経営発達支援計画の概要
実施者名
湯沢商工会議所（法人番号
（法人番号）
実施期間

目標

3410005002435）

平成３０年４月１日から平成平成３５年３月３１日
１．「強み」を活かした経営による成功体験を提供する
２．事業者に新たな販路開拓の手法を提供する
３．地域伝統的地場産業の活性化を通じて地域の活性化を図る
４．伴走型支援を実施する支援体制を構築する

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】
地区内小規模事業者が独自に収集することが難しい市場動向に関する情報を分析し提供する。また、経営
課題や販売促進の課題を知るためのアンケート調査を実施し、分析結果をデータ管理して持続性のある企
業支援を実施する。
(1)「国、県、市の統計データ」を活用した市場動向調査（四半期毎）
(2)管内全事業者に対する「経営課題及び販売促進課題分析調査」
（年１回）

２．経営状況の分析に関すること【指針①】
経営分析のため、経営状態や財務状況を把握できる「ローカルベンチマーク」を活用し、経営状況の課題
や強みを抽出し、事業計画策定に向けた継続的な支援を実施する

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】
(1)事業計画策定の必要性を広く周知させるための「事業計画策定セミナー」の開催
(2)強みを活かした経営実行までのロードマップの作成
(3)創業計画策定支援
(4)事業承継計画策定支援

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】

事業内容

(1)すべての事業計画策定支援事業者へ３カ月に１度の巡回を通したフォローアップの実施
(2)創業事業者の創業後は、３カ月に１度の巡回訪問のほかに毎月１度の電話連絡での状況確認
(3)事業承継計画策定事業者への巡回情報は、秋田県事業引継ぎ支援センターと共有

５．需要動向調査に関すること【指針③】
(1)管内小規模事業者の新規開発食品試食会の実施及び実施後の意見フィードバックサービス
(2)観光客が当市で求めるお土産品購買調査と意識調査の実施

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】
(1)マスメディアを活用した広報支援
(2)展示会・商談会への出展支援
(3)ＩＴの利活用によるＥＣ参入・出店支援
(4)当所ネットワークによる販路紹介支援
(5)販路開拓関連セミナーによる事業者への情報提供とセミナー開催後のフォローアップ支援

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組
湯沢市まるごと戦略会議に属する関係機関と連携し、湯沢市三大まつり※などの伝統ある地域イベントを
通じて交流人口を増加させ、地域経済の活性化を図る。今後は、これらのイベントを活用し、
「ゆざわブラ
ンドの発信」
「個社の販売促進への連携」を行い、イベント単発の集客でなく、年間を通じたにぎわいの創
出を実現し、小規模事業者の事業基盤を強固なものにする。
※湯沢市三大まつりは「ゆざわ七夕絵どうろうまつり」「犬っこまつり」
「愛宕神社祭典 大名行列」

連絡先

住
所
電話番号
ホームページ

秋田県湯沢市柳町１－１－１３
０１８３－７３－６１１１
http://www.yuzawacci.or.jp/

別表１）
経営発達支援計画
経営発達支援事業の目標
〔湯沢市の現況〕

湯沢市（以下、当市）は、山形県、宮城県に隣接する
秋田県最南東部に位置し、県都秋田市へは直線距離で 70
㎞、宮城県仙台市へも同じく約 95 ㎞に位置している。隣
接する両県とは、国道 13 号、108 号で結ばれており、秋
田県の南の玄関口となっている。また、面積は 790.91 平
方キロメートルで、秋田県の面積の約 6.8%を占めてい
る。
東方の奥羽山脈、西方の出羽丘陵に囲まれた横手盆地
を貫流する雄物川と、その支流である皆瀬川、役内川沿
いには豊かな水田地帯を形成している。
県境付近の西栗駒一帯は、雄大な自然林を有している
ほか、豊富な温泉群にも恵まれている。
うち、湯沢地区（以下、当地区）は、市街地が鉦打沢
川の扇状地に広がっている。また、湯沢駅があり、駅の
東部には商店街や公共機関・金融機関が多く並び、西部
には住宅街や田畑が連なっている。
気象は、内陸性で気温の差が大きく、一年を通して風速
1.8ｍ～2.9ｍの西北西の風が吹いている。冬期には積雪が多
く、最大積雪量は市街地で 1ｍ、山間地域では 2ｍに達し、
積雪期間は年間 100 日以上に及ぶ豪雪地帯である。

〔みやびな情緒の漂うまち〕

当市の歴史は古く、縄文時代の遺跡が数多く発見されており、平安時代の女流歌人・小野小町の生
誕の地ともいわれている。鎌倉時代には小野寺氏の城下町として商業を中心に栄えた。
そんな歴史深い当市にはさまざまな伝承が受け継がれており、季節の民俗行事に息づいている。浮
世絵や美人画が描かれた絵どうろうが飾られる「七夕絵どうろうまつり」や、400 年の歴史を持つ冬
の民俗行事である「犬っこまつり」など、情緒あふれる郷土の伝統行事が四季を彩る。
また、
「湯沢」の名の通り市内には小安峡温泉、秋の宮温泉郷、泥湯温泉など、種々の秘湯・名湯
が湧き出ており、大自然に囲まれた「出で湯の里」として多くの観光客が訪れる地となっている。

▲七夕絵どうろうまつり

▲犬っこまつり

１

〔全国に誇る物産のまち〕
かつて商業の地として栄えた当市は、いまでも全国に誇る物産の地として名を馳せている。きれいな水
と匠によって作り出される「稲庭うどん」は日本三大うどんの一つに数えられている。また、東北の灘と
称されるほど酒造りが盛んな地域で、秋田銘醸、両関酒造、木村酒造の酒蔵は数々の銘酒を世界に発信し
ている。その他にも約 800 年の歴史をもつ川連漆器や曲木家具、秋田仏壇、川連こけしなどの工芸品を数
多く生み出している。山間部の豊かな自然素材を活かした作品からは、職人の伝統技を感じることができ
る。

▲漬物（がっこ）

▲稲庭うどん

▲川連漆器

▲曲木家具

▲湯沢の日本酒

２

〔季節の祭りやイベントに多くの来訪者（湯沢市全体）〕
豊かな自然と観光資源、名産品などを求め、毎年約 100 万人以上の観光客が当市を訪れている。内訳を
みると、道の駅おがち「小町の郷」が最も多く全体の 3 割ほどを占めている。
続いて、七夕絵どうろうまつり、犬っこまつり、雄勝花火大会と地元の季節を彩る祭りに多くの観光客
が来ていることがわかる。また、平成 23 年から始まった食のイベント、全国まるごとうどんエキスポも
年々来訪者が増えている。

出典：秋田県観光統計

〔人口（湯沢市湯沢地区）
〕
当市のうち、湯沢地域（旧湯沢市）の人口は平成 29 年には 28,879 人で、平成 17 年と比べると 6,000
人ほど減少している。今後も人口が減少していくことが予測できる。

出典：湯沢市ホームページ「人口集計表」
（各年の人口は 4 月末のものを掲載している）

３

〔産業の特徴〕
特化係数（付加価値額）から当市の産業をみる。全産業をみると、
「農業,林業」
「複合サービス事業」
「建
設業」「卸売業,小売業」の数値が高い。
次に、製造業の特化係数（付加価値額）をみると、
「なめし革・同製品・毛皮製造業」
「家具・装備品製
造業」「木材・木製品製造業」
「飲料・たばこ・飼料製造業」の数値が高いことがわかる。

出典：RESAS

〔事業者数〕
当市のうち、湯沢地域の小規模事業者数を比較する。平成 29 年調査時点で、小規模事業者数は 2,037
事業所である。平成 24 年調査時の 2,002 事業所と比較して、小規模事業者数は増加している。
事業所数の割合をみると、サービス業が最も多く 46.8％、次に卸売・小売業 26.8％、建設業 12.3％と
続く。
製造業、建設業を除く全業種において平成 24 年と比較すると事業者数が増加している。特に、サービ
ス業において、女性の理美容業開業、介護サービス業や自動車整備業の増加により、事業者数、小規模事
業者数ともに増加が大きい。
一方、卸売・小売業の小規模事業者数は事業主の高齢化による廃業や、コンビニエンスストアの増加に
より減少がみえる。

