経営発達支援事業計画の概要
実施者名

石巻商工会議所（法人番号 5370305000620）

実施期間

平成 31 年 4 月 1 日～平成 36 年 3 月 31 日

目

標

石巻地域の総力を挙げて小規模事業者の持続的に発展する仕組み作りを目指す。
小規模事業者を ①残す（経営力向上）
②増やす（創業支援）
③減らさない（事業承継支援）

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に関すること【指針③】
地域内の経済動向を調査分析し、小規模事業者を取り巻く外部環境を把握する。
分析結果を基礎的資料として小規模事業者に情報提供して情報を共有する。
２．経営状況の分析に関すること【指針①】
経営分析を行う小規模事業者を掘り起し、定量面、定性面から分析を行い、分
析結果を小規模事業者にフィードバックし、事業計画策定に活用する。
３．事業計画策定支援に関すること【指針②】
中長期的な経営ビジョンの重要性を認識した上、
“経済動向調査”や“経営状況
の分析”で得た経営環境や経営課題に応じた事業計画策定に向けて経営指導員
が支援を行う。
４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】
事業計画等の策定後は、定期的に巡回訪問を実施し、計画の進捗状況を確認す
る。計画の見直し等が必要な場合は助言を行うとともに、大幅に目標と現状に
ズレがある場合や新たな経営課題にも速やかに対応していく。
５．需要動向調査に関すること【指針③】
市場動向や商圏、顧客などの需要動向を把握・分析し地域資源を活かした新商
品の開発など時代のニーズに対応した販売計画の支援を行う。
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】
東日本大震災により当市の基幹産業である水産加工業の“失われた販路”を開
拓・拡大するための支援を関係機関と連絡を密にしながら行う。
Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組
１．新地域経済の活性化に資する取組に関すること
(1) 基幹産業の振興による地域経済の活性化
石巻地域の基幹産業である“水産業”振興のため「ブランド力」「商品開発力」
「販売力」の強化を目指す。
(2)中心市街地活性化による地域経済の活性化
中心市街地の居住人口の増加、まちなか交流人口の増加、少子高齢化社会に対
応した、歩いて暮らせるコンパクトで安全・安心な“まちづくり”を目指す。
石巻商工会議所 中小企業相談所

連 絡 先

〒986-0822 宮城県石巻市中央 2-9-18（TEL：0225-22-0145 FAX:0225-94-3978）
E-mail:icci@ishinomaki.or.jp

（別表１）
経営発達支援計画
経営発達支援事業の目標
◆石巻市の概要
石巻市は、北上川の河口
に位置し、宮城県北東部地
域を代表する風光明媚な
都市である。
歴史的には伊達藩の統
治下、水運交通の拠点に位
置する「奥州最大の米の集
積港」として、全国的に知
られた交易都市として発
展。明治時代からは、金華
山沖漁場を背景に漁業の街として栄え、現在も、金華山沖は世界三大漁場の一つに数え
られ、かつお・いわし・さばなどの水産資源の宝庫となっている。
また、昭和 39 年に新産業都市の指定を受けてからは、石巻工業港が開港するなど、
工業都市としても発展を遂げてきました。
さらに、平成元年に石巻専修大学が開学。その後、三陸縦貫自動車道の延伸、石巻ト
ゥモロービジネスタウン分譲開始、石巻港の整備、市が進めるマンガランド構想の中核
施設となる「石ノ森萬画館」が完成した。
平成 17 年 4 月 1 日には石巻地域１市６
町が合併し、17 万人を超える“新・石巻市”
が誕生した。当商工会議所が管轄するエリ
アは、旧石巻市で面積は 137.03 ㎢である。
しかし、平成 23 年 3 月 11 日 14 時 46 分、
東北地方太平洋沖地震発生。国内観測史上 震災前の石巻
最大となるマグニチュード 9.0。震度 6 強
の激しい揺れと、その後に沿岸域全域に襲
来した巨大津波により防潮堤が破壊され、
多くの尊い人命が奪われ（死者 3,178 名、
行方不明者 422 名）、住居、道路、港湾、
漁港などは壊滅的な被害を受けた。
現在、石巻地域の中小企業者は国、県、
市などの施策を活用し、店舗や工場等を復
旧し営業を開始しているものの、風評被害
や新たな販路開拓に苦慮しており、復興と
震災直後の石巻
言う意味では“道半ば”という状況である。
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石巻市は全国の地方都市にみられ
る“人口減少”“少子高齢化”の課題
が顕在化している。人口は昭和 60 年
の 186,587 人（国勢調査 10 月現在・1
市 6 町合算）をピークに減少してい
る。大震災直前の平成 22 年 10 月には、
160,826 人であった人口が、平成 27
年 10 月で 147,214 人まで大幅に減少
している。内、旧石巻エリアの人口は
平成 22 年 10 月 112,683 人から平成
27 年 10 月には 103,088 人にまで減少した。大震災の影響で近隣の町へ人口が流失したも
のと考えられるが、こうした減少は、労働力確保の面からも、当市の産業に影響を及ぼ
しており、この減少速度の抑制を図っていくことが大きな地域課題となっている。
石巻エリアの交通状況は、国道 45 号線と国道 398 号
線の環状線と市中心部を経由する幹線道路に交通が集中
している。
三陸縦貫自動車道は片側二車線化工事が順調に進捗し
ており、仙台市まで 1 時間以内で移動することが可能に
なっている。また、ＪＲは震災以降、仙石線は甚大な被
害を受け、全線で不通となっていたが、2015 年全線開通
され、仙台市方面への通勤通学者が利用している。
当市の基幹産業は水産業で、世界三大漁場の一つとい
われる〝三陸沖〟から石巻漁港には 200 種を超える魚介
類が水揚げされる。魚市場の背後地には 200 社を超える
加工業者が工場を構え、あらゆる種類の魚介を加工でき
る全国屈指の水産都市である。

東洋一の上屋を誇る石巻魚市場
震災後、仮設魚市場での初セリの風景
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◆商工業の現況と課題
当所管内の商工事業者数と小規模事業者
数についても震災前と震災後の比較で見た
場合、平成 21 年 7 月の商工事業者数 6,014
社、小規模事業者 4,953 社であったのに対
し、平成 26 年 7 月は商工事業者数 3,760 社、
小規模事業者 2,914 社と大幅な減少となっ
ている。（経済センサス参照）
一方、当所業種別会員数をみると「卸・
小売業」で減少したものの、他業種では増
加している状況であった。（当所会員データ）
増加の要因として、東日本大震災により被災した事業者が復旧支援制度や金融制度等
情報収集や助成制度等の申請書作成などの支援を求めて入会したものと推察される。
（参考）当所管内の商工業者数推移及び石巻市内の業種別推移
年度
区分

平成 21 年 7 月

平成 26 年 7 月

6,014 社

3,760 社

▲37.5％

4,953 社

2,914 社

▲41.2％

8,890 社

5,872 社

▲33.9％

商工事業者数
（石巻商工会議所管轄エリア）
小規模事業者数
（石巻商工会議所管轄エリア）
商工業者数（石巻市全体）

減少率

業種別

製

造 業

707 社

478 社

▲32.4％

建

設 業

997 社

802 社

▲19.6％

卸 小 売 業

2,504 社

1,600 社

▲36.1％

サービス業

4,121 社

2,580 社

▲37.4％

561 社

412 社

▲26.6％

そ

の 他

（参考）当所会員数の業種別推移
年度
区分

会

平成 21 年 4 月

平成 26 年 4 月

2,160 社

2,342 社

8.4％

員 数

減少率

業種別

製

造 業

359 社

409 社

13.4％

建

設 業

405 社

493 社

21.7％

卸 小 売 業

588 社

533 社

▲9.4％

サービス業

808 社

907 社

12.3％

35.9％

62.2％

組

織 率
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―

こ の ような中で再建を目指す事業者
は、国の中小企業等グループ施設等復旧
整備補助事業をはじめ、様々な補助事業
を活用しながら、自社の施設や設備の復
旧を行い、営業を再開している。当所で
はこれまで 18 グループ 975 社を支援して
きた。
基 幹 産業 である水産加工業について
は、各種補助事業を活用し、事業を再開
したものの、復旧に時間を要したことに
よる販路喪失や原発事故による風評被害
を受けており、震災前までの売上回復に
は至っていない。
≪水産関連業種の再建状況≫
水産加工業者

