経営発達支援計画の概要
実施者名
実施期間

目標

事業内容

連絡先

寒河江市商工会（法人番号 2390005007727）
平成２８年４月１日〜平成３３年３月３１日
「既存事業の維持発展や業態転換を図る小規模事業者の創出」と「意欲あふれる新規創業小
規模事業者の創出」を目標とし、小規模事業者のニーズや課題等の経営状況や商品・サービス
等の情報を把握し、整理及び分析を行う。
併せて、経営の成長段階に本会の事業や補助金等の支援ツールの情報を活用した支援ツール
を整理し、それぞれの小規模事業者へ積極的な提案型支援が出来る体制を整えるための、５カ
年の経営発達支援計画を策定し、地域総合経済団体として、地域経済の振興に努め、小規模事
業者の持続的発展を伴走型で支援する。
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】
（１）経営指導員による巡回指導時にタブレット端末を利用して情報収集を図り、地区内の小
規模事業者の地域経済動向調査を行う。
（２）地域の主要経済指標（業種毎の生産、消費、雇用、所得、建設投資、公共投資、金融）
を収集整理し、毎月、本会ホームページで公開する。
２．経営状況の分析に関すること【指針①】
（１）経営指導員による巡回・窓口指導で、①基本的分析、②経営状況把握習熟度高低、③
業種別、の分析を行う。
（２）財務分析については、中小企業基盤整備機構が提供している「経営自己診断システム」
を利用し、確定申告業務時は、全国商工会連合会が公開している分析システムを活用
して、小規模事業者へ分かり易く提供する。
３．事業計画策定支援に関すること【指針②】
（１）経営指導員による巡回・窓口指導で、小規模事業者のレベル（創業期、成長期、安定期、
衰退期）に応じた支援を行う。
（２）事業計画策定を目指す小規模事業者の他、金融指導、小規模事業者持続化補助金等補助
金の申請時に事業計画の策定支援を行う。
（３）創業計画及び第二創業（経営革新）計画については、
「創業・開業アドバイスセンター
を設置し、事業計画段階から創業に至るまでのトータルサポートを行っていく。
４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】
（１）経営指導員による巡回・窓口指導で、小規模事業者のレベル（創業期、成長期、安定期、
衰退期）に応じたフォローアップを行う。
（２）経営計画策定後２年間を重点フォローアップ期間として、定期的な巡回指導（３ヶ月
に１回以上）を徹底する。事業計画の進捗状況を確認し、実行における課題を早期発見
して着実な実行ができる支援体制を整える。
（３）情報提供のツールとして、ＦＡＸとＥメールでの情報提供を促し、新しい情報を適宜
提供できる体制を構築する。
５．需要動向調査に関すること【指針③】
（１）日経テレコンのＰＯＳＥＹＥＳを活用して、小規模事業者の提供する商品・サービスの
需要動向に関する情報を収集して分析する。
（２）地域経済分析システム（ＲＥＳＡＳ：まち・ひと・しごと創生本部事務局）から情報を
収集し、各小規模事業者に必要と思われる情報をピックアップして情報を提供する。
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】
（１）全国商工会連合会や山形県商工会連合会が開催する展示会や物産展への出展を支援し、
販路を開拓する。
（２）販売促進用チラシ作成支援を行うことで販路開拓支援を図る。
（３）本会の１，０００名を超える会員ネットワークを活用して、小規模事業者相互の販路開
拓及び連携強化を図るため、小規模事業者相互が情報発信できる仕組みを構築する。
Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組
（１）寒河江市、さがえ西村山農業協同組合、寒河江市技術振興協会、寒河江中央工業団地振
興協会等関係団体と連携して、「寒河江市産業振興シンポジウム」を開催し「製造業」
を中心とした地域の活性化について検討する。
（２）寒河江市、さがえ西村山農業協同組合、寒河江市技術振興協会、寒河江中央工業団地振
興協会、寒河江市中心商店街連合会等関係団体と連携して、
「地域経済懇談会」を開催
して、中心市街地の活性化等、地域の活性化について検討する。
寒河江市商工会 担当：事務局長 國井幸一、総務課課長補佐 鈴木雅仁
〒991-8555 山形県寒河江市中央 1-8-38 TEL:0237-86-1211 FAX:0237-86-7526
メールアドレス sagae@shokokai-yamagata.or.jp

（別表１）
経営発達支援計画
経営発達支援事業の目標

１．当該地域の現状
（１）寒河江市の概要
寒河江市は山形県のほぼ中央、山形盆地の西側に位置し、東北横断自動車道酒田線を
はじめ、村山地域と庄内地域を結ぶ国道１１２号、村山地域と置賜地域を結ぶ国道２８
７号、村山地域と最上地域を結ぶ国道４５８号を有し、また、近隣都市と連結する主要
地方道が中心市街地から放射状に伸びるなど、道路交通の要衝であり交通利便性が高
い。
一方、最上川、寒河江川や葉山、月山、朝日連
峰などの山河に囲まれているとともに、本市は、
平安時代に摂関家藤原氏の荘園「寒河江荘」とし
て歴史に登場し、鎌倉・室町時代には名門大江氏
が領主となり、江戸時代には幕府の直轄領となる
等、歴史的に東北地方の重要な地域とされてき
た。平成２６年には、慈恩寺旧境内が国史跡指定
を受け、更に本市の歴史的価値が増してきてい
る。
近隣都市との関係では、山形市に通勤・通学する割合が高い一方で、県立高校２校、
県の総合出先機関、県内で最大級の集積規模を有する寒河江中央工業団地などがあり市
外から本市に通勤・通学する者も多く、西村山地域の中心の役割を担っている。
昭和２９年、２町５村が合併し本市が誕生、人口は緩やかな増加傾向を示していたが、
近年は人口減少（平成１７年：４３，６２５人→平成２６年：４１，４７２人）、高齢
化（平成１７年：２４．８％→平成２５年：２８．９％）が進んでおり、今後、本市の
人口は平成２６年の４１，４７２人から平成３５年の３３，８６５人と今後１０年間で
１８％減少すると推計（国立社会保障人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」）
されている。
（２）産業の特徴
主要産業は、市内総生産の約３０％を占める製造業であるが、本市の「さくらんぼ」
は栽培面積、収穫量、農業産出額とも全国トップクラスにあることから、食品・飲料等
製造業が製造品出荷額の約３０％を占めているのが特徴である。
（３）地域経済の現状と課題【※第６次寒河江市振興計画（案）（計画期間：平成２８
年〜平成３７年度）より抜粋】
平成に入り高速道路の開通、近隣都市の郊外型大型商業施設の進出により消費の域外
流出が加速し、平成９年に７１３事業所、年間商品販売額８２８億円あった卸小売業は、
平成２４年では４０７事業所、年間商品販売額７１４億円となり、１５年間で事業所数
４３％減少、年間商品販売額１４％減少している。
中心市街地の各商店街については、経営者の高齢化や後継者不足、新規創業者の伸び
悩み等により空き店舗が目立ち、まちの活力の低下や商店街の衰退が危惧されている。
快適な市民生活には商店街を存続していくことが不可欠であり、郊外型大型商業施設と
共存していくためには、それぞれの店の魅力ある個性が求められている。
近年では企業経営のグローバル化が進み、工場の新地立地の際には国内から海外に立
地先を求める企業も少なくない。工業技術の進歩により製造ラインや工場全体のコンパ
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クト化が進んだことで広い分譲用地を必要としない傾向にあり、少人数で稼動する製造
機械の登場は雇用減少の一因となっている。また、長引く景気低迷のなか発生した工場
の空き物件や賃貸物件は、工場立地を目論む企業にとって工業団地の分譲用地に比べ、
初期投資が抑えられ、早期の操業開始が見込めることから、より魅力的になっている。
こうした状況のなかで、本市の立地環境や特性を踏まえた独自の施策で他との差別化を
図り、本市にとって優良な企業を誘致するとともに、企業間や産業間等の連携による魅
力ある新たな産業づくりを進めていくことが必要である。
２．寒河江市商工会並びに小規模事業者の現状と課題
（１）寒河江市商工会の概要
寒河江市商工会は、会員数１，０６９名（平成２７年３月３１日現在）の地域総合経
済団体である。会員数は平成１０年をピークとして減少傾向にある。職員数は９名（事
務局長１名、広域経営指導員１名、経営指導員３名、補助員２名、記帳専任職員１名、
記帳指導職員１名）である。
（２）当商工会の強みと課題
幅広い業種が加入している組織であり、また、西村山地域の中核的な商工会であるこ
とから、各種団体（１１団体）の事務委託を受託しており、組織間・傘下会員間連携に
よるスケールメリットを享受できることや、寒河江市や山形県商工会連合会等との連携
体制があり、様々な経営支援に資する情報が集まること、中小企業診断士や税理士等の
専門家との連携もあることから、小規模事業者に寄り添った支援ができること等の強み
がある。
反面、集まった情報や支援施策、ツールの情報整理が不十分な点や、経営改善普及事
業については職員当たりの事業所数が多いこともあり、受動的、対処的指導支援が多く、
積極的な提案型指導が不足しがちなことや商工会の提供するサービス内容のＰＲが不
十分等の課題もある。
（３）地域小規模事業者の現状と課題
■業種別小規模事業者数(経済センサスより)
平成 21 年
平成 24 年
増減数

