
経営発達支援計画の概要 

実施者名 福島商工会議所 （法人番号 7380005000587） 

実施期間 平成 30 年 4月 1日～平成 35年 3月 31日 

目 標 

福島商工会議所は、東日本大震災・原発事故の影響により、厳しい経営環

境に直面している地域の小規模事業者の支援のために、積極的に個社支援

を行うため各種支援事業に取り組み、「小規模事業者の安定・成長・継続・創

出を目指す」ことを目標とする。 

事業内容 

 

１．地域の経済動向調査に関すること 

 景況調査等各種調査の実施により地域特性を把握し、小規模事業者の経営支

援に活用するとともに広くその情報の提供を行う。 
 
２．経営状況の分析に関すること 

 経営指導員による巡回・窓口相談を始め様々な機会をとらえ、支援候補者の

抽出を行い、当該小規模事業者に対して経済産業省が推奨するローカルベン

チマークを活用し会社の状況を把握。現状認識と将来目標を明らかにし、事

業者の課題と対応策の検討を行う。 
 
３．事業計画策定支援に関すること 

 小規模事業者の持続的発展につなげるため、専門家や各種支援機関との連携

のもと小規模事業者に伴走する対応により事業計画策定の支援を行う。 
 
４．事業計画後の実施支援に関すること 

 事業計画策定後も小規模事業者に寄り添う伴走型の支援を継続し、経営状況

の確認の上、必要に応じて専門家も交えながら指導・助言を行っていく。 
 
５．需要動向調査に関すること 

 消費者のライフスタイルの変化やニーズの多様化等の把握のため「ランチ de

ラリー」を活用した消費者アンケート調査や商品力向上のための試食会の実

施などにより、小規模事業者の売上向上に資するための情報を提供してい

く。 
 
６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 小規模事業所の販路拡大のため、各種商談会への出展支援や各種マッチング

事業の実施等により事業所の新たな取り組みへの支援をする。 
 
７．地域経済の活性化に資する事業 

 福島市の中心市街地活性化につながる各種事業の実施のほか、小規模事業者

の売上拡大のため「賑わいの創出」、「交流人口拡大」に資する様々な事業を

実施していく。 
 
 
 

連絡先 

 

 〒960-8053 福島県福島市三河南町 1-20 コラッセふくしま 8Ｆ 

福島商工会議所 事業推進部 

  ＴＥＬ 024-536-5511 ＦＡＸ024-525-3566 

  ＵＲＬ http://www.fukushima-cci.or.jp/ 

  E-mail fcci@fukushima-cci.or.jp 
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（別表１） 
経営発達支援計画  

経営発達支援事業の目標 

１． 福島市の現状 
 

                              
 

 

 

 

 

＜人口の加速的な減少＞ 

原発事故は人口減少傾向をさらに加速させ、平成２３年３月１日現在の２９１，９９２人から平

成２８年１０月１日現在では、２８２，２３６人と３．３％と減少しており、特に原発事故による

自主避難等により子育て世代の女性(２５歳～３９歳)が、１７％と大幅に減少し、また、年少人口 

(０歳～１４歳)も同様に１３％と減少しているなど、地元の購買力の低下をもたらしている。 

＜地理的な商業環境＞ 

福島市は、近隣市町村から買い物客を呼び込んでいるものの、仙台市や商都郡山市に挟まれ、新

幹線で仙台市まで２０分、郡山市まで１３分の距離にあると共に、仙台行き高速バス(所要時間約

１時間)は、３０分に１便の頻度で運行するなど買回り品を中心に仙台市などへの流出が続いてい

る状況である。 

＜小規模事業者の大幅な減少＞ 

原発事故による風評被害、自主避難等による人口減少、さらには仙台市等への消費の流出などの

要因により、売り上げが減少傾向にあるとともに、後継者問題による廃業などにより、本市の小規

模事業者数は、震災前の平成１８年の８，２１６社から、平成２４年には、７，１９３社と１２．

５％も減少した。とりわけ、卸・小売業や宿泊・飲食サービス業の５社に１社が廃業・休業を余儀

なくされている。 

表―１【小規模事業者の構成】 

産業分類 平成 18年調査 平成 24年度調査 対比増・△減 

建設業 ９２０ ８２７ △93社(△10.1％) 

製造業 ４５４ ４０７ △47社(△10.3％) 

運輸・郵便業 １２２ １１５ △7社(△5.7％) 

卸・小売業 ２，３５４ １，８３４ △520 社(△22.1％) 
金融業・保険業 ２０８ １９５ △13社(△6.3％) 

不動産業・物品賃貸業 ８２７ ９４４ 117社(14.1％) 

宿泊・飲食業・ １，２０８ ９４６ △262 社(△21.7％) 
教育・学習支援業 ２３１ １９７ △34社(△14.7％) 
その他サービス業 １，６４２ １，４８６ △156社(△9.5％) 
その他 ２５０ ２４２ △8社(△3.2％) 

合計 ８，２１６ ７，１９３ △1,023 社(△12.5％) 
※経済センサス活動調査に基づく福島県調査 

福島市は、福島県の北部に位置し県都として政治・経済・

文化の中心的な役割を担う都市である。果物を中心とした農

業、多くの温泉地を抱える観光業や工業も出荷額が多く、バ

ランスが取れたと都市であるといえる。また、東京から２８

０㎞、仙台から８０㎞内に位置し、東北自動車道・東北新幹

線が縦貫し、また山形新幹線の起点となるなど、交通の結束

点でもある。 

しかし、平成２３年３月１１日に発生した「東日本大震災」

及び「東京電力福島第一原子力発電所の事故」によって、農

産物の出荷制限などの直接的な影響に加えて、風評被害が発

生し、本市の重要な産業である農業・観光へ大きなダメージ

を与え、未だに地域全体にのしかかる重い課題が払拭できな

いでいる。 

 

 

東京電力福島第一原子力発電所 

(双葉郡大熊町 

福島市より約 60 キロ) 
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２． 管内の課題 
＜小売業の現状と課題＞ 

福島市の小売業は、平成１１年から１７年にかけて駅近くの大型百貨店などの撤退が相次いだこ

とで商店街も含めて中心市街地の衰退が始まり、それに呼応するように高速バスの増便、低料金化

などにより仙台市など他都市への消費流出に拍車がかかり現在もその状況が続いている(仙台・郡

山での１２品目買物利用頻度 平成１７年３．８％から平成２３年７．１％に増加 福島市消費購

買動向調査より）。また、子育て世代の自主避難による人口減に併せ、ネット環境の整備による消

費者の購買パターンの変化なども、直接的な地元小売業の売上減につながっている。 

＜観光業の現状と課題＞ 
   東日本大震災と原発事故は、福島市の観光業にも大きな影響を与え、震災前の福島市への観光の

入込数は、平成２２年には６６２万であったが、平成２６年には６３５万人と低調なまま推移して

いる状況にある。原発事故による風評被害が未だ根強く、観光業の中心である宿泊業の落ち込みが

飲食業にまで波及し大きな打撃を与えている。 
＜復興需要の縮小・原子力損害賠償の打切り＞ 

公共事業の減少や除染事業の縮小・終了見込など、東日本大震災からの復興需要もピークアウト

を迎え、人材不足や資材の高騰等により、業績が好調な業種であった建設業をはじめ、飲食業やタ

クシー業にも売上の低下などの影響が出始めている。 

さらには、原子力損害賠償については、平成２７年８月分以降の新たな一括賠償として、風評被

害の２年分を上限に賠償が打ち切られることから、落ち込んだ売上を賠償により補てんしていた小

規模事業者が経営の先行きへの不安により今後廃業が増える懸念がある。 
＜事業継承(後継者問題)＞ 

平成２６年度に会員事業所を対象に実施した「福島商工会議所会員実態調査」（対象事業者数３，

８２４事業所 回答数１，０９８事業所 回答率２８．７％）（以下「実態調査」という。）で見

ると、売上高の状況は、平成２２年度の売上を１００とすると、旅館・飲食業９７．２、小売業９

７．３、製造業９７．６、という状況であり、震災から５年を経過した現在でも、風評被害等もあ

り震災前の売上にもどっておらず、小規模事業者は大きな課題を抱えたままである。 

また、持続的な事業の継続に不可欠である後継者問題では、４割弱の事業者が「後継者がいない」

と回答しかつ今後廃業せざるをえないと回答した事業所が２割弱に上がることから、事業者の事業

承継対策に併せて地域経済に新しい力を生み出す新規創業の支援の取り組みが急務となっている。 

 

表―２【事業承継に関する回答】 

項目 
製造業 

（152社） 

建設業 

（163社） 

卸売・小売業 

（264社） 

宿泊・飲食業 

（137社） 

ｻｰﾋﾞｽ業  

（313社） 

後継者がいない 
３２．２％

（49社） 

２９．４％ 

（48社） 

３５．２％ 

（93社） 

４９．７％ 

（68社） 

３６．１％ 

（113社） 

後継者がいないと答えた 

事業所の中で廃業を予定 

１９．７％ 

（30社） 

１１．６％ 

（19社） 

１７．４％ 

（46社） 

２４．８％ 

（34社） 

１５．６％ 

（49社） 

 