その他関連事業

合

計

震災前の企業数

84 社

123 社

207 社

再開した企業数

58 社

62 社

120 社

割合（％）

69.0%

50.4%

58.0%
（平成 27 年 11 月現在）

また、製造業については、製紙、木材、
食品加工を中心に、製造品出荷額等では震
災前の平成 22 年では 3,671 億円で宮城県
の約 1 割(宮城県全体の製造品出荷額等
356,892,242 万円)を製造出荷していた。震
災により事業所数、従業員数、製造品出荷
額等で大きく落ち込んだ。平成 28 年度の
速報値では製造品出荷額等が 32,551,657
万円と震災前の水準近くまで回復したも
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のの、事業所数、従業員数では回復してい
ない現状にある。
小売商業についても他地域同様郊外に大
型店の出店により、中心市街地は店舗数の
減少等厳しい状況下にあり、平成 22 年 3
月に「石巻市中心市街地活性基本計画」が
内閣府より認定を受け、本格的な街づくり
をスタートする矢先に大震災に見舞われ、
復興計画として見直しが行われ、新たな「中
心市街地活性化基本計画」が平成 27 年 1 月に認定を受け、現在、再開発補助事業や優良
建築物補助事業計画を基に建設が進められている。
一方、建設業や運送業、飲食業、サービス業（宿泊業含む）では震災特需により業況
がⅤ字回復をした業種もあるが、復興需要が落ち着きを見せている状況で今後の経営が
懸念されている。
◆石巻商工会議所の事業者支援の現況と課題
当商工会議所では、主に小規模事業者に対し記帳・税務・金融等の経営改善普及事業
を実施し、事業者の経営安定に寄与してきた。東日本大震災前の平成 22 年度の経営指導
実績は年間で 4,426 件であった。震
災後の翌年以降、事業再開を目指す
事業者の各種補助金の活用相談や
金融指導などの増加により、平成 23
年では 5,283 件に上った。
一方、東日本大震災による影響に
より小規模事業者が抱える諸問題
が多様化し、職員だけでは対応しき
れない状況も垣間見られることも
事実であり、業種・業態に合わせた
販路拡大や新事業展開等、経営力向
上につなげる支援が求められてい
る。
これらの支援を行うためには、職
員のレベルアップとともに、地域経
済の動向に関する情報収集や分析・
活用、事業者の経営課題の把握と解
決のため、ノウハウの共有・蓄積、
他の支援機関との連携等が必要不可
欠であり、当商工会議所の課題であ
る。
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◆小規模事業者の中長期的な振興のあり方
石巻市が策定した「石巻市震災復興基本計画」

平成 23 年 12 月策定

（石巻市震災復興基本計画及び石巻市震災復興基本計画実施計画より抜粋）
祖先から引き継いできた海を活かした産業を活性化させるため、港湾や漁港を早急
に復旧し、水産業、商業及び工業の再建に向けた支援を行い、中心市街地の再開発
事業等の促進を図るとともに安心して暮らすことのできるコンパクトなまちづく
りを推進する。又、魅力ある農業の再構築と林業の早期復旧、畜産業の再生を支援
するとともに放射能風評被害対策に取り組み、新鮮で豊富な食に代表される地域資
源を活かした観光振興や、歴史ある伝統産業の再建を支援します。
施策大綱
①港湾の復旧復興 ②漁港及び魚市場の復旧・復興 ③被災水産業への再建支援
④商業の再建復興 ⑤工業の再生復興 ⑥中心市街地商店街の復旧・復興
⑦被災農林業への再建支援 ⑧観光業・施設の再生復興 ⑨伝統産業の再生復興

上記の計画を踏まえ、中長期的に地域の経済基盤を維持するためには、地域経済の中
心的存在である小規模事業者の果たす役割が重要である。
当商工会議所は、今後 10 年程度の小規模事業者の中長期的な振興のあり方を以下のとお
りとする。
地域の支援機関の中心として、個々の小規模事業者に対して伴走型かつ個別対応型の
支援に取り組む。特に小規模事業者の減少が多い製造業、卸売・小売業・飲食業に対し
ては、小規模事業者を ①残す（経営力向上）、②増やす（創業支援）、③減らさない（事
業承継支援）ために積極的なアプローチを行い、地域経済の発展、地域産業の振興を促
進する。
◆経営発達支援事業の目標と指針
≪目 標≫
当商工会議所は上記を踏まえ、地域総合経済団体として他の支援機関と連携しながら、
総力を挙げてより多くの小規模事業者と信頼関係を築き支援にあたることを目標とす
る。
小規模事業者を
① 残す（経営力向上）
② 増やす（創業支援）
③ 減らさない（事業承継支援）
上記を重視した支援により、小規模事業者を持続的に発展する仕組み作りを目指す。
‐6‐

≪実施方針≫
上記目標達成のため、現場主義・双方向主義を徹底 し、以下の項目を経営発達支援計
画の実施方針とする。
 小規模事業者との信頼関係の醸成
当商工会議所と小規模事業者との接点を巡回指導中心の活動により増加させ、信頼
感の醸成を図る。
 小規模事業者の実態や経営課題の把握・事業計画の策定・実施支援
業種ごとの情報収集や個社の経営分析により、経営課題に応じた事業計画の策定支
援、定期的なフォローアップを実施することで、小規模事業者の持続的発展を図る。
 創業支援・事業承継支援による小規模事業者の維持拡大
創業や事業承継についてのセミナーを継続的に開催する。意欲がある創業予定者や
小規模事業者に対し、創業計画策定や事業承継計画策定を支援することにより、持続
的発展を図る。
 事業・業務内容の見直しと支援力向上
当商工会議所全体の事業・業務内容を見直すことにより効率化を図り、総力を挙げ
て経営発達支援事業に取り組む。また、経営指導員だけでなく、補助員、記帳専任職
員、一般職員も経営発達支援事業に取組めるよう共通の支援ツール作成と専門家から
のノウハウ伝授を通して支援力向上を図る。
 各種支援機関・行政・金融機関との連携
本事業を実施するにあたり、各種支援機関や行政、金融機関と連携・協働し、互い
に機能補完することで、小規模事業者に対する支援の充実を図る。
 地域の発信力を高める観光戦略の推進
石巻市・石巻観光協会、石巻圏観光推進機構(ＤＭＯ)等と連携し、観光客の誘客、
交流人口の増加に努める。また、石巻圏観光推進機構が策定した「石巻圏観光推進ビ
ジョン」の推進を図る。
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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】
（現状と課題及び取組方針）
これまで当商工会議所では、東日本大震災以降「東日本大震災の復旧・復興に関
する調査」をのみ実施している状況である。
以前は宮城県商工会議所連合会と共同で景況調査等を行っていたが、現在は景況
調査に特化した調査事業は実施しておらず、小規模事業者の指導にあたって具体的
な数値を持たずに指導している状況であった。
今後はこれまで実施していた「東日本大震災の復旧・復興に関する調査」に加え、
地域経済分析システム（RESAS：リーサス）、ＬＯＢＯ調査を活用することにより外
部環境を含めた地域経済の情報収集を行い、その結果をホームページにて公開する
ほか、巡回・窓口指導の際のバックデータとして活用する。
（目