建設業
254
218
▲36

製造業
185
186
1

卸小売業
393
317
▲76

飲食宿泊業
175
176
1

サービス業
333
320
▲13

その他
191
191
0

合計
1,531
1,408
▲123

サービス業
21.8%
22.7%
0.9

その他
12.4%
13.6%
1.2

合計
100%
100%
0%

■業種別小規模事業者数の割合(経済センサスより)
平成 21 年
平成 24 年
増減比

建設業
16.6%
15.5%
▲1.1%

製造業
12.1%
13.2%
1.1%

卸小売業
25.7%
22.5%
▲3.2%

飲食宿泊業
11.4%
12.5%
1.1%

本会管内小規模事業者の現状について、平成２１年と平成２４年の経済センサスによ
る小規模事業者数の比較によると、１２３名減少（平成２１年：１，５３１名→平成２
４年：１，４０８名）している。製造業と飲食宿泊業は横ばいである反面、卸小売業（７
６名減）、建設業（３６名減）、サービス業（１３名減）は減少した。
また、業種別規模事業者数の割合の比較では、経営者の高齢化や後継者不足等による
廃業で、これまで最も多かった卸小売業（２２．５％）がサービス業（２２．７％）に
逆転されており、地元商業（卸小売業）の衰退苦境が如実に示された。
地元商業にとって、人口減少は、顧客の減少に直結し、ひいては、地域経済の衰退を
招くことから、域外流出した消費を取り戻す地元消費促進策や新たな需要の創出が課題
である。一方、人口減少に伴う消費の減退など構造的な変化は不可避であり、中長期的
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には需要の変化に対応した経営の転換が必要となる。
製造業については、本市は工業団地を有し、大手企業や中堅企業もあるものの、多数
は小規模事業者であり、経営環境の変化に対応するための経営改善や革新の取り組みが
迫られている。しかしながら、経営課題を克服するための経営計画の策定や国等の施策
を活用出来ているとは言い難い状況であり、経営革新や生産性向上の取り組み等への対
応が鈍い。
（４）中長期的な振興のあり方
寒河江市で策定している第６次寒河江市振興計画（案）には、「商店街と地域住民の
協働のまちづくりを推進するとともに、後継者、新規創業者を育成し中心市街地全体の
活性化を目指す。また、雇用拡大のため優良な企業誘致を進め、市内産業の発展と若者
の定住及び安定雇用を目指す。」とされており、本会としても、地域の総合経済団体と
して、小規模事業者振興の観点から、下記の４点について積極的に取り組んでいく。
①中心市街地の活性化
中心市街地の活性化に結びつく空き店舗の解消のための誘致活動や新規創業支援
を進めるなど、魅力あるまちづくりとひとづくりを推し進める。
②地元商業の振興
活力ある地元商業の振興を図るため、魅力ある個店づくりを支援する。後継者及び
新規創業者の育成を図るため、創業支援事業計画に基づき支援の充実に努める。
③地元企業の支援
国内外の経済を取り巻く環境の変化に対応した地元企業への速やかな支援の充実
に努める。
他に誇るべき地域産業資源を活用した新たな事業展開の支援を行う。
市場ニーズに応える産業の育成支援を図る。
④企業誘致の推進
本市の県内交通の要衝としての地理的条件や農林資源を活かすことが可能な企業
ターゲットとした企業誘致を図り、産業の集積化を目指す。特に、雇用拡大に繋が
る製造業等については重点的に企業誘致を行う。
（５）経営発達支援事業の目標
＜目標＞
これまで述べてきた地域経済の現状課題及び本会の現状課題、そして中長期的な視野
に立った小規模事業者の振興のあり方を踏まえ、本会として以下を目標と定め、５カ年
の経営発達支援計画を策定し、地域総合経済団体として、地域経済の振興に努め、小規
模事業者の持続的発展を伴走型で支援する。
●『既存事業の維持発展や業態転換を図る小規模事業者の創出』
●『意欲あふれる新規創業小規模事業者の創出』
＜方針＞
上記で掲げた目標を達成するため、
○小規模事業者のニーズや課題等の経営状況や商品・サービス等の情報を把握し、整
理及び分析を行う。
○また、経営の成長段階に合せて、本会の事業や補助金等の支援ツールの情報を活用
した支援ツールを整理して、それぞれの小規模事業者へ積極的な提案型支援が出来
る体制を整える。
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①経営環境の厳しい商業・サービス業の小規模事業者に対しては、
（ア）各々の経営課題を明確にしたうえで、各事業者に合った経営改善計画を策定
し持続的経営を実現するために伴走型支援を行う。
（イ）また、交通利便性を活かし、域外からの消費者の誘客と人口４万人の本市域
内消費を活性化させ資金を循環させることで、地域商業・サービス業を活性化
させる。
②工業の小規模事業者に対しては、
（ア）経営計画の策定支援等による伴走型支援により、効果的な補助金の活用支援
や需要動向等の各種情報提供、金融支援等を通じ、生産性向上を支援する。
（イ）これにより、地域外を主な市場とする域外市場産業（製造業）を活性化させ
ることで、製造業者及び雇用従業員の所得が増加し域内産業（商業・サービス
業）が拡大する。域外から資金を流入させる域外市場産業（製造業）は、地域
経済への波及効果が大きく、域外から資金を稼いでくる製造業の発達を支援し
競争力を強化させる。
③廃業が増加することによる地域経済の衰退を防ぐため、既存の事業者への持続的
な成長を支えるとともに、新規創業小規模事業者の創出のための経営サポート体
制を確立させる。
これらの地域内経済の活性化については、商工会の強みである伴走型支援や連携力、
支援ツールを最大限活用発揮するための経営サポート体制の確立を図る。
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２８年４月１日〜平成３３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】
（現状と目標）
現在、地域内の経済動向調査を行っているが、あくまで職員が動向を把握するために
実施しており事業者へ情報提供する視点が不足していた。
今後は、事業者に情報提供することに加え、どの事業者でも分かり易く参考にできる
情報に整理することに努める。
なお、下記の調査は、地域及び業種等の最近の状況や傾向を把握し、小規模事業者が
自社の状況を把握できるように情報提供支援を実施する際の参考資料とするとともに、
本会における経営発達支援事業の企画検討や小規模事業者における事業計画策定や販
売戦略や商品開発等の基礎資料とすることを目的として実施する。
（事業内容）
（１）経営指導員による巡回指導時にタブレット端末を利用して、山形県商工会連合
会が実施している「県内統一景況調査」を準用し、地域の経済動向を調査分析
析する。調査結果は、会報、本会ホームページで公開（Ｄ．Ｉ値※として数値
として示すとともに、「景況天気図」※として分かり易く公開）するとともに、
経営指導員により課題抽出し、相談や提案等に活用する。
①調査業種：製造業、建設業、卸小売業、サービス業
②調査頻度：年４回
③調査項目：売上額、客単価、客数、資金繰、仕入単価、仕入額、在庫数、
採算、従業員数、外部人材数（請負・派遣）、業況、長期資金・
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短期資金借入難度、借入金利、経営上の問題点
④調査訪問：巡回によるヒアリング調査
⑤分析方法：Ｄ．Ｉ値（景気動向指数）を算出して推移を分析する。
※Ｄ．Ｉ値：【各項目の増加（上昇・好転）企業割合（％）
】−【各項目の
減少（低下・悪化）企業割合（％）】
※景況天気図：Ｄ．Ｉ値により、「快晴・晴れ・曇り・雨・雪」に区分す
る。
（２）地域の主要経済指標（業種毎の生産、消費、雇用、所得、建設投資、公共投資、
金融）を収集整理し、毎月、本会ホームページで公開する。
※情報収集先：山形県内経済情勢報告（財務省東北財務局山形財務事務所）
、
・管内経済情勢報告（財務省東北財務局）
・一般職業紹介状況（寒河江公共職業安定所）
・帝国ニュース山形県版（帝国データバンク）
・建設山形（東北建設工業新聞社）、日刊工業新聞
・地域経済分析システム【ＲＥＳＡＳ】※（まち・ひと・しご
と創生本部事務局）
※国が地域経済に係る様々なビッグデータ（企業間取引、
人の流れ、人口動態等）を収集し、かつ、わかりやすく、
する提供するシステム。
（３）寒河江市の主要産業である「製造業」については、寒河江中央工業団地振興協
会で実施している「会員企業景気動向調査」を利用して毎月、経済動向を調査
し、
「製造業」の課題抽出を行う。
①調査対象：寒河江中央工業団地振興協会員（現在６２社）
②調査頻度：年１２回
③調査項目：売上高、売上単価、売上数量、原材料仕入単価、採算、設備稼
働率、今後の見通し
④調査訪問：ＦＡＸによる調査
⑤分析方法：Ｄ．Ｉ値（景気動向指数）を算出して推移を分析する
（活用方法）
上記（１）〜（３）の調査結果をもとに今後の本会の支援方針や体制、経営発達のた
めの事業企画（研修会のテーマ設定等）、具体的な支援内容を検討するための基礎資料
として活用する。
小規模事業者は、経済動向を把握することで目指すべき経営発達の方向性の明確化や
経営戦略の構築が可能となる。本会は、その実現に向けて具体的な指導や各種施策活用
の提案、新規創業小規模事業者向けには支援ツールの開発等、小規模事業者に適した支
援情報の提供を行う体制を構築する。
（数値目標）
項目
統一景況調査
企業数 ※1
主要経済指標
公表回数 ※2