湯沢商工会議所事業所管理データより

４

〔湯沢市の小規模事業者の現状と課題〕
■商業事業者
特に小規模事業者においては「売上低下→事業継続困難→廃業」という流れを辿る事業者が多い。その
ため、売上低下という課題に対応することで、多くの事業者が持続的な経営をすることが可能になると考
えられる。売上低下の要因は、人口減少、少子高齢化等の外部要因の影響もあるが、主には、自社の強み
を活かしたビジネスモデルを構築できていなかったり、強みの発信が不十分であるためであるといえる。
<課題>
①小規模事業者の経営者の多くが高齢となっている。また、事業承継を望んでいないという現状がある。
②情報発信の仕方が課題である。ＨＰ、ＳＮＳなどの媒体をうまく活用できておらず、販売促進が進ん
でいない。
③消費者が大手チェーン店、スーパー、コンビニに流出したことにより売上が伸び悩んでいる。
④売上向上の努力や工夫がいまひとつであり、自店の強みと魅力について気づいていない。
⑤時代のニーズに合った商売（ビジネスモデル）ではない。
⑥小売の売上低下が、卸売の売上低下につながっている。
⑦中心商店街の魅力が減っており、空き店舗解消がなされていない。
⑧従業員１人あたりの付加価値が低く、労働生産性、社員教育のレベルが低い。
⑨挨拶がない等、イメージが悪い店がある。
⑩人口減少、少子高齢化により売上低下に歯止めがきかない。
■工業事業者
大きく分けて人材面の課題と販売促進面の課題があげられる。近年では、全国的に、製造業や建設業事
業者であっても下請けだけでなく、自社製品等の販売促進を行う傾向にあるが、当市の事業者は、自社の
強みを把握できておらず、強みを活かした商品・製品開発・ブランド開発等が遅れている。また、自社の
強みの発信（ブランディング）ができておらず、売上が減少している事業者が多いのが特徴である。
<課題>
①職人の高齢化が進んでおり、新規人材の確保・育成が困難な状況である。このことから継承できる人
材もいない。
②零細企業が増えてきており、受け身経営にならざるをえない。
③誘致企業を立地してもアパート等が少なく、従業員が他市に流出してしまっている。
④自社の強みがわかっていない。
⑤事業計画を立てていない。(計画性に欠ける)
⑥地域を代表するブランド商品開発が遅れている。
⑦醸造、川連漆器等の伝統産業の衰退がみられる。
⑧農商工連携に係る多様な主体との協働による取組みが少ない。
⑨商品の良さを消費者の理解や納得に結び付けるブランディングが少ない。
〔湯沢商工会議所のこれまでの取組み〕
現在、湯沢商工会議所（以下、当所）では、小規模事業者に対し、経営指導員 4 名による経営改善普及
事業を実施している。このなかで、補助金、各種施策などの積極的な情報発信を実施している。また、創
業支援においては、湯沢市と連携して支援を実施している。
一方で、既存の経営改善普及事業のなかで、スポット的な支援はできていたが、事業者の経営戦略に関
わる支援までは至っていなかった。そのため、事業者は既存の事業の延長線上でしか事業展開を行えてお
らず、収益や利益が徐々に減少していっている点が課題である。
また、当所は、地域の総合経済団体として、国・県・市の施策を小規模事業者に周知するとともに、小
規模事業者の声を新たな施策に反映すべく提言を行うなど、国・県・市と小規模事業者のパイプ役として
の役割を担っている。加えて、イベントの開催など、地域振興に努めている。
今後の当所の役割は、支援機関として、各業種において、それぞれの経営課題を把握し、その課題解決
に向けた経営戦略の再構築を伴う伴走型支援を実施することである。同時に、地域の総合経済団体として、
他機関と連携を図りながら、小規模事業者の事業基盤である地域活性化を図る。

５

〔小規模事業者の中長期的な振興のあり方〕
以上の地域の現状と課題、事業者の現状と課題を受け、当所では、小規模事業者の中長期的な振興のあ
り方を「すべての小規模事業者が強みを活かした経営を行うこと」と定め、今後の支援を実施する。
各事業者は、それぞれ強みを保有するものの、その強みを認知していないことが多い。たとえば、強み
を認知できていれば以下のような状況が生まれると考える。
・顧客のニーズに対し、自社の「強み」を活かした商品開発ができる
・
「強み」を外部に情報発信（ブランド開発）することで、より広域（域外）からの受注ができる
・6 次産業化や海外展開などの取組みにおいて、
「強み」が内外に周知されていれば、パートナー（大企
業）との新たな取り組みが生まれる。

〔経営発達支援計画の目標および達成のための方針〕
以上の「小規模事業者の中長期的な振興のあり方」を踏まえたうえで、経営発達支援計画の目標および
達成のための方針を以下のとおり設定・実行する。
(1)経営発達支援計画の目標
①「強み」を活かした経営による成功体験を提供する
「小規模事業者の中長期的な振興のあり方」で定めた「すべての小規模事業者が強みを活かした経営を
行うこと」は、事業者が、自社の強みを活かし、環境の変化に合わせて自立的にビジネスモデルを修正し
続けることを示す。これを実現するためには、事業者がビジネスモデルを再構築することによる成功体験
を得ることが重要であると考える。そこで、本計画では「小規模事業者に強みを活かした経営による成功
体験を提供する」ことを目標とする。
②事業者に新たな販路開拓の手法を提供する
当市の事業者は、
「ホームページやＳＮＳを活用した情報発信が不十分」
「商品の良さを売上げに結びつ
けるブランディングが不十分」などの課題を抱えている。小規模事業者の実態をみると、旧態依然とした
販売促進方法から脱却できていないことが多く、時代に則した効果的な販売促進にチャレンジができてい
ないといえる。「強み」を活かした経営を実施する際には、「強み」を認識するだけでなく、「強み」をど
のように発信（活用）するかが重要である。そこで、事業者に新たな販売促進方法を提供し、成果をあげ
ることで事業者が自主的に新たな取組みにチャレンジできるようにする。
③地域伝統的地場産業の活性化を通じて地域の活性化を図る
当市では、「武器」である稲庭うどんや清酒、漆器等の伝統的地場産業があるものの、これらのブラン
ディングが十分でない。これらの「武器」のブランディングができれば、関連事業者の売上げが伸びるば
かりか、湯沢市の知名度もあがり、地域の活性化につながると考えられる。そこで、地域伝統的地場産業
の活性化を実施し、地域の活性化に繋げることを目標とする。
④伴走型支援を実施する支援体制を構築する
上記「①「強み」を活かした経営による成功体験を提供する」「②事業者に新たな販路開拓の手法を提
供する」を実現させるためには、小規模事業者に対し、伴走型で支援を実施する必要がある。しかし、当
所では、いままで、スポット的な支援はできていたが、継続的な支援まではできておらず、支援のための
ノウハウが不足している。そこで、本計画においては、事業実施によって、事業者に成功体験を提供する
とともに、これらの成功体験を当所においても蓄積することを目標とする。
(2)経営発達支援計画の目標達成のための方針
①「強み」を活かした経営による成功体験を提供する
まずは、事業者に自社の「強み」を認識させることが重要である。そこで、事業者の経営状況を分析し、
この結果を事業者にフィードバックすることで「強み」を共有する。その後、この「強み」をどのように
活かしていけば売上が増加するのかを事業計画の策定を通じて一緒に考えていく。その際、地域の経済動

６

向や需要動向の調査により、事業者の商品等のターゲット層をどこに定めればよいのかなどの検討材料と
する。事業計画策定後は、伴走型で実行を支援し、事業計画の目標を達成させる。
②事業者に新たな販路開拓の手法を提供する
小規模事業者の多くがＩＴを利活用できていないなど、新たな販路開拓への取組みが弱い。しかし、当
所では、経営資源が限られており、営業人員が十分でない小規模事業者こそ、新たな販路開拓に取組むげ
きであると考える。そこで、ＩＴの利活用においては、EC サイトへの参入やウェブマッチングサイトへの
登録。マスコミの活用では、プレスリリース支援。新たな需要開拓では、展示会・商談会や小売店への商
品の取扱い依頼など、を事業者に提供する。また、新たな販路開拓による効果を測定し、その結果をもと
に、どうすれば成功率があがるかを検証し、さらなる支援に結びつける。
③地域伝統的地場産業の活性化を通じて地域の活性化を図る
当市では、伝統的地場産品について、「ゆざわブランド」とパッケージ化してＰＲ活動や海外進出支援
を行うとともに、市内事業者の商品開発を後押ししている。そこで、本計画では、「ゆざわブランド」の
発信・周知を実施する。発信・周知については、当所が独自に調査しても効果が少ないため、地域の関連
機関と意識を共有したうえで実施する。また、
「七夕絵どうどうまつり」
「犬っこまつり」においても来場
者に「ゆざわブランド」を認知していただけるよう工夫を行う。さらに、小規模事業者が「ゆざわブラン
ド」を活用した商品開発をできるような支援を実施し、事業者が「ゆざわブランド」の価値を享受できる
ようにする。
④伴走型支援を実施する支援体制を構築する
本計画では、伴走型支援をする組織的な体制および知識・ノウハウの蓄積を方針とする。前者では、今
までの経営指導員が個人で支援する体制から組織として支援する体制を整える。具体的には、支援実績を
経営指導員等で行う会議「経営発達会議」で共有する。後者においては、当所の指導員が不足している知
識を外部研修などで習得することや、支援事例やノウハウを蓄積する。