的）
地域内の経済動向を調査分析するとともに小規模事業者を取り巻く外部環境を
把握し、事業者との個別相談や地域振興へ向けての基礎的資料として活用するとと
もに、小規模事業者の事業計画策定などに活用する。また、必要に応じて関係機関
へ情報提供して情報を共有する。

（事業内容）
(1) ビッグデータの活用
【 内 容 】
経済産業省と内閣官房（まち・ひと・しごと創生本部事務局）が提供する地域
経済分析システム（RESAS：リーサス）を活用した地域の経済動向分析を行い、
事業計画策定支援等のバックデータとして活用する。
分析は年 1 回実施する。
【分析方法】
・産業構造マップ
どの産業が効率的に稼いでいるかを分析
・観光マップ
経路検索サービスの利用情報を基に、検索回数の多い観光施設など分析
・地域経済循環図
地域内企業の経済活動を通じて生産された付加価値がどの程度労働者や企
業の所得として分配されたか把握。最終的に、当該分配がどの程度消費や投
資に支出されたかを分析
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上記について日本商工会議所の指導を受けながら、当所経営指導員が総合的に
分析し事業計画策定支援に反映させる。
【活用方法】
会議所ニュースやＨＰ上で公開するとともに、支援を行う小規模事業者には経
済動向を知る資料として提供する。
(2)ＬＯＢＯ調査（商工会議所早期景気観測システム）調査の活用
【 内 容 】
日本商工会議所が地域や中小企業が「肌で感じる足元の景況感」や「直面する
経営課題」を全国ベースで毎月調査しており、その結果を整理して公表する。
【調査対象】
建設・製造・卸売・小売・サービスの 5 業種（当地域内では 11 社）
【調査項目】
売上高・採算・仕入単価・従業員数・業況・資金繰り 他
【調査方法】
聞き取りによる調査
【分析方法】
回収したデータは、日本商工会議所で集計・分析し、各地の商工会議所に資料提
供される。提供された資料をもとに、当地域と全国との比較等、小規模事業者が参
考としやすいように要点を簡潔にまとめる。
【活用方法】
会議所ニュースやＨＰ上で公開するとともに、支援を行う小規模事業者には経済
動向を知る資料として提供する。
(3) 東日本大震災の復旧・復興に関する調査（拡充）
【 内 容 】
年 1 回、管内事業者を対象に震災後の現状実態調査を行い、震災後の現況を定期
的に把握する。
【調査対象】
2,300 事業所（平成 30 年 5 月末現在）
【調査項目】
①営業実態の確認
②震災による事業活動への影響と今後の見通し
③資金調達について
④震災で得た教訓について
⑤直面している経営上の問題・課題について
【調査方法】
郵送で配布、返信用封筒で回収。
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【分析方法】
回収したアンケートは業種ごと・項目ごとに集計・分析
【活用方法】
経営課題へ対する経営支援及び震災復興施策の立案に活用する。
調査結果は石巻商工会議所のＨＰに掲載するとともに事業計画策定に活用する。
（数値目標）
支援内容

現状

31 年度

32 年度

33 年度

34 年度

35 年度

ビッグデータによる
分析及び結果の公表回数

－

1回

1回

1回

1回

1回

ＬＯＢＯ調査結果の公表回数

－

12 回

12 回

12 回

12 回

12 回

東日本大震災の復旧・復興に
関する調査及び結果公表回数

－

1回

1回

1回

1回

1回

２．経営状況の分析に関すること【指針①】
（ 現状と課題及び取組方針 ）
これまで当所では、小規模事業者経営改善資金（マル経）の利用事業者や補助金
申請の際に独立行政法人中小企業基盤整備機構が提供するサイト「経営自己診断シ
ステム」を利用し経営分析を行っていた。
今後は、これまでの金融・税務等指導時に加え、小規模事業者の持続的な発展に
向け、セミナーや巡回指導などを中心に積極的に経営分析の必要性、重要性を周知
し、対象事業者を掘り起こして経営分析につなげる。
（事業内容）
(1)経営分析の対象小規模事業者等の掘り起し
巡回・窓口指導、各種セミナー等、小規模事業者と接する機会をフル活用し、経
営分析の必要性・重要性について周知することにより、小規模事業者の意識改革を
図る。
①各種セミナーや相談会開催による経営課題の掘り起し
セミナーの参加者や毎週金曜日に行っている中小企業診断士等による個別経営
相談会に参加した小規模事業者に対し経営分析を進める。
②経営指導員による巡回訪問、窓口相談による経営課題の掘り起し
経営指導員が巡回訪問した際、または窓口相談を通じて経営上の問題点等のヒヤ
リングを行い、経営課題の掘り起しを行う。
③金融・税務に関する相談での経営課題の掘り起し
マル経、市融資、県融資等、金融あっせんを伴う指導において、担当経営指導員
等が経営上の問題点等のヒヤリングを行い、経営課題の掘り起しを行う。
※ 上記相談で把握した内容は電子カルテに入力の上データベース化し、職員間で情
報の共有を図る。
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(2)経営分析の手法
上記により掘り起こした前向きな小規模事業者に対して、経営指導員等が経営分
析を行い、より専門的な課題については、エキスパートバンクやよろず支援拠点な
ど専門家と連携して支援する。
①定量分析
小規模事業者の財務諸表（売上高・経常利益・粗利益率等）から下記の項目に
ついて、
「経営自己診断システム（中小企業基盤整備機構）」や「ローカルベンチ
マーク」を活用して財務分析を行い、経営状態の把握と経営課題の抽出・整理を
行う。
・収益性（売上高総利益率、売上高営業利益率、総資本営業利益率 等）
・効率性（総資本回転率 等）
・生産性（一人あたりの売上高）
・安全性（自己資本比率、流動比率 等）
・成長性（前年比増収率、総資本回転率増減 等）
②定性分析
取扱商品やサービスの特性や顧客の状況、競合や業界のトピックスなど、財務
諸表には表れない情報をヒヤリングにより聞き取り・整理し、内部要因（強みと
弱み）、外部要因（機会と脅威）などのＳＷＯＴ分析を行い小規模事業者の課題
解決策を明確化する。
(3)経営分析結果の活用
経営分析の結果は事業者にフィードバックするとともに経営指導員が下記①～
④の支援に活用する。
①経営状況の把握に活用する
②事業計画を策定する際の基礎資料として活用する
③事業承継が必要な場合、事業承継計画書を策定する際の基礎資料として活用する
④専門家の支援を希望する場合の基礎資料として活用する
（数値目標）
項