現状

28 年度

29 年度

30 年度

31 年度

32 年度

15

30

60

60

60

60

未実施

12

12

12

12

12
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会員企業景気
4
12
12
12
12
動向調査数※3
※1:現在の 15 社から 30 社(28 年度)、60 社(29 年度以降)に増加させる。
※2:月 1 回ホームページで公開する。
※3:現在の年 4 回から月 1 回の調査とする。
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２．経営状況の分析に関すること【指針①】
（現状と目標）
現在、経営状況の分析は、金融指導の際に職員が経営状況を把握するために実施する
のがほとんどであり、また、小規模事業者の状況や理解度等を考慮することなく、決算
書から数値分析や経営指標を用い、改善点を指摘することにとどまっていた。
今後は、小規模事業者の詳細な状況、数値では見えない部分を聞き取ったうえで、小
規模事業者のレベルに合わせた分析を行いながら伴走型支援を行う。
小規模事業者の持続的発展のためには、経営資源や経営環境等を把握し、直面してい
る経営課題を明確にすることが必須である。そのため、小規模事業者に対して、経営分
析を行い、小規模事業者の現在抱えている経営課題や強み等の経営資源を明確にする。
その分析結果と、「１．地域の経済動向調査に関すること」及び「５．需要動向調査
に関すること」の調査結果を踏まえ、経営改善に向けてどのようにすべきか、小規模事
業者とともに考え、今後の経営計画の策定等伴走型支援を行い、小規模事業者の持続的
発展に向け、経営指導員の巡回・窓口指導、各種セミナーの開催等を通じて、小規模事
業者の経営分析を行う。
商業・サービス業の小規模事業者には、提供する商品とサービスの市場におけるポジ
ショニング分析を行う。提供する商品とサービスのポジションを明確にすることで、タ
ーゲットとなる消費者セグメント、それに伴う販売促進方法の明確化を図り、今後の経
営計画の策定、新たな商品とサービスの展開や開発等の支援に繋げていく。
製造業の小規模事業者には、生産性及び効率性に重点を置いた分析を行い、生産性向
上を図ることで競争力強化を支援する。
分析項目や内容については、小規模事業者の置かれている状況や経営状況の把握の習
熟度によって有効となる分析内容が異なるため、各小規模事業者に対応した分析を行
う。
なお、経営状況把握の習熟度については、経営者の経営管理能力を図るヒアリングシ
ート（経営基本に関する視点、財務に関する視点、人事に関する視点）を作成して、経
営指導員による巡回訪問指導の際にヒアリングを行い、習熟度を区分する。
また、専門的な課題等については、山形県商工会連合会、山形県、寒河江市、地域金
融機関、山形県企業振興公社、山形県よろず支援拠点、ミラサポの派遣専門家やコーデ
ィネーター等と連携し、小規模事業者の抱える経営上の悩みに対してより丁寧にサポー
トする。
（事業内容）
経営分析を必要とする小規模事業者の掘り起こしについては、これまでの指導実績先
（経営カルテにて共有）の他、本会ホームページや会報による周知（「自社の経営状態
を無料で診断いたします！」等）、各種セミナーの開催を通じ行っていく。
（１）経営分析は、経営指導員による巡回・窓口指導で以下の分析を行う。
①基本的分析（経営基本に関する視点、財務に関する視点、人事に関する視点：
組織、財務、業務・組織体制・マネジメント、商品・サービス）
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②（ア）経営状況把握習熟度低い小規模事業者向け
自社分析：取扱商品・サービス、経営資源、経営課題、売上構成、利益
市場分析：消費者ニーズ、ターゲット
（イ）経営状況把握習熟度高い小規模事業者向け）
財務分析：キャッシュフロー、流動比率、自己資本比率、売上総利益率、
売上高営業利益率、損益分岐点、労働生産性
③（ア）全業種共通分析（ＳＷＯＴ分析、３Ｃ分析、ＡＢＣ分析）
（イ）商業・サービス業分析（商品分析、顧客分析、商圏分析）
（ウ）製造業分析（５Ｓ分析、コスト分析、原価計算）
（２）上記の財務分析については、中小企業基盤整備機構が提供している「経営自己
診断システム」※を利用する。
※決算書の主要な数値を入力するだけで経営診断ができるシステム。２７の
経営指標から収益性、効率性、生産性、安全性、成長性の項目を診断します。
CRD（中小企業信用リスク情報データべース）の業界基準値と比較するため、
指標の良し悪しを一目瞭然で判断することが可能。
（３）確定申告業務時は、小規模事業者が経営状況に対して意識が傾けられている時
期であり、経営改善を促す良い機会であるため、全国商工会連合会が公開して
いる分析システムを活用して、安全性、収益性、効率性について財務分析を行
い分析結果を小規模事業者へ分かり易く提供する。
（活用方法）
小規模事業者と面談して分析結果について報告するとともに、分析結果から経営課題
や自社が提供する商品・サービス・製品の強み等を明確にする。
また、経営計画策定の重要性を説明して、経営理念・経営ビションを整理再確認する。
分析結果と「１．地域の経済動向調査に関すること」及び「５．需要動向調査に関す
ること」の調査結果を提供し、今後の経営計画を取りまとめた中長期経営計画策定を支
援する。
より高度で専門的な分析が必要のある事業所については、中小企業診断士や税理士等
の専門家と連携して課題解決を支援する。これらの分析、指導結果をもとに、提供する
商品・サービスの優位性、保有する技術・ノウハウ、従業員等の経営資源、財務内容等
の経営状況、今後の方向性等を勘案して、小規模事業者が抱えている経営課題を解決し
ていく。
（数値目標）
支援内容
現状
28 年度
29 年度
30 年度
31 年度
巡回指導件数※1
1,546
1,852
1,956
2,060
2,084
専門家派遣数※2
25
37
39
41
42
経営分析件数※3
78
213
218
223
224
※1:現状＋各年度フォローアップ増加分
※2:巡回指導件数×過去実績値 2%
※3:確定申告時財務分析 120＋(巡回指導件数×過去実績値 5%)
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32 年度
2,188
44
229

