時に記載がなかったので、今回改めて整理・表記する。 

今までの商工会事業を顧みると、震災前は「女川みなと祭り」や「商工祭」に代表される四季

折々のイベント事業（地域総合振興事業）に業務の大半の時間を割く状態であり、本来業務であ

る会員事業所に対する経営支援は手薄になっていた。 

現状は東日本大震災の発災により大きく一変した。震災当時４４１件の会員事業所について

は、下記のとおり被害を被った。 

 

■女川町商工会・会員事業所被災状況（一般・定款・特別会員） 

東日本大震災の被害によって女川町商工会の会員であった４４１事業所（一般会員数３２７）
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は平成２９年３月３１日までの間に（一般会員２７３事業所のうち）仮復旧を含み２６９事業所

が営業再開に至ったが、１７２事業所が廃業を余儀なくされた。 

会員事業所の一日も早い事業復旧・失われた販路の回復による経営の安定のため、個社に寄り

添う支援が商工会事業において必要不可欠となった。 

しかし、従来からの経営難に自然災害の被災が追い打ちとなり、事業継続を断念する会員事業

所が現在も後を絶たず、下記のとおり会員数は減少の一途をたどっている。 

■女川町商工会・会員事業所数推移 

年度 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 

会員数 415 327 294 294 286 276 278 273 

H21 比(％) 100.0 78.8 70.8 70.8 68.9 66.5 67.0 65.8 

※会員数は当該年度末の数値 

 

そうした状況下において商工会では、金融・税務・労働等従前より実施している経営改善普及

事業に加え、町内事業者の震災復旧・復興を目的とした事業再建計画の策定支援や、失われた販

路の回復を目的とした国・宮城県の各種補助事業利用を通じた事業計画策定支援、展示会への出

展勧奨を行ってきた。 

さらに、本商工会は経営発達支援計画の認定を受け、平成２７年度より３ヶ年に渡り町内小規

模事業者に対して、経営状況の分析や需要動向調査に基づく事業計画策定支援を実施するととも

に、計画策定後についても定期的なフォローアップ支援や商談会への出展支援等需要開拓に寄与

する取り組みを実施することで、事業の成長をサポートしてきたが、今までの計画実施の過程に

おいて、①支援実績は一部の町内事業所にとどまっていること、②新たな需要の創造や開拓に結

び付いた事案が少ないこと、以上が評価委員会のコメントとして挙げられていることから、平成

３０年以降の経営発達支援事業の実施については、従来の取り組み内容を検証・再構築し、取り

組みをより一層強化することで、町内小規模事業者の収益向上に努めなければならない。 

以上の現状を踏まえ、第２期・経営発達支援計画のポイントとその目標を設定することとなる

が、第１期目の認定時には、【経営発達支援計画策定のポイントとその目標】として以下の４点

を記載していたのみであった。 

 

 

 

 

 

 

 

第２期計画においては、町内小規模事業者の現状を踏まえ、後述５．６．のとおり小規模事業

者の中長期的な振興のあり方を明らかにした上で、経営発達支援計画の目標と方針を設定する。 

 

５．小規模事業者の中長期的な振興のあり方 

平成２７年～平成２９年度にかけての女川町商工会の中長期的な振興のあり方は、「基幹産業

【参考】経営発達支援計画策定のポイントとその目標（第１期） 

■ 機関産業の発展を軸とした町内経済の復興及び再生 

■ 限りある経営資源を有効に活用した持続可能な小規模事業者の育成 

■ 個々の小規模事業者の課題にマッチした支援施策の提案と伴走型支援による 

  経営力のアップ 

■ 新たに創業しようとする者に対する支援 
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の発展を軸とした町内経済の復興の再生」や「限りある経営資源を有効に活用した持続可能な小

規模事業者の育成」など４つの目標を発達計画のポイントと目標として整理していたものの、中

長期的な振興のあり方として明確に整理されていなかったことから、前述の現状や課題を踏まえ

１０年程度を見据えた振興のあり方を以下に整理する。 

 

① 震災後の環境変化に応じた「新しい女川タウンスタイル」による滞在型観光の具現化 

震災から４年を経過した平成２７年３月にようやく完成したＪＲ女川駅や同年１２月に

オープンした駅前のプロムナードから通じる商業施設”シーパルピア女川”、更には平成２

８年１２月にグランドオープンした”地元市場ハマテラス”など市街地を中心に交流人口の

増加を図り、将来の世代の要望も取り入れながら持続的な発展を目指した商業エリアが整備

が進むほか、国や県の復旧補助金等を活用して小規模事業者が本設復旧を果たしつつある。

こうした震災後の環境変化に応じ、これら市街地を中心とする新しい滞在型観光としての

「女川タウンスタイル」の構築を図る。 

② 小規模事業者の経営環境のサポートの徹底、販路開拓支援 

町全体が議論を交わし、綿密に考えられたグランドデザインを基に進められているまちづ

くりにより、新しい街並みや商店街が整備され新鮮味の高い商店街が形成されているもの

の、新たな資金の借入や設備投資等が発生している。基幹産業であった水産加工製造業にお

いても本格復旧にかかる設備投資が負担となっていることから、これら町内事業者に対する

経営サポートをきめ細かく行っていく。また、これに併せて売上げの回復に課題を抱える事

業者の販路拡大支援も行っていく。 

③ 創業支援を通じた地域に根ざしたビジネスの創出 

震災前と比較し現在の事業者数は６割程度である一方、震災後の新規創業者は７事業所

（製造・小売業２社、飲食業５社）となっている。地域の食材や資源を活用した飲食物や雑

貨の販売、三陸の海のロケーションを売りとしたダイビングサービスなども誘致し、新たに

関東圏からの観光客を呼び込むなど、震災前の女川町には無かった新たなビジネスが創出さ

れている。中心商店街などの整備により今後も町外からの来訪者増が予測されることから、

これらをターゲットとした新しいビジネスの創出を支援する。 

④ 他の支援機関との連携強化や職員の資質向上など支援・組織体制の強化 

女川町では、市街地を中心とする新たな商業施設の整備や水産加工事業者の本格復旧、新

規創業支援などに伴い、新規顧客獲得や販路開拓の為の新商品開発に伴う設備導入の相談

や、被災前の従前の事業を見直した上で新分野需要の開拓に関する相談等々、商工会に対す

る支援要望もより具体化且つ複雑化している。その一方で、これらの多様なニーズに応える

ための商工会の体制を構築することが喫緊の課題である。これまでも町行政や地域内の基幹

産業に携わる水産関連の各種団体、日本政策金融公庫石巻支店などの金融機関との結び付き

の強化を図ってきたものの、各々の組織の近況報告や地域内の催事での相互協力といったレ

ベルであり、連携体制の強化とまではいかない状況であったほか、職員の対応にも限界があ

った。そこで、今後も地域内の事業者が抱える経営課題を共有し、６次産業化や新商品開発

による販路開拓や新規顧客獲得、経営の安定化を目的とした資金繰りを考慮した事業資金調

達等、事業者の持続的発展に関する支援体制の強化をより具現化させていくともに、経営指



10 
 

導員などの資質の向上を通じて、多様化するニーズに対応できる組織体制の構築を図る。 

 

女川町における小規模事業者の中長期的振興のあり方は、滞在型観光の具現化を念頭に、震災

後の環境変化に適応し、収益を確保できる事業者を育成することにある。 

製造業（とりわけ水産加工業）については、消費者にとって価値の高い製品を製造・販売する

ことによる経営の向上、サービス業（とりわけ宿泊・飲食関連サービス業）については、「また来

たくなる」と思わせる接遇やサービスを提供することによる経営の向上、卸・小売業については、

来街者の変化に即応した、創意工夫の商品を提供することによる個社の価値向上と収益アップ、

以上を念頭に置き、小規模事業者の支援に努めることが商工会の責務である。 

こうした既存の事業者のみならず、新規創業者も多いのが本町の特徴であり、夢のみで創業す

るのではなく、市場のニーズをとらえた実現可能性の高いビジネスプランを策定することによ

り、収益の獲得と雇用の創出を実現させるとともに、地域に根差したビジネスとして成立させる

必要がある。廃業が後を絶たない現状ではあるが、そうした中だからこそ新たなビジネスを興そ

うとする者を育成する必要がある。 

 

６．経営発達支援計画の目標と方針 

先述したとおり、平成２７年から３ヶ年実施している経営発達支援事業については、支援実績

が一部の町内事業所にとどまっており、また新たな需要の創造や開拓に結び付いた事案が少ない

という評価を頂戴している。さらに東日本大震災から６年以上が経過し、町内経済環境も大きく

変化していることから、その環境変化に対応し得る小規模事業者の育成が今後一層要求される。 

また、前項の小規模事業者の中長期的な振興のあり方を踏まえ、女川町商工会では以下のポイ

ントに着目し、小規模事業者の伴走型支援を実現するための経営発達支援計画を策定するととも

に、先ずは自らが率先垂範し巡回訪問を主たるツールとした支援を計画的に実行する。 

また、本計画の実施に当たっては、女川町、町内各種団体、宮城県商工会連合会、地域金融機

関等と結びつくことで、不足するノウハウを補完するとともに、当該計画の実施に当たる商工会

職員の資質向上に努める。 

さらに、中小企業診断士や宮城県商工会連合会等経営支援に知見を有した第三者より事業の評

価を頂戴し、より効果が表れるような計画の遂行に努める。 

 

① 水産資源を活用した商品づくり支援と来街者に支持される事業者の育成 

水産資源を活用した商品づくりを支援するために、Ｗｅｂ上の大手口コミ・レビューサイ

トや来街者を対象とした消費者のニーズ調査や、経営力の向上に資する講習会参加の機会を

通して新商品の開発による経営計画の策定をサポートするとともに、関係機関主催の商談会

の参加による新たなＢｔｏＢ販路、やニッポンセレクトなど通販サイト登録を活用した一般

消費者向けの販路の拡大を支援する。また、これらの商品については、女川町で立ち上げら

れたブランディングプロジェクト「あがいん女川」と連携を図り、商品の付加価値の向上を

目標とする。 
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【目標達成のための方針】 

水産加工を活用した商品づくりを以下の方針により行う。 

① 需要側のニーズや自社の長所を活かした経営の分析と新商品計画の策定支援 

② 専門家派遣事業などのアドバイス事業を通じた具体的な商品の開発 

③ 「伊達な商談会」や県商工会連合会主催の商談会を通じた販路の拡大 

④ ③以外の一般消費者の贈答品やお土産品としての販路の拡大 

⑤ 「あがいん女川」などのブランド認定を通じた新商品の付加価値の向上 

 

② 個社に合った経営計画の策定と伴走型支援の実施による収益アップの実現 

小規模事業者の経営資源は、人材・設備・資金力といったあらゆる面で中小・大企業のそ

れらと比較しても些少なものであり、経営力を向上させるための情報やノウハウの収集も個

社単独では限界がある。また事業所によって業種・業態が異なり抱える経営課題も専門的か

つ多岐に亘ることから、自社の分析から課題を明確に認識し改善することに苦慮しているの

が現状である。そのような現状を打開するための解決策を抽象的な総花論ではなく収益向上

を狙った具体的なビジネスレベルで提案することが商工会に要求される。 

事業者が各々保有する経営資源を洗い出し、市場訴求性の高い商品の開発や提供サービス

を構築することで新規販路開拓・顧客獲得につなげ、個社の市場での競争力強化を図る。 

具体的かつ実現性の高い改善提案を伴走型支援の中で行い、「支援を通じて成果がどのく

らい表れたか？」を年一度モニタリングするものとし、事業計画の中で想定していた状況と

実状に乖離が見られる場合は要因の分析から修正や改善策を提案する。当該支援対象者に係

る支援開始から中期的（５年後）の売上高・営業利益額の２０％アップを定量的目標として

掲げるものとする。 

 

【目標達成のための方針】 

① 事業者の定量的分析による財務的視点からの強み弱みの明確化 

② 事業者の定性的な経営資源（持ちうる技術・ノウハウ）の現状把握 

③ 事業者毎の経営向上に繋がる取り扱う商品・提供サービスの需要動向把握 

④ 内部環境・外部環境を基にした収益アップに繋がる経営計画作成支援 

⑤ 事業計画に基づく経営指導のフォローアップ支援を通して収益力向上実現 

⑥ 専門家派遣制度を活用した事業者に不足している技術・ノウハウの補完 

 