目

経営分析の件数

現状

31 年度

32 年度

33 年度

34 年度

35 年度

－

60 件

60 件

60 件

60 件

60 件

※経営指導員（7 名）一人当たり年間 8 件～9 件を目標とする。
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３．事業計画策定支援に関すること【指針②】
（ 現状と課題及び取組方針 ）
地域内の多くの小規模事業者は、経営者が現場作業・営業・財務等の経営に関す
る全てを自ら担っているため、中長期的な経営ビジョンが見通せていない場合が多
い。そのため本来、事業の持続的な発展のために事業計画書の策定は重要であるが、
大変困難な状況にある。当商工会議所では、これまで事業計画策定に関し、積極的
に進めてこなかった経緯がある。
従って、地域経済動向調査、経営分析、需要動向調査の結果を踏まえた事業計画
書の策定支援を進めていく必要があり、今後は小規模事業者に中長期的な経営ビジ
ョンの重要性を認識してもらった上で事業計画策定に向けて経営指導員が伴走型
の支援を行う。
また、経営者の高齢化に伴う事業承継の問題も顕在化しており、事業承継計画の
策定に関しても支援を強化していく必要がある。
事業計画書及び事業承継計画書の策定に際し、専門家の助言や指導が必要な場合
は、関係機関と連携を図りながら進めていく。
さらに創業を志す方へのニーズに幅広く対応していく「創業支援ワンストップ窓
口」の開設や「創業塾」の開講など創業者の掘り起しにも力を入れていく。
（事業内容）
(1)既存の小規模事業者に対する事業計画策定支援
①事業計画策定支援セミナー
経営分析を実施した事業者を対象に事業計画策定支援セミナーを開催し、目
標を持った経営計画の重要性に対し理解を深め、その意義や手法を学ぶ。
②事業計画策定支援の方法
経営分析を行った小規模事業者のうち、事業計画策定を目指す事業者に対し
支援を行う。
計画の策定に関しては、中小企業基盤整備機構が提供しているアプリ「経営
計画つくるくん」を活用して、セミナー後の個別相談や巡回訪問時の機会に経
営指導員の支援の下で経営者自ら入力作業を行ってもらい、事業計画策定に理
解を深めてもらう。
(2)事業承継計画策定支援
①事業承継セミナーの開催
事業承継の具体的な対策や税務に関して理解を深め、その具体的な準備につ
いて学ぶ。
②事業承継計画策定支援の方法
事業承継計画策定を目指す事業者に対しては、
「事業承継ガイドライン」に基づ
き指導・支援していくが、より専門的な知識を要するケースが想定されるため、
適宜、経営指導員と「宮城県事業引き継ぎ支援センター」や「宮城県事業承継ネ
ットワーク」等の関係機関との連携を図りながら支援を進めていく。
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(3)創業者に対する創業事業計画策定支援
創業を志す方への具体的な支援として、関係機関（石巻市、中小企業基盤整備機
構東北支部、宮城県信用保証協会、日本政策金融公庫石巻支店、石巻産業創造株式
会社、宮城県よろず拠点、金融機関等）と連携し支援にあたる。
①創業支援ワンストップ窓口を開設
創業支援ワンストップ窓口を開設し、創業を志す方のニーズに幅広く対応して
いく。また、担当の経営指導員を配置し、「創業に必要な各種申請」「資金繰り」
「助成金」など準備段階から操業に至るまでそのステージに合わせた指導を心が
ける。
②創業塾の開講
創業を志す方の掘り起しとして創業塾を開催する。その中で意欲がある小規模
事業者に対し創業計画策定を支援する。
≪研修内容≫
※１回６講義
１講義目・経営の基礎知識
２講義目・会計の基本（損益計算書・貸借対照表の読み取り方）
３講義目・ＩＴを活用したビジネスモデル
４講義目・資金計画、助成金の活用
５講義目・マーケティングの基礎知識、市場分析
６講義目・創業計画の作成
③創業計画策定支援
創業希望者に対しては、日本政策金融公庫が提供する「創業計画書」
「創業計画
記載例（業種ごと）」を活用して計画策定及び開業資金調達も含めた支援を行う。
（数値目標）
項

(1)事業計画

(2)事業承継計画

(3)創業計画

目

31 年度

32 年度

33 年度

34 年度

35 年度

セミナー回数

1回

1回

1回

1回

1回

受講者数

20 人

20 人

20 人

20 人

20 人

計画策定件数

15 件

15 件

15 件

15 件

15 件

セミナー回数

1回

1回

1回

1回

1回

受講者数

10 人

10 人

10 人

10 人

10 人

計画策定件数

5件

5件

5件

5件

5件

創業塾回数

1回

1回

1回

1回

1回

参加者数

20 人

20 人

20 人

20 人

20 人

計画策定件数

5件

5件

5件

5件

5件
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４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】
（現状と課題及び取組方針）
事業計画策定後は、取り組みの実現に向けた進捗状況の確認や計画の見直しなど
が必要になる。しかしながら、当商工会議所では、事業計画策定と同様に積極的に
進めてこなかった。
今後はこの反省を踏まえ、事業計画・事業承継計画・創業計画を策定したすべて
の事業者に対し、四半期に 1 回程度の巡回訪問を実施し、計画の進捗状況を確認す
る。ＰＤＣＡサイクルによる計画の見直し等が必要な場合は助言を行う。大幅に目
標と現状にズレがある場合や新たな経営課題が発生した場合にも速やかに対応し
ていく。
指導方法として、経営指導員の指導の他、必要に応じて、エキスパートバンクや
よろず支援拠点等を活用して、専門家の指導も積極的に活用する。
（事業内容）
(1)事業計画策定者に対するフォローアップ
事業計画策定者には四半期に 1 度、経営指導員が巡回訪問を実施し、経営状態
を確認しながら目標達成まで伴走型支援を行う。大幅に目標と現状にズレが生じ
た場合や新たな経営課題が発生した場合は計画の見直しなども含めて支援して
いく。事業者が求める場合や頻繁に状況確認を行った方が良いと判断した事業者
には、フォローアップの頻度を増やすなど臨機応変に対応していく。
(2)事業承継計画策定者に対するフォローアップ
事業承継計画策定者には、四半期に 1 度、経営指導員が巡回訪問を実施し、事
業承継に関する税務や融資などの情報を提供しながら支援にあたる。計画策定時
に宮城県事業引き継ぎ支援センター等の協力をもらった事業者の指導の際は関
係機関との連絡を密にしながら対応する。
(3)創業計画策定者に対するフォローアップ
創業計画策定者には２カ月に１回程度、経営指導員が巡回訪問を実施し売上の
確保やキャッシュフローなど経営の安定に向けた支援を重点にフォローアップ
を行う。１月～２月の巡回訪問の際は確定申告に向けた記帳指導を通じて営業状
態の確認を行う。
また、創業者の人脈拡大を図る交流会の開催なども、必要に応じて支援する。
（数値目標）
項

目

現状

31 年度

32 年度

33 年度

34 年度

35 年度

事業計画策定事業者の
フォローアップ回数

－

60 回
(15 社)

60 回
(15 社)

60 回
(15 社)

60 回
(15 社)

60 回
(15 社)

事業承継計画策定事業者の
フォローアップ回数

－

20 回
(5 社)

20 回
(5 社)

20 回
(5 社)

20 回
(5 社)

20 回
(5 社)

創業計画策定事業者の
フォローアップ回数

－

30 回
(5 社)

30 回
(5 社)

30 回
(5 社)

30 回
(5 社)

30 回
(5 社)
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５．需要動向調査に関すること【指針③】
（ 現状と課題及び取組方針 ）
需要動向調査に関して、これまでは毎年 2 月に開催する「石巻復興フード見本市」
や 12 月開催の「いしのまき飲食まつり」でニーズ調査を行ってきたが、簡易的な
調査で活用方法も限られていた。
小規模事業者においては、市場動向や商圏、顧客などの需要動向を把握し分析す
ることが必要であるが、これらを定量的・定性的に捉えられないことが多い。また、
当地域の特産物など地域資源を活かした新商品の開発等については、時代のニーズ
に対応した販売計画が必要であるため、以下の調査を実施し、事業計画策定に活用
する。
（事業内容）
(1)食品バイヤー対象の調査
当所主催の商談会｢石巻復興フード見本市｣に来場したバイヤーを対象に、出展業
者の商品に対し、どのような評価をしているか、また、バイヤーが石巻地域の事業
者に対する期待(望む事)などを調査し、マーケットで需要のある商品づくりに活用
する。
【調 査 対 象】 石巻復興フード見本市に来場した食品バイヤー 80 社
【支援対象事業者】 10 社（地域資源を活かした新商品の開発等に取り組む水産
加工業 8 社・農産品加工業 2 社）
【実 施 時 期】 年 1 回（２月）
【調 査 項 目】 全体アンケート
①来場目的
②商品開拓の情報収集方法
③興味のある食材
④バイヤーの業種
事業者別アンケート
①商品の地域性（ブランド）
②価格
③数量
④パッケージデザイン
⑤商品の見た目
⑥ネーミング
⑦市場トレンドとの整合性
【調 査 方 法】 出展ブースで出展事業者がバイヤーにアンケート用紙を
配布、回収する。
【結 果 活 用】 回収した調査票は当所で調査項目ごとに集計し、今後のマ
ーケティング・商品開発の基礎資料となるような形で出展
業者にフィードバックする。また、改善策を提示し、ニー
ズにあった商品提供の材料とするなど、個社支援の基礎資
料として活用する。
（数値目標）
項