３． 福島商工会議所の役割 
福島商工会議所（以下「当所」という。）は、小規模事業者の支援機関として、経営改善普及事

業を実施し、税務指導や金融支援などの様々な事業を通して小規模事業者への支援に努めてきた

が、風評による売上の減少や消費者ニーズの変化に対応するため、地域の金融機関などの支援機関

と連携しながら、マーケティングや販路開拓への支援、ICTを活用した経営革新など新たな支援対

策に取り組むとともに、小規模事業者が継続的に事業に取り組めるように、事業承継や新規創業者

とのマッチングを推進していくなど小規模事業者に寄り添った支援に取り組んでいく。 

また、地域の総合経済団体として、地域の活性化に取り組み、小規模事業者が活用できるように

面的な支援を実施するとともに、風評被害が未だ続く観光業を支援するため、風評被害対策に積極

的に取り組んでいく。 
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４． 中長期的な振興のあり方 
前述の通り小規模事業者の現状や課題を考えると、福島市における人口減少、消費流出は需要の

縮小をさらに加速させ、併せて震災５年後の経済環境の変化は、小規模事業者にとってさらに厳し

い状況になることが想定される。そこで当所として、小規模事業者の中長期的な振興のあり方とし

て、「小規模事業者の体質強化を図り自らの力で問題を解決できる事業所を育てる」「廃業予備軍

の小規模事業者に対してその業種転換・営業譲渡も含めた各種支援の実施、及び新たな新規創業者

の創出や開業間もない小規模事業者を育てていく支援を実施していく」「地元観光資源を最大限に

活用し、インバウンド受入も含めた観光業振興に努める」ことを推進していく。 

なお、当所は、平成 29 年度の創立 100 周年を記念し、健康(元気)をキーワードとする「ふくし

ま将来ビジョン～足腰の強い『健都ふくしま』を目指して～」を策定した。このビジョンは、小規

模事業者支援を含め、原発事故等により疲弊した福島市の地域全体の元気とそれを担う小規模事業

者をより元気にしていく将来像を位置付けているものである。 
 

５． 目標並びに目標達成に向けた方針 
当所は、地域総合経済団体及び小規模事業者支援機関として、変化する経済環境に対応するため、

経営発達支援計画に基づき、事業所に寄り添った伴走型の支援を行い、売上が増加するように個社

の経営力を高めるとともに、地域経済の活性化を図り、小規模事業者の経営環境の改善を図ること

を目指し、『小規模事業者の安定・成長・継続・創出を目指す』ことを目標とする。 

   なお、目標達成のために以下4点を基本方針とする。 

 

(1) 経営力の向上を図り、足腰の強い小規模事業者を育てていく 

  原発事故後、多くの小規模事業者の経営を下支えしていた復興需要の減少や原発事故の営業損

害賠償の終了など、先行きが不透明で苦境にある小規模事業者への支援体制を強化していく。 

これまで以上に小規模事業者へのマーケティング、売上確保につながるような販路拡大などの

支援により経営力の向上を図っていく。 

(2) 事業の継続につながる事業継承と新規創業者の創出に取り組む 

当所の「実態調査」で明らかになった後継者がおらず廃業せざるをえない小規模事業者に対し

て、重点的に巡回し、事業者へのヒアリング等を実施して問題点を抽出しそれぞれの事業者に応

じた事業承継に向けた支援に取り組む(事業引継ぎ支援センターとの連携)。 

また、新規創業者を創出するための「創業スクール」を継続的に開催し、創業した後も支援に

取り組んでいく。 

(3) 地域経済活性化のための各種事業の推進を図る 

福島市の中心市街地において、地元総合病院の移転やケア付き高齢者住宅の整備、更には県立

医科大学の新たな学部のキャンパスの建設など地域の小規模事業者の売上増につながる事業が

動き出すことから、関係機関との連携により地域の活性化に向けた事業を推進していく。また、

福島市やコンベンション協会等との連携の下「福島わらじまつり」などの地域の観光資源を使っ

た誘客事業を実施し、観光客を増やし併せて今後増加が予想されるインバウンドの受入体制を整

えていく。また、開通が予定されている東北中央自動車道(相馬～福島～米沢間の通行料が無料)

の活用も含め交流人口の拡大を推進し、風評被害払拭に向けた事業を実施していく。 

(4) 経営指導員の資質向上を図り、さらに他の支援機関との連携により支援体制の強化を図る 

経営指導員の資質向上のため、計画的な外部研修・経営指導員研修へ参加させるとともに、専

門家への同行を通じての伴走型支援のためのスキルアップを図り、併せて経営指導員ミーティン

グ等による情報の共有化を図っていく 

また、その他外部の支援機関との連携により専門分野での支援ノウハウの共有化により小規模

事業者の支援体制を強化していく。 

 

 



４ 

 

（別表１） 

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（以下、記載の通り） 
 

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】 
  当所では、域内の経済動向及び管内事業者の経営状況を把握するための景況調査等を実施し、管内

景気の浮揚策や小規模事業者支援策の基礎資料としているが、原発事故から５年が経過し、今後多く

の小規模事業者の経営は予断を許さない状況になると予測している。管内小規模事業者の経営の継

続・発展を図るため、小規模事業者の実情に踏み込んだ詳細なアンケート調査を３年ごとに実施し、

より具体的な経営状況や経営課題を把握し、経営改善を図るための事業計画策定支援等の基礎資料と

する。また、その調査結果については、行政等が小規模企業施策や域内経済の振興策を検討するため

の基礎資料としても提示していく。 

 

【事業内容】 

(1) 独自で実施する調査内容 

①中小企業景況調

査 

 

※日本商工会議所 

委託調査事業 

 

目的 地域経済の動向、業種及び事業規模ごとの業況変化と課題（地域社会的課題、消費者ニ

ーズ）、個店の経営状況と経営者マインドを把握する。 

項目 売上（前期比）、業況（前期比・今期）、採算（前年同期比）、設備投資（実施割合）、従

業員（過不足）、経営上の問題点 

調査対象 5業種・約 100社 [製造(23社)、建設(13社)、卸(16社)、小売(25社)、サービス(24

社)] 

頻度 ‣ 年間 4回（対象期間 4-6月、7-9月、10-12月、1-3月） 郵送 

‣ 調査期間  

整理・分析 ‣ 四半期ごとの経営状況をＤＩ値化し、過去 5年間の推移と強気・弱気などの景況感の

相対的な広がりを全産業、各業種毎に整理・分析 

‣ 東北・全国と比較し動きの差とその理由を分析 

公表 年間 4回（対象期間末月の 2か月後に記者発表と会報誌・ホームページにて情報提供） 

今後の改善  業種のバランスが維持できるよう、協力依頼先の追加または一部変更を随時行う。 

②ＬＯＢＯ調査 

(早期景気観測調

査) 

※日本商工会議所 

委託調査事業 

目的 ①の調査は、四半期に 1度の調査のため、毎月の福島市の肌感覚での景況感や業種ごと

の経営状況、直面する経営課題を把握する。 

項目 売上、業況、採算、資金繰り、従業員過不足、雇用、設備投資、賃金動向、向こう 3

カ月の見通し。（※ﾏｲﾅﾝﾊﾞ-や外国人旅行客誘導など社会経済政策等による影響や対策

も適宜調査として追加） 

調査対象 管内 6組合（工業、飲食、旅館、小売、製造、パン） ※全国では約 3000社 

頻度 毎月 1回、年間 12回 

整理・分析 毎月の経営状況を全国及び東北などのブロック毎にＤＩ値化し、強気・弱気などの景況

感の相対的な広がりを全産業、業種毎に整理・分析 

公表 年間 12回（調査月の翌月にホームページにて情報提供） 

今後の改善  各業種の全体的な回答を得るため、組合に依頼しているが、個店からの個別具体的な情

報も加えていく。 

③小規模事業者

実態調査 

※独自事業 

目的 上記①②の定点観測調査では読み取れない小規模事業者のより具体的な経営状況、東日

本大震災及び原発事故で受けたダメージの回復状況、具体的な課題、今後の事業展望な

どの踏み込んだ調査を行う。 

項目 震災前との売上比較、後継者の有無と事業承継、雇用の状況、女性活躍の状況、 

消費税改定の影響 

調査対象 製造、建設、卸、小売、旅館・飲食サービスの 6業種 約 2500社 

頻度 ‣ 第 1回 平成 30年、第 2回 平成 33年（各回 6業種・約 2500社） 

‣ 調査対象が多く回収から分析まで相当な時間がかかるため、調査対象を業種ごとに分

けて実施する。 

整理・分析 第 1回目は「平成 26年会員実態調査」を比較資料として経営状況の変動を整理分析 

公表  各回業種毎に調査実施の 2か月後に記者発表と会報誌・ホームページにて情報提供 

④年末年始商戦

アンケート調査 

※独自事業 

目的 ‣ 管内大型店と小売店の年末年始の売上や売れ筋商品、独自の取組などを調査し、消費

者のニーズ、買い物の仕方や消費マインドを把握する。 

項目 1.年末商戦  売上、客数、客単価、増減理由、特徴 

2.歳末ギフト 販売個数、増減理由と特徴、客単価 

調査対象 ‣ 大型小売店 7店（百貨店、食品、ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ等） ‣ 一般小売店 27店（食品、日用雑貨） 

頻度 年間 1回（12月上旬発送→翌年 1月中旬回収、集計・分析） 
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整理・分析 ‣ 調査項目の前年値との比較及び大型店と小売店の比較から消費者の購買心理を分析 

‣ 各店の売れ筋商品・増減率から消費者ニーズを把握 
‣ 売り方や商売の考え方を分析（→経営指導やセミナー等の基礎資料に活用） 

公表 年間 1回（調査月の翌年 3月に記者発表と会報誌・ホームページにて情報提供） 

今後の改善  調査内容や依頼先など消費者行動にあわなくなってきたものがあるため、調査項目の精

査と協力依頼先の一部変更を随時行う。 

 