③ 創業しようとする者に対する懇切なフォローアップによる黒字化実現 

復興に向けて一歩ずつ動いているこの女川町においては、既存事業の持続的発展はもと

より、新規創業に係る支援を行うことも商工会業務においては重要な支援の一つである。

創業支援施策の情報提供やビジネスプランの作成支援、資金調達の仲介、さらに創業後の

フォローアップを入念に実施することにより地域に根差すビジネスとして成長させる。 

町内の関係機関や地域金融機関との連携を図り、創業時及び創業後においても継続的に

事業が軌道に乗るように支援を行い、創業後３年以内に営業利益の黒字化の実現を目指す。 
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【目標達成のための方針】 

① NPO法人アスヘノキボウと協働した創業者支援事業での創業（事業）計画の策定 

② 創業時の資金需要の掘り起こしを行い、資金調達に関しての金融機関への折衝支援 

③ 創業後の定期的なフォローアップとモニタリングを実施、経営状況の把握 

④ ③により創業後の経営課題の洗い出しを行い、状況改善の為の経営指導実施 

⑤ 更なる事業展開の為に必要に応じた施策の検討・提案、資金調達の折衝支援 

 

④ 他機関との連携及び商工会の支援体制の強化 

本計画を着実に実行し、町内小規模事業者の経営の向上を実現するには、町内外の他機

関との連携による経営情報の収集や経営ノウハウの習得が必要不可欠である。 

また、各種調査や個社に対する現状分析・経営計画策定・フォローアップ支援を通じて

得られた経営情報を組織内部で共有・活用することも重要であることから、経営発達支援

計画の実施にあたり、職員個人へ帰属するスキルの向上ではなく、組織としてどのように

して本事業に取り組むかを明確にする必要がある。 

今回の経営発達支援事業の実施を通じて、計画終了時の平成３５年３月までに他機関と

の連携強化を含めた商工会の事業者支援体制の確立を目標とする。 

 

【目標達成のための方針】 

① 石巻市牡鹿稲井商工会及び宮城県商工会連合会との定期的な情報交換による経営 

支援スキルの向上 

② 町内小規模事業者の経営支援に必要な経営情報や需要動向の収集による経営支援 

スキルの向上 

③ 商工会が収集した需要動向や個社の経営状況等各種情報の共有方法の確立 

④ ③で共有し蓄積された情報（知識）を活用し、個社の状況に則した経営課題解決に 

関する提案能力（知恵）の向上 

 

以上４つのポイントを念頭に置いた具体策の実施により、小規模事業者の発展に寄与するとと

もに、地域内での商工会の価値をより向上させるよう努める。 

なお、具体的実施項目や各項目に対する定量的目標については次項以降で記す。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

（１）経営発達支援事業の実施期間（平成３０年４月１日～平成３５年３月３１日） 

（２）経営発達支援事業の内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の概要 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

＜第１期（平成２７年度～２９年度）における取組と成果＞ 

本項目については主に、国・県等の統計情報の収集、中小企業グループ施設等復旧整備補

助事業の採択事業者への現状の聴き取り、日々の地域内小規模事業者に対する景気動向の聴

き取り、金融機関に対する経済動向や資金需要に関する情報収集等、個社支援に結び付ける

取組を行ってきたが、東日本大震災からの復旧に取り組む事業者が依然として多かったこと

に伴い、事業者の新たな需要開拓への取り組みに関する支援も少なかったため、十分なデー

タの整理分析や活用はなされていなかった。 

＜第２期（平成３０年度～３４年度）における取組の方向性＞ 

地域内小規模事業者の事業復旧に併せ、女川駅前商業街区の整備が進み、町内経済の回復・

観光入込客数の回復が見られることから、新たな事業への取組が活発化することが予想され

る。そのため、町内の水産加工業・宿泊業・飲食業・小売業を対象とした経営状況調査を行

う。また域内で行われるイベントの際の売上調査、国・県などの統計情報の収集、金融機関

を対象とした景況の聴取、個社の新たな取り組みを事業計画として具現化するための基礎材

料となる地域経済動向調査を、第１期の取組よりも精緻に行うことで個社支援に繋げる。 

 

【具体的実施内容】 

ⅰ．地域内小規模事業者に対する経営状況調査（既存・継続） 

従来（計画認定の前後を通して）、これまでの本調査では４半期に１度（３～４回）を目

途に町内事業所への巡回訪問を行い、労務・金融関連や顧客との取引状況などのヒアリング

を行ってきた。このような日々の巡回訪問により町内事業所の景況感を確認は行っていた

が、経営支援に役立つようなデータの分析には至ってない状況であるほか、地域内小規模事

業者を広く網羅した調査とはなっていなかった。 

今後は、①今後の経営に活かせる信憑性の高いデータとして活用すること、②データの共

有・蓄積による時系列での観察、以上を主眼に置いた地域内小規模事業者対象の経営状況調

査を実施し、町内の産業毎に俯瞰できるようなデータの収集に努める。 

＊調査対象事業所（調査数）・調査項目＊ 

業種 
調
査
数 

調査項目 

売
上
高 

客
単
価 

客
数 

仕
入
原
価 

諸
経
費 

営
業
利
益 

資
金
繰
り 

借
入
負
担 

雇
用
状
況 

販
路 

業
況 

経
営
課
題 

見
通
し 

水産加工業 10 ■   ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

宿泊業 5 ■  ■  ■ ■ ■ ■ ■  ■ ■ ■ 

飲食業 10 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■ ■ ■ 

小売業 10 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

※ ■は調査項目。経営課題・見通しについては自由記載とし、それ以外の項目については「好転・
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不変・減少」のように３段階の項目より当てはまるものを記載する。調査は年度内４回実施する。 

 

＊経営状況調査・新旧対照表（→ → →：前期同様） 

 第１期（平成 27～29年度） 第２期（平成 30～34年度） 

調査対象 不特定多数の町内事業所 水産加工 10 社 宿泊 5社 飲食 10社 小売 10 社 

調査目的 町内事業所の経済動向の把握 地域内小規模事業者の時系列的な動向の把握景気動

向の把握 

調査項目 不特定（経営課題による） 上記調査項目（13項目） 

調査時期 年４回（四半期毎） → → → 

調査数 不定 140（35社(業種毎内訳は上記)×4回/年） 

調査方法 町内事業所巡回訪問時に聴取 年度毎に無作為抽出した事業所宛調査票を配布し 

巡回訪問により回収 

活用方法 事業所巡回訪問時の情報提供 調査結果を業種別や上記項目別に整理する。整理し

たデータは個別の事業計画策定に活用するほか、商

工会ホームページ等を通じて四半期毎に域内事業者

に公表。また商工会内でデータの共有・蓄積を図る。 

 

ⅱ．イベント開催時売上状況調査（新規） 

現在女川町内では、年間を通して様々なイベントが開催されている。ＪＲ女川駅前の商業

施設がオープンしたことで、イベント開催時には多くの観光客でにぎわいを見せる。従来は

商工会主催の催事における出展者に対して売上報告を依頼し、売上については取りまとめて

いたものの、次回のイベント開催時の収益アップにつなげるデータとして収集・分析が出来

ていない。そのため、催事の都度女川駅前商業施設で営業する小売業・飲食業、付随して波

及が見込まれる宿泊業、そしてイベントにおけるスポット出展者を対象として、下記項目を

収集する調査を実施し、収益アップの足掛かりとなるデータとして分析する。 

【調査項目】 

＊ 来街者 

・基本属性（性別・年齢等） ・来街動機 ・どこから来たか ・購入した商品 

＊ 出展事業者 

・売上高 ・完売ｏｒ売れ残り ・お客様の意見（クレーム等） 

・時間帯での混雑度合 ・機会損失の有無 

【調査時期】 

女川駅前商業施設をメイン会場として開催するイベント開催時や大型連休時（年間５回） 

【調査事業所数】 

１回の調査につき来街者が多く見込まれる駅前商業街区の事業所２０件の事業所を無作

為抽出し調査する（季節の継続的なデータ取得のため同一事業所を複数選定する場合あり） 

【調査手段】 

来街者に対しては商工会で対象事業所の実情に合わせたアンケートシート（顧客属性など

の全体的な分析事項は共通）を作成し、記入を促す。記入していただいた方には商工会で発
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行する地域通貨「アトム通貨」を提供し、データ収集の一助とする。 

出展事業者に対してはイベントもしくは大型連休といった期間中の売上・顧客状況につい

て商工会で作成したアンケート書式に基づき記入して頂く。 

【調査結果の活用方法】 

整理分析はイベント毎に個別に行い、来街者と出店者から回収した情報は事業者毎に統合

し各々へ情報提供する。共通する顧客の属性などは最終的には年間を通した来街者の流れを

把握する材料として整理分析し、そのデータについては、小売・飲食・観光業などの個社の

事業計画策定時に活用するほか、商工会ホームページ等を通じて四半期毎に地域内事業者に

公表する。さらには、地域内イベント開催時の来街者対応や出展事業者に対する参考資料と

して、町内関係機関と共有し、更なる来街者誘致の方策を定める検討材料として活用する。 

 

ⅲ．国・県等の統計情報の収集（既存・継続） 

これまではこうした情報が出る度に県などの公表資料を地域内小規模事業者に対する巡

回訪問を通じて紹介する程度にとどまっている。 

今後は、事業計画策定支援の際に必要な情報として利用するため、以下の項目、及び頻度

基づき公表資料から情報収集を行う。これらは、業種別や消費財別に整理分析し、消費動向・

経済効果・企業の景況など巨視的な状況を把握するとともに、商工会内ネットワーク上の所

定の場所にデータの蓄積を行うほか、個別事業計画策定支援の基礎資料としても活用する。 

＊各種統計情報の調査項目・収集頻度＊ 

統計情報種別 調査項目 収集頻度 

みやぎ経済月報 鉱工業生産指数（食料品工業） 

個人消費（百貨店・スーパー販売額） 

月１回 

観光統計概要 観光消費額・観光による経済効果 

市町村別観光客入込数・宿泊観光客数 

年１回 

中小企業景況調査 業況判断・売上の動向・経常利益の動向 

・経営上の問題点（業種毎） 

年４回（四半期毎） 

 

＊統計情報の収集・新旧対照表（→ → →：前期同様） 

 第１期（平成 27～29年度） 第２期（平成 30～34年度） 

収集目的 景況判断の参考資料 業種別や消費財別の消費動向・経済効果・

企業の景況など巨視的な状況把握 

収集する統計 不特定（経営課題による） 上記調査項目（13項目） 

収集頻度 上記のとおり → → → 

収集方法 関係機関Webサイトよりデータ収集 → → → 

活用方法 分析の上、当該データを公表 調査結果を業種別や消費財別に整理す

る。整理したデータは個別の事業計画策

定に活用するほか、商工会内でデータの

共有・蓄積を図る。 

※ 各種統計情報については、既に分析されているものであり、Ｗｅｂ検索により容易にデータ
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を収集できることから、改めて分析・公表は実施しない。 

 

ⅳ．金融機関からの聴き取りによる景況調査（既存・継続） 

（株）日本政策金融公庫石巻支店や町内金融機関（七十七銀行、仙台銀行、石巻信用金庫）

より、地域内小規模事業者の資金調達・資金繰りの円滑化を目的に、町内及び近隣市町に立

地する商工業者の状況について情報を収集する。（株）日本政策金融公庫石巻支店について

は、月１回融資相談日を設定して、担当者からの情報収集を実施する。町内の３金融機関に

ついては、女川町中小企業振興資金制度の申込時や各金融機関への訪問時に情報収集を行う

（月１回×３金融機関）。収集する情報の内容は、①資金需要（設備資金・運転資金）、②資

金繰り、③既往債務の条件変更の状況等を想定する。 

収集した情報については、地域内小規模事業者に対する事業計画策定支援の際に必要な資

金調達・返済計画を組み立てる際の参考データとして業種毎に整理・分析するとともに、商

工会内ネットワーク上の所定の場所にデータの蓄積を行うほか、個別事業計画策定支援の基

礎資料としても活用する。 

＊金融機関景況調査・新旧対照表（→ → →：前期同様） 

 第１期（平成 27～29年度） 第２期（平成 30～34年度） 

調査対象 町内金融機関、日本政策金融公庫 → → → 

調査目的 景況判断の参考資料 資金調達・資金繰りの円滑化を目的とした事業計

画の策定に必要な情報の収集 

調査項目 不特定 資金需要・資金繰り・既往債務の条件変更の状況 

調査時期 不特定 月１回(4 団体×12 回) 