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．経営発達支援計画の内容
１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】
小規模事業者支援を実施するにあたり、地域の経済動向を調査する必要がある。現状は定期的な調査と
して四半期毎に秋田県商工会議所連合会の「秋田県内中小企業景況調査」に協力している他、毎年「通行
量調査（歩行者・車両）
」を行っている。また、独自単発調査として平成 27 年に「湯沢市プレミアム商品
券事業（アンケート）」、平成 28 年に「お酒についてのアンケート」を実施した他、湯沢市が平成 28 年に
実施した「中心市街地とまちづくりに関するアンケート」などで企業動向を確認している。
これらの調査により、地域の現状の把握はできていたが、事業者への展開が不十分であり、事業者が活
用できているとはいえなかった。また、市内の事業者個社の現状を把握する調査ができていなかった。調
査の結果は会報誌やホームページで公表しているが、調査結果を基にした地域支援機関との議論や小規模
事業者への周知の徹底が十分ではなかったなどの課題があった。
そこで、本計画では、地域の現状を把握するための調査と個社の現状を把握するための調査を新たに実
行する。これらの調査結果は、HP 等や巡回訪問を通じて、事業者に提供するだけでなく、地域支援機関と
情報共有を行い、地域の課題について面的に解決を図る。さらに、調査結果を事業計画の策定支援にも活
用していく。
また、当所は「すべての小規模事業者が強みを活かした経営を行うこと」を目標に計画を実行する。事
業者が「強み」を認知できたとしても、その「強み」をどの分野に活用すればよいのかがわからなければ、
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宝の持ち腐れとなる。そこで、収集した情報から、事業者の「強み」を適切な方向で活かせるような情報
を調査したうえで、事業者に提供する。
（事業内容）
(1)調査内容
①小規模事業者が独自に収集することが難しい市場動向に関する情報の調査・分析（新規事業）
事業者にとって事業をするうえで、地域の現状（経営環境）を把握することは重要である。また、当所
でも個社支援を実施するにあたり、地域の現状を把握する必要がある。そこで、国・秋田県・湯沢市等の
統計データを湯沢市の地域内情報として収集・分析・提供する。
調査
国・県・市等の統計データの分析・活用
目的
小規模事業者に外部環境に関する情報を提供することで、市場状況の把握、経営判断への活
用を促す
時期
四半期ごとに調査・分析
調査
＜国の統計資料（経済センサス等）のうち湯沢市に関連するデータ＞
内容
・業種別事業所数の推移 ・製造業出荷額の推移 ・卸、小売業の商品販売額
・有効求人倍率
＜県の統計資料のうち湯沢市に関連するデータ＞
・観光客数の推移 ・新設住宅着工戸数 ・自動車保有台数
＜市の統計資料＞
・人口の推移 ・公共工事の推移
＜その他民間等の統計資料のうち湯沢市に関連するデータ＞
・交通機関の利用者数
・その他金融機関や他支援機関が有するデータのうち事業者に有益なもの
分析
これらの情報は、事業者に見やすいようグラフにまとめる。また、どの業種にどのような情
方法
報が有益かを所内で分析する

②小規模事業者の経営課題や販売促進の課題、景況状況を分析するためのアンケート調査・分析（新規事
業）
小規模事業者を取り巻く環境は変化をしている。当所においても、巡回訪問や窓口相談において、事業
者の抱える課題等を把握しているが、その情報が経営指導員個々の情報となっており、組織として共有さ
れていないという課題がある。
そこで、当所では年１度、市内の全事業所向けにアンケート調査を実施する。調査は、「事業者が抱え
る経営課題」と「販売促進における課題」「景況状況」とし、常に最新の経営課題に対し、対策を打てる
ような体制を整える。
調査
小規模事業者の経営課題や販売促進の課題、景況状況を分析するためのアンケート調査
目的
小規模事業者が“いま”抱える経営課題や販売促進の課題、景況状況を分析し、経営支援に
役立てる。
時期
年１回
対象
管内の全事業所（郵送調査）
調査
基本情報
内容
□会社名
□業種
□代表者の年齢
1.経営課題
現在の経営課題はなにか（複数回答可）
□売上アップ
□運転資金の確保
□設備投資資金の確保
□事業承継
□技術力の維持・強化
□新規技術開発
□人材の確保・育成 □後継者の育成・決定 等
2.販売促進の課題
具体的にどのように売上アップを目指したいか（複数回答可）
□インターネットを使った販売をしたい □店舗をリニューアルしたい
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分析
方法

□看板を制作／リニューアルしたい
□新しい店舗を出店したい
□新製品／新商品／新サービス／新メニュー等をつくりたい
□チラシによる販売促進をしたい 等
3.景況状況（前年同期比）
□業況ＤＩ □売上高ＤＩ □採算ＤＩ □資金繰りＤＩ
＜全体分析＞
アンケート結果は、業種ごと、代表者年齢ごとなどの観点でクロス集計を行い、結果を分析
する。
＜個社支援向けの分析＞
１.アンケートを記名式にすることで、前年同期比で売上高が減少している事業者の抽出が可
能であるため、『2.経営状況の分析に関すること』における経営分析対象者を抽出するため
の分析を実施する。
２.アンケートにより前年同期比で売上高が増加している事業者の抽出が可能であるため、こ
れらの事業者に対しては追加でヒアリング調査を実施し、
「強みを活かした販売促進方法」
について成功事例を収集する。
３.アンケートにより「事業承継」を経営課題としている事業者の抽出が可能であるため、ヒ
アリングをすることで、事業承継の検討状況を確認し、
『3.事業計画策定支援に関すること』
における事業承継計画の策定支援（伴走型支援）に繋げる。

(2)分析結果の活用
①小規模事業者への情報提供（既存拡充）
現状、調査結果については当所 HP や会報での情報提供を行ってきた。しかし、小規模事業者がこれら
の情報を経営判断に活かすためには、これでは不十分であると考える。そこで、両調査結果については、
当所 HP や会報での情報提供に加え、巡回訪問や窓口相談において情報提供を行う。なお、現状、当所 HP
に統計情報等をまとめて掲載するページがないため、今後、統計情報ページを拡充し、事業者がいつでも
必要な情報を取り出せるようになる。
当所では、事業者の「強み」を事業機会（ビジネスチャンス）に適応させることが、もっとも事業展開
として成功確率が高いと考える。そこで、「①小規模事業者が独自に収集することが難しい市場動向に関
する情報の分析・提供」において、事業者にとって事業機会といえる市場が見つかった場合は、関連業種
の事業者に対し、特に周知を図る。また、「②小規模事業者の経営課題や販売促進の課題、景況状況を分
析するためのアンケート調査・分析」において、前年同期比で売上高が増加した事業者に対し、どのよう
な「強み」を認識し、どのような事業機会を捉えているかをヒアリングする。これにより、さまざまな事
業機会の情報を収集する。
これらの情報は、『3.事業計画策定支援に関すること』においても活用を図る。
②経営指導員会議での共有（既存拡充）
調査分析した項目については、月に１度実施する経営指導員等で行う会議「経営発達会議」にて全経営
指導員で共有する。また、会議内で特に支援が必要な業種や、対策が必要な経営問題、当所として支援を
行うべき販売促進方法を議論する。
③他地域支援機関との課題共有・解決策の模索（新規事業）
年１回開催する「事業革新実践会議」「湯沢市まるごと戦略会議」の構成機関である、湯沢市、当所、
ゆざわ小町商工会、湯沢市観光物産協会、秋田銀行湯沢支店、北都銀行湯沢支店、羽後信用金庫湯沢支店、
日本政策金融公庫、秋田県信用保証協会横手湯沢支所、よろず支援拠点との情報交換の場において、当所
が分析したデータを開示し共有を図る。また、データ集計結果をもとに、地域内の小規模事業者の支援策
について意見交換したうえで、上記支援機関が持つノウハウを組入れながら、その後の方針に繋げる機会
を創出する。
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（目標）
項目
①小規模事業者が独自に収集す
ることが難しい市場動向に関
する調査・分析回数
HP や会報による公表回数
巡回訪問等を通じた情報提供
件数
②小規模事業者の経営課題や販
売促進の課題、景況状況を分
析 す るた めの アン ケー ト調
査・分析回数
HP や会報による公表回数
巡回訪問等を通じた情報提供
件数

現状
－

30 年度
4回

31 年度
4回

32 年度
4回

33 年度
4回

34 年度
4回

－
－

4回
2000 件

4回
2000 件

4回
2000 件

4回
2000 件

4回
2000 件

－

1回

1回

1回

1回

1回

－
－

1回
2000 件

1回
2000 件

1回
2000 件

1回
2000 件

1回
2000 件

２．経営状況の分析に関すること【指針①】
現状の巡回訪問、窓口相談では、小規模事業者に経営についてのヒアリングを実施してきた。しかし、
経営指導員ごとにヒアリング内容が統一されておらず、また、事業者の課題をヒアリングすることが中心
であった。
本計画では、SWOT 分析や財務分析を通じて、事業者の経営状況を分析する。また、経営指導員によって
事業者の分析内容にレベル差が生まれないよう、①同様のフォーマットを使用して分析を行う、②各指導
員が分析した結果を当所内で共有する、などの工夫を行う。
当所では、多くの事業者は、自社の「強み」を認識できていないものの、何かしらの「強み」を持って
いると考える。そこで、事業者の経営状況の分析を通じて、事業者の「強み」を顕在化させる。
（事業内容）
(1)経営状況の分析対象者（既存拡充）
経営状況の分析の対象者は管内のすべての事業者である。そこで、巡回訪問や窓口相談を通じて、事業
者に経営状況の分析の必要性を周知する。このなかで、「まだ強みを活かした経営が実施できていない事
業者」に対しては、特に分析の必要性を訴求する。これらの事業者の掘り起こしにおいては、『1.地域の
経済動向調査に関すること』の「②小規模事業者の経営課題や販売促進の課題、景況状況を分析するため
のアンケート調査」において、前年同期比で売上高が減少していると回答した事業者や、経営課題として
「売上アップ」を回答した事業者を中心に行う。
(2)経営状況の分析
経営状況の分析は、以下の①～②の流れでヒアリングを実施する。
①分析方法
経営状況の分析は、経済産業省が評価ツールとして公表している「ローカルベンチマーク（以下、ロカ
ベン）」もしくはそれに類似するフォーマットを活用する。ロカベンは、企業の経営状態の把握、いわゆ
る「健康診断」を行うツールである。全経営指導員が同様のフォーマットで分析することで、ヒアリング
の漏れをなくし、スキルに依存しないサービスを提供する。分析内容は下表のとおりである。
また、経営状況の分析においては、事業者の「強み」について特に綿密に分析を行う。「強み」を分析
することで、
『3.事業計画策定支援に関すること』において、
「強みを活かした経営」を実施するための事
業計画策定に繋げる。
非財務分析