(2) その他の活用調査 
 

行政、金融機関等が発表する経済動向等調査を活用して当所の調査結果を補完する。また、経営環

境の変化に全国の他社がどのように対応しているかも調査し、当所の会報誌やホームページで提供し

ていく。 

 

調査紙等名称 調査主体 公表時期 活用項目 

小規模企業白書 中小企業庁 年 1回(7月) 小規模事業者の構造分析、事例、次年度の講じる施策 

 

消費購買動向調査 福島市 3年に 1回 

H30.3 月発表

H33.3月発表 

商圏の形成動向 

商業力の実態、消費者の購買行動の特性、地元購買率 

福島の進路（景気ウ

ォッチャー調査） 

とうほう地域

総合研究所 

毎月 1回 消費動向の現状と先行き、景気動向の現状と先行き、業

種ごとの指数判断、事業者の声 

 

(3) 調査結果の活用 
 

  管内小規模事業者の経営状況の把握と分析を行い、目まぐるしく変わる経済状況や商環境に対する

経営改善と事業継続に必要な事業計画策定支援、需要開拓支援など個社支援を実施する上での当所の

基礎資料とし、また当所の経営支援力の注力が必要な業種を定める。併せて小規模企業行政の基礎資

料として行政に提供していく。 

 

※調査の事業上の位置づけ、提供方法等は下表の通り。 

調査名称 

小規模事業者支援のための 

調査の性格・位置づけ 
内部共有手段 提供先と提供情報 

短期的施策の

ための調査 

 

地域経済対策、

小規模事業者

支援策の基礎

資料 

中長期的施策

のための調査 

 

事業継続のた

めの事業計画

策定支援及び

新たな需要開

拓支援の基礎

資料 

経
営
指
導
員
ミ
ー
テ
ィ
ン

グ
で
説
明
・
協
議 

職
員
会
議
で
説
明 

会
報
誌
で
説
明
（
小
規
模
事

業
者
用
） 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
行
政
・
小

規
模
事
業
者
用
） 

マ
ス
コ
ミ
（
※
） 

行
政
等 

(1) 中小企業景況調査 〇  〇 〇 〇 〇 〇 〇 

(2) ＬＯＢＯ調査 〇  〇 〇  〇   

(3) 小規模事業者実態調査  〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

(4) 年末年始商戦アンケー

ト調査 
 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

※毎月 1 回開催している市内マスコミ 17社との定例懇談会にて発表・説明 
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２． 経営状況の分析に関すること 【指針①】 
 

小規模事業者が持続的に発展していくためには、事業計画に基づく経営を行うことが非常に有効で

あり、その前段階として、自社の置かれた環境や自社の強みなど、まずは現状を正しく把握すること

が重要である。そこで、当所では以下の２ステップに沿って支援対象者を決定し、分析を実施するこ

ととする。 

 

・経営分析事業 
 

【継続・拡充事業】 

【事業内容】  

  (1) ステップ１（経営分析支援候補者の抽出と意思確認） 
 

当所では、従来より以下のような窓口相談対応、巡回相談対応等を行い、会員・非会員にかかわ

らず管内の小規模事業者の経営支援を行ってきた。それらを経営分析支援候補者（以下「候補者」

という。）抽出の絶好の機会ととらえ、経営指導員による巡回・窓口相談の更なる強化を図ること

により、小規模事業者に現状把握（＝経営分析）の重要性を理解してもらう。 

 

・金融支援先 

金融相談での来所者、マルケイ融資の利用先、年 2回開催している金融相談会来場者を候補者

とする。 

 

・補助金指導先（ものづくり補助金、持続化補助金） 

ものづくり補助金および持続化補助金の指導先（採択、非採択にかかわらず）を候補者とする。 

 

・決算確定申告相談 

2 月～3 月にかけて決算確定申告の相談のため来所する小規模個人事業者（約 600 件）を候補

者とする。 

 

・創業者（創業スクール受講者、当所が支援した創業者） 

当所創業スクールの受講者、経営指導員が創業支援したおおむね創業 3年以内の事業者を候補

者とする。 

 

・事業所巡回 

当所では、毎年全会員（約 4,000件）の巡回訪問を行っており、そのうち小規模事業者である

約 2,300 件を候補者とする。 

また、会員巡回の際に非会員事業所を訪問するほか、市内のエリアごとに担当者を決めて巡回

を行い、非会員の小規模事業者に対しても経営分析の重要性を啓発する。 

 

・各種セミナー受講者 

中小企業相談所主催のセミナーに参加した方を候補者とする。 

 

上記の相談対応時とあわせて、管内の小規模事業者に、経営分析の重要性を訴えるため当所ホー

ムページでＰＲを実施するとともに、候補者の募集を行うこととする。 

 

事業所巡回、決算確定申告相談、金融支援等の事業者との面談時に経営分析の重要性を説明し意

思確認を行い、セミナー受講者に対しては受講者アンケートや後日郵送等にて勧奨、意思確認を行

う。同様に創業後 3年以内の事業者、補助金指導先に対しても、巡回または電話等にて勧奨、意思

確認を行う。 

いずれの場合においても、経営・財務内容、後継者の有無、経営計画策定に対する本人の考えを

踏まえて意思確認を行い、候補者を決定する。 

なお、後継者問題を抱える小規模事業者には別途に支援を行う（「３．（３）事業承継計画策定支

援」を参照）。 
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(2) ステップ２（経営分析の実施） 
 

ステップ１で早急に対応しなければならないと判断した候補者を対象に、経済産業省が推奨する

ローカルベンチマークを活用し、決算書を基にした財務ヒアリングを行い６つの指標（売上持続性、

収益性、生産性、健全性、効率性、安全性）で状況を把握するとともに、どこに問題があるのかを

検証するために、４つの非財務情報（経営者面、事業面、企業を取り巻く環境・関係者面、内部管

理体制面）などを把握することで、現状認識と将来目標を明らかにし、事業者の課題と対応策を検

討する。 

 

Ａ．財務分析ヒアリングシートの活用（６つの指標） 

①売上持続性（売上増加率） 

・会社運営の基本。売上が継続していく指標 

②収益性（営業利益率） 

・会社の稼ぐ力の指標 

③生産性（労働生産性） 

・資源から、付加価値を生み出す際の指標 

④健全性（ＥＢＩＴＤＡ有利子負債倍率） 

・潰れない企業かどうかを判断する指標 

⑤効率性（営業運転資本、回転期間） 

・資産の無駄をなくして、いかに効率よく経営を行っていくのかの指標 

⑥安全性（自己資本比率） 

・財務・資金繰りの状態・健全性を把握する指標 
 

Ｂ．非財務ヒアリングシート１（４つの視点を把握） 

 ①経営者 

・経営理念・ビジョン（経営哲学・考え方、ビジョンなど） 

・経営意欲（成長志向、現状維持など） 

・後継者の有無（後継者の育成状況、承継のタイミング・関係など）を把握する。 

②事業 

・企業及び事業の遠沿革（ターニングポイントの把握など） 

・強み（技術力・販売力等）、弱み（技術力・販売力など） 

・ＩＴに関する投資、活用の状況（１時間当たり付加価値や生産性、向上に向けた取り組みなど）

を把握する。 

③企業を取り巻く環境・関係者 

・市場動向・規模・シェアの把握（競合他社との比較など） 

・顧客リピート率、新規開拓率（主な取引先企業の推移、顧客からのフィードバッグの有無など） 

・従業員定着率（勤続年数、平均給与など） 

・取引金融機関数・推移(メインバンクとの関係など)を把握する。 

④内部管理体制 

・組織体制(品質管理、情報管理体制など) 

・事業計画・経営計画の有無（従業員との共有状況、社内会議の実施状況など） 

・研究開発・商品開発の体制（知的財産権の保有、活用状況） 

・人材育成の取り組み状況（人材育成の仕組みなど）を把握する。 

 

Ｃ．非財務ヒアリングシート２（商流・業務フロー） 

□業務プロセスを分解し、価値を生み出すために行っている工夫・他社の差別化ポイントの記載 

・企画開発 ⇒ 仕入調達 ⇒ 製造   ⇒ 販売   ⇒ 物流サービス 

・商品企画 ⇒ 試作開発 ⇒ 量産化  ⇒ 生産   ⇒ 出荷 

・新規開拓 ⇒ 商品開発 ⇒ 製造   ⇒ 営業拡販 ⇒ 出荷 

・企画   ⇒ 開発   ⇒ 営業活動 ⇒ コンサルティング ⇒ 導入   など 

※上記の内容についてヒアリングを実施し、企業の問題点を把握する。 

分析の実施にあたっては、ローカルベンチマークでの診断結果を活用しながら、当所経営指導

員を中心に事前の診断を行うとともに、当所嘱託専門指導員などの専門家と連携して行うことと

する。なお、当市の場合、各事業者の問題点が東日本大震災および東京電力福島第一原子力発電

所事故による風評被害を受けている恐れもあることから、その影響も勘案しながら支援内容を決
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定していく。 

 

(3) 分析結果の活用 
 

分析結果については、当所経営指導員が分析した事業所を巡回し、問題点・課題点を共有し改善

支援を行うとともに、当所嘱託専門指導員や他の専門家と連携して改善支援を行うこととする。 

なお、各事例に関しては、経営指導員ミーティングにて経営指導員間での情報共有を行い、小規

模事業者の抱える課題・問題を浮き彫りにして各事業所に対する指導方針を明確にしていく。その

上で、次のステップである事業計画策定につなげていく。 

 

【目  標】 

支援内容 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

経営分析事業所件数 10社 55社 60社 65社 70社 75社 
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３． 事業計画等策定支援に関すること 【指針②】 
 