調査方法 ・金融相談会時に聴取(公庫) 

・訪問時に聴取(町内金融機関) 

→ → → 

活用方法 分析の上、当該データを公表 ヒアリング結果を業種別に整理・分析する。整理

したデータは個別の事業計画策定に活用するほ

か、商工会内でデータの共有・蓄積を図る。 

※ 当該調査に係る分析結果については、経営計画策定時の基礎データとして活用するため、第

２期においては組織の内部データとして蓄積し、公表は行わない。 

【目標】 

項目 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

ⅰ．小規模事業者経営状況調査（調査回数） 30 140 140 140 140 140 

ⅱ．イベント売上状況調査（調査回数） ― 5 5 5 5 5 

※ⅰ・ⅱに関する公表（四半期に 1回） ― 4 4 4 4 4 

ⅲ．統計情報の収集（収集回数） ― 4 4 4 4 4 

ⅳ．金融機関景況聴き取り調査（調査回数） 20 48 48 48 48 48 

※ 現状数値については、（H27 実績値＋H28 実績値＋H29 計画値）÷３と定義。 
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２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

＜第１期（平成２７年度～２９年度）における取組と成果＞ 

本項目については、対象となる小規模事業者の定量的視点（財務面→売上高、経常利益、

売上高総利益率、売上高経常利益率、流動比率、自己資本比率）及び定性的視点（提供する

製品・サービス、技術面、競合との差別的要因、不足する経営資源等）双方の視点で経営の

現状分析を行い、第１期の実績は単年度平均で５５件であった。 

しかし、定量的視点での分析に偏重しており、定性的要素については深掘りがなされてお

らず、個社の経営状況の分析が完全ではなかったとの外部評価を受けている。 

＜第２期（平成３０年度～３４年度）における取組の方向性＞ 

以上の反省点を踏まえ、第２期においては、定量的な財務面分析と併せて自社が有する経

営資源や取り巻く外部環境などの経営に影響する要因の抽出を行う。 

定量的な財務面分析による経営状況の数値化はもとより、各種分析手法企業の定性的視点

をより深く分析することで、収益向上を目指す者の技術的な強みや解決すべき課題を抽出

し、同一・類似の製品やサービスを提供する同業他社との立ち位置を明確化する。 

以上により企業が取り組む事業の収益性や自社の内部環境（強みや弱み）を明らかにする

とともに、個社との間で共有するほか、個別の事業計画策定支援に活用する。 

 

【具体的取り組み内容】 

ⅰ．震災復興を目的とした補助事業等の採択事業者のフォローアップ業務だけでなく、経営

指導員の日々の巡回訪問や個別相談などを通じて経営分析の対象者を広く掘り起こしす

るとともに、個社の経営状況を以下の分析項目に重点を置き把握する。 

特に、第２期については第１期の反省を踏まえて、定量的分析はもとより定性的視点の

分析について、相談者に対する具体的かつ詳細なヒアリングを通じて実施する。 

 

【ポイントとする項目及び分析する指標等】 

項目 分析する指標等 

財務 

(定量面) 

■売上高 ■経常利益 ■付加価値額（営業利益＋人件費＋減価償却費） 

■売上高総利益率 ■売上高営業利益率 ■流動比率 ■自己資本比率 等 

財務以外 

(定性面) 

■企業が提供する製品やサービスの優位性や問題 

■企業が保有する設備や技術、従業員の強みや弱み 

■競合他社との差別的要素（強み） 

■自社において不足している要素（弱み） 

■環境面での競争優位性（将来的な変化を考えた分析） 

■製造現場や売場の整理整頓・衛生面の状況 

■事業を通じた地域・社会への貢献 

■将来描いているビジョン 

※ 財務面で下線表記している指標については、第２期で新たに分析に加える項目。 
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【経営分析の実施方法】 

ⅱ．財務分析については、ネットｄｅ記帳を活用している事業者についてはこれらの財務

データから、記帳利用者以外には既存の財務資料を参考に経営分析を行う。財務以外の

定性分析については、日々の巡回訪問や窓口指導を通じてヒアリングを行う。財務分析

は、中小機構の経営自己診断システムを活用し、①安全性、②収益性、③生産性、④成

長性、４つの視点より分析を行うとともに、非財務分析については企業の内部環境・外

部環境を「強み・弱み・機会・脅威」の４象限で要因分析するＳＷＯＴ分析や、顧客

（Customer）、競合（Competitor）、自社（Company）、販路・流通（Channel）といった４

Ｃの分析を行うことで、財務・非財務の双方より経営実態を明らかにする。 

なお、経営分析の実施にあたり専門的な課題が出た際は、中小企業の専門的経営課題

の解決を支援するよろず支援拠点（実施機関：宮城県商工会連合会）や、宮城県商工会

連合会の広域企業支援グループと連携して個別の経営分析や課題の解決を図る。 

 

【活用方法】 

ⅲ．上記により、財務及び定性的な観点から経営分析を行い、その結果は地域内小規模事業

者への巡回訪問などを通じて個社と分析結果を共有するとともに、個々の小規模事業者の

事業内容等に応じた情報提供と併せて売上・利益の向上に繋がるオーダーメイド型の支援

に取り組むなど個別の事業計画策定支援【指針②】の実施に活用していく。 

 

【目標】 

項目 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

経営分析件数 55 60 60 60 60 60 

※ 現状数値については、（H27 実績値＋H28 実績値＋H29 計画値）÷３と定義。 

※ 経営分析件数については、当初経営指導員１名につき３０件を目標とする。 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

＜第１期（平成２７年度～２９年度）における取組と成果＞ 

① 既存事業者に対する支援 

主に女川町内における中小企業グループ施設等復旧整備補助事業採択事業者へのフ

ォローアップの一環として、新事業に取り組もうとする者に対して、地域の経済動向や

個者の経営分析、更には新商品・新サービスの需要動向の調査結果をもとに事業計画の

作成支援を実施、第１期の実績は単年度平均で２２件であった。しかし、事業計画策定

支援を実施した事業者については、先述の中小企業グループ施設等復旧整備補助事業や

小規模事業者持続化補助金の希望者等、一部の者にとどまっていること、また後述する

が、新たな需要の創造や開拓に結び付いた事案の少ないことが評価委員会において指摘

されているため、事業計画策定支援段階において、より細やかな支援が要求されている。 

 

② 創業希望者に対する支援 

創業希望者に対する支援については、本会そして町内での新規事業立ち上げを目的に
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設立された、特定非営利活動法人「アスヘノキボウ」や女川町、そして（株）日本政策

金融公庫石巻支店が提携した「女川ソーシャルビジネス・創業支援ネットワーク」にお

いて、事業計画策定支援を行い、第１期の実績は単年度平均で５件と目標を約４割上回

っている状況で、スムーズな創業につながっていると評価を得ている。 

 

＜第２期（平成３０年度～３４年度）における取組の方向性＞ 

① 既存事業者に対する支援 

以上の反省点を踏まえ、第２期においては、補助事業に関連した事業計画策定支援に

留まらず、より広く地域内小規模事業者に対する事業計画策定支援を行う必要がある。

また、事業計画の精度についても注視する必要があるため、業種毎の計画策定のポイン

トを念頭に置くとともに、第１期以上に対象事業者の新たな需要の創造や開拓による収

益向上を意識した計画の策定支援に取り組む。 

② 創業希望者に対する支援 

創業希望者に対する支援については、これまでの評価委員会の評価を受け、「女川ソー

シャルビジネス・創業支援ネットワーク」を基本とした事業計画策定支援を継続するが、

既存事業者に対する事業計画策定支援において指摘された事項を踏まえ、創業希望者の

収益向上に貢献するようきめ細かい支援を心掛ける。 

 

【具体的取組内容】 

   ① 既存事業者に対する支援（既存・継続） 

女川町内の小規模事業者が、各々の経営課題を解決し経営の向上を実現するために、地

域経済動向調査や経営状況の分析、需要動向調査の結果を踏まえ、宮城県商工会連合会・広

域企業支援グループ（サポーティングリーダー）等との連携により、各々のニーズにマッ

チした事業計画を設計（カスタマイズ）することで、小規模事業者が持続的に発展できる

よう支援を行う。具体的な実施方法については下記のとおり。 

 

   ■対象事業者の掘り起こしと事業計画策定の必要性の普及 

ⅰ．前項「２．経営状況の分析に関すること」において、定量・定性両面より経営分析

を実施した地域内事業所に対して、分析結果をフィードバックする際に、将来の収益

向上による経営の安定を目的とした事業計画の策定勧奨を行う。 

ⅱ．今まで採択を受けた各種補助事業（グループ補助金・ものづくり補助金など）のフ

ォローアップ支援や巡回訪問時に、小規模事業者からの相談を受けるとともに、事業

計画策定を希望する小規模事業者の掘り起こしを行う。 

ⅲ．商工会で実施する各種セミナーの開催時に、受講者に対して事業計画策定の必要性

の説明を行うとともに、計画策定の喚起を行う。 

ⅳ．ⅰ～ⅲで掘り起こしを行った者に対して、以下の流れで事業計画策定の支援を行う。 

 

■ 事業計画策定に必要とされるデータ作成の流れ 

第２期の事業実施にあたり、新たに事業計画策定に係る基本フォーマット「経営計画
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策定シート」（下記参照）を設計し、本書式に沿って事業計画策定支援を行うとともに、

後述する事業計画策定後の実施支援（フォローアップ）の備忘録として活用する。 

＊事業計画策定の流れ＊ 

Ｓｔｅｐ１．事業概要の作成（事業者の現状把握） 

業種、取扱商品・サービス、創業年、従業員数、事業の沿革 

Ｓｔｅｐ２．相談内容（経営課題の洗い出し、企業が目指す将来像の把握） 

経営上相談者が抱える課題や将来こうありたいと思うこと、経営目標 

Ｓｔｅｐ３．相談者を取り巻く環境の整理（ＳＷＯＴ分析） 

ＳＷＯＴ表を用いた内部環境・外部環境の抽出 

「１．地域の経済動向調査に関すること」 →Ｏ（機会）・Ｔ（脅威） 
「２．経営状況の分析に関すること」→ Ｓ（強み）・Ｗ（弱み） 
「５．需要動向調査に関すること」→ Ｏ（機会）・Ｔ（脅威） 
その他、政治的要因（法規制・税制など）、社会的要因（人口動態、年齢構成、流行、

世論など）、技術的要因（インフラ・ＩＴ・技術革新）等の外部環境について、当該計

画策定に必要な事項については、Ｏ（機会）・Ｔ（脅威）に盛り込む。 

Ｓｔｅｐ４．クロス分析による主要戦略の策定 

Ｓｔｅｐ３．で洗い出した内部環境・外部環境をもとに、Ｓ・Ｗ・Ｏ・Ｔ各事象の項

目を掛け合わせることで、主要戦略の策定を行う。 

【クロス分析（参考）】 

Ｓ（強み）×Ｏ（機会）…強みを活かして、機会を最大限に活用する方法 

Ｓ（強み）×Ｔ（脅威）…強みを活かして、脅威による悪影響を回避する方法 

Ｗ（弱み）×Ｏ（機会）…弱みによって、機会損失を防ぐ方法 

Ｗ（弱み）×Ｔ（脅威）…弱みによって、脅威による最悪の結果を防ぐ方法 

なお、計画策定段階において、業種毎に以下のポイントも重視した計画策定に配慮する。 

＊水産加工業 → 保有する加工技術、製品の独自性、競争優位性 

＊宿 泊 業 → 提供する宿泊サービスの独自性、付加サービスの独自性 

＊飲 食 業 → 提供するメニューの独自性、付加サービスの独自性 

＊卸・小売業 → 販売する商品の独自性、付加サービスの独自性 

＊全業種共通 → 競合の状況、顧客や市場のニーズ、実現可能性、ビジネスの収益性 

 