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】
（現状と目標）
「１．地域の経済動向調査に関すること」及び「２．経営状況の分析に関すること」
による分析結果と「５．需要動向調査に関すること」による調査結果を踏まえ、小規模
事業者の発展を踏まえた事業計画策定支援を行う。
現在、事業計画策定支援は、経営革新計画や補助金申請、経営安定（再生支援）等、
限られた小規模事業者に対する支援が主であった。
今後は、小規模事業者のレベルに応じた事業計画策定支援事業を実施することで、幅
広く小規模事業者への支援を推進していく。
そのためには、事業計画策定の重要性を丁寧に説明し、持続的発展のために必要な事
業計画策定を支援して、小規模事業者の経営基盤強化を図る。
商業・サービス業の小規模事業者については、それぞれの経営課題やテーマ、経営ス
テージ（レベル）【創業期、成長期、安定期・第二創業期、衰退期】に合わせて小規模
事業者に寄り添った経営計画策定を支援するとともに、製造業の小規模事業者について
は、上記に加え、生産力向上を主なテーマとして経営計画策定を支援する。
なお、経営ステージ（レベル）については、対象となる小規模事業者の創業からの事
業年数と経営者の経営管理能力を図るヒアリングシート（経営基本に関する視点、財務
に関する視点、人事に関する視点）による経営状況把握習熟度を勘案して区分する。
また、これらの支援と併せて、セミナーでの集団支援も実施し、事業計画策定を目指
す小規模事業者の掘り起こし行う。
事業者が経営課題を解決するため、本会が保有する各種経営支援メニューや施策情報
を整理し、必要に応じて支援メニューとして提供する。また、山形県商工会連合会、山
形県、寒河江市、地域金融機関、山形県企業振興公社、山形県よろず支援拠点等とも連
携し、伴走型の指導・助言を行い、小規模事業者の事業の持続的発展を図る。
（事業内容）
（１）事業計画策定を目指す小規模事業者に対し、経営指導員による巡回・窓口指導
で、小規模事業者の経営ステージ（レベル）に応じた以下の支援を行う。
（ア）創業期：創業計画策定支援
（主なテーマ：基本経営計画策定、知名度向上・販路開拓策）
（イ）成長期：事業計画の見直し及び再構築支援
（主なテーマ：更なる販路拡大策、差別化戦略）
（ウ）安定期・第二創業・経営革新計画策定支援
（主なテーマ：差別化戦略、新事業展開策（もしくは多角化戦略）
（エ）衰退期：事業承継計画・事業再生計画策定支援
（主なテーマ：円滑な事業承継策・知的財産経営、事業転換・撤退策）
（２）事業計画策定等に関するセミナー、個別相談会の開催により、事業計画策定を
目指す小規模事業者の掘り起こしを行う。
（３）個別指導、巡回指導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
策定を目指す小規模事業者の掘り起こしを行う。
（４）事業計画策定を目指す小規模事業者の他、金融指導、小規模事業者持続化補助
金等補助金の申請時に事業計画の策定支援を行う。
（５）創業計画及び第二創業（経営革新）計画については、意欲あふれる新規小規模
事業者創出による地域活性化を図るため、本会に「創業・開業アドバイスセン
ター」を設置し、国、山形県、寒河江市、山形県商工会連合会と連携して、事
業計画段階から創業に至るまでのトータルサポートを以下のとおり行ってい
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くとともに、創業後も個別指導により、伴走型の支援を実施する。また、寒河
江市が策定した、産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画の認定※（計画
期間：平成２７年１０月１日〜平成３２年３月３１日）を受け実施する創業支
援事業について、寒河江市と認定連携創業支援事業者（金融機関）によるネッ
トワークを活用していく。
※創業希望者向けの相談窓口を新設するとともに、各創業支援機関との連携
を強化しつつ、創業希望者に必要な支援策をより機動的に提供することに
より、年間１０人の創業支援対象者及び年間３件の創業件数を目標とする
計画である。
（ア）市報や本会ホームページで「創業・開業アドバイスセンター」の支援内
容（創業相談会の開催等）を周知して創業希望者の掘り起こしを行うと
ともに、寒河江市や山形県商工会連合会にて開催する「創業セミナー・
創業塾」を活用することで、創業希望者の知識向上を図り、創業計画の
策定支援を図ることにより、創業支援を行う。
（イ）西村山商工会広域連携協議会にて開催する「経営革新塾」を活用するこ
とで、第二創業（経営革新）計画の策定を支援し、第二創業（経営革新）
支援を実施する。
（数値目標）
支援内容
セミナー・個別相談
会開催回数※1
事業計画策定事業者
数※2
創業支援者数
（創業者数）※3

現状

28 年度

29 年度

30 年度

31 年度

32 年度

3

4

4

4

4

4

27

55

66

77

83

94

7
10
10
10
10
10
(5)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
7
15
20
25
25
30
第二創業・経営革新支
援者数(承認者数)※4
（1）
（2）
（3）
（4）
（4）
（5）
※1:現在の年 3 回から年 4 回開催に増加させる。
※2:経営指導員(3 名)×10 名(28 年度)+(創業支援者数+第二創業・経営革新支援者数)、
以後、経営指導員 1 名当たり事業者 2 名ずつの増加を図る。
※3:創業支援者数×過去実績値 70%
※4:第二創業・経営革新支援者数×過去実績値 15%