  事業者にとって事業計画は、事業の計画的実施や将来の成長にとって重要なツールである。しかし

ながら、地域の小規模事業者においては、自ら独力で事業計画を策定しているものはごく少数である。    

また、当地域では、いまだ原発事故の風評被害等により影響を受けている事業者が多く存在してお

り、原子力損害賠償の終了後の経営環境の悪化が懸念されているところである。  

そうした状況に対応するために、前述の１．地域の経済動向調査及び２．経営状況の分析等の結果

を踏まえ、本計画の目標である地域内の小規模事業者の安定・成長・継続・創出につなげることを目

的として、個社の事業計画策定支援を実施する。 

 

(1) 事業計画策定支援 
 

【継続・拡充事業】 
【事業内容】 
 事業計画策定支援に当たっては、経営指導員等が地域の小規模事業者のホームドクターとして、 
事業者の「目指すべき方向性」や「取り組むべき事業」などについて的確なアドバイスを行い、そ

れらを具体的に落とし込んだ「事業計画」が作成できるよう事業者に寄り添った支援を行う。「事

業計画」の策定に当たっては、前項で実施した各社の「経営分析」結果に基づき、ＳＷＯＴ分析を

行い「事業計画」の策定に活用する。 
事業の具体的な進め方は、以下の通り。 

 
①事業計画策定セミナーや個別相談会の実施、経営指導員による金融・税務・経営等の窓口相談、

経営分析を目的とした巡回訪問等により事業計画策定の必要性を広く周知して支援先の掘り起

こしを行う。事業計画を策定する際には、ポイントをまとめたものや成功事例などを紹介しなが

ら、事業計画の策定支援を行う。 

 

②各専門家やよろず支援拠点等と連携しながら、小規模事業者持続化補助金などの事業計画策定フ

ォーマットなどを活用するとともに、前項で実施した各社の「経営分析」結果に基づき、その事

業者の強み、弱み、事業機会、外的脅威などの要因を分析し、事業者の進むべき道である「事業

計画」の策定に活用しながら、経営指導員等による伴走型の指導・助言を行う。 
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【目  標】 

支援内容 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

事業計画策定事業者数 20社 45社 50社 55社 60社 65社 

 

(2) 創業計画策定支援 
 

【継続・拡充事業】 
【事業内容】 

創業計画の策定支援については、現在でも創業融資の手段としての簡易的な「創業計画」の策定 
支援は多く行っているが、事業の詳細まで踏み込んだ本当の意味での「創業計画」策定支援につい

ては、数多く実施できていないのが現状である。そうした反省を踏まえ、創業スクールを実施する

中で、各種専門家より、営業、販売戦略、マーケティング、会計などの経営の基本的な事項に関す

る知識を習得してもらい創業計画書の策定まで支援を行う。事業の具体的な進め方は以下の通り。 
    

①対象者の掘り起こし 

 創業計画の対象者を掘り起こすために、認定連携創業支援事業者による創業支援事業連絡会に

おいて、お互いに実施している創業支援セミナー（スクール・講習会など）に参加している方々

の情報について交換し創業者の掘り起しを図る。また、日本政策金融公庫国民生活事業福島支

店と連携した創業セミナーを開催し、創業事例や対応窓口などの紹介を通じて、併せて掘り起

こしに繋げる。 

 

②創業スクールを活用した計画策定支援 

 中小企業基盤整備機構の補助事業を受け「福島創業スクール」を実施しており、これを継続す

る。 

 創業スクールでは、営業、販売戦略、マーケティング、会計、税務、法務、資金調達、販促な

どの経営の基本的な事項に関する知識を習得しながら、創業計画書の策定まで支援しており、

これを①の事業者を対象に実施する。 

 

③創業スクールから計画策定までの継続的な支援 

 ②の終了後は、巡回訪問や個別の窓口対応などにより計画の策定を支援する。その際、活用可

能な補助情報、福島県、福島市が補助をして実施している空き店舗対策事業（活力ある商店街

支援事業）の窓口となっている㈱福島まちづくりセンターと連携した空き店舗の情報など計画

の実現に必要となる情報も併せて提供するほか、インキュベートルームに入居を希望する場合

には、嘱託専門指導員や他の専門家と連携したアドバイスを実施する。 

 
【目  標】 

支援内容 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

創業計画書作成事業者数 20社 25社 27社 30社 33社 35社 

 

(3) 事業承継計画策定支援 
 

【新規事業】 
【事業内容】 

事業承継の問題は地域の事業者の減少を食い止めるうえで、差し迫った重要な課題となっている

ことから、福島県事業引継ぎ支援センターと連携を図りながら、講習会、個別相談会を開催しなが

ら、事業承継やＭ＆Ａを希望する事業所の掘り起こしを行い、事業承継計画の策定を支援し、企業

存続の支援を図っていく。事業の具体的な進め方は以下の通りである。 
 

   ①福島県事業引継ぎセンターと連携し、市内の事業所を対象とした事業承継セミナー及び個別相

談会を実施して、事業承継計画策定支援先の掘り起こしを行う。また、新たに福島県事業引継

ぎ支援センターとの共催により、月１回の個別相談会を実施する。 

②上記等により事業承継の必要性が大と判断された事業所について事業承継計画策定の支援を

行う。計画の策定に当たっては、中小企業庁が作成した事業承継診断マニュアルの「自己診断
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チェックシート」を活用しながら、当所経営指導員を中心に巡回訪問などで事前の診断を行う

とともに、当所嘱託専門指導員などの専門家と連携しながら支援を行う。 

③また、小規模事業者の事業承継においては、特に後継者のマッチングがポイントと考えられる

ことから、計画策定時にその点を中心に指導・助言を行うこととする。 

 

【目  標】 

支援内容 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

事業承継計画策定数 1件 2件 3件 4件 5件 6件 

 

４． 事業計画等策定後の実施支援に関すること 【指針②】 
 

個社の事業を成功に導くためには、計画の進捗管理が不可欠である。また、場合によっては環境変

化に応じた計画の修正が必要になるケースもある。 

計画（事業計画・創業計画・事業承継計画）策定後も計画の着実な実行について、経営指導員等が

小規模事業者に寄り添い伴走型の支援（フォーローアップ）を行う。具体的には、事業計画・創業計

画・事業承継計画策定支援を行った全ての事業所を対象に四半期に一度、経営指導員による巡回や電

話確認等により計画の進捗状況を確認することとし、計画通り事業が実施されるように助言・指導を

行う。 

 

(1) 事業計画策定後の実施支援 
 

【継続・拡充事業】 
【事業内容】 
 事業者にとって事業計画を策定しただけでは意味がなく、その事業計画を着実に実行に移し、成 
果を上げることが事業計画策定の真の目的である。そうした考え方から、事業計画策定後の実施支

援（フォーローアップ）が重要であるとの認識の下、下記の通り支援を行う。 
 

① 担当経営指導員が四半期に一度、事業計画の進捗状況の確認を行う。 

② 内容によっては経営指導員自身による指導や、専門家派遣制度を活用した専門家によるフォ

ローアップを実施する。 
③ フォローアップ実施の際に計画通り事業が進行していない場合は、経営指導員自身や専門家

との連携により、なぜ計画通り事業が進行していないかを分析、把握するとともに、計画通り

事業が進行するためには何が必要かの見極めを行う。その後、事業者との面談等を通じて、計

画がうまくいかないことの原因の理解を図り、どうすれば計画通り事業が進行するかについて

対策をたて、事業者がその対策を実行に移せるように最後まで責任を持って支援を行う。 
  

【目  標】 
支援内容 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

事業計画のフォローアップ対

象件数 
10社 50社 55社 55社 60社 60社 

事業計画のフォローアップ支

援回数 
10回 200回 220回 220回 240回 240回 

 

(2) 創業計画策定後の実施支援 
 

【継続・拡充事業】 
【事業内容】 

創業者にとって創業計画は、自分の夢を実現するためのロードマップであり、事業計画同様、計

画を策定しただけでは意味がなく、着実に計画を実行に移し、現実に創業につなげることが重要で

ある。また、創業したものの、創業後の事業計画の甘さから早期に挫折してしまう創業者も散見さ

れることから、創業に至るまでの支援と同様に、創業後、経営が軌道に乗るまでの支援も重要であ

る。そうした考えの下、当所としては、下記の通りの支援を行うことにより、一人でも多くの創業

成功者を生み出すことを目標に創業希望者への支援を行う。 
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① 担当経営指導員が四半期に一度、創業計画の進捗状況の確認を行う。（事業が軌道に乗るまで

継続する） 
② 内容によっては経営指導員自身による指導や、専門家派遣制度を活用した専門家によるフォ

ローアップを実施する。 
③ 創業については、創業前の資金調達や事業実現性の担保、創業後の経営の持続的発展などが

大きな問題になることが予想されることから、それらの課題について重点的に支援を行い、事

業が軌道に乗るまで継続的な支援を行う。  
④ 創業スクールの受講者については、計画策定後、年 1 回受講者を集めて、専門家によるフォ

ローアップも併せて行う。 

 

【目  標】 

支援内容 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

創業計画のフォローアップ対

象件数 
20社 25社 27社 30社 33社 35社 

創業計画のフォローアップ支

援回数 
40回 50回 54回 60回 66回 70回 

 