Ｓｔｅｐ５．目標の設定 

Ｓｔｅｐ４．のクロス分析で導いた戦略について、実際に行動することが可能か否か

を事業者が有する経営資源とすり合わせを行い、①実施による効果、②緊急性、③実現

可能性、以上３つの観点より４～５項目の戦略に絞り込み、目標設定を行う。 

 

Ｓｔｅｐ６．具体的実施項目の設定とその実施スケジュール 

Ｓｔｅｐ５．で設定した主要戦略の目標をもとに、具体的な行動レベルまで落とし込

み項目立てすると同時に、「いつからスタートしていつまでやるか」を明確にする。 
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※ 策定した計画は、電子データとして所定の場所に格納するとともに、後段「４．事

業計画策定後の実施支援」にて、フォローアップの経過・収益の推移を追記し、支援

の成果の可視化・組織内での共有を図る。 

 

＊経営計画策定シート（一部抜粋）＊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ② 創業希望者に対する支援（既存・継続） 

女川町の経済復興のためには、既存事業所の復興支援はもとより、新たに女川町内で

の創業を促進することが必要不可欠である。 

「滞在型観光」の具現化を目指す復興計画に基づき、主に観光客を対象とした新たな

ビジネスを促進するとともに、その持続的な成長を遂げるために、下記の事業を行う。 

 

ⅰ．東日本大震災後、女川町での新規事業立上げ支援等を目的に設立された、特定非営

利活動法人「アスヘノキボウ」（代表理事：小松洋介氏）と連携し、創業希望者に対す

るノウハウの提供並びに創業計画の策定支援を行う。 

ⅱ．先述した「アスヘノキボウ」の他、女川町、（株）日本政策金融公庫石巻支店、そし

て商工会が連携して平成２７年６月に発足した「女川ソーシャルビジネス・創業支援

ネットワーク」において、事業計画策定支援のみならず、創業時に必要となる事業資
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金の調達や資金計画についても多面的に支援を行う。 

ⅲ．ⅰで創業を希望する者に対して、国・県等の創業に係る支援施策（国の創業補助金・

宮城県スタートアップ加速化支援事業等）の情報提供を行うとともに、経営革新等認

定支援機関として勧奨し、事業計画策定の支援を実施する。 

なお、事業計画策定にあたっては、（株）日本政策金融公庫版・創業計画書を活用し、

創業希望者に対するヒアリングを通じて、創業に対する想いを具現化する。 

＊創業計画書（一部抜粋）＊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業計画策定目標】 

項目 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

(1)既存事業者・事業計画策定支援 22 36 36 36 36 36 

(2)創業希望者・事業計画策定支援 5 5 5 5 5 5 

(1)＋(2) 41 41 41 41 41 

※ 現状数値については、（H27 実績値＋H28 実績値＋H29 計画値）÷３と定義。 

※ 事業計画策定については、経営分析件数の概ね６割を目標として設定する。 

※ 計画策定時に資金調達が必要な者については、（株）日本政策金融公庫で取り扱う小規模事業者

経営発達支援資金融資制度の利用を勧奨する。 

※ 創業希望者に係る事業計画策定は、年間３件の新規創業の相談数と仮定。 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

＜第１期（平成２７年度～２９年度）における取組と成果＞ 

① 既存事業者に対する支援 

策定支援した経営計画に基づき、計画の進捗状況のモニタリングや事業実施上の問題の

把握と・解決策の検討のため定期的に対象事業者を訪問した。第１期計画内に回数は明ら

かにしていなかったが、１事業所あたり年間４回（四半期毎）のフォローアップを目標と
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した。その実績については、単年度平均で６６回（１事業所あたり３．０回／年）となり、

目標件数を下回っていることから、フォローアップの頻度を現状より増やすことで、収益

向上の成果が表れるよう濃密支援が必要であると評価委員会の評価を受けている。 

さらに、新たな需要の創造や開拓に結び付いた事案の少ないことが評価委員会において

指摘されているため、事業計画策定支援段階のみならずフォローアップの段階において

も、まずはフォローアップの頻度を高めることでより細やかな支援が必要である。 

② 創業希望者に対する支援 

策定支援した経営計画に基づき、計画の進捗状況のモニタリングや事業実施上の問題の

把握と・解決策の検討のため定期的に対象事業者を訪問した。第１期計画内に回数は明ら

かにしていなかったが、１事業所あたり年間４回（四半期毎）のフォローアップを目標と

した。その実績については、単年度平均で４０回（１事業所あたり８．０回／年）となり、

目標件数を大きく上回っていることから、創業希望者に対し手厚くフォローアップがなさ

れていると評価委員会の評価を受けている。 

 

＜第２期（平成３０年度～３４年度）における取組の方向性＞ 

① 既存事業者に対する支援 

以上の反省点を踏まえ、第２期においても、１事業所あたり年４回のフォローアップ（四

半期毎に１回）を基本目標として設定し、策定した経営計画の円滑な進捗に資するよう行

動する。加えて、第１期以上に対象事業者の新たな需要の創造や開拓による収益向上を意

識したフォローアップ支援に取り組む。 

② 創業希望者に対する支援 

創業希望者については、第１期における実績を考慮して、同等程度のフォローアップ回

数（８回／年間）を基本目標として設定し、策定した経営計画の円滑な進捗と収益の向上

に資するよう行動する。 

 

【具体的実施内容】 

① 既存事業者に対するフォローアップ支援 

経営指導員を中心に、四半期に１度の割合を目標に巡回訪問を通じてフォローアップを

行う。特に、第１期においてはフォローの回数が目標を下回ったことから、事業計画の策

定後に事業者毎にフォローアップ計画をスケジュールし、原則四半期に一度の巡回を徹底

する。 

また、回数のみならず、フォロー時には事業の実施が策定した計画に基づく進捗になっ

ているのかをヒアリングにより把握し、乖離がある場合にはその原因を分析し計画または

事業の見直しを行うなど、事業者の計画遂行状況に応じて細やかに対応する。 

実施にあたって問題・課題が生じた場合は、事案発生後速やかに事務局内で協議し、対

策を検討するとともに、よろず支援拠点の専門家や宮城県商工会連合会・広域企業支援グ

ループ等との連携により個別に対応を行う。これらにより、事業者の成果（収益の向上・

新たな需要の開拓）に常に着眼した質の高い支援を実施するよう心掛ける。 

なお、当該事業者に対するフォローアップ支援の進捗状況については、月１回商工会事
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務局内で主担当者が報告を行うとともに、商工会内ネットワーク上の所定の場所に、先述

の経営計画策定シートを活用して、個別にその履歴や指導内容を管理することで、組織内

での情報共有とＰＤＣＡサイクルの推進を図る。 

 

② 創業希望者に対するフォローアップ支援 

女川町の経済復興のためには、既存事業所の復興支援はもとより、新たに女川町内での

創業を促進することが必要不可欠である。 

「滞在型観光」の具現化を目指す復興計画に基づき、主に観光客を対象とした新たなビ

ジネスを促進するとともに、その持続的な成長を遂げるため、下記の事業を行う。 

また先述したが、目標件数の達成を追求するのではなく、創業者の成果（収益の向上・

新たな需要の開拓）に常に着眼し、質の高い支援を実施するよう心掛ける。 

ⅰ．東日本大震災後、女川町での新規事業立上げ支援等を目的に設立された、特定非営利

活動法人「アスヘノキボウ」（代表理事：小松洋介氏）と連携し、協働してビジネスプラ

ンを作成し、創業を実現した創業者に対するフォローアップ支援を行う。 

ⅱ．事業計画策定後～創業後概ね３年間については、概ね１～２ヶ月に１回のペースで巡

回訪問を行う（頻度については計画の進捗状況により適宜加減する。年間目標８回／１

事業者）ことで、計画の進捗状況を確認するとともに、記帳指導・税務指導等実務も含

め、伴走型の支援を実施する。 

さらに、創業後の資金需要がある際は、（株）日本政策金融公庫石巻支店との協働によ

り円滑な資金調達が行えるよう努める。 

 

【フォローアップ目標】 

項目 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

(1)事業計画策定者（既存事業者） 22 36 36 36 36 36 

①フォローアップ事業所数 22 36 36 36 36 36 

②フォローアップ回数 66 144 144 144 144 144 

(2)創業計画策定者 5 5 5 5 5 5 

①フォローアップ事業所数 5 5 5 5 5 5 

②フォローアップ回数 40 40 40 40 40 40 

事業所数計((1)-①＋(2)-①) 41 41 41 41 41 

フォローアップ回数計((1)-②＋(2)-②) 185 185 185 185 185 

※ 現状数値については、（H27 実績値＋H28 実績値＋H29 計画値）÷３と定義。 

※ フォローアップの経過については先述した「経営計画策定シート」にその追記することで、 

支援の経過・成果の可視化と情報共有を図る。 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

＜第１期（平成２７年度～２９年度）における取組と成果＞ 

本項目については、消費者の声（口コミ・レビュー）が直接収集できるようなＷｅｂサ

イト（製造業：４７ＣＬＵＢ、卸・小売業：４７ＣＬＵＢ・日経トレンディネット・Amazon
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ランキング、サービス業：日経トレンディネット・ユーザーが選んだ！口コミ・売れ筋宿

ランキング）を通じて、経営計画策定支援時に活用できるデータとして解析を行うととも

にデータの提供を行っていた。 

調査実績については、単年度平均で８件であったが、情報源の間口が広すぎて、個社が

本当に必要な需要動向の調査とはなっていないとの評価委員会の指摘を受けるとともに、

最終的な需要の創出や開拓に結び付いていないのではないかとの意見も頂戴した。 

 

＜第２期（平成３０年度～３４年度）における取組の方向性＞ 

こうした評価を受けて、第１期のような総花的な需要動向の調査ではなく、第２期にお

いては地域内小規模事業者の収益の向上に確実につなげることを目的に、事業者が「売り

たい」製品やサービスに対してピンポイントにそのニーズを把握することを目的とした調

査を新たに検討し実施する必要がある。 

またその際には、業種毎の基本的な調査項目についてもあらかじめ設計した上で、精緻

なリサーチに努める。 

 

【具体的実施内容】 

小規模事業者が事業計画策定において必要な、自らが取り扱う商品・サービスに対する消

費者の需要動向や今後の市場の見通し等（外部環境・機会）について、消費者に対する接触

により得られた情報、もしくはＷｅｂや定期刊行物に掲載されるビッグデータを収集し、そ

れらを経営指導員が中心となり適宜分析を行うことで、当該事業者にとって有益なデータと

して提供、もしくは事業計画に盛り込むとともに、宮城県商工会連合会・広域企業支援グル

ープと協働しニーズの深掘りを行うものとする。実施に係る詳細については下記のとおり。 

 

ⅰ．商工会と事業所が協働するニーズ調査の実施（新規） 

事業所の収益に資するデータとして活用するためには、直接その事業所の商品を購入

する（サービスの提供を受ける）顧客の声を収集するのが確実な方法である。 

商工会と事業所が連携して調査を実施、収集したデータを分析した上で事業者にフィ

ードバックするとともに情報を共有する。具体的な調査の流れは以下のとおり。 

【調査フロー】 

 

 

 

 

【業種毎の調査項目（例）】 

調査にあたっては、下記の通り業種毎に調査項目を事前に設定しつつ個別に事業者に

ヒアリングした上で決定するなど、精緻な需要動向の収集に努める。 

 

＊ 共通項目（性別、年代、居住地域など） 

⑤調査票送付 

商工会 事業者 顧客 ①調査検討・設計 

②調査票提供 
⑥分析・フィードバック ③調査実施 

④調査票回収 
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＊ 製造業（水産加工業）→特定の製品に対するモニタリング 

①味・風味・食感 ②パッケージの印象 ③いくらだったら買うか？ 

⑤購入にあたり考慮するポイント  

⑥量目 ⑤誰に薦めたいか？ ⑥改良したら良い点 etc. 