財務分析

１０

経営理念、強み・弱み、IT の活用状況
外部環境、事業計画の有無、商品の開発状況 等
※強みの分析について
以下の観点に基づき、分析を実施する。
ヒト：経営者や従業員の強み
モノ：商品の強み
ア）同業他社と比較したポジショニング
イ）バリューチェーン（ビジネスモデル）
モノ：設備等の強み
情報：情報力の強み

売上増加率、営業利益率、労働生産性、EBITDA
有利子負債倍率、営業運転資本回転期間
自己資本比率
※業界平均と比較することができる

②「経営課題」の分析および課題解決策の提案
ヒアリングやロカベンによる分析を行うなかで、経営課題が顕在化された場合は、経営指導員が解決策
を提案する。経営指導員個人で解決が困難な場合は、当所に専門家登録をしている専門家※の派遣や、よ
ろず支援拠点を活用し、課題解決を図る。なお、この場合は、経営指導員も専門家派遣等に同席し、次回、
同様の課題解決が必要な場合に経営指導員が単独で課題解決を提案できるようにノウハウを吸収する。
※当所に専門家登録をしている専門家（経営安定特別相談室）
当所では、経営安定特別相談室として、中小企業の経営相談を受け付けている。登録専門家は、商工
調停士や中小企業診断士、税理士、弁護士等であり、相談の依頼があった際に適切な専門家を派遣す
る。
(2)経営状況の分析の活用方法
経営状況の分析は、事業者にフィードバックするだけでなく、
「経営発達会議」で情報を共有する。
また、「強み」を活かした経営へとビジネスモデルの再構築をする事業者、課題解決に長期間を有する
事業者については、事業計画を策定による、事業計画に沿った解決を促す。
把握した経営課題は、業種ごとや事業規模ごと、業歴ごとに特定の経営課題が重複していないか分析し、
特に共通する経営課題については、その解決のために、セミナーを開催するなど面的な支援を行う。
（目標）
項目
経営状況の分析件数

現状
－

30 年度
28 件

31 年度
36 件

32 年度
42 件

33 年度
48 件

34 年度
52 件

３. 事業計画策定支援に関すること【指針②】
小規模事業者に対する事業計画の策定支援は、小規模事業者持続化補助金などの補助金活用や日本政策
金融公庫のマル経融資の際など、事業者からの支援要請に基づいて行われており、都度・受動的な対応に
とどまっていた。
一方、小規模事業者を取り巻く経営環境が激変していることを踏まえると、小規模事業者が経済社会情
勢の変化に対応し、自らのビジネスモデルを再構築するため、事業者が自らの「強み」を活かした事業計
画に基づく経営を推進することが重要になっている。
そこで、『２．経営状況の分析に関すること』で顕在化した「強み」に対し、どのようにその「強み」
を活かした事業展開を行うかについて事業計画の策定により、明確化する。事業計画の策定では、事業者
と当所が一緒に、
「強み」を活かした経営実行までのロードマップを作成する。
事業計画の策定支援においては、『１．地域の経済動向調査に関すること』や『５．需要動向調査に関
すること』で分析した内容を活用することで、計画の精度を向上させる。
〔事業内容〕
(1)既存事業者支援（既存事業拡充）

１１

①事業計画の重要性啓蒙活動
多くの小規模事業者が経営計画を作成した経験がない。そのため、経営計画の有効性がわからない。そ
こで、以下の啓蒙活動を実施することで、事業計画作成事業者を掘り起こす。
(ア) 『２．経営状況の分析に関すること』で巡回訪問を通じて事業者の「強み」をヒアリングしている。
この顕在化した「強み」を活かした経営を模索する事業者に対し事業計画策定（主に、ビジネスモデ
ルの再構築に関する計画書）による「強み」を活かした経営の実現の有効性を周知・提案する。
(イ) 『２．経営状況の分析に関すること』で経営分析をした事業者のうち、経営課題が表面化した事業者
に対して、分析結果をフィードバックする際に課題解決を主眼とした事業計画策定を提案する。
(ウ) 新たに事業計画策定の必要性を広く周知するため「事業計画策定セミナー」を開催し、受講者に事業
計画策定を提案する。セミナーでは、受講を通じて事業計画を策定できるようカリキュラムを工夫す
る。また、セミナー内で策定した計画では不十分と考える事業者に対しては、経営指導員が個別に事
業計画策定支援を行い、より具体的な事業計画の策定に結びつける。
②策定支援
事業計画策定支援は、以下の２つの方法による。なお、伴走型支援を的確に実施するために、アクショ
ンプランは計画策定時にしっかり立案する。
A）簡易版計画
多くの小規模事業者は、経営革新計画のような詳細な事業計画よりも、小規模事業者持続化補助金に代
表される簡易版の事業計画を必要としている。このように考えると、詳細で綿密な計画よりも、ひとつの
取り組みに集中する計画が必要であるといえる。当所では、小規模事業者持続化補助金や経営力向上計画
のフォーマットを活用した簡易版の事業計画書により、このような事業者のニーズに応える。
特に、簡易版の計画は、顕在化した「強み」をどのように「売上げ」に繋げるかといった計画が中心に
なると考えられる。「強み」を「売上げ」に繋げる間のプロセスである、販売促進計画や新製品等の開発
計画については、当所でノウハウを蓄積し、成功可能性・実現可能性の高い取組みを提案する。
なお、計画自体は簡易版であるものの、事業者にＰＤＣＡサイクルを回してもらうために、行動計画（ロ
ードマップ）は重要であると考える。そこで、ロードマップは特に綿密に計画する。これにより、伴走型
支援を可能にする。
B）詳細版計画
詳細版計画とは、単年度計画、中期計画、経営革新計画、経営改善計画などである。
ビジネスモデルの抜本的な改善が必要など、簡易版計画の策定支援では不十分な事業者に対しては、詳
細版の計画作成を支援する。どのような事業計画形態を取るのかについては、事業者の経営状況に応じて
選択する。
支援方法は、『２．経営状況の分析』にて顕在化された課題に対し解決方法を具体的な行動計画に落と
し込む形で実施する。このとき、課題解決の成果がみえるよう、KPI を設定し、行動計画の実施内容が KPI
改善に繋がっているかを成果の目標とする。
それぞれの計画は経営指導員が事業者に寄り添って策定する。このなかで、今まで経営指導員が策定支
援したことがない、たとえば、単年度計画、中期計画、経営革新計画、経営改善計画などは、専門家など
と連携し策定する。ただし、将来的には、経営指導員が単独で策定支援できるようになることが重要であ
る。そこで、専門家と連携する際には、専門家に帯同し、そのスキルを習得する。
(2)創業支援（既存拡充）
①創業支援
創業支援事業計画の認定を受けている湯沢市と連携し、創業計画の策定支援を実施する。当所では、平
成 29 年より「創業塾」を開催している。
「創業塾」では、創業に対する心得からビジネスモデルの構築方
法、マーケティング方法、数値計画の立て方まで、創業に必要な知識全般を指導するだけでなく、実際の
ワークとして、これらの指導内容を創業計画として書面化するまでを指導する。また、「創業塾」の受講
だけでなく、実際の創業までを一気通貫で支援するため、「創業塾」の受講生ごとに経営指導員が担当と
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なり、創業計画のブラッシュアップを支援する。
より多くの創業者に「創業塾」への参加を促すため、連携支援機関である、湯沢市、湯沢市観光物産協
会、秋田銀行湯沢支店、北都銀行湯沢支店、羽後信用金庫湯沢支店、秋田県信用保証協会横手湯沢支所、
日本政策金融公庫、ゆざわ小町商工会、よろず支援拠点、雄勝地域振興局、あきた企業活性化センター、
秋田県事業引継支援センターにチラシを配布する。また、地元の税理士、社会保険労務士等の士業事務所
に個別訪問を行い、当所の創業支援を周知する。さらに、最近は高齢者の創業も多いため、高齢者向けの
集客施策として、地元紙である秋田魁新報や湯沢市の広報誌に広告を掲載する。
また、現在、特に創業相談について、地元の金融機関から紹介を得て、当所へ相談にくる事業者がいる。
そこで、地元の金融機関へ、当所が創業計画策定支援を行っていることを周知し、創業計画作成支援に結
びつける。
(3)事業承継支援（既存拡充）
事業承継を検討している事業者に対しては、事業承継計画を提案する。
具体的には、『２．経営状況の分析に関すること』を実施の際に、事業承継の実施予定の有無をヒアリ
ングする。事業承継の予定がある事業者に対しては、後継者の有無を確認する。後継者がいる場合は、事
業承継計画により、事業承継までのロードマップを明確化する。後継者がいない場合は、後継者探しや事
業譲渡先の調査などを実施する。
事業承継の支援においては秋田県事業引継ぎ支援センターと連携する。具体的には、作成した事業承継
計画に関するアドバイスや、後継者探し・事業譲渡先の調査を依頼する。
（目標）
(1)既存事業者支援
計画最終年度である平成 34 年度に、
『２．経営状況の分析に関すること』で経営分析を行った事業者 52
社の約半数である 24 社（本来、26 社を目標としたいが、経営指導員数が 4 名であるため、1 名あたりの
目標が明確となる 24 社を目標値とした）の事業計画を作成することを目標とする。
なお、簡易版計画、詳細版計画を合算し「事業計画策定事業者数」を目標件数とする。
項目
現状
30 年度
31 年度
32 年度
33 年度
34 年度
事業計画策定セミナー
－
1回
1回
1回
1回
1回
参加者数
10 名
12 名
13 名
14 名
15 名
事業計画策定事業者数
－
8社
12 社
16 社
20 社
24 社
(2)創業者支援
「創業塾」は会場のキャパシティが 10 名／回となる。
「創業塾」参加者の全員が実際に創業をするわけではないので 50％を目標値とする。
項目
現状
30 年度
31 年度
32 年度
33 年度
創業塾
2回
2回
2回
2回
2回
参加者数
16 名
16 名
17 名
18 名
19 名
創業計画策定事業者数
6社
6社
7社
7社
8社