(3) 事業承継計画策定後の実施支援 
 

【新規事業】 
【事業内容】 

小規模事業者にとって事業承継は難しい問題であり、前述のようにまずその事業自体が事業承継

するに値するかの見極めを行い、事業承継する価値があると判断した場合、その後継者を見つけて

マッチングさせる必要がある。かなり難易度の高いこの事業承継については、専門家のアドバイス

を受けながら、策定した計画を着実に実行に移していく必要がある。そのため、当所としては、ス

ムーズかつ実効性の高い事業承継の実現のため以下の内容にて事業承継計画の実施支援を行う。 
 

① 担当経営指導員が適宜（四半期に一度以上の割合で）、事業承継計画の進捗状況の確認を行う。 
② 小規模事業者の事業承継に当たっては、後継者のマッチングが最大のポイントと考えられるこ

とから、他の創業支援機関や就職支援機関等とのネットワークを最大限活用し、後継者の発掘に

努める。 

③ 後継者の問題の他にもケースによっては、税金対策、株式譲渡の問題など計画実行には多くの 

課題が存在することが予想されることから、専門家との連携を密にし、その指導を仰ぎながら、

スムーズな事業承継の実現を目指す。 

なお、フォローアップの実施に当たっては、福島県産業振興センターが郡山市に設置している

「福島県事業引継ぎセンター」も積極的に活用し、スムーズなフォローアップ実施を目指す。 
 

【目  標】 

支援内容 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

事業承継計画のフォローアッ

プ対象件数 
1社 2社 3社 4社 5社 6社 

事業承継計画のフォローアッ

プ支援回数 
4回 8回 12回 16回 20回 24回 

 

５．需要動向調査に関すること 【指針③】 
 

小規模事業所が自ら需要動向を把握し、買い手のニーズを踏まえた「売れる商品の仕入」や「売れ

る商品開発」「望まれるサービスの開発」をするのは難しいことから、小規模事業者に対しマーケッ

トインの考えを浸透するために、消費購買動向調査で市内の売れ筋商品や買い物品目別利用店舗など

の把握を行い商店街連合会等の会議で説明を行うとともに、その他の小規模事業者に対して情報の提

供を行ってきた。 

今後は、ランチで食う（クー）ポンの参加者約７９，０００人のうち３店舗を回った方々を対象に、

豪華賞品が当たるランチ de ラリーを開催し、その応募用紙にランチを選ぶ理由などのアンケートを

付けてランチの需要動向を把握し、参加店を含めて市内の飲食店や今後飲食店を創業する経営者に情
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報提供する。 

また、新たなスイーツ、弁当、お菓子などを開発した店舗の商品や、既存の商品を改良したい商品

の味、見た目、価格、包装紙の色合いなどを品評することで、より売れる商品にしたい事業所を募集

し、会議所女性会・青年部、各委員会・部会による会合での弁当等の提供を行うほか、会議所が入居

するビル「コラッセふくしま」の入居団体（福島県信用保証協会、福島県中小企業団体中央会、福島

県商工会連合会などの経済団体等）の流行に敏感な若い女性などを対象とした試食会などを開催し、

より多くのお客様の生の声を集めて参加店にフィードバックする。 

 

(1)商品力向上のための試食会（商品力向上試食（飲）事業）の開催 

【新規事業】 
【目  的】 

  小規模事業者を支援するために、新商品、既存商品を問わず、地域における地場産品や特産品、既

存のお菓子、お土産、スイーツ、弁当などの売上・販路の拡大を図る。 

地域のブランド化や既存商品の売上拡大を図るための手段として、会議所女性会・青年部、各委員

会・部会による会合での弁当等の提供を行うとともに、会議所が入居するビル「コラッセふくしま」

の入居団体（福島県信用保証協会、福島県中小企業団体中央会、福島県商工会連合会などの経済団体

等）の流行に敏感な若い女性などを対象とした試食会などを開催し、見た目、味、価格、容量、サイ

ズ感などを含め、売れそうな点、好まれる点などについてアンケート形式にて収集し、事業所にフィ

ードバッグする。 

 評価の良かった商品に関しては、６-（１）「商談会への出展支援及び商談会（マッチング）の実

施」で記載している「伊達な商談会」や「ふくしまフードフェア」などへの出店支援を行う。 

 

【調査対象事業者】 
 ・市内で地場産品、特産品、お菓子、お土産、スイーツ、弁当などを製造・販売している小規模事

業者 

 

【分析手法等】 

（1）商品力向上のための試食会の開催 

〇お菓子、お土産、スイーツ 

・会議所が入居するビル「コラッセふくしま」の入居団体（福島県信用保証協会、福島県中小企業

団体中央会、福島県商工会連合会などの経済団体等）の流行に敏感な若い女性などを対象とした

試食会などを開催し、アンケート調査を実施する。 

〇地場産品や特産品、弁当など 

・会議所女性会・青年部、各委員会・部会などによる昼食等の提供を実施し、アンケート調査を実

施する。 

※１社（１商品）当たり、２０枚（人）を目標にアンケート調査を実施する。 

 

（2）チェック項目 

・見た目、味、価格、形状、容量、ボリューム感（サイズ）、パッケージデザインはどうか、魅力

があるか、地域らしさはあるか、どんな時に利用したいか、人に紹介したいかなど消費者が気に

入っている点、売れそうな要素などを把握する。 

 

【分析結果の活用等】 

アンケートの結果については、事業所ごとに整理・分析し、当所経営指導員が事業所を巡回し、

問題点・課題点を共有し改善支援を行う。 

また、当所嘱託専門指導員や他の専門家と連携して改善支援を行うこととともに、各事例に関し

ては、経営指導員ミーティングにて経営指導員間での情報共有を行い、飲食店の指導に役立ててい

く。 

 

【予想される効果】 
・ 新商品を開発する事業者としては、市場・消費者の側にたった発想（マーケットイン）での新

商品開発・販路開拓と技術・製造設備といった提供側からの発想（プロダクトアウト）での新

商品開発・生産・販売等の双方から、より実現性の高い商品を市場に出す前に確認することが

でき、リスクの低減を図ることが出来る。 

・ 既存の商品を販売する事業者としては、売れるために必要なもの、来店客を増加させるために
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必要なものなどがわかるとともに、事業者でも知りえなかった隠れた商品の魅力などがわかる

ことで、商品の改良、販売促進、販路開拓に繋がり、事業者の持続的発展と地域経済の活性化

に寄与する。 

 

 【目  標】  
項 目 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

試食会の開催 ─ 4 4 4 4 4 

試食会への出店企業 ─ 8 10 12 14 16 

アンケート回収目標枚数 ─ 160 200 240 280 320 

個社支援目標数 ─ 50 55 60 65 70 

 
(2) 「ランチ de ラリー」を活用した需要動向の提供 
【既存事業、一部新規】 
【事業内容】 

毎年 4 月から 5 月（平成 29 年度は、当所 100 周年を祝して 10 月～11 月にも開催中）に福島市

へ訪れた旅行客や一般市民に対し参加店マップ（提供するランチ写真）付きのクーポン券を駅の観

光案内所や集客施設及び花見山等で配布し、まちなかで通常 1,000 円（税込）以上の特製ランチを

1,000 円（税込）で食事して頂く恒例となった事業。本事業を活用して飲食店に対する具体的な需

要調査を実施する。 

 

【目的／調査方法】 

ランチで食う（クー）ポン事業は、平成２９年度実績で、県内、県外からの観光客を中心に約７

８，０００人強が参加者、このうち３店舗を回った方々を対象として豪華な賞品が当たるランチ de

ラリーでは、参加１店舗あたり約７０件強の利用実績があった。しかしこれまでは、ラリー事業を

実施するのみで、折角の多くの利用客が訪れる機会を活用した新たな需要の掘り起こしやサービス

改善など個店に資する取組にまで繋げていなかった。 

そこで、本事業では、応募ハガキに店舗毎に以下の項目による満足度や要望なども収集できるよ

うな記載を追加し、個店に対する具体的な需要調査として実施する。 

   

【今年度の事業実績】 

  ランチで食う（クー）ポンの参加者    ７８，８４６人 

  ランチ deラリー応募総数          ５，１００通 

 
【調査項目】 

  ①年齢・性別、②地域、③お店を選んだ理由、④店の雰囲気（清潔感、明るさ、入店のしやすさ）、

⑤料理の味、⑥ボリューム、⑦お得感、⑧料理の提供時間、⑨接客態度、⑩その他個別の意見 

 
【分析結果の活用等】 

アンケートの結果については、参加飲食店ごとに整理・分析し、当所経営指導員が事業所を巡回

し、問題点・課題点を共有し、メニューやサービス内容の改善など利用客の増加に繋がるように個

社の事業計画に活用していく。なお、ラリー用紙に個店でのメニューやサービス改善に繋げること

などアンケートの目的を付記し、記載を促すなど、１店舗あたり約４０件（ラリー応募者の６割を

想定）の回収を目標とする。 

また、お店の選定理由や雰囲気、接客態度などに関する項目を活用し、お店を選ぶ際の利用客の

視点やポイントなどフードコンサルタントなどの専門家の意見を伺いながら参加店を含めた市内

の飲食店や今後飲食店を開業する創業者などへの情報提供を行うなど当地域の飲食店全体のサー

ビスの向上などに繋げていく。 

 
【目  標】  

項 目 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

アンケート調査票回収枚数 0 2,800 2,800 3,000 3,000 3,200 

本調査による個店支援数 

※飲食店全体に対する 

 分析結果の提供件数は除く 

69 70 70 75 75 80 
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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】 
 