＊卸・小売業 

①雰囲気 ②品揃え ③外観 ④接客態度 

⑤こういうものがあったらいいと思う商品・サービス 

⑥買い物の際に不満に思っていること 

＊飲食業 

①来店のきっかけは？（口コミ・ネット等の選択肢回答） 

②選んだメニュー 

③ ②のメニューを選んだ理由（美味しそう・量が多そう・好物・初めて食べる等々） 

④接客態度 ⑤再度来店頂けるか？ ⑥知人に紹介したいか？ ⑦ ⑥の理由 

＊宿泊業 

①どこでこの施設を知ったか？（ネット or雑誌 or口コミ…） 

②館内・客室の清潔さについて ③食事の味や見栄えについて 

④スタッフの接客について ⑤土産品利用金額 

⑥こういうことがあったらいいなと思うサービス・メニュー 

⑦サービスを受ける際に不満に思ったこと 

 

【調査方法】 

経営分析対象者や事業計画の策定を目指す事業者を対象に、巡回訪問を通じて対象者

の掘り起こしを行い、実施にあたっては上記項目の設定を基本に事業者毎に設定する。 

製造業については、秋刀魚収穫祭や商工祭等の地域イベントで、当該事業者が製造・

販売する商品の試食等を通じたヒアリングを実施する。また、卸・小売業、飲食業、宿

泊業については、各店舗での利用者・購入者に対するアンケート調査として、具体的な

意見を聴取する。調査は、商工会及び事業者が連携して実施し、実施時期等についても

調査項目と同様に個別に事業者と調整を図る。サンプル数は１商品（１店舗あたり）１

００件の回収を目標とする。 

 

【活用方法】 

調査結果については、商工会が各店舗や商品毎に基本属性や項目別に整理するととも

に、巡回訪問等を通じてこの結果を事業者との間で共有し、その後の商品の開発・改良

や、店舗運営の改善などによる売上や利用客の増加など個別の事業計画策定に繋げる。 

 

ⅱ．Ｗｅｂや定期刊行物等による需要の把握（既存・継続） 

まずは当該事業所が取り扱う商品・サービスにおける趨勢を知る上で、既存のＷｅｂ

サイトでの口コミ情報や定期刊行物（新聞・雑誌）の記事・最新情報を収集することで、

消費者ニーズを把握する。 
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消費財については最新の商品売れ筋状況を把握することで、①価格、②量目、③デザ

イン、④温度帯（常温・冷蔵・冷凍）、⑤購入者のレビュー等各項目を把握することで、

事業計画策定及び新商品開発の参考とする。サービス財については、①サービス内容、

②提供価格、③利用者のレビューを確認することで、世の中のトレンドを掴む。 

ⅰの取組で事業所と連携して得た購買者の生の声と併せて、トレンドを把握するため

の補完資料として提供するとともに、地域内小規模事業者が取り扱う商品やサービスと

トレンドとをすり合わせ、消費者にその商品をより訴求できるよう改善点を洗い出す。 

なお、各業種において活用する情報源は、消費者の声（口コミ・レビュー）が直接収

集できるものを想定し、以下のとおり情報源の間口を絞って設定する。 

 

① 製造業（水産加工業） 

＊４７ＣＬＵＢ（http://www.47club.jp/）（既存・継続） 

→全国特産品お取り寄せサイト、特に加工食品・飲料品のトレンドを掴む 

＊町内で物産販売を行う店舗の売上データの活用（第２期より項目追加） 

→復幸まちづくり女川合同会社で運営するショップ「あがいんステーション」 

（常時２００アイテムの商品取り扱い）のＰＯＳデータの分析による、女川にお

ける消費トレンドの把握（品目・量目・商品単価・当該商品の温度帯） 

 

 

 

 

 

 

 

 

あがいんステーション            あがいんステーション店内 

 

② 卸・小売業 

＊４７ＣＬＵＢ→前掲（既存・継続） 

＊日経トレンディネット（http://trendy.nikkeibp.co.jp/）（既存・継続） 

→小売・飲食・サービス業の大まかなトレンド 

＊Amazonランキング（http://www.amazon.co.jp/gp/bestsellers）（既存・継続） 

→各種商品の売れ筋のチェック 

＊町内で物産販売を行う店舗の売上データの活用（第２期より項目追加） 

→前掲 

 

③ 飲食業・宿泊業 

＊ユーザーが選んだ!!口コミ・売れ筋宿ランキング（既存・継続） 

（http://www.jalan.net/jalan/doc/ranking/） 

http://trendy.nikkeibp.co.jp/
http://www.amazon.co.jp/gp/bestsellers
http://www.jalan.net/jalan/doc/ranking/
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→リクルート社「じゃらん.net」の宿泊施設ランキングサイト 

宿泊施設毎のユーザーが記録した口コミ・レビューのチェック 

＊日経トレンディネット→前掲（既存・継続） 

＊食べログ（https://tabelog.com/）（第２期より項目追加） 

→カカクコム社で運営する飲食・宿泊レビューサイト 

 

また、上記サイトの他、下記出版物に掲載されるデータを活用し需要を把握する。 

＊日経ＭＪ（日本経済新聞社）（第２期より項目追加） 

→業種を問わず総合的なビジネストレンド・将来の市場動向を把握 

 

以上、ⅰ～ⅱのように情報収集した需要動向データについては、【指針②】で示す事業

計画策定支援を実施する際に、売れ筋商品が消費者に支持されている要因の分析を行い

企業を取り巻く機会（チャンス）として必ず盛り込み、類似する商品を取り扱う事業者

が有する経営資源を活用してその要因を取り込むことが可能か検討を行うことで収益

が確実に見込める信憑性の高い計画策定支援に役立てる。また、タイムリーな需要動向

を調査することは、小規模事業者支援を行う経営指導員の資質向上にもつながる。 

 

【目標】 

項目 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

ⅰ．商工会と事業所が協働する 

ニーズ調査の実施（事業所数） 
― 12 12 12 12 12 

ⅱ．Ｗｅｂや定期刊行物による 

需要の把握（情報提供件数） 
5 12 12 12 12 12 

※ 現状数値については、（H27 実績値＋H28 実績値＋H29 計画値）÷３と定義。 

※ 商工会と事業所が協働するニーズ調査については事業計画策定支援数の概ね３割、Ｗｅｂや定

期刊行物による需要の把握については、ニーズ調査数と同数を目標とする。 

※ 調査に協力頂いた方に対しては、商工会が発行する地域通貨「アトム通貨」を進呈し、町内加 

盟店で使用することで需要の喚起にも努める。 

 

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】 

＜第１期（平成２７年度～２９年度）における取組と成果＞ 

本項目については、主に宮城県商工会連合会や仙台商工会議所等各種団体が主催する商

談会への出展勧奨、出展に伴う「ＦＣＰ展示会・商談会出展シート」の作成支援等を行っ

ており、支援者数は単年度平均で６者、うち成約件数は４件にとどまっている。 

新たな需要の開拓につながっているとは言い難い状況であり、まだまだ支援の余地があ

るとの評価委員会の評価を受けている状況である。 

＜第２期（平成３０年度～３４年度）における取組の方向性＞ 

商談会の出展勧奨のみでは、対象事業所に限界がある。確実に成果をあげるためには、

個社のニーズや身の丈に合った販路開拓支援を実施する必要がある。 

https://tabelog.com/
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そのためには、商談会出展勧奨のみならず、現在の経営状況に見合った販路や営業の手

法等、具体的な提案・支援を実施する必要がある。 

 

【具体的実施内容】 

上記現状を踏まえ、伴走型支援の成果を域内のみならず域外にも広く周知し、売上・利益

の向上に確実に結び付けることを目的に、販路開拓を目的とした各種展示会への出展勧奨の

みならず、その他必要な事業について下記のとおり実施する。 

なお、【経営状況の分析→伴走型支援→需要動向調査→販路開拓支援】と言った一連の流

れや販路開拓支援によって得られた成果について、各々の支援対象事業所毎に検証を行い、

更なる経営の向上につなげるべく必要な計画の見直し支援を行い、フォローアップ支援を継

続して行う。 

 

ⅰ．各種商談会出展による販路開拓（既存・継続） 

需要動向調査をもとに得られたニーズをもとに、新たな販路開拓につなげるよう各種

団体が主催する商談会へ出展勧奨する。出展を勧奨する商談会等詳細は下記のとおり。 

① 伊達な商談会（主催：仙台商工会議所・年間１３回開催（平成２７年度実績）） 

一堂に会する展示会形式とは異なり、バイヤー企業とサプライヤー企業 が一対

一で面談するスタイルの商談会。想定する販路として、県内百貨店や仙台国際空港売

店、業務用食材等バイヤー企業のニーズによりその都度異なるが、サプライヤー（出

展事業所）としては、水産加工業を想定する。 

② みやぎの“ちょっとイイもの”商談会（主催：宮城県商工会連合会・年間１回開催） 

展示会形式の商談会で、普段使いよりもワンランクアップした飲食料品（スーパー

マーケットでの陳列を想定している商品）の商談の場。こちらについても、サプライ

ヤーについては水産加工業を想定する。 

 

第１期事業の実績を鑑み、更なる支援件数・成約件数の向上を実現するため、域内事業者

訪問の際、品目・用途・ターゲットに見合った製品を有する事業者に相応しい商談会の詳細

を情報提供することで出展に結び付け、新たな販路の開拓を推進する。出展の際には、商品

特性がバイヤーに容易に伝わることを目的にフード・コミュニケーション・プロジェクト（略

称：ＦＣＰ、事務局：農林水産省）が製作・監修したＦＣＰ展示会・商談会シートの作成を

指導するとともに、商談会出展後については、会場内で名刺交換・商談を行ったバイヤーに

対するフォローアップについて支援を行う。 

 

ⅱ．ＥＣサイト「ニッポンセレクト.com」への商品出展による販路開拓（新規） 

主に地域内水産加工業者を対象に、自社で新たに開発した商品を、広くＰＲし直接の

購買に繋げるために、全国の中小企業・小規模事業者から募った商品の全国販売を目的

と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」（取扱品目：食

品・非食品含め約 10,000アイテム）への出展に繋げ、新たな販路の開拓に努める。 

出展にあたっては、先述ＦＣＰシート同様に自社製品や取引条件等を詳細に記載する



30 
 

申請書の作成支援を実施、また出展後についても、先述ニーズ調査をもとに生み出した

新製品の登録を推進することで、商品バリエーションの充実と収益向上へ結び付ける。 

 

ⅲ．事業者のニーズにマッチした販路の提案と営業支援（新規） 

製造業においては、限られた日程で開催される商談会の出展だけでは、商品力はあっ

ても供給能力が伴わないなどバイヤーの取引条件等の制約により、新規販路開拓が実現

しない状況が発生する場合がある。 

一方で商談会出展がそぐわない卸・小売業、飲食業、宿泊業については、他社製品の

販売や独自の飲食・宿泊サービスの提供を業としているため、想定するターゲットが取

り扱う製品・サービスに合致した顧客への訴求方法や販路を具体的に提案することで、

収益の拡大につなげる必要がある。 

以上のことから、地域内小規模事業者への巡回訪問を通じて策定した事業計画や需要

動向調査の結果をもとに、各々の事業者のニーズに合った販路の提案や販路開拓に必要

となる営業の支援、または販売促進の手法について商工会が具体的な提案を行う。 

下記のとおり業種毎の訴求先に対応した実施内容の骨子を示すが、実際はその事業者

と面談により具体的な実施項目とその実施スケジュールを策定する。それらの実施項目

については、原則四半期に１回の割合で進捗を確認し、成果について検証する。 

業種毎の想定する訴求先や実施項目については下表のとおり。 

 

【業種毎の訴求先・実施項目】 

業種 想定する訴求先 販路開拓・販売促進に必要な実施項目（例） 

水産加工業 宮城県内の飲食店 

（ＢtoＢ） 

・ＦＣＰシート（商談用資料）作成支援 

・新規取引が有望と思われる飲食店の紹介 

・営業方法の指導（営業へ帯同） 

・営業記録の作成、営業フォローアップ記録 

宮城県内の食品店 

・百貨店（ＢtoＣ） 

・ＦＣＰシート（商談用資料）作成支援 

・新規取引が有望と思われる店舗の紹介 

・営業方法の指導（営業へ帯同） 

・営業記録の作成、営業フォローアップ記録 

小売業 町内在住者 

（主に高齢者） 

・消費者ニーズに基づく商品の提案 

・チラシやＰＯＰ等広報媒体の作成支援 

・高齢者に配慮した付加サービスの検討 

・季節やイベントを捉えた販売促進策の検討 

町外からの観光客 ・観光客のニーズを捉えた商品提案 

・チラシやＰＯＰ等広報媒体の作成支援 

・季節やイベントを捉えた販促企画の提案 

・ＳＮＳページを使った情報配信方法の提案 

・Googleマイビジネスへの登録支援 

飲食業 町外からの観光客 ・ニーズ調査に基づく新メニュー開発提案 

・ニーズ調査に基づく既存メニューの改善提案 

・リピーター獲得のための販売促進策検討 

・町内及び近隣宿泊業者への営業提案（誘客） 

・ＳＮＳページを使った情報配信方法の提案 

・Googleマイビジネスへの登録支援 
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業種 想定する訴求先 販路開拓・販売促進に必要な実施項目（例） 