目

現状

31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度

食品バイヤー対象の調査実施社数

10 社

10 社

10 社

10 社

10 社

10 社

１社当たりの回答数

80 件

80 件

80 件

80 件

80 件

80 件
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(2)顧客ニーズ調査
毎年 1～2 月に開催する「いしのまき飲食まつり」において、事業者が来場者に
アンケートを行い、顧客の“生の声”を聴き、ニーズの把握と新商品の開発やリ
ニューアル、サービスのクオリティー向上に役立てる。
【調 査 対 象】 「いしのまき飲食まつり」の来場者
【支援対象事業者】 10 社（いしのまき飲食まつり参加店舗のうち、新商品・メ
ニューの開発や既存商品・メニューのリニューアルを図る
食品製造小売業・飲食業の小規模事業者）
【実 施 時 期】 年 1 回（1～2 月）
【調 査 項 目】 食品製造小売業の調査内容
①商品の見た目 ②味 ③価格 ③パッケージデザイン
④数量 ⑤商品の地域性（ブランド）
飲食業の調査内容
①料理の見た目 ②味 ③価格 ④地域性(食材)
⑤サービス内容
【調 査 方 法】 事業者の店舗でアンケート用紙に記入してもらう。
【結 果 活 用】 回収した調査票は当所で調査項目ごとに集計し、事業者に
フィードバックし、商品開発やサービス向上に活用すると
ともに事業計画策定の基礎資料として活用する。
（数値目標）
項

目

現状

31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度

顧客ニーズ調査支援対象事業者数

－

10 社

10 社

10 社

10 社

10 社

１社当たりの回答数

－

30 件

30 件

30 件

30 件

30 件

(3)トレンド調査
日経テレコン等商用データベースを始め日刊紙や業界紙等の媒体を活用して、事
業計画を策定した小規模事業者の商品・役務について類似品・競合品等の情報を収
集・分析し、販売戦略に役立てる。エキスパートバンク等の専門家と経営指導員が
共同で調査にあたる。
【支援対象事業者】 事業計画を策定した小規模事業者
【調 査 項 目】 商品・役務に関するシェア、売れ筋商品、購入者属性、ト
レンド等の情報を収集し、整理・分析する。
【活 用 方 法】 事業計画を策定する品目・項目ごとに当所で整理分析して
事業者にフィードバックする。新商品の開発・販売などの参
考情報として活用するとともに事業計画策定の基礎資料と
して活用する。
（数値目標）
項

目

トレンド調査支援対象事業者数

現状

31 年度

32 年度

33 年度

34 年度

35 年度

－

25 社

25 社

25 社

25 社

25 社
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６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】
（ 現状と課題及び取組方針 ）
東日本大震災から 7 年余りの月日が流れ、震災復興は着実に進展している。当市
の基幹産業である水産加工業は、前述したように各種補助事業を活用し、約 70%の
事業者が施設復旧を終え生産体制は整った。
しかしながら、一度失われた販路の回復は容易なことではなく売り上げは低迷し
ている状況にある。
今後も宮城県商工会議所連合会や金融機関など連携を密にして販路開拓・拡大の
支援を強化する。
商談会等の出展支援においては、より大きな成果が得られるよう、事前に 出展
する事業者を対象とした「マーケティングセミナー」を実施し、プレゼンテーシ
ョン能力などの向上を図る。
小売業や飲食業界では、店主の高齢化が進み世代交代（事業承継）の時期を迎え
ている事業者が散見され、この方々の多くは、ＩＴの活用について取り組みが遅れ
ている状況にある。
今後は Facebook や Instagram、twitter などのＳＮＳを活用した経営についてミ
ラサポ・エキスパートバンク・よろず支援拠点等と連携を図りながら支援して行く。
（事業内容）
（1）商談会等の出展支援
①展示商談会（石巻復興フード見本市、東北復興水産加工品展示商談会）
「石巻復興フード見本市」や「東北復興水産加
工品展示商談会」を開催して、県内外の量販店・
百貨店・外食産業・ホテル関係・市場関係者等の
食材関連バイヤーを招待し、商談会を開催して販
路拡大・販路開拓の支援を行う。
【支援対象】地域資源を活用した商品の販路拡大を
目指す水産加工業者・農産品加工業者
【支援内容】商談会に参加する事業者には、事前に「マーケティングセミナー」を
受講いただき、“出展商品の選定”“商談に臨む際の心得”“交渉術”
など商談におけるプレゼンテーション能力などの向上を図る。
◆石巻復興フード見本市
◆東北復興水産加工品展示商談会
いずれも石巻市、宮城県、石巻市水産振興協議会等と当所で組織する実行
委員会の主催。実行委員会は当商工会議所が主管している。石巻地域におけ
る優れた食材を広く紹介し、販路拡大と開拓を図るため、毎年 1 回開催され
ている。
「石巻復興フード見本市」は来場バイヤー1,000 人、出展 35 社。
「東北復興水産加工品展示商談会」は来場バイヤー5,500 人、出展 15 社。
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（数値目標）
項

目

現状

31 年度

32 年度

33 年度

34 年度

35 年度

石巻フード見本市出展社数

36 社

35 社

35 社

35 社

35 社

35 社

成約目標件数（出展者計）

未確認

35 件

35 件

35 件

35 件

35 件

東北復興水産加工品展示商談会出展社数

15 社

15 社

15 社

―

―

―

成約目標件数（出展者計）

未確認

15 件

15 件

―

―

―

※東北復興水産加工品展示商談会について、平成 33 年以降の開催は未定
②個別マッチング商談会（伊達な商談会）
事前マッチング型商談会「伊達な商談会」を開催し、販路開拓・拡大の支援を
行う。
【支援対象】地域資源を活用した商品の販路拡大を目指す水産加工業者・農産品加
工業者
【支援内容】事前に上述の「マーケティングセミナー」を受講いただくとともに、
商談会では各商談テーブルに経営指導員を同席させ、バイヤーからの
商品に対する課題、要望などを聴取する。その後、聴取した課題、要
望は、県連からのアドバイザー（バイヤー出身）制度を活用するなど
により解決と成約に向けた支援を行う。
◆伊達な商談会
年 1 回、宮城県商工会議所連合会と共催により開催。全国の食品バイヤー
（百貨店、スーパー、商社、ホテル、卸売市場）20 人が来場。出展 20 社。
（数値目標）
項

目

現状

31 年度

32 年度

33 年度

34 年度

35 年度

伊達な商談会出展社数

20 社

20 社

20 社

―

―

―

成約目標件数（出展者計）

未確認

20 社

20 社

―

―

―

※伊達な商談会について、平成 33 年以降の開催は未定
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（2）ＩＴ活用支援による販路拡大支援
ＩＴによる販路開拓を希望する小規模事業者向けのセミナーを開催し、ＢtoＣの
需要開拓に対する支援を行う。
具体的には Facebook や Instagram、twitter などのＳＮＳを活用した個店や商品
の効果的な情報発信により、新規の顧客開拓や “個店のファンづくり”の支援を
行う。
ＩＴ活用セミナーでは、
“ＳＮＳを使い分けるポイント”
“炎上しないための注意
点”“インスタ映えする写真の取り方”などを学び、ＳＮＳを安心して、有効に活
用できるよう支援していく。
より専門的な課題についてはミラサポ・エキスパートバンク・よろず支援拠点等
を活用し、問題の解決を図る。
【支援対象】小売業・飲食業・サービス業でＩＴによる販路開拓を希望する小規模
事業者
（数値目標）
項