販路開拓に関しては、上述の需要動向調査で把握した調査結果や事業計画策定支援をもとに、支援

を行う。 
全国規模の商談会は、関係機関団体等の主催により東京などを中心に活発に実施されているととも

に、東北地区では東北六県連が実施する「伊達な商談会」や、仙台、会津、米沢商工会議所の工業系

の事業所を主体とした「三都市商工会議所工業部会交流会」が実施している商談会などが行われてい

ることから、小規模事業者の規模や商品、サービスの内容を勘案しながら出展支援を行う。 

また、平成 28 年度に福島県立医大に設置された「ふくしま国際医療科学センター」と併せて立地

が予想される医療機器メーカー等と地元企業のマッチングを行うことにより、新たな販路拡大の支援

を行う。 

 

(1) 商談会への出展支援及び商談会（マッチング）の実施 
 

① 商談会への出展支援及び他商工会議所と連携した商談会の実施 
 

【新規事業】 

【事業目的】 

小規模事業者の新たな企業間の事業提携や人的交流、販路・取引拡大を支援するため、関係機

関団体が全国で実施する各種商談会に伴走型小規模事業者支援推進事業などを活用し出展支援を

行う。 

また、東北六県商工会議所連合会（事務局：仙台商工会議所）が、他の商工会議所・商工会と

連携し実施している「伊達な商談会」や、仙台、会津、米沢商工会議所の工業系の事業所を主体

とした「三都市商工会議所工業部会交流会」が行っている商談会への出展支援を行う。 

 

【支援内容】 

小規模事業者が初めて商談会に出店するためには、どのような商談会に出れば良いのか、どん

な準備をしなければいけないのかなど、わからないことがたくさんあることが想定されることか

ら、（独）中小企業基盤整備機構が行っている「震災復興支援アドバイザー制度」や「販路開拓

コーディネート事業」「伊達な商談会」に登録されているアドバイザー等と連携しながら、以下

の項目を含めた支援を行う。 

 

・想定市場の絞り込み 
・商品の市場投入の適否や競合商品の確認 
・プレゼン資料の検討・ブラッシュアップ 
・ブースのデザイン・施工 など 

 
【出展後のフォロー】 

出展後は、目的にあった効果が得られたのか等を把握するために、電話や訪問などにより、効

果分析や課題の整理などを行ない、その後の販路拡大につなげていくためのフォローを行う。 

 

【出展及び出展支援を想定する商談会】の例 

 

（伊達な商談会）  

主催：東北六県商工会議所連合会、宮城県商工会議所連合会、仙台商工会議所 

    内容：百貨店・商社のバイヤー経験者であるコーディネーターが仙台商工会議所に常駐し、商

品開発や商談の際のポイントなどの相談に対応するほか、商工会議所のネットワークを

活用し、全国の様々なバイヤー企業との商談会を開催することで、商談成約率を高めて

いき、事業所の販路回復・拡大を目指して活動している商談会への出展を支援する。 

昨年度（2016）の商談実績、商談件数 1,218 件、成約額約 6億 1,141万円、参加企業数

延べ 447 社、成約率 17.4％となっている。 
対象：会員事業所、非会員事業所を問わず、市内の食品製造業・取扱い事業者以外にも工芸品・

日用雑貨など様々な事業者を対象に募集 
 
 

http://www.sendaicci.or.jp/mcci/
http://www.sendaicci.or.jp/
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（ふくしまフードフェア） 

    主催：福島県、㈱東邦銀行、ＪＡ全農福島、農林中央金庫福島支店 
    内容：原発事故の風評被害の払拭と福島県産品のＰＲを目的として、地元金融機関である東邦 

銀行など４者が主体となって実施している全県的なフードフェア。 

福島県産農林水産物及び地域産業６次化商品等の特徴的で魅力ある食品・食材を取扱う

生産・加工事業者と地域色豊かな食品を求める仕入業者（バイヤー）の商談機会を提供

することにより、小規模事業者の販路拡大を支援する。 

今年度の開催実績は、187企業が出展、1,000名が参加している。 

対象：会員事業所、非会員事業所を問わず、市内の食品・飲料、それに関連するギフトなどを

取り扱っている事業所を対象に募集 

 

  （三都市商工会議所工業部会交流会） 

    主催：仙台商工会議所、米沢商工会議所、会津若松商工会議所 

    ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ：福島、山形、いわき、さいたま、新潟、青森、秋田、盛岡 

    内容：３都市の工業関係企業等が一堂に会し、新たな企業間の事業提携や人的交流、販路・取 

引拡大を支援するため、視察会、商談会、懇談会などの交流を通して、ビジネスマッチ 

ングの実現を目指して活動している商談会への出店を支援する。 

今年度の商談実績は、延べ60企業95名が参加、17商談が行われた。 

対象：当所工業部会員、市内の工業系企業などを対象に募集 

       

  ※以下は、工業系の小規模事業者支援のために、将来的な出展支援を行いたい見本市 
 
  （ＪＩＭＴＯＦ 日本国際工作機械見本市） 

   主催：一般社団法人 日本工作機械工業会、株式会社 東京ビッグサイト 
    内容：JIMTOFは、2年に一度開催されている国内外のトップメーカーが集い、競い合うように 

新製品や新技術を発表している展示会。来場する世界中のユーザー・バイヤーからは最 

新鋭・高性能の工作機械や周辺機器が最も早く発表される見本市として、高い評価を得

ている見本市への出展を支援する。 

前回の出展企業数 865社、来場者数 136,000人、出展小間数 5,083、商社・代理店数 17,924

人となっている。 

    対象：市内の工作機械などの設計、製造または販売業を営む企業を対象に募集 

 
※その他、金融機関や関係機関団体が主催する見本市、商談会への出展の支援 

 
【目  標】  

商談件数 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

出展件数 0件 3件 4件 5件 6件 7件 

商談件数 0件 12件 16件 20件 24件 28件 

成約件数 0件 3件 4件 5件 6件 7件 

 

② 製造業・県立医大・医療機器メーカー等とのマッチング事業 《福島市医産連携推進事業》（工

業） 
 

【継続事業（一部新規）】 
【事業目的】 

福島県復興計画に位置づけられた福島復興の大きな柱の一つであるとともに、医療関連産業の振

興により、地域社会を再生・活性化し、その復興の姿を全世界に向けて発信する主導的役割を担う

こととなる「ふくしま国際医療科学センター」が平成 28年度に設置された。 

そこで、福島市内の製造業者で医療分野への進出を目指す企業を構成員とした「福島市医産連携

研究会」（製造業など 86社で構成）を設立し、医療との連携に向けた各種先進事例情報提供・研究・

視察などを実施することで医療分野参入に向けた企業の取組みへ支援を実施する。 
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【支援内容】 

「福島市医産連携研究会」が県立医科大・医療機器メーカー等とのマッチング事業等を実施する

ことで、会員事業所の医療産業分野参入を支援する。 

また、新規参入に向けて、より具体的な事業化を目指す企業については、研究会内で「事業化推

進分科会」を設置し、事業化に向けたより具体的な研究や分科会参加企業間の連携等を実施できる

よう、適宜指導を実施していく。 

さらには、一般財団法人ふくしま医療機器産業推進機構が実施している医療機器設計・製造展示

会＆最新技術セミナー「メディカルクリエーションふくしま」へ「福島市医産連携研究会」として

出店ブースを確保し、会員企業に対する参加募集を行い積極的なビジネスマッチング等を支援す

る。 

 

【目  標】  

マッチング件数 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

出店件数 2店 2店 2店 2店 2店 2店 

医療機器メーカー等とのマッ

チング事業 
3件 3件 4件 4件 5件 5件 

成約件数 0件 1件 2件 3件 4件 4件 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 
 

地域経済の活性化は、小規模事業者にとって事業を持続的に発展させるための環境整備をする意味

からも大変重要である。当所は地域の総合的経済団体として、今後の地域の方向性を関係者間で共有

し、相乗効果を高め、関係機関の連携のもと地域経済の活性化に向けて様々な事業を実施していく。 

まず、都市拠点である中心市街地の活性化を図るため、福島市や福島市商店街連合会、福島まちづ

くりセンター、さらに駅前の大型店等との連携のもと様々な事業を展開していく。さらに、「福島わ

らじまつり」を中心に地域資源を活用し、福島市、福島市商店街連合会、福島市観光コンベンション

協会、各青年団体等との連携によりその魅了を最大限活用して事業を実施し、全国に福島の元気を発

信することで風評被害払拭に努め、更には、インバウンドも含めた観光客の増加につなげていく。 

 

１． 福島駅前元気プロジェクト事業の実施 
【継続事業】 
【事業内容】  

福島駅前通りは、専門商業ゾーンとして中心市街地の賑わい創出に向けて、重要な位置づけがな

されている。中心市街地活性化の方向性を踏まえ、駅前の大型店や駅前通り商店街を始め関連する

企業・団体等が連携し「福島駅前元気プロジェクト」を組織して、賑わいを創出するイベントの集

積と相乗効果による来街者の増加促進に関する事業等を実施している。 
各種イベントには、飲食店や手作り品を販売する小規模事業者が多数出店するほか、継続的に年

間を通しての開催により市民はもとより観光客に向けた情報発信を含め福島の四季を感じてもら

える事業となっている。 
【構成団体】 
  福島駅前通り商店街振興組合、㈱中合(大型店)、仙台ターミナルビル㈱エスパル福島店(大型店) 
  東日本旅客鉄道㈱福島駅、福島商工会議所、㈱福島まちづくりセンター ほか 
【事業内容】 

  ≪会場≫福島駅東口・西口駅前広場、福島駅前通り、街なか広場ほか 
  ≪主な内容≫ 各イベント共通で集客のためのスタンプラリー・ステージイベントを実施 

①ハルフェス  
実施時期 ４月中旬 
主な内容 ・小規模事業者が出店する「手作り品販売・地物野菜の販売・飲食店」 

      ・はな祭り ほか 
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②ナツフェス  
実施時期 ７月中旬 
主な内容 ・小規模事業者が出店する「手作り品販売・地物野菜の販売・飲食店」 
     ・ビールでのイベント「ビアフェス」の開催 ほか 