宿泊業 町外からの観光客 ・ニーズ調査に基づく新サービスの開発提案 

・ニーズ調査に基づく既存サービスの改善提案 

・ファン獲得のための販売促進策検討 

・町内及び近隣飲食者への営業提案（誘客） 

・ＳＮＳページを使った情報配信方法の提案 

・Googleマイビジネスへの登録支援 

 

【需要開拓目標】 

項目 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

ⅰ．商談会への出展勧奨及び支援（事業所数） 6 10 10 10 10 10 

上記のうち成約事業所数 4 8 8 8 8 8 

ⅱ．ニッポンセレクト.com 出展勧奨（事業所数） ― 5 5 5 5 5 

ⅲ．ニーズにマッチした販路提案（事業所数） ― 15 15 15 15 15 

上記のうち成約事業所数 ― 10 10 10 10 10 

※ 現状数値については、（H27 実績値＋H28 実績値＋H29 計画値）÷３と定義。 

※ ⅰ→１件の成約（継続取引）につき、月間売上１０万円の増を目標とする。 

※ ⅱ→１事業所につき、年間１０万円の取引件数を目指す。 

※ ⅲ→１件の成約（継続取引）につき、月間売上１０万円の増を目標とする。 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

【取り組みにおける前提】 

東日本大震災後の女川町の復興にあたっては、女川町復興連絡協議会の考え方が基礎とな

っている。本協議会は震災からわずか１ヶ月後の平成２３年４月１９日に、町内の水産業・

観光・商業・サービス業に携わる事業者が中心となり、将来の町づくりについて民間の立場

から行政に対して具申する団体として設立された（事務局は女川町商工会）。従来は、各業種

が各々の立場のもとで行動していたが、そうした業種の垣根を取り払い、すべて一丸となっ

て町の復興・再生のために取り組もうとする意識の表れである。 

検討・協議を重ね、震災の翌年１月３０日に当協議会は、女川町・女川町議会に対して取

り纏めた独自の復興計画案を提言した。以下に当時の新聞記事を示す。 

＊女川再生へ独自の復興計画＊ 

女川町の企業、団体などで組織する女川町復興連絡協議会（高橋正典会長、３０団

体加盟）は３０日、町と町議会に、独自にまとめた女川町復興計画を提出した。町が

策定した復興計画を基に、商工業者が連携しながら復興を目指す法人「町づくり事業

組合（仮称）」の設立や、冷凍冷蔵事業の共同事業化などを提案している。今後、実施

時期などを明示した工程表作成などに取りかかる。 

復興計画は町民アンケート、専門家の助言などを参考にし、民間ができる復興への

提言としてまとめた。「１００年後も人々が住み残る、住み戻る、住み来る町」を理念

に掲げ、産業面の復興を主眼に、生活再建などを提案している。 

商工業については、壊滅した中心街区（モール）について町が土地を買い上げるか
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収用し、モールの運営を「町づくり事業組合」が行う公設民営化を提案。飲食店など

各種商店主、旅館などは事業組合から店舗、施設を借りて営業する。 

３～５年後の本格復興時、行政の支援がないと事業再開の資金調達が経営の障害と

なることから公設民営化とした。 

基幹産業の水産業は当面、漁業再開と魚市場を中心とした流通・加工の着実な再開

を目指す。個々の企業にとって負担が大きくなる冷凍・冷蔵庫や、汚水処理プラント

は共同、あるいは広域下水道などで進める。 

消費者ニーズに沿った食材の開発、食品の安全・安心をさらに高める情報公開を進

めながら、女川ブランドの再確立も目指していく。…（以下略） 

【三陸河北新報社 平成２４年１月３１日】 

こうした女川町復興連絡協議会の復興計画がベースとなり、女川町には新たな組織が生ま

れた。先述の新聞記事の内容と照らし合わせると以下のようになる。 

① 「商工業については、壊滅した中心街区（モール）について町が土地を買い上げるか

収用し、モールの運営を「町づくり事業組合」が行う公設民営化を提案。」 

→ 女川みらい創造（株）が平成２６年６月に設立 

② 「消費者ニーズに沿った食材の開発、食品の安全・安心をさらに高める情報公開を進

めながら、女川ブランドの再確立も目指していく。」 

→ 復幸まちづくり女川合同会社が平成２４年９月に設立 

③ 女川町復興連絡協議会において、町内で新たに興る様々なビジネスプランの立案に携

わった戦略室がＮＰＯ法人アスヘノキボウとして平成２５年４月に発展的に独立した。 

 

＜第１期（平成２７年度～２９年度）における取組と成果＞ 

本項目については、東日本大震災後に組成された「女川町復興連絡協議会」の流れを汲

み、オフィシャルな組織体制は確立していないものの、女川町、復興まちづくり女川合同

会社、一般社団法人女川町観光協会、女川みらい創造株式会社、ＮＰＯ法人アスヘノキボ

ウ等町内各種団体が協議を行うことにより、継続的に情報の共有・各種事業遂行の円滑化

を図っている。協議実施件数については単年度平均で１７０件であり、将来のまちづくり

に向けて各団体が密接に関わっているとの評価を得ている。 

また、地域内小規模事業者の製品・サービスの販売を目的としたイベントを通年開催し

ており、その実績は単年度平均で１２回となっている。小規模事業者の販路開拓の一助に

資しているとの評価を頂戴している。 

＜第２期（平成３０年度～３４年度）における取組の方向性＞ 

第１期の事業実績については高評価を得ていることから、第２期についても引き続きこ

のスタンスを継続する。また、開催するイベントについては、第１期以上に地域内小規模

事業者の新たな需要の開拓につながるようその内容について検討を重ねるよう努める。 

 

既存の組織のみならず、以上のように新たに組成された団体、そして行政とともに新たな女

川のまちづくりに日々取り組んでおり、そのまちづくりのために必要な合議体を下記イメージ

のように現在設置し、協議が必要な事案が生じる都度、また事務的な連絡調整は日常的に行っ
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ている。引き続きこの合議体によるまちづくりに必要な協議や定例的な情報交換を実施して地

域経済活性化に取り組んでいく。 

合議体の取り纏めについては、女川町復興連絡協議会の流れを汲んで女川町商工会が担う。 

 

【町内各団体の地域活性化に向けた取組への合議体】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【具体的な取り組み内容】 

ⅰ．町内関係機関との将来のまちづくりのための協議（継続） 

先述した合議体の構成員が、今後の町のにぎわい形成に必要な事項について、継続的

に協議を行うことにより、情報の共有・事業遂行の円滑化・構成員が協働する基盤の確

立を図るとともに、この協議の場で得られた成果を踏まえて次項で説明する地域活性化

に資するイベントについても内容を検討し実施する。 

具体的な関係機関及び協議事項については下記のとおり。 

 

女川町復興連絡協議会が提唱する将来の女川町のコンセプト 
１００年後も人々が「住み残る」「住み戻る」「住み来る」町 

今いる町民が 

「住み続けられるように」 
一時的に避難している人も 

「戻ってこられるように」 

女川町に住みたいと 

新たに「人が来るように」 

統一コンセプトに基づく各団体が協働したまちづくりの具現化 

女川みらい創造 
株式会社 

「未来に繋げるまちづくり」 

「地域文化の振興」 

 

復幸まちづくり女川 
合同会社 

「女川ブランドの構築」 

「地場製品の販路開拓」 

 

一般社団法人 
女川町観光協会 
「観光産業の発達支援」 

「地域の生活・文化の向上」 

 

ＮＰＯ法人 
アスヘノキボウ 

「ひとづくり・組織づくり」 

「産業活性化」 

町内事業所が開発した商品の 

販路開拓・ブランド化支援 

観光の町・女川を体現するためのイベント等支援 

新規創業希望者の 

事業計画策定支援 

未来の魅力あるまちづくりに向けた支援 

女川町商工会（取りまとめ機関） 
「商工業の復興支援」 

「商工業者への伴走型支援」 
「販路開拓支援」 

女川町 
「行政として復興 

・再生の旗頭」 

新生・女川町の構築を女川町（行政）をはじめとする各団体の協働にて実現 
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関係機関（除商工会） 協議事項 

女川町 

女川みらい創造（株） 

復幸まちづくり女川合同会社 

（一社）女川町観光協会 

ＮＰＯ法人アスヘノキボウ 

■女川駅前商業集積における自治・運営の方法 

■町内小規模事業者に対する支援施策の検討 

■町内観光振興策の検討・実施 

■イベント開催時の各団体の役割・運営方法 

■各種問題が発生した際の対処法について 等 

協議が必要な事項が生じた際は、商工会を含む上記関係機関が Facebook の情報交換

アプリ・メッセンジャーに問題提起を行う。その提起をもとに、商工会事務所に関係者

が集まり、非定例の協議の場を持ち迅速に対応・解決する。 

また、後述する「おながわレンガみち交流連携協議会」の定例会議は商工会含む関係

機関が一堂に会するため、地域活性化の方策について協議を開く場として活用する。 

 

ⅱ．イベント等を通じた基幹産業及び町の魅力の発信（継続） 

東日本大震災以前は、町内他団体との連携を特に考慮せず、商工会の趣旨・目的のみ

に特化したイベントを開催していたが、今後は本計画の主旨に則り、町内小規模事業者

の復興の一助、並びに女川町の復興計画の目的である「滞在型観光」の具現化の一助に

資するため、女川町、女川みらい創造（株）、復幸まちづくり女川合同会社、（一社）女

川町観光協会、そしてＮＰＯ法人アスヘノキボウ、他町内各種団体と連携し下記の事業

を実施する。 

事業の具体的実施にあたっては、先述した合議体における協議の場で、必要の都度検

討を重ね、時宜にマッチし町民及び観光客にとって魅力あるイベントを開催する。 

 

＊実施イベント（例）＊ 

ⅰ．商工祭事業の実施（１０月） 

日頃の町内事業所での買上に感謝することを目的にした「商工祭」事業を継続して

実施することでにぎわいの創出に貢献する。 

→大抽選会（お買上３００円毎に補助券１枚進呈、１０枚で１回抽選 

→現金つかみ取りや、水産加工品のセットが当たる)、水産物等格安販売等実施 

ⅱ．女川町商店街復幸祭事業への参画（３月） 

東日本大震災後、平成２４年３月より実施する「女川町商店街復幸祭」（主催：実行

委員会）に町内各種団体と参画することで、町外の方々の復興支援に感謝し、域外観

光客に対する女川町のＰＲの一助に資する。 

ⅲ．女川駅前商業街区でのイベントの開催（通年） 

平成２７年３月のＪＲ女川駅移転開業（通称「まちびらき」）後にはじまった、商店

街区や観光交流エリア等周辺施設の整備に伴い、時期毎に来街客が楽しめるようなイ

ベントを企画・開催することで、魅力ある「にぎわい拠点」づくりの一助に資する。 

具体的には、まちのにぎわいを創出するため、女川みらい創造（株）を核として、

その他プロムナード周辺の民間組織（商工会、観光協会、復幸まちづくり女川合同会
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社、ＮＰＯ法人アスヘノキボウ等）による「おながわレンガみち交流連携協議会」を

設置し、公共空間を有効に活用しながら、民間主導によるイベント（おもてなし市、

プロムナードミュージック）等を展開する。 

 

【実施目標】 

項目 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

町内団体との情報交換 180 200 200 200 200 200 

商工祭事業 1 1 1 1 1 1 

女川町商店街復幸祭事業 1 1 1 1 1 1 

駅前商業街区でのイベント事業 6 6 6 6 6 6 

※ 現状数値については、（H27 実績値＋H28 実績値＋H29 計画値）÷３と定義。 

※ これらのイベント開催時には、事業計画策定を支援することにより新規事業に取り組んでいる

事業所【指針②】や、新たな需要の開拓を目的として開発された【指針④】商品等の出品を当該

事業所に積極的に勧奨することで、事業機会・取引機会の拡大と、水産業の町・女川のイメージ

アップに努めるものとする。 

 