34 年度
2回
20 名
10 社

(3)事業承継者支援
項目
事業承継計画策定事業者数

34 年度
7社

現状
－

30 年度
3社

４. 事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】
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31 年度
4社

32 年度
5社

33 年度
6社

現状では、計画策定に留まるケースや、相談のあった場合にのみ対応するケースなど、進捗状況の確認
やフォローアップが不十分である。これらにより、事業計画策定後の場当たり的な支援や、事業計画が形
骸化するなどの問題が生じている。そこで、事業計画策定で作成したロードマップに基づき、実行段階を
伴走型で支援し、事業計画の確実な実行を目指す。また、事業計画の実行時にでてきた経営課題について、
一緒に解決策を考え、ときに当所のノウハウやネットワークを活用しながら解決を図る。
〔事業内容（既存事業者、創業事業者・事業承継事業者共通）
〕
(1)定期的な巡回訪問による伴走型のフォローアップ
すべての事業計画策定支援事業者に対して、３ヵ月に１度の巡回訪問を行う。巡回訪問では、事業計画
の進捗状況や財務状況などのヒアリングを行い、事業計画の進捗管理を行う。また、新たに生じた経営課
題や経営環境の変化に対して、対応策のアドバイスや、事業計画の修正の提案などのフォローアップを行
う。これらにより、事業計画の推進力を上げる。
特に、創業者においては、創業後は計画どおりに事業が実施できないことが想定される。このなかで３
ヵ月に１度の巡回訪問では不十分なこともある。そこで、創業者に対しては、毎月、電話による連絡を取
る。このなかで課題が発生していた場合は、巡回訪問により具体的な課題をヒアリングし、課題解決を図
る。
また、事業承継事業者に対する巡回訪問では、訪問結果を秋田県事業引継ぎ支援センターと共有し、ア
ドバイスを受けるだけでなく、必要に応じて、センターの専門家を派遣する。
(2)組織としてのフォローアップ体制の構築
フォローアップの際に顕在化した事業者の経営課題に対し、基本的には、担当する経営指導員が個人で
対応する。しかし、個人で対応すると、最適な課題解決策を提示できているかの客観的な判断ができない。
そこで、フォローアップの状況を「経営発達会議」で共有し、他の指導員の意見も収集する。
これにより、事業者によりよい解決策を提示する。
(3)ビジネスマッチングの機会の提供
当所の強みは、さまざまな事業者や他支援機関とのネットワークである。そこで、事業計画の実行段階
において、顕在化した経営課題を解決するために、当所のネットワークを活用して、他事業者とのビジネ
スマッチングの機会を提供する。たとえば、事業計画で「ホームページでの集客」を目標としているが、
集客が思ったようにいかないケースにおいては、管内で「ホームページの集客に強い IT 事業者」を紹介
するなどを想定している。
また、広くネットワークを使うために、「経営発達支援会議」で各事業者の課題を共有し、担当以外の
指導員が持つネットワークを使えないか検討する。
(4)支援施策などの情報提供
中小企業庁の「ホームページ」や「e-中小企業ネットマガジン」、
「中小企業施策利用ガイドブック」な
どを通じて、小規模事業者向けの施策を収集し、巡回訪問時などに計画推進に役立てる情報として提供す
る。
(5)金融斡旋
事業計画の実行段階において資金需要が発生した場合、「小規模事業者経営発達支援資金」や「小規模
事業者経営改善資金（マル経融資）
」の活用を提案する。
(6)専門家の活用
業種・業界固有の課題解決やマーケティング、ＩＴ活用、デザイン等の特化した専門的な支援が必要な
場合、よろず支援拠点、経営安定特別相談室などによる専門家派遣制度を活用する。
（目標）
年間のフォローアップ訪問数＝「計画策定事業者」×「３ヵ月に１度の巡回訪問」として算定する。な
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お、創業者に対しては、必要に応じてさらに訪問回数を増やすが、目標値は３ｶ月に１度として計算して
いる。
項目
現状
30 年度
31 年度
32 年度
33 年度
34 年度
事業計画策定後の実施支援社数
－
8社
12 社
16 社
20 社
24 社
（既存事業者）
事業計画策定後の実施支援社数
6社
6社
7社
7社
8社
10 社
（創業者）
事業承継計画策定後の実施支援
－
3社
4社
5社
6社
7社
社数
（事業承継者）
フォローアップ訪問数
－
68 回
92 回
112 回
136 回
164 回

５．需要動向調査に関すること【指針③】
市内の小規模事業者はその経営資源の少なさから、自社の製品・商品・サービスの需要動向調査ができ
ていないことが多い。また、そのノウハウもないのが現状である。そのため、マーケティングもプロダク
トアウトになっており、環境の変化に対応できていないといえる。
上記の結果、事業者が「同業他社と十分に差別化された商品・製品・サービス」だと思っていても、実
際に顧客の声を聴くと、事業として有効でないこともありえる。そこで、調査や外部データの活用により、
客観的に差別化されたものであるのか、ニーズがあるのかを確認する。また、そのニーズがどこにあるの
かを見極め、事業者と共有する。
〔事業内容〕
(1)試食会の実施（商業）
（新規事業）
当所管内は、稲庭うどんやラーメン店等の飲食店や、漬物（がっこ）や日本酒等の食料品製造業者が多
い。これらの事業者は、人的な経営資源が少ないため、試作開発した食品について多面的な意見を求める
ことができない。そこで、当所でこれらの試作開発品の試食会を実施し、事業者にフィードバックするサ
ービスを提供する。
調査
試食会
目的
小規模事業者が開発した食品の試食会を行うことで、事業者の商品開発を成功に結びつける。
現状は、当所の職員が試食会を実施するが、案件数が増加した際は、商工会議所のネットワ
ーク（青年部および女性会等）から有志を募り、試食会メンバーを増加させる。また、最初
は食品からサービスを開始するが、将来的には“サービス”などにも分野を増やす。
調査
試食会／ヒアリング調査内容（１回の調査で標本数 30 件を目標とする）
内容
調査内容は以下のとおりである。
＜食品の場合＞
□商品の見た目の良さ □商品１個あたりの大きさ □商品の形・デザイン
□商品の味 □商品の新しさ・斬新さ □商品の価格 □商品の購買意向
□その他改善点
＜サービスの場合＞
□サービスの内容 □サービスの価格 □サービスの新しさ・斬新さ
□サービスの満足度 □サービスは価格に見合っているか □その他改善点
活用
調査結果は、当所が簡単なレポート（年齢別、性別ごとにヒアリング内容をまとめたレポー
方法
ト）にまとめ、事業者に提供する。その後、商品のブラッシュアップや品揃え等を伴走型で
支援する。
(2)湯沢市観光物産協会（湯沢駅前の物産館）でのヒアリング調査（観光業）
（新規事業）
観光客を対象とする事業者の需要動向を調査するため、湯沢市観光物産協会にて年１回のヒアリング調
査を実施する。観光客がどのようなお土産が欲しいかを収集し、お土産品等の開発に活かす。
また、当該アンケート結果は、HP および会報誌にて公表するだけでなく、関連事業所へ巡回訪問する際
は、結果を説明する。
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また、市内事業者からお土産の試作開発品を募集し、味・パッケージ・価格などの簡易品評会を実施す
る。
調査
湯沢市観光物産協会でのヒアリング調査
目的
観光客が湯沢で求めるお土産がどのようなものかを調査し、市内事業者にフィードバックす
ることで、魅力的な商品開発に活かす。また、調査時に、市内事業者からお土産の試作開発
品を募集し、味・パッケージ・価格などについて観光客による簡易品評会を実施する。
調査
年１回（イベントあるとき随時）
時期
調査
100 名
対象
調査
＜観光客への意識調査＞（目標標本数 100 件）
内容
ヒアリング調査は、観光客が「湯沢」への観光においてどのようなお土産や商品を期待し
ているのかを調査する。
□湯沢で買いたいお土産
□湯沢の買い物で良かった点／悪かった点
□湯沢で商品を購入した店舗

活用
方法

＜事業者の試作開発品に対する簡易品評会（観光客向け）＞（目標標本数 30 件／商品）
簡易品評会は、事業者が観光客向けに開発した商品を対象として実施する。
□味 □価格 □パッケージ □見た目 □１個あたりの大きさ
□商品の新しさ／斬新さ □購買意欲 □この商品を他人に紹介したいか
等 各 5 段階評価
＜観光客への意識調査＞の結果は、報告書に取りまとめ、巡回訪問・窓口相談を通じて関連
事業者に提供するとともに、HP や会報誌を使って事業者に提供する。
＜簡易品評会＞の結果は、商品ごとに簡単なレポート（年齢別、性別、居住地ごとに結果を
分析したレポート）を作成し、事業者に提供する。また、この結果をもとに、商品のブラッ
シュアップを支援する。

〔目標〕
項目
試食会による支援事業者数
湯沢市観光物産協会でのヒアリ
ング調査
湯沢市観光物産協会でのヒアリ
ング調査における簡易品評会で
の調査商品数（＝調査支援事業
者数）