ＩＴ活用
支援

目

現状

31 年度

32 年度

33 年度

34 年度

35 年度

セミナー実施回数

－

1回

1回

1回

1回

1回

セミナー受講者数

－

20 人

20 人

20 人

20 人

20 人

売上目標

－

1 社当り
10％ＵＰ

1 社当り
10％ＵＰ

1 社当り
10％ＵＰ

1 社当り
10％ＵＰ

1 社当り
10％ＵＰ
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組
１．新地域経済の活性化に資する取組に関すること
石巻地域経済の活性化を実現するために、基幹産業である“水産業”の振興発展が不
可欠である。平成 27 年度に供用を開始した高度衛生管理型市場「石巻魚市場」を軸に高
鮮度・安心・安全に付加価値をプラスして「石巻ブランド」の確立を目指す。
中心市街地の活性化については、石巻市の第 2 次石巻市中心市街地活性化基本計画に
基づき、石巻市中心市街地活性化協議会の事務局運営の他、
「石巻市」、
「コンパクトシテ
ィいしのまき・街なか創生協議会」、ＴＭＯ機関の役割を担う「株式会社街づくりまんぼ
う」、街なかの賑わい創出へ期待される「いしのまき元気いちば」や市内で活動している
任意まちづくり団体、商店街組織、事業者等との連携を図りながら、活性化に取り組ん
でいく。
観光面では、石巻圏の新たな観光振興を担うＤＭＯ機関として平成 29 年 3 月に設立し
た「石巻圏観光推進機構」や「石巻市」、「(一社)石巻観光協会」等と連携して数多くあ
る地域資源（産業観光含む）を活かした観光づくりや地域ブランドの構築、交流人口（イ
ンバウンドを含む）の増加を推進する。また、平成 30 年度より外航クルーズ船が石巻港
に寄港していることから、“おもてなし”強化と周遊観光構築を図っていく。
【実施内容】
(1) 基幹産業の振興による地域経済の活性化
石巻地域の基幹産業である“水産業”振興のため「ブランド力」「商品開発力」「販
売力」の強化を目指した事業を石巻魚市場㈱、石巻市水産振興協議会と強調して展開
していく。
また、水産復興会議において、石巻地域の復興状況や国・県・市等の施策や補助事
業などの情報交換を行い“オール石巻”で復興事業を進めていく。
≪主な事業≫
①地元自治体及び石巻市水産振興協議会との連携
②水産復興会議の開催（震災後これまで 90 回開催）
※ 震災後 1 年間は週 1 回開催し、情報共有を図ってきた。その後は月 1 回、現在は
2 カ月に 1 回の頻度で開催している。
≪主な参画者≫
石巻魚市場㈱／石巻魚市場買受人(協) ／石巻冷凍協議会
渡波水産加工業(協) ／宮城県東部かつおまぐろ(協) ／石巻市漁業(協)
石巻市水産加工業(協) ／宮城県沖合底びき網漁業(協)
宮城県東部地方振興事務所／石巻市／石巻商工会議所
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(2)中心市街地活性化による地域経済の活性化（石巻市中心市街地活性化協議会）
第 2 期石巻市中心市街活性化基本計画に基づき、「石巻市」、ＴＭＯ機関「㈱街づく
りまんぼう」、「コンパクトシティいしのまき街なか創生協議会」など関連団体や商店
街組織等と連携を図りながら、基本計画にあがっている事業の実現に向け、共有認識
のもと積極的に推進していく。
≪主な事業≫
①中心市街地活性化セミナーの開催（年 1 回）
石巻市中心市街地活性化計画においては、中心市街地の居住人口の増加、まちな
か交流人口の増加、少子高齢化社会に対応した、歩いて暮らせるコンパクトで安
全・安心な“まちづくり”を掲げており、外部講師を招き参考事例を交えて学ぶ。
②街づくりに関する情報交換（年 1 回）
石巻市、㈱街づくりまんぼう、コンパクトシティいしのまき街なか創生協議会な
ど関連団体や商店街組織等と連携を図り、情報共有するための連絡会議の開催。
≪主な参画者≫
行政・商工会議所・市街地系まちづくり会社
石巻市／石巻市議会／石巻商工会議所／㈱街づくりまんぼう
商店街関係
立町大通り商店街振興組合／アイトピア商店街
地域住民・消費者
石巻を考える女性の会
交通事業者
東日本旅客鉄道㈱石巻駅
都市福利施設整備事業者
社会福祉法人石巻市社会福祉協議会／社会福祉法人 和仁福祉会
市街地改善事業者
宮城県建設業協会石巻支部／（公社）宮城県宅地建物取引業協会
地域経済関係者
(一社)石巻観光協会／日本製紙㈱石巻工場／東北電力㈱石巻営業所
(一社)石巻青年会議所
地域メディア
㈱三陸河北新報社／ ㈱石巻日日新聞社
金融機関
石巻金融団
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(3)地域活性化イベント事業
「石巻市」、「石巻圏観光推進機構」、「石巻観光協会」等と連携して、各種イベント
の情報を共有し、交流人口増加の一助とする。
主なイベントは以下のとおり
①石巻川開き祭り（7 月 31 日～8 月 1 日開催）年 1 回開催
来場者数：18 万人（平成 30 年度実績）
内
容：石巻地方最大のイベントで第 95 回を数える石巻地方の夏の風物詩。
組
織：石巻川開祭実行委員会（主な団体）
石巻商工会議所／石巻市／石巻市議会／(一社)石巻観光協会
石巻金融団／ (一社)石巻青年会議所／石巻市町内会連合会
石巻市地域婦人団体連絡協議会／石巻市ＰＴＡ協議会
石巻商工会議所青年部／石巻商工会議所女性会
石巻市医師会／石巻佛教会／石巻旅館組合
石巻食堂組合／石巻魚市場㈱／
石巻市水産振興協議会／石巻魚市場買受人(協)
石巻港企業連絡協議会／日本製紙㈱石巻工場
東北電力㈱石巻電力センター
いしのまき農業(協) ／石巻市体育協会
石巻ボート協会／㈱石巻日日新聞社
㈱三陸河北新報社／東日本旅客鉄道㈱石巻駅
㈱ミヤコーバス石巻営業所
②ツール・ド・東北（年 1 回開催）
参加者数：4,000 人
内
容：東日本大震災の復興支援と震災の記憶を残していくことを目的とした
自転車イベント。
組
織：ツール・ド・東北実行委員会(主な団体)
宮城県／宮城県教育委員会／仙台市
石巻市／東松島市／気仙沼市
女川町／南三陸町
③大型客船の誘致（年 5 回程度入港）
内
容：国際拠点港｢仙台塩釜港｣において大型客船の入港を担う石巻港区では、
大型客船の誘致を展開している。その中で、外国船籍の大型客船の入港
により、外国人観光客の誘客を図るとともにインバウンド対応を促す。
組
織：大型客船誘致協議会（主な団体）
宮城県／石巻市／東松島市／大崎市／女川町／松島町
石巻商工会議所／石巻港企業連絡協議会／(一社)石巻観光協会
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④いしのまき大漁まつり（年 1 回開催）
来場者数： 7 万 2000 人
内
容：「水産都市 石巻」ならではの『新鮮・安
全・安心』な魚介類と、高度な生産加工技
術でつくられた水産加工品を広く紹介する
ことで「石巻ブランド」の確立に寄与する。
組
織：石巻大漁まつり実行委員会（主な団体）
石巻市水産振興協議会／石巻市／石巻魚市場㈱／(一社)石巻観光協会
(公社)宮城県トラック協会石巻支部／石巻冷凍協議会／石巻市蒲鉾水
産加工(協)／石巻魚市場買受人(協)／石巻市沿岸漁業(協)振興協議会
宮城県旋網漁業(協)／石巻市水産加工業(協)／渡波水産加工業(協)
宮城県東部かつおまぐろ(協) ／宮城県沖合底びき網漁業(協)
石巻商工会議所
⑤Ｒｅｂｏｒｎ ａｒｔ Ｆｅｓｔｉｖａｌ（年 1 回開催）
来場者数：26 万人
内
容：「アート」「音楽」「食」を楽しむことのできる新しいお祭り。
組
織：Ｒｅｂｏｒｎ ａｒｔ Ｆｅｓｔｉｖａｌ実行委員会（主な団体）
宮城県／石巻市／(一社)ＡＰバンク／塩釜市／東松島市／女川町
ISHINOMAKI2.0／石巻商工会議所／(一社)石巻観光協会
石巻専修大学／㈱河北新報社／日本製紙㈱石巻工場
⑥トリコローレ音楽祭（年 1 回開催）
来場者数：1 万人
内
容：石巻市中心部で開催される音楽の祭典。さまざまなジャンルの音楽が
街中に響き、アーティストと聴衆が一体感となって盛り上がる。
組
織：トリコローレ音楽祭実行委員会（主な団体）
街づくりまんぼう㈱／石巻市／石巻商工会議所
(一社)石巻観光協会／立町大通り商店街振興組合／中央一大通り会
橋通り商店会／ことぶき町商店街
⑦いしのまき飲食まつり（年 1 回開催）
参加店数：100 店
内
容：石巻地域のおいしい料理を広く PR するとともに、飲食店のおもてなし
の心を発信し、参加店の販路開拓、活気を取り戻していくことを目的に
開催。
組
織：石巻商工会議所観光サービス部会
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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
県内の商工団体や支援機関と連携を図り、地域の小規模事業者のニーズに沿った支
援を行うため、情報交換を密に行う。
【実施内容】
(1)宮城県商工会議所連合会「小規模事業者指導研究会」（年１回開催）への参加
宮城県内の商工会議所の経営指導員（主席・主任）による小規模事業者への支援力
向上のための研究会に参加し、支援事例などについて情報交換することによってノウ
ハウを蓄積し、支援力向上につなげる。
参加した経営指導員は研修成果を 毎月 1 回全職員参加で行っている“職員ミーティ
ング”で発表し、知識の共有を図る。
(2)石巻広域圏商工会議所・商工会連絡協議会
近隣の商工会（石巻かほく商工会・石巻牡鹿稲井商工会・河南桃生商工会・女川町
商工会・東松島市商工会）と広域的な経済の活性化に向けた情報共有のための連絡会
議を定期的に行う。また、指導事例などの情報交換や行政機関等への提言活動につい
ても共有する。
【開催回数】 年２回開催
【対象機関】 石巻商工会議所・石巻かほく商工会・石巻牡鹿稲井商工会
河南桃生商工会・女川町商工会・東松島市商工会
【実施方法】 連絡協議会により、指導事例など情報共有を図る。
(3) 小規模事業者経営改善資金に関する情報交換（通称：マル経協議会）
日本政策金融公庫石巻支店国民事業部と地域内の小規模事業者の円滑な資金調達を
サポートするため、融資メニューの勉強会や、金融情勢や資金需要などの情報交換を
行う。
【開催回数】 年２回開催
【対象機関】 日本政策金融公庫石巻支店・石巻商工会議所・石巻かほく商工会
石巻牡鹿稲井商工会・河南桃生商工会・女川町商工会・東松島市商工会
【実施方法】 懇談形式で開催し各地域の融資事情等を共有する。
新しい制度などの勉強会を実施する。
(4)管内の金融機関との金融懇談会
石巻管内の金融機関の融資担当者と当所経営指導員が懇談会を開催し、管内の金融
情勢や小規模事業者の資金需要等の情報を共有し、管内の中小企業者の円滑な資金調
達をサポートする。
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【開催回数】
【対象機関】