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 

＜第１期（平成２７年度～２９年度）における取組と成果＞ 

本項目について、地域資源を活用した製品のブランド化について復幸まちづくり女川合

同会社と、また人材・組織育成・産業活性化・創業についてはＮＰＯ法人アスヘノキボウ

と協働することで、支援ノウハウや各種情報の交換を行っている。また、石巻市牡鹿稲井

商工会とは定期的に経営支援会議を開催することで、経営支援スキルの向上に努めている

ことが、評価委員会において高評価を得ている。 

一方で、金融支援ノウハウが不足していること、また情報交換により得た支援ノウハウ

については、個々の経営指導員の知識としての蓄積にとどまり、それを組織全体として共

有する仕組みについて確立しているとは言い難いとの指摘を頂戴している。 

＜第２期（平成３０年度～３４年度）における取組の方向性＞ 

以上のような状況を踏まえ、不足するノウハウの情報交換により、支援ノウハウの共有

を図る必要がある。また、商工会組織として支援能力の向上に努める必要があるため、そ

の体制整備を同時並行しながら資質向上に努める必要がある。 

 

【ノウハウ等の情報交換の目的】 

支援機関・金融機関との情報交換及びノウハウの共有を図ることで、地域内小規模事業者

の多種・多様な支援ニーズに対応する力を身に付ける。共有したノウハウを元に、事業者の

収益向上のため、伴走型支援を通じて個々の職員の支援能力向上を図ることを目的とする。 

【具体的実施内容】 

ⅰ．近隣の支援機関等との連携と支援ノウハウの情報交換（既存・継続） 

広域連携を結んでいる石巻市牡鹿稲井商工会、そして宮城県商工会連合会を交えて定
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期的に経営支援会議を開催しているが、その中で地域内の課題・地域活性化の取組状況、

地域の業況等各種情報交換の中から、他の支援機関や民間機関との連携状況、取組内容

について把握することで、当地域での経営支援や地域づくりの取り組みに役立てる。 

また、経営支援会議では、経営指導員の小規模事業者に対する経営支援の状況を共有

するための伴走型経営支援研究会を併催していることから、個々の支援ノウハウの共有

を図ることで、支援の質の向上を目指す。 

 

ⅱ．金融機関との連携と支援ノウハウの情報交換（新規） 

（株）日本政策金融公庫石巻支店の協力を得て開催する月１回の金融相談会を通じ

て、石巻管内の業況・経済動向・資金需要や使途に関する情報交換を行い、地域内小規

模事業者への巡回訪問・窓口指導等において情報提供を行う。また金融支援のノウハウ

（信用格付、間接金融によらない資金調達、事業再生等）を共有することで、単なる融

資相談受付業務に留まらない、金融支援の質的向上を目指す。 

 

【支援ノウハウの内部共有】 

ⅰ．及びⅱ．により得られた情報・ノウハウについては、商工会内の専用フォルダにデー

タで蓄積し、組織内部で情報を共有するとともに、各々の経営指導員が担当する支援事例に

ついては、先述の経営支援会議（伴走型経営支援研究会）において共有することで、地域内

小規模事業者の課題解決に向けた個々の支援能力の向上と、相談者の収益増加に繋げる。 

 

【実施目標】 

項目 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

ⅰ．近隣支援機関との連携と 

支援ノウハウの情報交換 ※1 
6 12 12 12 12 12 

ⅱ．金融機関との連携と 

支援ノウハウの情報交換 ※2 
― 12 12 12 12 12 

※ 現状数値については、（H27 実績値＋H28 実績値＋H29 計画値）÷３と定義。 

※ 1 石巻市牡鹿稲井商工会が幹事となり１ヶ月に１回を目途に開催する。 

※ 2 月１回商工会で開催する金融相談会の場で、公庫担当者よりノウハウを享受する。 

 

なお、第１期の計画に盛り込まれていた町内機関（復幸まちづくり女川合同会社・ＮＰ

Ｏ法人アスヘノキボウ）との支援ノウハウ等の情報交換であるが、復幸まちづくり女川合

同会社については、先述５．需要動向調査に関すること【指針③】において、協働し新た

なニーズ開拓を行うこと、またＮＰＯ法人アスヘノキボウについては、先述３．事業計画

策定支援に関すること【指針②】及び４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針

②】において、創業希望者に対する事業計画策定とフォローアップ支援時に協働すること

で支援ノウハウを習得することとしているため、第２期計画においては本項目内に町内機

関との支援ノウハウの情報交換は計画しない。 
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２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

＜第１期（平成２７年度～２９年度）における取組と成果＞ 

本項目について、研修の受講や専門家への帯同、また先述の企業を取り巻く市場動向に

関する情報を共有することで、町内事業所のニーズに即応できるよう、資質の向上に努め

ているが、その内容については属人的な努力にとどまっており、必ずしも組織全体の支援

能力向上にはつながっていないとの評価委員会の指摘を頂戴している。 

さらには、商品・サービスの需要動向把握や新たな需要創出に関するノウハウが不足し

ており、特にテコ入れが必要な状況であるとの意見も頂戴している。 

＜第２期（平成３０年度～３４年度）における取組の方向性＞ 

以上の評価・意見を踏まえ、特に新たな需要創出に係るノウハウについて重点的に習得

に努める必要がある。 

さらに、経営指導員の資質向上のみならず商工会組織として支援能力の向上に努める必

要があるため、その体制整備を同時並行しながら資質向上に努める必要があるが、職種毎

に捉えた場合、本計画を遂行するためには以下のスキルが要求されるため、それらを向上

させる取り組みが必要となる。 

 

＊職種毎に要求されるスキル 

職種 要求されるスキル 

経営指導員 ・経営分析や取り巻く環境に基づき経営計画を策定支援するスキル 

・社会動向や消費者ニーズを察知し、新たな需要を提案するスキル 

・導いた経営戦略に基づき、具体的な戦術を提案するスキル 

・ＰＤＣＡサイクルを意識しフォローアップ支援するスキル 

・外部の環境変化に柔軟に対応し、戦略の舵取りを支援するスキル 

補助員 ・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スキル 

・経営指導員をサポートするスキル 

記帳専任職員 ・決算関係書類に基づき事業所の経営状況が把握できるスキル 

・小規模事業者や地域の課題を把握し、経営指導員に繋ぐスキル 

・経営指導員や補助員をサポートするスキル 

 

【具体的実施内容】 

ⅰ．市場のニーズを把握するための情報収集と情報共有（新規） 

新たな需要を提案するスキルの向上を目的に、日本経済新聞社発行のマーケティング

専門誌「日経ＭＪ」、また宮城県内で最大の購読数を有する地元新聞「河北新報」等から、

町内小規模事業者の市場ニーズ発掘に必要な記事をピックアップし、その情報を毎週月

曜日に実施する職員間の打ち合わせの時間で、全員で共有するとともに、取り上げた商

品・サービスが「なぜ支持されているのか」を追求し、支持される背景や消費者の心理

を読み解く力を養う。 

ピックアップした記事は、商工会内ですぐに誰でも閲覧できるように、コピーして紙

媒体としてファイルに保存しておくとともに、職員間で追及した支持される理由等につ
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いては、付箋紙等で記事のコピーに貼り付けて、小規模事業者の事業計画策定支援の際

に読み返して活用できるような状態にしておく。 

 

ⅱ．商業施設・個店の視察研修の実施（新規） 

市場ニーズの把握や販路開拓に必要な情報の収集を目的に、宮城県内で営業する地域

資源を活用した加工品等を取り扱う商業施設や、繁盛店へ視察に出掛け、その店舗の経

営手法を学ぶと同時に、「支持されている理由」「季節におけるトレンド」「参考にすべき

顧客満足策」「店舗の強み・弱み」などを情報収集・分析することで、町内小規模事業者

の需要動向調査や事業計画策定、その後のフォローアップ支援に繋げる材料とする。 

視察実施後は必ず振り返りを行い、今後の経営支援に繋がる資料として報告書にまと

め、いつでも閲覧可能な場所にデータとして格納しておく。 

 

ⅲ．研修受講による職員の自己啓発に関する取り組み（既存・継続） 

経営分析力向上や経営支援計画の策定、また計画策定後のフォローアップ支援に係る

スキル習得を目的に、宮城県商工会連合会が主催する職員研修を受講するとともに、全

国商工会連合会が運営する経営指導員等Ｗｅｂを受講する。それらを通じて、各職員の

資質向上に努めることで、組織として経営支援能力向上を実現し、地域内小規模事業者

の収益向上につなげる。 

各人が受講した研修内容（参考資料・演習問題等）については、研修終了後速やかに

復命書を作成し内部回覧に付すことで情報の共有を図るとともに、回覧後は所定の位置

にファイリングしておくことで、小規模事業者に対する経営計画策定支援、その後のフ

ォローアップ支援の際に読み返して活用できるような状態にしておく。 

 

ⅳ．組織的な支援ノウハウの蓄積に関する取り組み（新規） 

経営指導員が日々の相談指導で得ることができた成功体験や特殊な支援事例を通し

て学んだノウハウを属人的に蓄積するのではなく、組織全体の知識・知見として共有し

活用することが組織全体の経営支援体制の強化につながるものである。経営指導員が取

り扱った各々の支援内容を、事業計画策定支援の際に使用する先述「経営計画策定シー

ト」と同一データ内に支援の経過と得られた成果をその都度追記し、商工会内ネットワ

ーク上の所定の場所にデータを電子媒体で保存・共有フォルダ内でデータベース化して

職員間での支援ノウハウの共有を図る。 

 

【実施目標】 

項目 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

ⅰ．市場のニーズを把握するための 

情報収集と情報共有（回数） ※1 
― 48 48 48 48 48 

ⅱ．視察研修の実施（回数） ※2 ― 6 6 6 6 6 

ⅲ．研修受講による職員自己啓発（回数） ※3 16 16 16 16 16 16 

ⅳ．支援ノウハウの蓄積（件数） ※4 ― 39 39 39 39 39 
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※ 現状数値については、（H27 実績値＋H28 実績値＋H29 計画値）÷３と定義。 

※ 1 ４回(週１回)／１カ月×１２ヶ月として積算。 

※ 2 ２ヶ月に１回のペースで事前に候補地を検討した上で実施する。 

※ 3 第１期（現状）は職員４名が年間４つの研修を受講しており、第２期も現状数の研修を受講。 

※ 4 蓄積件数は、既存事業者と創業希望者のフォローアップ件数と同数を目標とする（P26 参照）。 

 

３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

＜第１期（平成２７年度～２９年度）における取組と成果＞ 

第１期の経営発達支援事業については、事業評価のための評価委員会を設置し、外部専

門家（中小企業診断士）を招聘し、評価を頂戴するとともに見直し案があればその素案を

策定している。その内容は理事会の承認を経た上で、商工会ホームページにその結果を年

１回公表している。 

評価委員会については年１回の開催となっているため、タイムリーな事業の検証・評価、

さらにはその見直しに至っていないのが現状である。 

＜第２期（平成３０年度～３４年度）における取組の方向性＞ 

以上のような状況を踏まえ、第２期の計画実施にあたっては事業見直しの仕組みを検証

し、事業の検証を機動的に行えるような体制を整備する必要がある。 

 

【具体的実施内容】 

ⅰ．事務局内部での実施した事業の検証（既存・継続） 

商工会事務局が四半期ごとに実施した事業の内容について検証を行うことでその改 

善点を洗い出すとともに、事業評価委員会に具申する改善策を検討する。 

検証する際は、経営発達支援計画で定める実施項目のみならず、計画の冒頭で掲げる

当該計画の目標（特に、伴走型支援の実施による収益向上の定量的目標）に合致した行

動であったかどうかについても着目する。 

 

ⅱ．事業評価委員会への進捗状況の報告と事業の改善（既存・継続） 

従来年１回開催していた事業評価委員会については、先述の現状と課題を踏まえ、四 

半期毎に開催する。事務局内部で取りまとめた事業の実績・検証結果を委員会に具申し、 

経営支援について専門的な知見を有する者から意見を頂戴する。事業評価を行う委員に 

ついては、中小企業診断士、行政(女川町)、宮城県商工会連合会を想定する。 

 