③アキフェス  
実施時期 ９月下旬 
主な内容 ・小規模事業者が出店する「手作り品販売・地物野菜の販売・飲食店」 

      ・ワインでのイベント「ワイン ヴァンビーノ」の開催 ほか 
④フユフェス  
実施時期 １１月中旬 
主な内容 ・小規模事業者が出店する「手作り品販売・地物野菜の販売・飲食店」 

      ・ワイン・日本酒でのイベント「ボジョレーナイト」、「福島地酒の陣」 
      ・福島駅東口駅前広場イルミネーション点灯式 ほか 
 

【事業スケジュール】 
項目 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

福島駅前元気プロジェクト

事業 
4回 4回 4回 4回 4回 4回 

 
２． 福島駅前通り・県庁前通りリニューアル事業 
中心市街地活性化の方向性について、関係団体と確認・共有しながら活性化を総合的に推進するた

めの組織「福島市中心市街地活性化協議会」（以下「協議会」という。）を平成１９年１０月より立ち

上げ、民間の立場から行政と連携をしながら、平成２５年１１月に変更認定を受けた認定基本計画の

目標である「賑わいの創出」、「快適居住の促進」の実効性を見守るとともに、民間の立場から、

行政と連携しながら、まちづくりを総合的に推進する。 

 
【継続事業】 
【福島市中心市街地活性化協議会構成団体】 

福島商工会議所、㈱福島まちづくりセンター、福島市、福島市商店街連合会ほか 
【主な事業内容】 

① 福島駅前通りリニューアル事業 

福島駅前通り道路整備に伴い、アーケード撤去、街路灯設置並びにファサード整備が必要と

なることから、将来の景観形成に向けた整備方針とルールづくりを行い、福島駅前通り整備

事業の円滑な推進を図るとともに、賑わいに溢れ魅力あるまちづくりを実現する。 
② 県庁通りリニューアル事業 

大原綜合病院の県庁通りへの新築移転計画が進められており、開院後は、１日に 2,000 人が

出入りする施設となる。近隣の小規模事業者にとっては、新たな客層も開拓ができ、近隣商店

街をはじめ周辺地域にとっても活性化が期待されている。大原綜合病院と連携して将来の魅力

ある商店街の活性化ビジョンを作り、県庁通りのリニューアルを推進する。 
 

 
【事業スケジュール】 

項目 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

福島駅前通りリニューアル

事業 

 

アーケード撤去・街路灯設置 

 

修景整備事業 

県庁通りまちづくり事業 

 

 

まちづくり計画に沿ったソフト事業の展開 

  ※駅前通りのまちづくり協定については、平成 28年度締結 

  ※県庁通りのまちづくり計画については、平成 28年度策定 
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３． 福島わらじまつり 
“県都福島の夏の風物詩”として、また多くの市民に親しまれる“郷土のまつり”として、街のに

ぎわい創出と交流人口拡大のために開催する。 
福島の地域活性化、賑わい創出を目的にその方向性を踏まえ、福島商工会議所を中心に福島市や

福島市商店街連合会、各青年団体等が連携し「福島わらじまつり実行委員会」を組織しその実施に

あたる。 
また、福島市・福島市観光コンベンション協会等との連携の下「東北絆まつり」への参加や、全国

のイベントに出張出演することにより、震災以降続いている風評被害を払拭し、全国に元気でにぎ

やかな福島をアピールしていくとともに外国からのお客様の積極的な受け入れを行う。 
 
【継続事業】 
【連携団体】 

福島市、福島市商店街連合会、(一社)福島市観光コンベンション協会、福島商工会議所青年部、 
(公社)福島青年会議所、福島市商店街連合会青年部他 

【事業内容】 
(1) 本祭りの開催（修祓式・大わらじパレード・わらじおどり・ダンシングそーだナイト・わら

じ競走・わらじ作り体験教室他） 

(2) 本祭りへの海外からのお客様への２受入 

(3) 東北絆まつり等への出演（大わらじパレード、福島市の観光 PRほか） 

(4) わらじまつりの外部イベント等への出張出演による福島市の観光 PRや福島の情報の発信 

【本祭り目標】 
項目 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

観客数 280,000 人 281,000 人 282,000 人 283,000 人 284,000 人 285,000 人 

参加者数 6,300人 6,300人 6,300人 6,300人 6,300人 6,300人 

   ※参加者数は、会場（国道 13 号線の車道）のキャパの関係から現状が限界となっているため。 
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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 
  
 地域内の小規模事業者の現状と需要の動向の把握、支援ノウハウの共有を図るために、関係機関団

体との情報交換を実施する。 
事業名 連携者 連携内容 頻度 

オールふくしま

中小企業・小規模

事業者経営支援

連絡協議会 

福島県及び県内の金融機関、

商工会議所、商工会、東日本

大震災事業者再生支援機構、

東北税理士会福島支部連合

会、福島県中小企業診断協会、

福島県信用保証協会、福島県

産業振興センター、中小企業

基盤整備機構東北支部などの

支援団体６４８社 

・中小企業、小規模事業者に対する下

記の支援 
・経営改善及び事業再生等の取り組み

への支援 
・事業展開など経営課題に関する支援 
・支援に必要な情報の共有 
・企業支援人材の育成のための情報交

換や研修等の開催 

14 回 

創業・新事業連携 

東邦銀行、福島銀行、福島信

用金庫、日本政策金融公庫国

民生活事業福島支店、ＴＫＣ

東北会福島県支部、福島県社

会保険労務士会 

・地域内の創業者と第二創業者に関す

る情報交換 
・創業計画書の作成支援 
・創業支援ノウハウの共有と融資 

4 回 

福島市医産連携

推進事業 
福島大学、福島県立医科大学、

福島市、福島商工会議所 

・参加企業の技術内容の確認・分析を

実施し、医療機器分野参入に向けた

指導・助言 
・医療機器分野に関する各種情報の提

供や企業間マッチング、今後の予測

分析の実施 

8 回 

よろず支援拠点 よろず支援拠点 

・県内の小規模事業者の現状や、直面

する経営課題・問題などに関する情

報交換 
・小規模事業者の経営計画策定等に関

する支援ノウハウの共有 

2 回 

 
 ※その他、福島県商工会議所連合会（事務局：福島商工会議所）において、県内会頭会議や専務理事

会議、事務局長会議、中小企業相談所長会議、指導員・補助員研修会などにおいて、随時情報交換

を行っている。 

 

２． 経営指導員の資質向上等に関すること 
 

地域内の小規模事業者の経営資源、財務、経営状況の内容を把握・分析する能力を高めるために、

経営指導員等が備えるべき必要な知識、技能の習得に向け、日本商工会議所や中小企業大学校、関

係機関団体などが主催する研修へ参加している。 

県内経営指導員等の小規模事業者に対する支援能力向上対策の一環として行われる「経営指導員

研修会」「補助員研修会」に参加することで、他の会議所の指導員等との連携強化を図り、実践に

基づく支援方法を共有している。 

小規模事業者の抱える多岐にわたる課題・問題などの解決策の支援を円滑かつ効果的に実施して

いくために、関係機関団体や金融機関と連携を図るとともに、専門家等と同行し伴走型の指導・助

言を行っている。 

また、組織内の経営指導員のノウハウ共有を図るために、毎週水曜日に１週間の小規模事業者に

対する接触履歴を報告するとともに、助言や支援内容の報告会を開催し、支援能力の向上を図って

いる。 

さらには、専門的な知識を身につけるために、税理士や税務署の担当者等に講師となってもらい

都度勉強会を開催し、伴走型指導・助言の一助としている。 
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（１）指導員・補助員資質向上体系図 

経 営 
指導員 
・ 

補助員 

研修 
内容 

1 年目 
・中小企業施策

の基本理念 

・小規模企業施

策の考え方 

・企業経営の捉

え方 
・ 記帳及び決算

書の作成支援

のﾎﾟｲﾝﾄ 

・各種税務に関

する基本的な

知識と支援 

・各種金融政策 
・経営・税務分

析 
・専門的な調

査・分析の手

法など 

2 年目 
・経営診断に必

要な基礎知

識、財務分析 

・人材育成と労

務管理 

・店舗施設管理 

・販売分析と販

売計画 

・財務分析と損

益分岐点分析 

・商圏・競合店

分析の進め方 

・店舗づくりの

進め方など 

3 年目 
・事業承継税制

と・支援 
・創業計画作成

と実施支援 
・経営改善計画

と実施支援 
・ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ能力

向上 
・支援スキルの

レベルアップ 
・経営力向上の

ﾎﾟｲﾝﾄ 
など 

4 年目 
・事業計画作成 
・ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ経営 
・問題解決能力

向上支 
 援 
・合意形成能力

向上支援 
・第二創業計画

作成と実施支

援 
・より専門的な

支援方法など 

５年目 
・企業再生支援 
・経営革新計画

作成と実施支

援 
・経営戦略の策

定 
・戦略を遂行す

るための人

事・組織マネ

ジメント 

・より専門的な

支援方法など 
 
 