現状
－
－

30 年度
5社
1回

31 年度
6社
1回

32 年度
7社
1回

33 年度
8社
1回

34 年度
9社
1回

－

3個

4個

4個

5個

5個

※資料調査情報の提供は、事業計画策定支援を行う事業者（事業承継計画以外）へ必ず行う。

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】
小規模事業者の多くが、専門の営業人員がいない。そのため、既存の取引先以外の取引先を見つけるこ
とができず、売上高が減少している。
「強み」を活かした商品・製品・サービスを販売する際、その商品等が十分に他社製品と差別化されて
いることが想定される。そのため、IT による広域販売やマスコミを使った広告宣伝等の活用が有効である
と考えられる。しかし、事業者が個社でその方法を検討することが難しいケースがある。そこで、それら
事業者の手が届かない箇所に対しては、当所が側面支援を行い、効果的な販売促進に繋げる。
支援においては、単に支援策を「紹介」するのではなく、実際に「売上高に結びつける」ことを目標と
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する。そこで、各支援においては、事業者から成果を収集し、どのようなことを実施すれば成果が上がる
のかといったノウハウを蓄積する。
（事業内容）
(1)マスメディアへの広報（新規事業）
①プレスリリース支援
事業者が販路拡大を目指す際、マスコミ等の活用は有効な手段のひとつである。一方、事業者の多くは
マスコミ等とつながりがなく、またプレスリリースのやり方を知らない。そこで、新たな商品・製品・サ
ービスを開発した事業者を対象に、プレスリリースの支援を実施する。具体的には、秋田魁新報、ABS 秋
田放送、NHK 秋田放送局などへプレスリリースを発信する。支援にあたっては、取り上げてもらいやすい
プレスリリースの書き方などを経営指導員が支援し、取材につながる確率をあげる。また、プレスリリー
スにより取材を受けた際は、一時的に売上げが増加することが想定される。そこで、一時的な売上げに留
まらないよう顧客をリピートできるような対策を支援する。
②エフエムゆーとぴあの CM 広報
地域 FM 局であるエフエムゆーとぴあは、行政情報、ニュース、交通情報、商店の紹介、各種団体の紹
介、イベント会場からの中継等、地域に密着した情報を提供している。そこで、当所では CM 枠を借り、
地域内で販売力を増強させたい小売店、飲食店、サービス業等の店舗型ビジネスをしている事業者が新た
な販売促進方法を知るためのキッカケ（テストマーケティング）作りとして、事業者の店舗情報等を発信
する。これにより、地域の消費者へ小規模店舗への来店を促す。
当所では、短時間の CM で成果をあげるための魅力の伝え方について、経営指導員が個別に指導を行う。
また、効果を測定し、事業者が自身の広告宣伝費を拠出し継続しても費用対効果があるのかについて検証
する。
(2)展示会・商談会（新規事業）
①伊達な商談会
伝統的地場産品を使った商品や農商工連携により開発した商品等を広域で販売したい製造業事業者に
全国のバイヤーに売り込みをする機会を提供することを目的として、仙台商工会議所が主催する「伊達な
商談会」を活用する。「伊達な商談会」では、より高い成果を得るため「個別型」「集団型」「バスツアー
型」「展示型」などバイヤー種別やサプライヤーの状況に合わせた、様々な商談スタイルに参加すること
ができる。また、専門家による個別相談などにも参加が可能となる。
当所では、単に「伊達な商談会」を紹介するだけでなく、商談会前の事前準備（どのようなバイヤーに
売り込みをかけるべきか等）から、商談会後のアフターフォロー（商談の進捗確認等）まで、一貫して支
援を実施する。また、商談が成立したかどうかを調査し、成立しなかった場合は、何が悪かったのかを分
析し、分析結果をもとに、商品のブラッシュアップ、ターゲットとするバイヤーの見直しなどで継続支援
を行う。
②あきた起業家交流フェスタ
あきた起業家交流フェスタでは、あきたビジネスプランコンテストが実施される。このなかで、創業 10
年未満の事業者を対象に「起業家交流展」として、ビジネス交流会が開催される。そこで、創業事業者に
対し、ビジネスマッチングの機会を提供するため、あきた起業家交流フェスタへの参加を提案する。
このようなマッチングイベントでは、名刺交換をする短時間で自社の魅力や特徴をアピールしなければ
ならない。そこで、参加事業者へは、短時間で自社の特徴をアピールする方法を個別に指導する。また、
参加者にはアフターフォローを実施し、名刺交換をした相手に対し、どのように接触していけば良いのか
を指導する。
(3)IT の利活用（新規事業）
①ゆざわまるごとモール
小規模事業者は IT の利活用が不十分である。一方、当所では、経営資源が限られている小規模事業者
こそインターネット等の利活用を行うべきだと考えている。IT を利活用できれば、販売先・取引先を全国
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に広げることができるためである。そこで、伝統的地場産品を使った商品や農商工連携により開発した商
品等を広域で販売したい製造業事業者を対象に EC 参入へのきっかけを提供する。具体的には、NPO 法人ゆ
ーとぴあネットが開設している「ゆざわまるごとモール」の利用機会を提供して、取り扱う商品等を全国
消費者へ PR するとともに、各地から注文を受け付ける。
当所では事業者が、新たな取引先を獲得する、実際に販売する、といった成果をあげることを目標とす
る。そのため、１ｹ月に１度、成果（販売数量）を確認し、事業者と共有する。また、成果が不十分な場
合などにおいては、改善点等を事業者と協議し、成果をあげるまで伴走型で支援を行う。
②ザ・ビジネスモール
「ザ・ビジネスモール」は、大阪商工会議所が運営している日本最大級の電子商取引サイトである。対
企業取引（BtoB 取引）を行う事業者に対し、掲載を提案し新たな取引先獲得を目指す。本モールでは、自
社のウリとなるキーワード、商品・製品等の写真などを掲載することができる。また、取引先を探す相手
もキーワード検索を行い、自社の要望を満たすような商品・製品・技術等を探すことが可能である。そこ
で、掲載支援においては『2.経営状況の分析に関すること』で把握した事業者の「強み」をできるだけ多
く掲載するよう指導を行う。また、掲載企業には受注状況をヒアリングし、受注がない場合は、どのよう
なキーワードを掲載すれば効果的なのかをトライアンドエラーで探していく。
③J-GoodTech
「J-GoodTech（ジェグテック）」は、中小企業基盤機構が運営するウェブマッチングサイトである。優
れた技術や製品を保有する小規模事業者が、国内大手メーカーや海外企業に向けて技術・製品情報を発信
することができる。『2.経営状況の分析に関すること』で優れた技術や製品を保有することがわかった製
造業事業者へ当サイトへの登録を促し、販路開拓に利用してもらう。
「J-GoodTech」でも、前述した「ザ・ビジネスモール」同様、ページ内のキーワードが重要となる。さ
らに、「J-GoodTech」の特徴として、どのような技術を訴求するかが新規取引先獲得のポイントとなる。
そこで、よろず支援拠点の専門家の力なども借りながら、どの技術を訴求するか、表現の方法としてはど
うしたら良いのかを事業者と一緒に検討し、効果があがるキーワードを探していく。
(4)販路紹介（新規事業）
小規模事業者は独自で新たな販路を探すのが難しい。そこで、主にお土産品、小物、地場産品を使った
商品、農商工連携により開発した商品等を地域内で販売したい製造業事業者に対し、当所の持つネットワ
ークで小売店への紹介を行う。具体的には、湯沢市観光物産協会や地域の土産店などを活用する。また、
市外での販売を行いたい事業者については、経営指導員が他商工会議所・商工会へ電話し、取扱事業者を
紹介してもらう。
当所では、商品が取り扱われるために、取り扱われやすい価格帯・パッケージなどについて情報を提供
するなど商品のブラッシュアップを支援する。また、紹介にあたっては、事業者に採用されやすくなるた
めのプレゼン方法（商品の特徴等）を事前に指導し、マッチングが成功するよう支援を行う。商品が取り
扱われた後は、継続的な取引になるよう、小売店等から情報収集を行い、事業者と共有する。
(5)販路開拓関連のセミナー（既存拡充）
当所では販売促進関連のセミナーを積極的に開催している。たとえば、「売り場で即効！ブラックボー
ド手書き POP」
「クレジットカード業務の基礎的情報と観光振興に向けたインバウンドの最新情報」「コス
トをかけずに売上を増やす！飲食店は！！メニューが命」などである。
今後は、『１．地域の経済動向調査に関すること』で記述した「小規模事業者の経営課題や販売促進の
課題、景況状況を分析するためのアンケート調査」で明確化した事業者の経営課題を基に、より事業者に
役立つセミナーを開催する。
（目標）
項目
(1)①プレスリリースを支援し
た事業者数

現状

30 年度
－

3社

１８

31 年度
3社

32 年度
4社

33 年度
4社

34 年度
5社

実際に取材された件数
事業者あたり売上金額（千円）
(1)②FM ユートピアにより地域
内への CM 発信支援を行っ
た事業者数
事業者あたり売上金額（千円）
(2)①伊達な商談会への紹介事
業者数
事業者あたりのバイヤーとの
成約件数
(2)②あきた起業家交流展への
参加事業者数
事業者あたりの新規取引先と
の成約件数
(3)①ゆざわまるごとモールの
掲載事業者数
事業者あたり売上金額(千円)
(3)②ザ・ビジネスモールの掲載
事業者数
事業者あたりの新規取引先と
の成約件数
(3)③J-GoodTech の掲載事業者
数
事業者あたりの新規取引先と
の成約件数
(4)販路紹介を支援した事業者
数
商品が取り扱われた事業者数
事業者あたり売上金額（千円）
(5)販路開拓関連のセミナー
参加者数