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】
（現状と目標）
現在、事業計画策定後の支援については、経営革新計画認定や補助金採択を主に目指
していた側面が大きく、実施状況のフォローアップまで支援していない状況であった。
今後は、実施状況のフォローアップに重点を置き、小規模事業者の利益に繋げるため、
また、事業計画の実効性を高めるためにどうすれば計画を達成出来るかを小規模事業者
とともに考え、達成できるためのツールを提示し達成まで伴走型支援を行う。
事業計画の着実な取り組みのために事業計画の進捗状況を確認し、当初計画との齟齬
が生じた場合は速やかに対応し、事業計画の練り直しや直面した経営課題に対し解決の
ための支援を行うなど、ＰＤＣＡサイクルを確立した支援を行う。
また、巡回指導や電話連絡等により小規模事業者との接触頻度を高めるなど、適宜、
各小規模事業者に対して有効な施策支援、市場調査結果、商品の需要動向等の各種情報
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を提供し、きめ細かい丁寧な指導を行うことで、小規模事業者の売上拡大や利益確保に
繋がる支援を行う。
支援体制の強化及び効率化のため、各種施策や支援メニューを提供し易いように種類
別や指導段階別に整理し、業種業態や経営段階に応じた情報提供を提供できる体制を構
築する。また、提供方法については、ＦＡＸとＥメールの情報を利用して提供する。
（事業内容）
（１）事業計画策定後に、国、山形県、寒河江市、山形県商工会連合会の行う支援策
等の広報、案内により周知し、フォローアップを実施する。
（２）経営指導員による巡回・窓口指導で、小規模事業者の経営ステージ（レベル）
に応じた以下の支援を行う。
（ア）創業期（創業計画策定支援）
「寒河江市起業・創業支援事業」等による個別フォローアップ・税務相
談、コンセプトとマーケティングの確認、創業資金の斡旋、空き店舗情
報の提供、税務労務等の諸手続、地域経済動向や需要動向調査の情報提
供、小規模事業者持続化補助金の情報提供及び申請支援
（イ）成長期（事業計画の見直し及び再構築支援）
融資斡旋、経営資源や販売チャネルの確認、地域経済動向や需要動向調
査の情報提供、小規模事業者持続化補助金の情報提供及び申請支援
（ウ）安定期（第二創業・経営革新計画策定支援）
経営資源（既存）の見直し、設備や人的投資計画、マーケティング調査
（新規）、地域経済動向や需要動向調査の情報提供、第二創業・経営革
新計画、ものづくり補助金、小規模事業者持続化補助金の情報提供及び
申請支援
（エ）衰退期（事業承継計画策定支援）
事業承継支援、事業再生支援
（３）「３．事業計画策定支援に関すること」の支援小規模事業者に対して、経営計
画策定後２年間を重点フォローアップ期間として、定期的な巡回指導（３ヶ月
に１回以上）を行い、事業計画の進捗状況を確認と事業計画の実行における課
題を早期発見して着実な実行ができる支援体制を整える。
なお、経営ステージ（レベル）の創業期及び衰退期に区分された小規模事業者
については特に緊密な対応が必要であると思われることから、案件の緊急度に
応じて概ね１ヶ月に１回以上の巡回指導を行う。
（４）本会で提供している経営支援メニュー（国・県・市の施策、融資情報、セミナ
ー、補助金情報等）を整理のうえ、小規模事業者への支援に引き続き活用する。
併せて、今後は、各小規模事業者の課題に対応した経営支援メニューを組み合
わせて、小規模事業者にマッチした伴走型支援を行う。
（５）情報提供のツールとして、ＦＡＸとＥメールでの情報提供を促し、新しい情報
を適宜提供できる体制を構築する（希望する小規模事業者のＦＡＸ番号やＥメ
ールアドレスを収集、整理し情報提供を行う。業種や企業形態別に情報をソー
トできるようにして、小規模事業者へ情報提供を行う。）
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（数値目標）
支援内容
現状
28 年度
29 年度
30 年度
31 年度
32 年度
フォローアップ件
214
520
624
728
752
856
数※1
ＦＡＸ・メール情報
未実施
14
28
42
56
70
提供者数※2
※1:(事業計画策定事業者数×4)+(創業支援者数・第二創業・経営革新支援者数×12)
※2:小規模事業者数×1%(28 年度)、以後、1%ずつ拡大を図る。
５．需要動向調査に関すること【指針③】
（現状と目標）
現在、相談内容によって必要がある場合以外に需要動向調査はほとんど行われていな
い。また、調査した場合についても、調査結果をほぼそのまま利用するだけで更に分析
することがなかった。
今後は、小規模事業者への支援に積極的に活用するために、定期的に調査分析した情
報を小規模事業者へ提供する。
小規模事業者が提供する商品・サービスの市場における需要動向に関する情報を収
集、分析して、その分析結果を小規模事業者の仕入、生産、投資、資金、販路開拓等の
経営計画策定にフィードバックすることで、小規模事業者の限られた経営資源を市場の
需要動向に合わせて効率的に投下出来るように支援する。
商業・サービス業の小規模事業者については、日経テレコンのＰＯＳ情報等で商品の
最新トレンドの情報を提供するとともに、自社の取扱商品の分野で何が売れているか等
の情報を提供して今後のマーケティングに活用できるよう支援する。
また、商業・サービス業の小規模事業者が提供する商品やサービスについて、新たな
販路の開拓や新商品の開発に活かせるような消費者等の生の声（ニーズ）を聞くための
機会について支援する。
製造業の小規模事業者については、日経テレコンのＰＯＳ情報等で最新の商品トレン
ドや今後有望な市場等、製造に関する業界情報（日刊工業新聞等の情報蓄積）を提供す
ることで、自社のマーケティングに活用できるように支援する。
また、製造業の小規模事業者が提供する製品について、新たな販路の開拓や新製品の
開発に活かせるような川下企業の生の声（ニーズ）を聞くための機会について支援する。
（事業内容）
主に「２．経営状況の分析に関すること」及び「３．事業計画策定支援に関すること」
にて支援した小規模事業者（商業・サービス業、製造業）に対して、需要動向に関する
以下の調査を必要に応じて提供する。
（１）「日経テレコンのＰＯＳＥＹＥＳ」※等を活用して、小規模事業者の提供する
商品・サービスの需要動向に関する情報を収集して分析する。各商品のトレン
ドや活気ある市場（商品）の情報、ターゲットとなる年齢層や性別について、
各小規模事業者に合致したデータを調査分析する。より高度で専門的な分析が
必要のある事業所については、山形県商工会連合会、山形県、寒河江市、地域
金融機関、山形県企業振興公社、山形県よろず支援拠点、ミラサポの派遣専門
家やコーディネーターと連携して分析を行う。
※加工食品、酒類、家庭用品など 2,000 分類、265 万商品の売上情報を集録。
自社とは異なる分野のトレンドをとらえることにより、新商品開発のため
のアイデアやヒントとなる情報を提供。
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現在の売れ筋商品ランキングの他、簡単な操作で商品別・メーカー別販
売推移などが閲覧可能。「日次」、「週次」、「月次」ランキングの他、競合他
社商品とのシェア分析、市場における自社商品のポジショニング、地域比
較や ABC ランキングなど豊富なデータメニューを利用した分析が可能。
400 を超える新聞・専門誌・雑誌・レポートの中から必要な情報を簡単に
検索、収集できる。ヒット商品や競合他社の動向以外にも政治や市場、経
済、社会、技術的動向など世の中全体の動きをとらえた市場攻略プランの
策定に役立つ情報を提供。
（２）「地域経済分析システム」（ＲＥＳＡＳ：まち・ひと・しごと創生本部事務局）
から情報を収集する。各小規模事業者に必要と思われる情報（人口マップ「人
口構成・人口増減・将来人口推計」、自治体比較マップ「労働生産性・一人当
たり賃金」、観光マップ「外国人消費分析」等）をピックアップして情報を提
供する。より高度で専門的な分析が必要のある事業所については、山形県商工
会連合会、山形県、寒河江市、地域金融機関、山形県企業振興公社、山形県よ
ろず支援拠点、ミラサポの派遣専門家やコーディネーターと連携して分析を行
う。
（３）「山形県買物動向調査」※により、各小規模事業者に必要と思われる情報をピ
ックアップして分析、提供する。
※①調査頻度：３年毎（27 年度、30 年度・・）
②調査範囲：県内全域（10,000 世帯）
③調査方法：調査票配布によるアンケート調査
④調査項目：対象世帯の属性、商品別の買物場所、買物店舗の業態、
買物の際に重視する点、商店街での買物状況、県外での買物
状況、無店舗販売（通信・ネット販売）での買物状況
（４）「寒河江市通行量調査」※により、市内中心市街地の通行量の変化からみた消
費行動の変化等の情報を小規模事業者へ分析、提供する。
※①調査頻度：４年毎（29 年度、33 年度・・）
②調査地点：市内中心市街地 4 地点（平日、休日）
③調査対象：自動車、二輪車（自動車・バイク）、歩行者
（５）業界誌等（商業界、日経ＭＪ、日刊工業新聞、建設山形等）により、各小規模
事業者に必要と思われる情報（消費者ニーズ・顧客ニーズの動向等）をピック
アップして分析、提供する。
（活用方法）
「２．経営状況の分析に関すること」及び「３．事業計画策定支援に関する
こと」にて支援した小規模事業者に対して、各小規模事業者にマッチした需要
動向調査（詳細版）を必要に応じて提供する（特に上記（１）、（２）、（５））。
また、小規模事業者全般に有用だと思われる情報を情報については、ＦＡＸ
とＥメールでの情報提供ツールを活用して、上記の需要動向調査の結果（概要
版）を提供する（上記（１）〜（５）の情報概要版）。
また、新たな販路の開拓や新製品の開発に活かせるような顧客の生の声（ニーズ）を
聞くための機会について、下記のとおり支援する。
（６）「６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること」にて実施する「一店逸
品」、「まちゼミ」における消費者アンケートの情報から、消費者ニーズや市場
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動向を把握して、小規模事業者に提供する【商業・サービス業向け】。
（７）「山形県産食品等販路開拓支援事業」※によるテストマーケティング事業を活
用して、小規模事業者がテストマーケティングを通じた消費者ニーズや市場動
向の把握ができるように支援する【商業・食品製造業向け】。
※優れた地域資源活用商品について、営業力を強化促進し、取引成立までの
一連の販路開拓を支援する（セールスレップ事業や首都圏でのテストマー
ケティング事業を展開、消費者との交流会等でコミュニケーションを図り、
販路拡大を目指す。
（８）全国商工会連合会「むらからまちから館」※への出展を通じたテストマーケテ
ィングにより、小規模事業者が消費者ニーズや市場動向の把握ができるように
支援する【商業・食品製造業向け】。
※全国の地域特産品を扱うアンテナショップで、我が国唯一の公設地域総合
専門館。
（９）全国商工会連合会「ニッポンセレクト」※への出展を通じたテストマーケティ
ングにより、小規模事業者が消費者ニーズや市場動向の把握ができるように支
援する【商業・製造業向け】。
※農商工連携や地域資源の活用等により開発した商品等や、魅力ある隠れた
地域産品等をウェブを通じて紹介・普及・販売を行う、全国商工会連合会
公式サイト。
（10）
「６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること」にて出展支援する各商談
会を通じたテストマーケティングにより、小規模事業者が消費者ニーズや市場
動向の把握ができるように支援する【商業・製造業向け】。
（11）中小企業基盤整備機構「Ｊ−ＧｏｏｄＴｅｃＫ」※への掲載を通じたテストマ
ーケティングにより、小規模事業者が顧客ニーズや市場動向の把握ができるよ
うに支援する【製造業向け】。
※優れた技術・製品を有し、販路開拓に意欲的な中小企業と大手企業・海外
企業とのビジネスマッチングサイト。自社技術や製品情報を国内外に発信、
大手企業や海外企業からのニーズや課題に対して技術提案を発信、大手企
業等との情報交換、等ができる。
（数値目標）
支援内容
POSEYES、RESAS 等調査件数（商
業・サービス業）
【詳細版】※1
POSEYES 、 RESAS 等 調 査 件 数
（製造業）
【詳細版】※2
POSEYES 、 RESAS 等 調 査 件 数
（全業種）
【概略版】※3