ⅲ．理事会への報告（既存・継続） 

事業評価委員会で検証した結果については、年間４回実施する理事会においてその内 

容を報告する。 

 

ⅳ．結果の公表（既存・継続） 

当該計画の事業成果・評価の結果は、商工会ホームページに公表する。 
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ⅴ．会員への報告（既存・継続） 

本事業の成果・評価は年１回事業年度終了後、通常総会議案書にて報告する。 

 

【実施目標（年間スケジュール）】 

月 

項目 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 

計  画  実  施  年  度 翌年度 

計 画 実 施 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ   

ⅰ．事務局検証    Ⅰ   Ⅱ   Ⅲ   Ⅳ  

ⅱ．評価委員会    Ⅰ   Ⅱ   Ⅲ   Ⅳ  

ⅲ．理事会報告     Ⅰ   Ⅱ   Ⅲ   Ⅳ 

ⅳ．結果の公表     Ⅰ   Ⅱ   Ⅲ   Ⅳ 

ⅴ．会員報告              〇 

※ 表中Ⅰ～Ⅳについては、当該計画実施年度における四半期の表記。 
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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１１月現在） 

（１）組織体制 

本事業を効果的に推進するため、下記の通り商工会内部に体制を整備する。 

また、事業評価委員会開催に必要な外部有識者についても下記の通り招聘する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業実施にあたっては、先述の各項目について経営指導員（主幹）が総括責任者兼主担当、

経営指導員（主査）及び補助員・事務職員が副担当として経営指導員を補佐する。さらに、各

項目実施にあたり必要な事務・管理業務を臨時職員が担う。 

少ない人員の中で当該計画を実行する必要があるため、経営指導員（主幹）が進捗管理を実

施する。 

 

（２）連絡先 

【名  称】女川町商工会 

【住  所】〒986-2261 宮城県牡鹿郡女川町女川浜字大原１番地３６ 

【電話番号】0225-53-3310 

【Ｕ Ｒ Ｌ】http://onagawa-town.com/syokokai/ 

【担 当 者】女川町商工会 経営支援課 主幹 茂木 辰 

 

 

  

理事会 
(会長１名・副会長２名・理事１７名) 

経営発達支援計画 

事業評価委員会 

事務局(６名)  

 
 

計画に基づく各種事業の実施・実績検証と改善策の検討 

経営指導員 

(主幹１名・主査１名) 

補助員・事務職員 

(２名) 

臨時職員 

(２名) 

参画・提言 

招聘 

実績報告 

・改善案具申 

実績に基づく 

今後の提言 

実績報告 
・評価報告 

内容承認 
中
小
企
業
診
断
士 

女
川
町 

商
工
会
連
合
会 

外部有識者 

http://onagawa-town.com/syokokai/


42 
 

（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） 

 平成 

30年度 

平成 

31年度 

平成 

32年度 

平成 

33年度 

平成 

34年度 

必要な資金の額 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

 

Ⅰ.経営発達支援事業の概要 300 300 300 300 300 

 ５．需要動向調査 300 300 300 300 300 

 ＊定期刊行物の購読 

＊アンケート調査実施費用 

100 

200 

100 

200 

100 

200 

100 

200 

100 

200 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 

 

 

イベントの実施 

＊商工祭事業 

＊駅前商業街区でのイベント事業 

 

1,500 

200 

 

1,500 

200 

 

1,500 

200 

 

1,500 

200 

 

1,500 

200 

（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、手数料、事務受託料、町補助金 

 

 

（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 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

１．地域の経済動向調査【指針③】 

【連携者】宮城県、宮城県商工会連合会、（株）日本政策金融公庫石巻支店、 

七十七銀行女川支店、仙台銀行女川支店、石巻信用金庫女川支店 

２．経営状況の分析【指針①】 

【連携者】宮城県商工会連合会、（独）中小企業基盤整備機構東北本部 

３．事業計画策定支援【指針②】 

【連携者】中小企業庁、宮城県商工会連合会、（株）日本政策金融公庫石巻支店、 

女川町、特定非営利活動法人「アスヘノキボウ」 

４．事業計画策定後の実施支援【指針②】 

【連携者】中小企業庁、宮城県商工会連合会、（株）日本政策金融公庫石巻支店、 

女川町、特定非営利活動法人「アスヘノキボウ」 

５．需要動向調査【指針③】 

【連携者】宮城県商工会連合会、一般社団法人女川町観光協会、 

復幸まちづくり女川合同会社 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業【指針④】 

【連携者】中小企業庁、全国商工会連合会、宮城県、宮城県商工会連合会、 

仙台商工会議所、宮城県よろず支援拠点 

 

Ⅱ．地域経済の活性化の内容 

１．地域経済活性化事業 

【連携者】女川町、復幸まちづくり女川合同会社、（一社）女川町観光協会、 

女川みらい創造（株）、特定非営利活動法人「アスヘノキボウ」 

 

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 

【連携者】宮城県商工会連合会、石巻市牡鹿稲井商工会、(株)日本政策金融公庫石巻支店 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

【連携者】全国商工会連合会、宮城県商工会連合会 

３．事業の評価及び見直しをするための仕組み 

【連携者】女川町、宮城県商工会連合会、外部専門家（中小企業診断士） 
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連携者及びその役割 

【行政機関】 

１．中小企業庁 長官 安藤 久佳 

〒100-8912 東京都千代田区霞が関一丁目３－１ TEL 03-3501-1511 

役割：小規模事業者の支援、小規模企業施策の活用 

２．宮城県 知事 村井 嘉浩 

〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町三丁目８－１ TEL 022-211-2765 

役割：統計データ等情報の提供、小規模企業施策の活用 

３．女川町 町長 須田 善明 

  〒986-2261 宮城県牡鹿郡女川町女川浜字大原３１６ TEL 0225-54-3131 

役割：事業計画策定支援、事業計画策定後の実施支援 

地域経済活性化事業参画、事業評価委員会への参画 

 

【支援機関】 

１．（独）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四丁目６－１ TEL 022-399-6111 

役割：事業所の経営分析支援（Ｗｅｂシステム活用） 

２．全国商工会連合会 会長 石澤 義文 

〒100-0006 東京都千代田区有楽町一丁目７－１ TEL 03-6268-0088 

役割：新たな需要の開拓に寄与する事業（「ニッポンセレクト.com」への商品登録） 

職員の自己啓発（「経営指導員等Ｗｅｂ研修」の受講） 

３．宮城県商工会連合会 会長 佐藤 浩 

〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目１４－２ TEL 022-225-8751 

役割：統計データ等情報の提供、経営状況の分析支援、事業計画策定支援、 

事業計画策定後の実施支援、需要動向調査支援、商談会開催支援、 

経営支援ノウハウの提供、事業評価委員会への参画、 

専門家派遣事業（エキスパートバンク）の運用、職員研修受講 

４．宮城県よろず支援拠点（実施機関：宮城県商工会連合会） 

〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目１４－２ TEL 022-225-8751 

役割：新規事業開発支援、その他経営支援 

５．石巻市牡鹿稲井商工会 会長 齋藤 富嗣 

〒986-2523 宮城県石巻市鮎川浜大台３７－２ TEL 0225-45-2521 

役割：経営支援ノウハウの共有 

６．仙台商工会議所 会頭 鎌田 宏 

〒980-8414 宮城県仙台市青葉区本町二丁目１６－１２ TEL 022-265-8181 

役割：商談会開催支援 
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【金融機関】 

１．株式会社日本政策金融公庫 石巻支店 支店長 田中 裕之 

〒986-0825 宮城県石巻市穀町１６－１ TEL 0225-94-1201 

役割：地域の経済動向調査（資金需要情報の提供）、事業計画策定支援、 

事業計画策定後の実施支援、経営支援ノウハウの提供 

２．株式会社七十七銀行 女川支店 支店長 及川 博之 

〒986-2231 宮城県牡鹿郡女川町浦宿浜字十二神６０－３ TEL 0225-54-3141 

役割：地域の経済動向調査（資金需要情報の提供） 

３．株式会社仙台銀行 女川支店 支店長 角張 美穂 

〒986-2261 宮城県牡鹿郡女川町女川浜字大原７２－１ TEL 0225-53-4181 

役割：地域の経済動向調査（資金需要情報の提供） 

４．石巻信用金庫 女川支店 支店長 佐々木 政喜 

〒986-2231 宮城県牡鹿郡女川町浦宿浜字十二神６０－３ TEL 0225-53-2104 

役割：地域の経済動向調査（資金需要情報の提供） 

 

【地域内各種団体等】 

１．特定非営利活動法人「アスヘノキボウ」 代表理事 小松 洋介 

〒986-2261 宮城県牡鹿郡女川町女川浜字大原７５－７ TEL 0225-98-7175 

役割：事業計画策定支援、事業計画策定後の実施支援、地域経済活性化事業参画 

２．一般社団法人女川町観光協会 代表理事 阿部 喜英 

  〒986-2231 宮城県牡鹿郡女川町浦宿浜字十二神６０－３ TEL 0225-54-4328 

役割：観光客に対する需要動向調査支援、地域経済活性化事業参画 

３．復幸まちづくり女川合同会社 代表社員 阿部 喜英 

〒986-2231 宮城県牡鹿郡女川町浦宿浜字十二神５９ TEL 0225-98-7839 

役割：需要動向調査に係る情報提供 

４．女川みらい創造株式会社 代表取締役 高橋 正典 

〒986-2261 宮城県牡鹿郡女川町女川浜字大原１－４ TEL 0225-24-8118 

役割：地域経済活性化事業参画 
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（株）七十七銀行 女川支店 

（町内金融機関） 

（株）仙台銀行 女川支店 
（町内金融機関） 

金融機関 

石巻信用金庫 女川支店 
（町内金融機関） 

（株）日本政策金融公庫石巻支店 
（政府系金融機関） 

 

地域内小規模事業者 

地域経済の動向 

（資金需要等）聴き取り 

地域経済の動向 

（資金需要等）聴き取り 

事業計画策定・フォロー 

支援ノウハウ 

施策の活用 

・施策情報 

の収集 

統計データ等 

情報の収集 

 
 

各
機
関
が
保
有
す
る 

ノ
ウ
ハ
ウ
・
資
源
の
活
用 

伴走型支援の 
実践 

個社の収益アップ 

実現による 

地域経済の活性 

 
中小企業庁 

（国の小規模事業者支援） 

宮城県 
（都道府県の小規模事業者支援） 

行政機関（町以外） 

事業計画・フォロー 

・地域活性・事業評価 

地域経済活性化 

事業への参画 

需要動向・ 

地域経済活性化 

事業計画・フォロー 

・地域活性 

 

 
女川町 
（行政） 

女川みらい創造（株） 
（まちづくり会社・にぎわい拠点運営） 

復幸まちづくり女川合同会社 
（地域産品のブランディング） 

ＮＰＯ法人アスヘノキボウ 
（創業希望者に対する支援） 

 

町内の団体 

（一社）女川町観光協会 
（観光産業の発展・促進） 

 
需要動向・ 

地域経済活性化 

 

女川町商工会 
（実施主体） 

 

理事会 
（意思決定機関） 

事務局 

（実働） 

経営指導員（２） 

補助員（１） 

事務職員（１） 

臨時職員（２） 

進捗報告 

・改善案具申 
今後の提言 

事業評価委員会 
（評価機関） 

 

内容承認 
実績報告 

・評価報告 

参画 

外
部
専
門
家 

（
中
小
企
業
診
断
士
を
想
定
） 

 

 （独）中小企業基盤整備機構 
（経営自己診断システム） 

支援機関 

宮城県商工会連合会 
（統計データ・経営分析・事業計画策定・フォロー・需要動向調査・

商談会開催・支援ノウハウ・事業評価委員会・専門家派遣事業） 

宮城県よろず支援拠点 
（新規事業開発支援・その他経営支援） 

仙台商工会議所 
（商談会事業の開催（販路開拓）） 

石巻市牡鹿稲井商工会 
（経営支援ノウハウの共有） 

全国商工会連合会 
（ニッポンセレクト.com） 
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