年２回開催
七十七銀行石巻支店・石巻信用金庫・石巻商工信用組合
仙台銀行石巻支店・岩手銀行石巻支店・東北銀行石巻支店
北日本銀行石巻支店・日本政策金融公庫石巻支店
（オブザーバー）
宮城県保証協会石巻支店・宮城県産業復興相談センター
東日本大震災事業者再生支援機構
【実施方法】 各金融機関の融資担当者と当所経営指導員が懇談会形式で情報交換を
行う。オブザーバーとして宮城県保証協会石巻支店、宮城県産業復興
相談センター、東日本大震災事業者再生支援機構の担当者も参加を依
頼する。
２．経営指導員の資質向上等に関すること
当所では、中小企業者が抱える課題を的確に把握し、最善の方策で解決に導くこと
ができる人材を育成することが急務である。
そのため、ＯＦＦ-ＪＴ（Off-The-Job Training）として、職員を外部機関が主催す
る研修会に積極的に参加させ、コンサルティング能力を高めていく。
また、内部においてはＯＪＴ（On-The-Job Training）を強化し、ベテラン指導員の
これまで蓄積してきたノウハウを若手指導員に教え、伴走支援ができる人材の育成に
努める。
日常的にはＯＪＴによる実践的訓練を実施し、内容に応じてＯＦＦ-ＪＴを活用する
ことで、総合的に高い研修効果を得ることができる。
各指導員が履修した研修内容は毎月末に全職員参加で行っている“職員ミーティン
グ”で報告し全職員で情報を共有する。
【実施内容】
(1)ＯＦＦ-ＪＴ（Off-The-Job Training）
・経営指導員
若手経営指導員には、中小企業大学校での研修を早期に受講させ、経営指導を遂
行する上で必要となる税務や財務などの基礎知識を習得させる。
また、ベテラン指導員には、経営指導の際に必要となる“資金調達（金融）”
“事
業承継”“創業”などの各種短期研修を重点的に受講することによって、専門的な
知識を習得し、経営指導能力を高める。
・記帳専任職員、補助員
宮城県商工会議所連合会や日本商工会議所が主催の研修会に参加することで、税
務・金融・労務等の基礎知識を習得させる。
・全職員
当所で主催共催するセミナーに参加することで各々のスキルアップに努める。
（平成 30 年度実績として、
「働き方改革セミナー」
「簿記実務講座」
「営業力強化
セミナー」「消費税転嫁対策セミナー」）
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(2)ＯＪＴ（On-The-Job Training）
・経営指導員
専門家派遣事業や個別商談会などに経営指導員が同席することで専門家が有す
る支援ノウハウ吸収し、経営指導員の支援能力向上を図る。
・記帳専任職員、補助員
経営指導員の業務サポートにより、経営支援のノウハウを学ぶ。
(3)支援内容の蓄積と共有
支援内容については、日本商工会議所のＴＯＡＳシステムにおいて管理し、データ
ベース化する。今後は更に詳細な内容を入力することで担当が変わっても継続して綿
密な指導が可能なる。
また、支援内容については毎月末に全職員参加で行っている“職員ミーティング”
で事例を発表し、全職員で情報を共有する。
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
本計画記載の事業実施状況及び成果について、毎年度１度、以下の方法により評価・
検証を行う。結果を地域の小規模事業者が閲覧できるよう当所のＨＰで公表する。
(1)石巻商工会議所職員による自己評価
経営発達支援事業担当職員による事業評価を４段階で行い、見直しや継続など次年
度の方針(案)を検討する。
評価

全体評価

数値評価

Ａ

成果・努力が顕著である

目標以上の数値を達成している

Ｂ

成果・努力が認められる

目標値の 80％程度を達成している

Ｃ

改善の余地がある

目標値の 60％程度の達成

Ｄ

見直しの必要がある

目標値を大きく下回った（50％以下）

(2)外部有識者による評価・見直し
中小企業診断士等の専門家及び石巻市産業部等の外部有識者で構成する評価委員会
を設け、事業の実施状況、成果の評価、上記(1)を基にした見直し案の提示を行う。
(3)事業成果の評価・見直し
評価委員会の提案を受けて、正副会頭会議において評価・見直しの方針を決定する。
(4)結果の公表
石巻商工会議所のホームページで計画期間中、公表する。
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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 8 月現在）
（１）組織体制
○経営支援実施体制
中小企業相談所２課（地域・人づくり支援課、中小企業支援課）体制で１０名（経
営指導員７名・補助員２名・記帳専任職員１名）を中心に、全職員が一丸となり、
本事業を推進する。
○石巻商工会議所の組織図
会