現状

28 年度

29 年度

30 年度

31 年度

32 年度

0

4

7

11

15

20

0

2

3

5

6

8

0

14

28

42

56

70

0
20
38
58
77
98
※1、2:事業計画策定事業者数×10%(28 年度)(うち、商業サービス業 70%・製造業 30%)、
以後、5%ずつ増加させる。
※3:ＦＡＸ・メール情報提供者数
※4=※1+※2+※3(事業者 1 回ずつ調査と予想)

需要動向情報提供件数 ※4

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】
（支援に対する考え方）
本会の強みである、組織間連携によるスケールメリットを活かしたマッチング事業を
中心に情報を整理して、効果的な情報発信を行う。
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「５．需要動向調査に関すること」にて分析を行った内容について、小規模事業者へ
の販路開拓支援に活用することで需要動向に合わせた販路開拓を目指し、併せて、小規
模事業者相互の効果的な情報発信による新たな需要開拓の仕組みづくりを行う。
（現状と目標）
現在、販路開拓支援については、行政等が実施する商談会等に出展支援をしているが、
それは商談会等の出展状況の周知と出展取りまとめが主であり受け身の体制であった。
今後は、小規模事業者の持続的な発展支援を目的として、前述の調査・分析で得られ
た情報と小規模事業者が提供する商品・サービス、事業規模等を勘案して各小規模事業
者に適合した支援施策（商談会やＰＲ方法）を提案するなど、能動的に販路開拓を支援
するとともに、地域における地場産品（地域資源）を広くＰＲするため、展示会、商談
会等の開催し、地場産品（地域資源）を活用した商品の認知度の向上を図る。
また、本会の強みである、組織間・傘下会員間連携によるスケールメリットを活かし
たマッチング事業を行うために情報を整理・発信を行うとともに小規模事業者相互の情
報発信の仕組みづくりを行うことで、新たな需要開拓の機会を創出する。
（事業内容）
（１）全国商工会連合会や山形県商工会連合会等が開催する展示会や物産展（「ニッ
ポン全国物産展」、「むらからまちから館」、「ニッポンセレクト」、「山形県産食
品等販路開拓支援事業」等）への出展を支援し、販路を開拓する【成長期、安
定期向け】。
①業種：商業、製造業（食品）
②頻度：年５〜６回
③対象：消費者
（２）山形県企業振興公社等が開催する商談会（「山形県広域商談会」「宮城・山形・
福島合同商談会」「自動車関連技術展示商談会」等）への出展を支援し、販路を
開拓する【成長期、安定期向け】。
①業種：製造業
②頻度：年３〜４回
③対象：事業者
（３）中小企業基盤整備機構や日本政策金融公庫、地域金融機関等が開催する商談会
（「新価値創造展」、「Ｊ−ＧｏｏｄＴｅｃＫ」、「全国ビジネス商談会」、「地方
銀行フードセレクション」等）への出展を支援し、販路を開拓する【成長期、
安定期向け】。
①業種：製造業
②頻度：年５〜６回
③対象：事業者
（４）山形県、寒河江市による支援施策を通じて、新商品の開発並びに既存商品のバ
ージョンアップを図る【安定期、衰退期向け】。
（５）寒河江市で開催される物産展イベントにおいて、企業のＰＲと新商品の販売促
進の場として認知度の向上を図る【創業期向け】。
①業種：商業、製造業
②頻度：年３〜４回
③対象：消費者
（６）販売促進用チラシ作成支援を行うことで販路開拓支援を図る【創業期向け】。
（７）地域ブランド構築や地域資源を活用した商品づくり、商品の認知度向上を図る
ための研修会を開催する。併せて、「ふるさと納税」への返礼品採用に向け、
- 14 -

行政に働きかけを行う【成長期、安定期、衰退期向け】。
（８）現在発行している「一店逸品※カタログ」をスタンプラリーや通信販売ページ
を新設する等バージョンアップを図り、小規模事業者の知名度向上及び域外へ
の小規模事業者の紹介を目的として実施支援する【創業期、成長期向け】。
※単に仕入・販売だけでなく、各店舗が専門店として魅力ある商品を発掘
・開発し、消費者に発信することを目的として実施。
個店の売上アップだけではなく、商店街の活性化や個店同士のコミュニ
ケーションが高まる効果も狙う。
①業種：商業、製造業（食品）
②頻度：年２回
③対象：消費者
（９）現在実施している「まちゼミ※」の実施内容をバージョンアップして、参加小
規模事業者の知名度向上及び域外への小規模事業者の紹介を目的として実施
支援する【創業期、成長期、安定期向け】。
①業種：商業・サービス業
②頻度：年２回
③対象：消費者
※専門店ならではの専門知識や情報、コツを無料で教える少人数のゼミナ
ール。個店の売上アップだけではなく、商店街の活性化や個店同士のコ
ミュニケーションが高まる効果も狙う。
（10）本会の１，０００名を超える会員ネットワークを活用して、小規模事業者相互
の販路開拓及び連携強化を図るため、小規模事業者相互が情報発信できる仕組
みを構築する（ＦＡＸとＥメールの情報を活用する）。
（数値目標）
支援内容