－
－
－

1件
200 千円
6社

1件
210 千円
12 社

2件
220 千円
12 社

2件
230 千円
12 社

3件
240 千円
12 社

－
－

100 千円
2社

110 千円
2社

120 千円
3社

130 千円
3社

140 千円
4社

－

1件

1件

2件

2件

3件

－

2社

3社

4社

5社

5社

－

1件

1件

2件

2件

3件

－

2社

2社

3社

3社

4社

－
－

100 千円
3社

110 千円
4社

120 千円
5社

130 千円
6社

140 千円
7社

－

1件

1件

1件

2件

2件

－

2社

2社

3社

3社

4社

－

1件

1件

1件

2件

2件

－

3社

4社

5社

6社

7社

—
—
1回
20 名

1社
200 千円
1回
22 名

2社
210 千円
1回
24 名

3社
220 千円
1回
26 名

4社
230 千円
1回
28 名

5社
240 千円
1回
30 名

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組
当市では、
「七夕絵どうろうまつり」
「犬っこまつり」
「愛宕神社祭典 大名行列」などの伝統あるまつり
が多く催されている。各イベントはそれぞれ深い歴史を持ち、古くから開催されてきたため地元民や全国
への認知度は高い。当市の観光の目玉としてホームページをはじめ各所で取り上げ、毎年多くの観光客を
動員している。
今後は、これらのイベントを活用し、
「ゆざわブランドの発信」
「個社の販売促進への連携」を行う。こ
れに向け、諸機関と地域経済の活性化に向けた情報交換の頻度を高めて連携を強化するとともに、ホーム
ページなどでの情報発信を強化することにより、当市の独自性と求心力の向上を図る。
上記の実現のため、関係機関と意識を共有し、小規模事業者が事業を継続的に発展させるための良好な
環境の整備を図るとともに、地域のにぎわいの創出や地域ブランドの向上を図り、地域経済の活性化を促
進させる。
(1)関係機関との意識の共有
各催しものはそれぞれ歴史的・文化的特色を有しているが、今後は個々のイベントだけで完結せず、各々
が連携を取り、さらなる地域活性を目指して「ゆざわブランドの発信」「個社の販売促進への連携」を行
う。この取組みは、当所のみで実施することはできない。そこで、
「まるごと戦略会議※」で意識を共有し、
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地域として、地域経済の活性化を実施する。
これにより、イベント単発の集客でなく、年間を通じたにぎわいの創出を実現し、小規模事業者の事業
基盤を強固なものにする。
※まるごと戦略会議
当所会頭を議長に、ゆざわ小町商工会、湯沢市観光物産協会、雄勝観光協会、こまち農業協同組合、湯
沢青年会議所、湯沢市農林課・まるごと売る課、各組合等で組織している会議。地域経済の情勢変化にと
もない、従来の産業施策を見直し、時流に対応した新たな仕組み作りや、その実現を議論整理することを
目的としている。
(2)ゆざわブランド
湯沢市では、
「武器」である稲庭うどんや清酒、漆器等の伝統的地場産業について、「ゆざわブランド」
としてのパッケージ化による PR 活動、海外進出支援を行うとともに、市内事業者の商品開発を後押しし
ている。
そこで、「ゆざわブランド」を市内外に発信する基盤を整備する。これにより、事業者が「ゆざわブラ
ンド」を活用し、広く商品情報を周知できるようにする。これらの取り組みが結果として、地域の活性化
に繋がる。
(3)地域イベントの強化（既存拡充）
①七夕絵どうろうまつり
約 300 年の歴史を持ち、浮世絵や美人画が描かれた大小さまざまの絵ど
うろうが路上を飾るこの祭りには、毎年 20 万人近くの観光客が訪れ、当
市の観光の目玉のひとつとなっている。
また、佐竹藩の上屋敷があったと伝えられる東京・神田では千代田区観
光協会の協力により「神田・秋田湯沢七夕絵どうろうまつり」が開催され
ており、湯沢市の物産直売会や秋田弁教室といった催しもある。
今後は、この祭り目当てで来訪した観光客向けに「ゆざわブランド」を
発信できるようなサービスや商品を導入したり、「神田・秋田湯沢七夕絵
どうろうまつり」における催しの内容をより魅力的なものにするなどし
て、全国に祭りや湯沢の文化をアピールしていく。

②犬っこまつり
約 400 年の歴史を持つ湯沢の民俗行事で、雪で作られた犬っこやお堂っ
こがまつり会場を飾る。こちらも毎年 20 万人近い観光客を動員し、会場
では愛犬祈願祭や湯沢の郷土物産即売会、うまいもの市なども催されてい
る。
今後は、犬にまつわる祭りの中でも特に規模が大きいこの祭りを、全国
の愛犬家に認知してもらう機会の創出に努める。また、同時開催されてい
る物産展、うまいもの市で「ゆざわブランド」商品や、小規模事業者の商
品等を扱うブースを準備し、
「ゆざわブランドの発信」
「個社の販売促進へ
の連携」を実現する。
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③まちゼミ
現在、6～7 月に、商店主が講師となり、専門知識やプロのコツを無料で
教える少人数生のミニ講座（まちゼミ）を行っている。参加店舗も 19 店舗
と、にぎわいをみせているが、当初の目的である、店舗の継続的な利用促
進につながらないケースも多い。
今後は、まちゼミの効果をあげるために、事前に店舗の魅力向上を支援
する。また、まちゼミ自体の魅力を周知するために、当所のホームページ
やＳＮＳへの詳細情報の掲載を通じ、街の魅力の再発見に繋がる情報提供
を継続的に行う。これらにより、まちゼミの受講生の増加を図るとともに、
地域住民との関係性を高め、地域のブランドを高めていく。

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組
１. 他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること
〔現状と課題〕
現状、経営指導員が集まる研修時や金融機関との会合時に、各経営指導員は支援ノウハウ等の情報交換
を個別に実施している。しかし、短時間での情報交換となるため、困っている内容の相談や、個人的に興
味のある内容の相談に留まっており、小規模事業者への支援力向上にはつながっているとはいえないとい
う課題がある。
〔改善方法〕
小規模事業者支援に関する支援ノウハウ等の情報交換を組織的に実施する。また、それぞれの情報交換
では目的（議題）を明確にする。
〔事業内容〕
(1)近隣商工会との情報交換
近隣の、ゆざわ小町商工会、東成瀬村商工会と「湯沢雄勝地域商工施策懇話会」の場を活用して、小規
模事業者支援のノウハウや成功事例、販路開拓の具体的な事例、地域の経済動向についての情報交換を行
う。近隣の商工会も、当所同様、小規模事業者支援に取り組んでいる。そこで、ノウハウや成功事例等を
情報交換することにより、どのように計画を実施すればより効果的であるのかなどを客観的にみることが
できると期待できる。
頻度：年１回
(2)市内金融機関との情報交換
秋田銀行湯沢支店、北都銀行湯沢支店、羽後信用金庫湯沢支店、秋田県信用保証協会横手湯沢支所、日
本政策金融公庫と「事業革新実践会議」の場を活用して、小規模事業者向けの金融支援、補助金活用事例、
地域の経済動向、セミナー情報、金融機関が求める小規模事業者の事業計画等に関する情報交換を行う。
頻度：年１回
(3)県・市との情報交換
秋田県、湯沢市産業振興部まるごと売る課、よろず支援拠点と「湯沢市まるごと戦略会議」の場を活用
して、小規模事業者向けの支援施策や補助金情報、他会議所の成功事例等に関する情報交換を実施する。
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県や市の小規模事業者支援メニューを、当所の支援に取り入れながら、効果的な施策を提供する。
頻度：年１回
(4)創業支援
ゆざわ小町商工会、柳町・駅通り商店街と創業支援に関する情報交換を実施する。当地区では、創業の
多くが店舗の開業である。そこで、商店街と情報交換を行うことで、創業者に対し、店舗の情報を提供で
きるようにする。
頻度：年２回
(5)中心市街地活性化
中心市街地にある４つの商店街のうち、最も空地が目立つようになった「柳町商店街」の西区再開発事
業計画にあたり、湯沢市、金融機関、商店主と商店街の活性化に向けた方策のための情報交換を行ない、
賑わいを取り戻す。
頻度：年２回
(6)地域振興
湯沢市産業振興部まるごと売る課と、地域資源、観光資源、文化資源の活用についての情報交換を行な
う。市町村が持つネットワーク情報と商工会議所が持つネットワーク情報を共有して地域振興に活かして
いく。
頻度：年１回