頭

専務理事

事務局長

実施体制
事務局次長

中小企業相談所

中小企業支援課

地域・人づくり支援課

総務管理課

経営指導員
7名
補助員
2名
記帳専任職員 1名

（２）連絡先
〒986-0822

宮城県石巻市中央２丁目９番１８号
石巻商工会議所中小企業相談所 中小企業支援課
TEL：0225-22-0145 FAX：0225-94-3978
e-mail:icci@ishinomaki.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
年度
科目
必要な資金の額

31 年度

32 年度

33 年度

34 年度

千円）

35 年度

8,600

8,600

8,600

8,600

8,600

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

600

600

600

600

600

３ 事業計画策定支援

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

事業計画策定後の
実施支援

100

100

100

100

100

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

4,300

4,300

4,300

4,300

4,300

１ 地域経済動向調査
２ 経営分析

４

５ 需要動向調査
６

新たな需要開拓に寄
与する事業

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。
調達方法
会費収入、事業収入、宮城県補助金、石巻市補助金、など

（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
以下の項目について、他の機関と連携して経営発達支援事業を実施する。
１．経営状況の分析に関すること【指針①】
経営分析によって導き出された専門性の高い経営課題に対し円滑な解決手段の検討。
２．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、事業承継計画策定及び事後指導、創業の支援あたっての指導・助言。
３．需要動向調査に関すること【指針③】
需要動向調査後の新商品開発等に関する、指導・助言。
４．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】
商談会や展示会の開催に関する指導・助言。
５．地域経済の活性化に資する取組
地域経済活性化に関する取り組み関する指導・助言。
６．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
経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上に関する指導・助言。
≪主な支援機関≫
・宮城県
・石巻市
・宮城県商工会議所連合会（エキスパートバンク）
・公益財団法人みやぎ産業振興機構
・宮城県よろず支援拠点
・ミラサポ登録専門家
・石巻広域圏商工会議所・商工会連絡協議会
・日本政策金融公庫石巻支店
・石巻市金融団
・宮城県信用保証協会石巻支店
・株式会社街づくりまんぼう
・一般社団法人石巻観光協会
・公益社団法人石巻法人会
・石巻産業創造株式会社
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連携者及びその役割
≪行政機関≫各種補助事業、情報提供
宮城県
代表者：知事 村井嘉浩
所在地：宮城県仙台市青葉区本町 3-8-1
窓 口：宮城県東部地方振興事務所（石巻市あゆみ野 5 丁目 7 番地 ☎0225-95-1411）

石巻市
代表者：市長 亀山 紘
所在地：石巻市穀町 14 番 1 号（☎0225-95-1111）
窓 口：石巻市産業部

≪公的支援機関≫専門家派遣、専門家による相談対応
公益財団法人みやぎ産業振興機構
代表者：理事長 若生 正博
所在地：宮城県仙台市青葉区上杉 1-14-2 宮城県商工振興センター３階（☎022-222-1310）

宮城県事業承継ネットワーク
代表者：理事長 若生 正博（事務局：みやぎ産業振興機構）
所在地：仙台市青葉区二日町 12-30 日本生命勾当台西ビル８階（☎022-722-3895）

宮城県事業引継ぎ支援センター
代表者：総括責任者 渡邊 弘毅
所在地：仙台市青葉区二日町 12-30 日本生命勾当台西ビル８階（☎022-722-3858）

宮城県よろず支援拠点
代表者：チーフコーディネーター 菅野 史朗
所在地：宮城県仙台市青葉区上杉 1-14-2 宮城県商工振興センター２階（☎022-225-8751）

独立行政法人中小企業基盤整備機構東北本部
代表者：本部長 高村 誠人
所在地：宮城県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（☎022-716-1751）

≪商工団体等支援機関≫情報交換、販路開拓、地域活性化、資質向上
宮城県商工会議所連合会
代表者：会長 鎌田 宏
所在地：宮城県仙台市青葉区本町 2-16-12 仙台商工会議所（☎022-265-8181）

石巻広域圏商工会議所・商工会連絡協議会
代表者：会長 浅野 亨（石巻商工会議所 会頭）
所在地：宮城県石巻市中央 2-9-18 石巻商工会議所（☎0225-22-0145）
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≪金融機関≫融資相談、経営計画策定・見直し、創業計画策定、情報交換
石巻金融団（幹事七十七銀行石巻支店）
代表者：代表幹事 遠藤 禎弘
所在地：宮城県石巻市立町 2 丁目 5 番 12 号（☎0225-95-3311）

七十七銀行石巻支店
代表者：取締役執行役員支店長 遠藤 禎弘
所在地：宮城県石巻市立町 2 丁目 5 番 12 号（☎0225-95-3311）

仙台銀行石巻支店
代表者：支店長 木村 興一
所在地：宮城県石巻市立町 1 丁目 6 番 3 号（☎0225-22-2121）

石巻信用金庫
代表者：理事長 明石 圭生
所在地：宮城県石巻市中央 3 丁目 6 番 21 号（☎0225-95-4111）

石巻商工信用組合
代表者：理事長 木村 繁
所在地：宮城県石巻市恵み野 3 丁目 1 番 1 号（☎0225-95-3333）

岩手銀行石巻支店
代表者：支店長 藤野 崇
所在地：宮城県石巻市立町 2 丁目 4 番 25 号（☎0225-95-6121）

東北銀行石巻支店
代表者：支店長 佐々木 瑞敬
所在地：宮城県石巻市山下町 2 丁目 2 番 48 号（☎0225-95-8821）

北日本銀行石巻支店
代表者：支店長 鈴木 郁也
所在地：宮城県石巻市立町 1 丁目 6 番 7 号（☎0225-22-3341）

宮城県信用保証協会石巻支店
代表者：支店長 真田玄嗣
所在地：宮城県石巻市中央二丁目 9-18 石巻商工会議所会館 3 階（☎0225-22-4178）

日本政策金融公庫石巻支店
代表者：支店長 今成 潔
所在地：宮城県石巻市穀町 16 番 1 号（☎0225-94-1201）
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≪その他関係団体≫情報交換、販路拡大、中心市街地活性化、イベント情報共有
石巻産業創造株式会社
代表者：代表取締役社長 阿部明夫
所在地：石巻市開成 1 番地 35（☎0225-98-8782）

一般社団法人石巻観光協会
代表者：会長 後藤宗德
所在地：石巻市中央 2-11-21

石巻市かわまち交流センター内（☎0225-93-6448）

株式会社街づくりまんぼう
代表者：代表取締役 西條允敏
所在地：石巻市中瀬 2-7（☎0225- 23-2109）

一般社団法人石巻圏観光推進機構
代表者：代表理事 後藤宗徳
所在地：石巻市中央 2-11-21 石巻市かわまち交流センター内（☎0225-93-6448）

石巻魚市場株式会社
代表者：代表取締役 須能邦雄
所在地：石巻市魚町 2-14（☎0225- 23-8121）

石巻市水産振興協議会
代表者：会長 須能邦雄
所在地：石巻市魚町 2-14 石巻魚市場内（☎0225- 23-8121）
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連携体制図等

小規模事業者伴走型支援体制

行政機関
各種補助事業、情報提供

公的支援機関

金融機関

専門家派遣、専門家によ
る相談対応

融資相談、経営計画策
定・見直し、創業計画
策定、情報交換

小規模事業者

石巻商工会議所

商工団体等支援機関

その他関係団体
情報交換、販路拡大
中心市街地活性化
イベント情報の共有

情報交換、販路開拓、地
域活性化、資質向上
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