現状

28 年度

29 年度

30 年度

31 年度

32 年度

展示会・物産展・商談
会情報提供回数※1

13

24

26

29

32

35

出展支援者数※2
出展企業数※3
商談会商談件数※4

10
10
未調査

17
12
2

24
17
3

31
22
4

38
27
5

45
32
6

新商品開発・バージョ
ンアップ支援数※5

2

3

3

3

3

3

17

18

20

21

23

24

未実施

36

40

42

46

48

73

84

99

113

127

141

640

756

891

1,017

1,143

1,269

未実施

2

4

6

8

10

一店逸品カタログ
掲載数※6
一店逸品カタログ
販売点数※7
まちゼミ参加企業
数※8
まちゼミ参加消費
者数※9
ＦＡＸ・メール情報に
よる情報発信※10

※1:上記の展示会等開催予定件数による。今後、開催情報の収集を図り、毎年 10%増の
提供回数を図る。
※2:小規模事業者数×0.7%(現状)、以後、0.5%ずつ拡大を図る。
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※3:出展支援者数×70%
※4:出展企業数×20%
※5:経営指導員(3 名)×1 件
※6:小規模事業者数×1.2%(現状)、以後、0.1%ずつ拡大を図る。
※7:カタログ掲載数×平均 2 点
※8:小規模事業者数×5%(現状)、以後、1%ずつ拡大を図る。
※9:まちゼミ参加企業数×9 名
※10:ＦＡＸ・メール情報提供者数×15%

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組
（今後の方向性）
本市の第６次寒河江市振興計画（案）にも掲げられている、中長期的な振興のあり方
（「①中心市街地の活性化、②地元商業の振興、③地元企業の支援、④企業誘致の推進」）
を踏まえ、寒河江市、さがえ西村山農業協同組合、寒河江市技術振興協会、寒河江中央
工業団地振興協会、寒河江市中心商店街連合会等関係団体と連携して、今後の地域産業
活性化の方向性を検討するための取組（シンポジウム、懇談会等）を継続的に行うこと
で関係者間の意識の共有を図る。
併せて、関係団体が連携して実施する事業及び各団体が独自で実施する事業について
共通認識に立って事業展開を行うことで異業種交流による新たなビジネスチャンスの
創造やにぎわいの創出を促進する。
このことにより地域産業を活性化させ、小規模事業者の持続的発展が可能となる良好
な環境を整備していく。
（事業内容）
（１）寒河江市、さがえ西村山農業協同組合、寒河江市技術振興協会、寒河江中央工
業団地振興協会、寒河江市中心商店街連合会等関係団体と連携して、「地域産
業懇談会」を開催する。
農業や観光業を含め、幅広く地域産業の現状や今後の動向、新たな事業展開等
について意見交換を通じ、地域資源の発掘やブランド化等を促進することで、
主に商業・サービス業振興（にぎわい創出）による地域産業活性化を図る。
（２）寒河江市、寒河江市技術振興協会、寒河江中央工業団地振興協会等関係団体と
連携し、「寒河江市産業振興シンポジウム」を開催する。
先端技術の動向や新製品開発事例発表等の意見交換を通じ、企業間連携等によ
る新たなビジネスチャンスの創造を図ることで、主に製造業振興による地域産
業活性化を図る。
（数値目標）
支援内容
産業シンポジウム
開催回数
産業シンポジウム
参加者数※1
地域産業懇談会開
催回数※2
地域産業懇談会参

現状

28 年度

29 年度

30 年度

31 年度

32 年度

1

1

1

1

1

1

87

90

93

96

99

102

1

1

2

2

2

2

204

210

310

320

330

340
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加者数※3
※1:年 1 回開催する。
※2:地域経済動向や需要動向を踏まえたテーマ設定を行い、毎年 3%増加を図る。
※3:29 年度より年 2 回の開催とする。
※4:1 回分増加(100 名)、以後、地域経済動向や需要動向を踏まえたテーマ設定を行い、
毎年 3%増加を図る。

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
（目的）
他の商工会や各支援機関及び外部専門家との積極的な連携によって、需要の動向や、
国・県・市の施策の概要や運用に関する情報交換を行うとともに、地域小規模事業者の
経営課題及び支援に関するノウハウの共有化を図る。
また、各団体間の連携を深め理解を深めることで、小規模事業者の支援ニーズの掘り
起こしを行い、新たな需要の開拓を深耕する基盤を構築する。
（事業内容）
（１）地域金融機関（管内金融機関支店長等）との「情報交換会」を実施する。
する。
①頻度：年１回以上
②目的：地域の景況需要動向、金融支援の状況、経営改善・販路開拓・創業
経営革新支援に関する支援ノウハウ等に関する情報交換及びその
共通認識化を図る。
（２）山形県内の商工団体、行政機関、金融機関、大学・研究機関で組織する「プラ
ットフォームやまがた」へ参画する。
①頻度：年４回以上
②目的：行政機関による施策の概要、金融支援の状況、経営改善・販路開拓・
創業経営革新支援に関する支援ノウハウ、先端技術の動向等に関す
る情報交換及びその共通認識化を図る。
（３）西村山商工会広域連携協議会における幹事会・経営指導推進会議（寒河江西村
山地域の５商工会の事務局長及び広域経営指導員、経営指導員が参集する）に
参加する。
①頻度：月１回以上
②目的：地域経済動向、各市町の施策概要や運用、経営支援ノウハウ（具体
的指導手法、支援体制強化手法等）、地域間における小規模事業者のマッ
チング等に関する情報交換及びその共通認識化を図る。
（４）外部専門家（税理士会、中小企業診断士協会等）主催の各種研修会、懇談会へ
積極的に参加する。
①頻度：随時
②目的：専門的な支援ノウハウに関する情報収集、情報交換及びその共通認
識化を図る。

２．経営指導員等の資質向上等に関すること
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経営発達支援事業の目標達成に向け、
「１．地域の経済動向調査に関すること」から「６．
新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること」が、効果的かつ円滑に実施されること
を目的に取り組む。
経営発達支援事業を推進する全職員の研修への派遣、ＯＪＴ、専門知識習得を目指し
た資格取得等により全職員の資質向上を図るのみならず、これまでの属人的（特定業務
は特定の職員しかわからない）な組織体制から、支援ノウハウの共有及び蓄積を図り、
全職員がチームとして事業展開できる組織体制への転換を図る。
また、経営発達支援事業の実施による経営指導員への負担増加が懸念されることか
ら、経営支援員の経営改善普及事業に関する支援能力向上を図り、組織全体の支援能力
向上を図っていく。
（事業内容）
（１）人事評価制度の運用を通じ、職員一人ひとりの能力や業務成果を適切に評価す
るとともに、フィードバック及び目標設定のための評価者・管理者との面接等
により、職員の指導及び育成を図る【経営指導員他全職員対象】。
（２）山形県商工会連合会が主催する研修の参加に加え、他の支援機関が主催する研
修や中小企業大学校の主催する研修に経営指導員が年間１回以上参加するこ
とで、売上や利益を確保することを重視した支援能力の向上を図る【経営指導
員対象】。
なお、経営支援員等については、山形県商工会連合会が主催する研修の参加に
加え、他の支援機関が主催する研修や中小企業大学校の主催する研修の参加を
積極的に推奨する【経営支援員等対象】。
（３）新任経営指導員については、巡回・窓口指導及び専門家派遣指導において、中
堅経営指導員によるＯＪＴ教育により、情報収集能力・事業計画策定能力・助
言能力等の能力向上を図る【経営指導員対象】。
新任経営支援員等については、巡回・窓口指導において、経営指導員及び中堅
経営支援員によるＯＪＴ教育により、税務・金融・労務等経営改善普及事業に
関する支援能力向上を図る【経営支援員等対象】。
（４）山形県商工会連合会、寒河江市等の方針に対する対応協議、経営指導実施状況、
部会活動状況の課題と対応の協議等を通じ、職員の意欲喚起と問題意識共有、
資質向上を図ることを目的に、会長、副会長、事務局長、広域経営指導員、経
営指導員の参加のもと、勉強会を月１回以上定例的に開催する【経営指導員対
象】。
（５）ｗｅｂ研修を通じ、小規模事業者の高度化・多様化するニーズに対応し、創業・
経営革新に繋がる提案型かつ伴走型支援ができるよう、経営指導員等の専門化
や資質向上に必要な知識を習得させる【経営指導員は義務、経営支援員等は受
講推奨】。
（６）小規模事業者への伴走型支援に必要となる専門知識の取得を積極的に推奨し、
中小企業診断士、社会保険労務士、税理士、販売士、ファイナンシャルプラン
ナー等の資格取得に必要な費用の一部負担する制度等について検討を進めて
いく【経営指導員他全職員対象】。