２. 経営指導員等の資質向上等に関すること
〔現状と課題〕
現状、経営指導員に求められている研修会に参加し、資質向上に取り組んでいる。そのため、事業計画
策定などの一定のスキルはある。一方、本計画で必要となる販売促進に関する具体的な支援に関する資質
が十分とはいえない。また、ベテラン経営指導員と若手指導員の支援能力に差がある点も課題である。
〔事業内容〕
中小企業大学校等が実施する販売促進に関する研修会に積極的に参加し、本計画実行に必要なスキルを
身につける。加えて、ベテラン経営指導員が若手経営指導員に OJT を実施し、支援スキルの差をなくす。
また、研修で得たノウハウを情報共有する仕組みを構築し、組織全体としての支援力向上を図る。本計
画は、中小企業相談所が中心となって実施する。そこで、経営指導員だけでなく、補助員や記帳任職員も
必要な資質向上に取組む。
〔資質向上の具体策〕
(1) 経営発達会議
月に１度、小規模事業者支援に向けた会議「経営発達会議」を開催する。会議では、小規模事業者支援
の進捗状況だけでなく、ノウハウ交換も実施する。経営指導員同士は、日常的にノウハウの交換を行って
いるが、部分的なノウハウ交換となっている。そこで、それぞれの指導員が強みを活かして、体系的にそ
の保有するノウハウを交換する場を作る。これにより、指導員同士のスキルの差を埋める。また、必要に
応じて、
「経営発達会議」には補助員や記帳専任職員も参加し、スキルアップに努める。
(2)中小企業大学校
中小企業大学校が開催する、
「経営計画策定」
「創業支援」
「農商工連携」
「営業・販路開拓支援」等の研
修に参加する。これにより、特に現在不足している、販売促進のノウハウ、小規模事業者に向けた事業計
画策定支援のノウハウ等の習得を図る。
(3)日本商工会議所・経済産業局
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日本商工会議所や経済産業局が開催する説明会・研修会へ参加することにより情報収集に心掛け小規模
事業者の利益確保に繋がる支援ができるよう支援レベルの向上を図る。
また、小規模事業者（中小企業）向けには、国が様々な施策を提供している。一方、当所ではそのすべ
てを活用しているとは言い切れなかった。そこで、これら説明会・研修会により、その内容を把握する。
ここで得た知識・ノウハウは、事業計画策定後の実施支援において事業者が事業計画をスムーズに実行す
るための側面支援において活用する。
(4)専門家派遣
専門家派遣を実施する際、経営指導員が必ず帯同し、専門家の行う指導、助言内容、情報収集方法を学
ぶ。現状は、単なる同行となっている場合もあったが、これを OJT の機会であると共通認識を持つ。帯同
する経営指導員は、指導等のエッセンスを「経営発達会議」で発表することを必須とする。また、指導等
の内容のなかで、自らに不足する資質を分析し、スキルアップ講座や中小企業大学校等の研修でその資質
向上に当たる研修がある際は、積極的に参加する。
将来的には、経営指導員が専門的なアドバイスができるよう、知識・ノウハウの研鑽に努める。
(5)情報の共有
情報の共有は、前述した「経営発達会議」で実施する。
また、現在、当所では、平成 28 年度に導入した「事業所管理システム」にヒアリング内容を詳細に入
力し、カルテ化している。当システムは、当所職員であれば誰でも閲覧できるため、担当指導員が不在の
場合でも、代わりの職員がカルテを閲覧することで情報を取得でき、即座に対応できるよう情報の共有化
を図ることができるものである。今後は、本計画で支援した内容についても、当システムに入力し、情報
の共有を図る。
研修会で得た内容は、要約を「経営発達会議」で発表するとともに、所内の共有サーバーにそのファイ
ル等を格納する。これにより、当所内の職員全員が必要なときに必要なノウハウを取り出して活用できる
ようにする。

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
毎事業年度、個社支援若しくは連携事業者毎に記載事業の成果検証及び計画の見直しを行う。
事業の評価は次により評価検証を行うものとする。
(1)経営指導員が自ら事業の実施状況、達成度を検証する。また、翌年度の事業見直し案を毎年度１回、
専務理事に報告する。
(2)湯沢市産業振興部まるごと売る課、金融機関、中小企業診断士等外部有識者からなる評価会議により、
毎年度１回、事業成果および翌年度の事業見直し案の評価を受ける。
(3)正副会頭会議において、評価・見直しの方針を決定する。
（毎年度１回）
(4)事業の評価・見直しの結果については、正副会頭会議、常議員会に報告し承認を得る。
（毎年度１回）
(5)事業の評価・見直しの結果は商工会議所 HP(http://www.yuzawacci.or.jp/)で事業実施期間中、公開す
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
（29 年 4 月現在）
（１）組織体制
本計画は、中小企業相談所を中心に、全職員一丸となり実行する。

（２）連絡先
湯沢商工会議所 中小企業相談所
〒012-0826 秋田県湯沢市柳町１丁目１番１３号
TEL 0183-73-6111
FAX 0183-73-2900
URL http://www.yuzawacci.or.jp/
E-Mail yucci@yutopia.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
平成 30 年度
(30 年 4 月以降)

必要な資金の額
地域の経済動
向調査
経営状況の分
析
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
新たな需要開
拓事業
地域経済の活
性化
支援力向上の
ための取組

平成 31 年度

平成 32 年度

平成 33 年度

千円）

平成 34 年度

3,850

3,850

3,850

3,850

3,850

600

600

600

600

600

750

750

750

750

750

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

300

300

300

300

300

100

100

100

100

100

200

200

200

200

200

500

500

500

500

500

200

200

200

200

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・特商負担金・事業収入・県補助金・市補助金・共済手数料・雑収入
（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

小規模事業者の持続的発展に向けた問題解決のために、以下内容で実施する。
①．地域の経済動向調査に関すること
⇒ ・秋田県・雄勝地域振興局・湯沢市・よろず支援拠点・日本政策金融公庫
・秋田県信用保証協会・秋田銀行・北都銀行・羽後信用金庫
・湯沢市観光物産協会との連携
②．経営状況の分析に関すること
⇒ ・秋田県・あきた企業活性化センター・よろず支援拠点との連携
③．事業計画策定支援に関すること
⇒ ・秋田県・湯沢市・あきた企業活性化センター・よろず支援拠点
・事業引継ぎ支援センター・日本政策金融公庫・秋田県信用保証協会
・秋田銀行・北都銀行・羽後信用金庫との連携
④．事業計画策定後の実施支援に関すること
⇒ ・秋田県・湯沢市・あきた企業活性化センター・よろず支援拠点
・事業引継ぎ支援センター・日本政策金融公庫・秋田県信用保証協会
・秋田銀行・北都銀行・羽後信用金庫・湯沢市観光物産協会との連携
⑤．需要動向調査に関すること
⇒ ・秋田県・雄勝地域振興局・湯沢市との連携
⑥．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること
⇒ ・秋田県・雄勝地域振興局・湯沢市・日本政策金融公庫・秋田県信用保証協会
・秋田銀行・北都銀行・羽後信用金庫・湯沢市観光物産協会との連携
⑦．地域経済の活性化に資する取り組みに関すること
⇒ ・秋田県・雄勝地域振興局・湯沢市・湯沢市観光物産協会との連携
⑧．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り組みに関すること
⇒ ・秋田県・雄勝地域振興局・湯沢市・あきた企業活性化センター
・よろず支援拠点・事業引継ぎ支援センター・日本政策金融公庫
・秋田県信用保証協会・秋田銀行・北都銀行・羽後信用金庫
・湯沢市観光物産協会との連携
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連携者及びその役割
商工会・商工会議所以外の連携者
支援機関名
代表者名
県知事
秋田県
（産業労働部・観光文化スポーツ部）
佐竹 敬久
局長
雄勝地域振興局
(総務企画部地域企画課地域振興班)
三浦 泰茂
市長
湯沢市
（産業振興部・建設部）
鈴木 俊夫
公益財団法人
理事長
あきた企業活性化センター
岩澤 道隆
秋田県よろず支援拠点
ﾁｰﾌｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ
小室 秀幸
秋田県
統括責任者
事業引継ぎ支援センター
河田 匡人
株式会社
支店長
日本政策金融公庫秋田支店
星
則幸
秋田県信用保証協会
支所長
横手・湯沢支所
里見 英輝
株式会社
支店長
秋田銀行湯沢支店
相庭 利成
株式会社
支店長
北都銀行湯沢支店
戸田
譲
支店長
羽後信用金庫湯沢支店
藤原 康弘
一般社団法人
会長
湯沢市観光物産協会
高橋 弘隆

住所

電話番号

秋田市山王 4-1-1

018-860-1111

湯沢市千石町

0183-73-8191

湯沢市佐竹町 1-1

0183-73-2111

秋田市山王 3-1-1

018-860-5603

秋田市山王 3-1-1

018-860-5605

秋田市山王 2-1-40

018-883-3551

秋田市中通 5-1-51

018-832-5641

横手市神明町 2-27

0182-32-2363

湯沢市柳町 2-1-48

0183-73-3111

湯沢市大町 2-1-13

0183-73-3101

湯沢市材木町 2-1-12

0183-73-5128

湯沢市表町 2-1-15

0183-73-0415

連携者の役割
（別表４）の経営発達支援事業①～⑧を実施するにあたり、上記機関と連携して支援する。
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連携体制図等

湯沢商工会議所
小規模事業者の持続的発展に向けた
支援

相談・情報提供・専門家派遣

相談・情報提供・各種施策支援

秋田県よろず支援拠点

湯沢市

相談・情報提供・専門家派遣

相談・情報提供・各種施策支援

秋田県事業引継ぎ支援センター
相談・情報提供・専門家派遣

・小規模事業者

秋田県・雄勝地域振興局

・創 業 希 望 者

(公財)あきた企業活性化センター

(一社)湯沢市観光物産協会
相談・情報提供・販路開拓支援

地域金融機関

他の商工会議所・商工会

日本政策金融公庫秋田支店

情報提供・販路開拓支援

秋田県信用保証協会横手・湯沢支所
秋田銀行湯沢支店
北都銀行湯沢支店
羽後信用金庫湯沢支店
相談・情報提供・専門家支援
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