（組織内で共有する取組内容）
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上記「１．地域の経済動向調査に関すること」から「６．新たな需要の開拓に寄与す
る事業に関すること」まで支援した小規模事業者の支援内容と財務内容等のデータは、
全国商工会連合会で運用している「経営支援システム」の経営カルテに指導支援の都度、
記録して、経営指導員及び経営支援員等全職員が各小規模事業者の支援状況や課題等に
ついて情報共有する。
（１）職員間での情報共有を図る取り組みとして、経営指導員会議を隔日実施して、
週１日は経営支援員他全職員を交えて情報共有の場を設定する。
（２）事務局長が週に１度、次週の経営発達支援計画に係る実施状況について下記の
確認を行う。
（ア）事業の進捗状況の確認と事業遂行上の課題共有
（イ）事業スケジュールの見直し次週の行動計画の策定
（ウ）重点目標（重点的に情報収集すべき項目等）の確認と設定
（３）日々の業務及び指導報告は、業務日誌（経営支援システム「経営カルテ」）に
記録して事務局長が確認して行う。また、収集した情報や業務のなかで小規模
事業者への支援上特に留意すべき事項についても業務日誌（経営支援システム
「経営カルテ」）に記録するとともに、事務局長が経営指導員へ指示を行う。
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
毎年度、本計画に記載の事業の実施状況及び成果について、以下の方法により評価・
検証を行う。
（事業内容）
（１）本会三役会（月１回開催）（会長、副会長）により、事業の進捗状況、成果の
評価、見直し案の提示を行う。
（２）理事会（年４回程度開催）において、評価・見直しの方針を決定する。
（３）寒河江市商工振興課長及び寒河江市内企業経営者等の外部有識者により、評価
と検証を受ける（年２回程度）。
（４）事業の成果・評価・見直しの結果については、山形県商工会連合会、寒河江市
へ報告する。
（５）事業の成果・評価・見直しの結果を本会ホームページ
（http://www.sagae-shokokai.or.jp）で計画期間中公表する。又、本会会報
にて随時、進捗状況、結果を掲載する。
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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２７年４月現在）
（１）組織体制
①寒河江市商工会全体組織
会長１名、副会長２名、監事２名、理事３０名、 事務局９名（事務局長１名、
広域経営指導員１名、経営指導員３名、補助員２名、記帳専任職員１名、記帳指
導職員１名）
②経営発達支援事業実施組織体制
経営指導員３名、補助員２名、記帳専任職員１名、記帳指導職員１名（必要に
応じて広域経営指導員も支援を行う）
（２）連絡先
寒河江市商工会
郵便番号：９９１−８５５５
住
所：山形県寒河江市中央一丁目８番３８号
電
話：０２３７−８６−１２１１
Ｕ Ｒ Ｌ ：http://www.sagae-shokokai.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
２８年度
( 28 年 4 月
以降)
5,250

29 年度

30 年度

31 年度

必要な資金の額
5,250
5,250
5,250
1. 地 域 の 経 済
600
600
600
600
動向調査
2. 経 営 状 況 の
500
500
500
500
分析
3.事業計画策
1,600
1,600
1,600
1,600
定支援
4.事業計画策
定後の実施
500
500
500
500
支援
5.需要動向調
400
400
400
400
査
6.新たな需要
の開拓に寄
1,650
1,650
1,650
1,650
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、国補助金、県補助金、市補助金、事業受託費、受益者負担金

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。
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千円）

32 年度
5,250
600
500
1,600
500
400
1,650

（別表４）
商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に
関する事項
連携する内容
①経営指導員等による小規模事業者への伴走型支援に際して、高度かつ専門的な経営課
題等については、山形県商工会連合会、山形県企業振興公社、山形県よろず支援拠点
と連携して専門家による指導を実施して課題解決を図る。
②また、日本政策金融公庫及び地域金融機関（寒河江市金融団）と連携して、小規模事
業者の円滑な資金調達及び小規模事業者支援のノウハウ等の情報交換と情報共有を図
る。
③管内小規模事業者への支援施策全般について、寒河江市と連携して緊密な支援体制を
確立する。
④小規模事業者への支援ノウハウ等の情報交換と情報共有を図るため、西村山商工会広
域連携協議会と連携して緊密な支援体制を確立する。
⑤地域経済の活性化に資する取り組みを実施するため、寒河江市、さがえ西村山農業協
同組合、寒河江市技術振興協会、寒河江中央工業団地振興協会、寒河江市中心商店街
連合会と連携して緊密な支援体制を確立する。
連携者及びその役割
名称
山形県商工会連合会
山形県企業振興公社
山形県よろず支援拠点

代表者
会長
小野木 覺
理事長
森谷 裕一
コーディネーター

成澤

郁夫

日本政策金融公庫
山形支店国民生活事業

統括
美馬

裕幸

寒河江市金融団
(山形銀行寒河江中央支店)

支店長
大石

0237-86-1141

洋樹

山形県寒河江市中央
1-9-45

0237-86-2111

山形県山形市松波 2-8-1

023-630-2211

西村山商工会広域連携協議会

会長
安藤

寒河江中央工業団地振興協会
寒河江市中心商店街連合会

将和

博章

代表理事組合長

会長
阿部
会長
真木
会長
阿部

023-647-0708

山形県寒河江市中央
1-2-33

本部長
高村 誠人

寒河江市技術振興協会

023-647-0660

徹

中小企業基盤整備機構
東北本部

古沢

023-646-7211

023-642-1331

山形県商工労働観光部
中小企業振興課

さがえ西村山農業協同組合

電話番号

山形県山形市七日町 3-1-9

市長
佐藤
課長
渡辺

寒河江市

住所
山形県山形市城南町 1-1-1
霞城セントラル 14 階
山形県山形市城南町 1-1-1
霞城セントラル 13 階
山形県山形市城南町 1-1-1
霞城セントラル 13 階

明
孝一
孝一
朋二

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
山形県寒河江市中央
1-8-38
山形県寒河江市中央工業
団地 75
山形県寒河江市中央工業
団地 153-1
山形県寒河江市中央
1-8-38
山形県寒河江市中央
1-8-38
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022-399-6111
0237-86-1211
0237-86-8181
0237-86-1991
0237-86-1211
0237-86-1211

役割
専門家派遣指導、創
業塾・経営革新塾開
専門家派遣指導
コーディネーターに
よる指導
小規模事業者の円滑
な資金調達、支援ノ
ウハウ共有
小規模事業者の円滑
な資金調達、支援ノ
ウハウ共有
支援施策全般に関す
る連携
支援施策全般に関す
る連携
支援施策全般に関す
る連携
支援ノウハウ共有、
研修会等の開催
地域経済活性化に資
する取り組み
地域経済活性化に資
する取り組み
地域経済活性化に資
する取り組み
地域経済活性化に資
する取り組み

連携体制図等

ミラサボ
活用

小規模事業者

寒河江市商工会
連携

経営の発達
潜在的な顧客層に

専門家

方法の変更等、

コーディネータ

経営発達支援事業

ビジネスモデルの
再構築

・小規模事業者の経営状況の

支援

分析
・需要を見据えた事業計画の

記帳、税務、金融
指導等

・山形県企業振興公社
・山形県よろず支援拠点

経営改善普及事業

向けた商品の販売

経営の改善

・山形県商工会連合会

策定・実施に係る伴走型の

・日本政策金融公庫
連携 ・寒河江市金融団

指導・助言
・小規模事業者の提供する商品、

・寒河江市

サービスの需要動向及び地域
の経済動向に関する情報の収

連携

・山形県
・中小企業基盤整備機構

集、提供等
・広報、商談会・展示会等の開
催又は参加、需要の開拓に寄

・西村山商工会広域連

与する事業

携協議会
・さがえ西村山農業

記帳、税務、金融指導等
各種制度等の情報収集・提供等

連携

協同組合
・寒河江市技術振興協会
・寒河江中央工業団地
振興協会
・寒河江市中心商店街
連合会

地域経済の活性化
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