外部 
研修 

基礎 
研修 基礎研修Ⅰ 基礎研修Ⅱ    

〃 マルケイ基礎研

修     

業務別 
研修 

経営指導員研修

会 
経営指導員研修

会 
経営指導員研修

会 
経営指導員研修

会 
経営指導員研修

会 

〃 補助員研修会 補助員研修会 補助員研修会 補助員研修会 補助員研修会 

専門 
研修  中小企業大学校

での研修 
中小企業大学校

での研修 
中小企業大学校

での研修 
中小企業大学校

での研修 

〃 

小規模事業者人

材等育成事業

（個者支援型・

地域支援型研

修） 

小規模事業者人

材等育成事業

（個者支援型・

地域支援型研

修） 

小規模事業者人

材等育成事業

（個者支援型・

地域支援型研

修） 

小規模事業者人

材等育成事業

（個者支援型・

地域支援型研

修） 

小規模事業者人

材等育成事業

（個者支援型・

地域支援型研

修） 

〃 全国経営指導員

研修 
全国経営指導員

研修 
全国経営指導員

研修 
全国経営指導員

研修 
全国経営指導員

研修 

内部 
研修 

基礎 
研修 

経営指導員 MT
（※） 

経営指導員 MT
（※） 

経営指導員 MT
（※） 

経営指導員 MT
（※） 

経営指導員 MT
（※） 

〃 上司・先輩によ

る随行・指導 
上司・先輩によ

る指導 
上司・先輩によ

る指導 
上司・先輩によ

る指導 
上司・先輩によ

る指導 

〃 専門家同行研修 専門家同行研修 専門家同行研修 専門家同行研修 専門家同行研修 
 
※経営指導員ＭＴ＝ミーティングによる事業所接触履歴と指導内容等の確認・情報共有 
※研修内容は、外部研修、内部研修で実施する項目 
 

（２）所内における情報管理・共有の仕組み 

・事業所との接触・指導・金融支援などの履歴については、ＴＯＡＳシステム（松本商工会議所が開

発した商工会議所専用システム）を活用して一元管理を行っており、事業所と対応する際には、対応

者が、その履歴を確認してから指導を行うこととなっているとともに、担当者の異動があっても活用

できる仕組みとなっている。 

今後も、ＴＯＡＳシステムを活用して事業者との接触や指導、金融支援の履歴のほか、本事業にお

ける経営分析の状況や指導履歴なども含めて管理し、支援内容やノウハウ等について組織全体で共有

していくとともに、個別事業者毎の支援方法を検討・協議や的確な指導に活用する。 
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３． 事業の評価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。 
 

(1) 福島県、福島市、福島大学等の外部有識者を含む「福島商工会議所経営発達支援計画評価委員

会」（仮称）を設置し、事業の実施状況、成果の評価・見直し案の提示を行う。 

(2) 事業の成果・評価・見直しの結果については、正副会頭会議へ報告し、承認を受ける。 

(3)事業の成果・評価・見直しの成果を福島商工会議所のホームページ 

（http://www.fukushima-cci.or.jp/）で計画期間中公表する。 
 

※福島商工会議所経営発達支援計画評価委員会（仮称）メンバー（案） 
≪敬称略、順不同≫ 

  福島県県北地方振興局 企画商工部   部  長  
  福島市商工観光部           部  長  
  福島大学人間発達文化学類       教  授  
  福島県中小企業診断協会福島支部    支 部 長  

福島市商店街連合会          会  長  
   福島商工会議所 中小企業振興委員会  委 員 長  
   福島商工会議所女性会 地域活性委員会 委 員 長  
   福島商工会議所            専務理事  

 

http://www.fukushima-cci.or.jp/
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（別表２） 

 福島商工会議所の組織体制 経営発達支援事業の実施体制 

福島商工会議所の組織体制 

（１）組織体制 

福島商工会議所【総数４１名】※役員２名含む。 

【内訳：役員 2 名、一般 11 名、指導員 12 名、補助員 4 名、復興支援員 3 名、嘱託 6 名、 
臨時 2 名、派遣 1 名】 

 

 

総合企画部【総数２０名】※部長（一般１名）含む。 

 

総務課  
【総数 6 名（内訳：一般 4 名、臨時 2 名】 
 
商工サービス課  
【総数 10 名（内訳：一般 2 名、補助員 2 名、嘱託 5 名、派遣 1 名】 

 
総合企画課  
【総数 4 名（内訳：一般 3 名、指導員 2 名】 
 
 小規模事業者実態調査 ─────────────────────     ４Ｐ 
 製造業・県立医大・医療機器メーカー等とのマッチング事業（福島市医産連携推進事業） 

 ──────────────────── １７～１８Ｐ 
 福島駅前通りリニューアル事業 ─────────────────    １９Ｐ 
 県庁通りリニューアル事業 ───────────────────    １９Ｐ 

 
 

 
 

事業推進部【総数１８名】※部長、次長（指導員２名）含む。 

 

地域振興課  
【総数 7 名（内訳：指導員 3 名、補助員 2 名、復興支援員 2 名】 
 
 商品力向上のための試食会の開催 ─────────────── １４～１５Ｐ 
 ランチ de ラリーを活用した需要動向の提供 ──────────  １５～１６Ｐ         
 福島駅前元気プロジェクト事業 ──────────────── １８～１９Ｐ 
 福島わらじまつり ──────────────────────    ２０Ｐ 

 
 

 経営支援課  
【総数 9 名（内訳：指導員 6 名、復興支援員 1 名、嘱託 1 名、派遣 1】 
 

 中小企業景況調査 ───────────────────────     ４Ｐ 
 ＬＯＢＯ調査（早期景気観測調査） ───────────────     ４Ｐ 
 年末年始アンケート調査 ────────────────────   ４～５Ｐ 
 経営状況の分析・活用 ─────────────────────  ６～１０Ｐ 
 事業計画策定支援    ───────────────────── １０～１２Ｐ 
 事業計画策定後の実施支援  ─────────────────── １２～１３Ｐ 
 商品力向上のための試食会の開催 ──────────────── １４～１５Ｐ 
 商談会への出展支援及び商談会（マッチング）の実施 ─────── １６～１７Ｐ 
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（２）経営発達支援事業の実施体制 

 

総合企画課  
【総数 4 名（内訳：一般 3 名、指導員 1 名】 

 

 地域振興課  
【総数 7 名（内訳：指導員 3 名、補助員 2 名、復興支援員 2 名】 

 

 経営支援課  
【総数 9 名（内訳：指導員 6 名、復興支援員 1 名、嘱託 1 名、派遣 1】 

 

（３）連絡先 

   福島商工会議所 事業推進部 

   〒960-8053 福島県福島市三河南町 1-20 コラッセふくしま８Ｆ 

   ＴＥＬ０２４－５３６－５５１１ ＦＡＸ０２４－５２５－３５６６ 

   ＵＲＬ：http://www.fukushima-cci.or.jp/ 

   E-mail：fcci@fukushima-cci.or.jp 

 

（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法        （単位 千円） 

現状 H30 H31 H32 H33 H34

45,870 45,050 45,050 46,050 45,050 45,050

1 地域経済動向調査事業費 1,150 150 150 1,150 150 150

2 経営状況分析事業費 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

3 事業計画策定等事業費 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

4 需要動向調査事業費 500 500 500 500 500 500

5 需要開拓事業費 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

6 地域活性化事業費 29,220 29,400 29,400 29,400 29,400 29,400

7 支援力向上事業費 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

必要な資金の額

 

（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、協賛金 

 

（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。 

mailto:fcci@fukushima-cci.or.jp
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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 

オールふくしま中小企業・小規模事業者経営支援連絡協議会【指針①②④】 

連携者及びその役割 

 
□参加団体等 
○連携１ 
事業所名：福島県  

  代表者名：知事 内堀 雅雄 
  住  所：〒960-8670 福島県福島市杉妻町 2-16 
  電話番号：０２４－５２１－１１１１ 
 
  ※福島県は、標記連絡協議会の事務局となっている。他の、連携団体はⅢ-１に記載している通り

県内の企業支援関係機関団体 649 社が協定を結んで参加している。 
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連携体系図等 

事務局：福島県経営金融課 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

支援が必要な中小企業・小規模事業者 

金融機関 会議所・商工会 

各種専門的支援機関 
（支援機関が問題解決な必要な事業者を支援） 

支
援
方
針
に

応
じ
て
事
業

者
を
ナ
ビ
ゲ

ー
ト 

オールふくしま支援協議会 

オールふくしまサポート委員会 
（弁護士、中小企業診断士等） 

・地域サポート委員会が方針を出せ

なかった複雑な案件の支援方針を

検討する。 

税理士等 

地域サポート委員会 
（税理士、保証協会、診断

士、経営指導員） 
・地域の身近な支援機関。

支援機関が単独では解

決困難な案件の支援方

針の検討 

連

携 

連携 

方
針
検
討
依
頼 

支
援
方
針
伝
達 

支援事例・情報

ノウハウの提供 

連

携 
 

地域

の支

援機

関が

支援 

地域ネットワーク会議 
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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 

創業・新事業支援【指針②】 

連携者及びその役割 

 
□創業セミナー 
○連携１ 
事業所名：日本政策金融公庫福島支店  

  代表者名：国民生活事業統括 井上 健 
  住  所：〒960-8031 福島県福島市栄町 6-6 NBF ユニックスビル５F 
  電話番号：０２４－５２３－２３４１ 
○連携２ 
事業所名：ＴＫＣ東北会福島県支部 

  代表者名：支部長 中田省吾 
  住  所：〒963-8004 福島県郡山市中町 1-22 大同生命ビル 10F 
  電話番号：０２４－９３６－３６７０ 
○連携３ 
事業所名：福島県社会保険労務士会 

  代表者名：会長 金子昌明 
  住  所：〒960-8252 福島県福島市御山字三本松 19-3 
  電話番号：０２４－５３５－４４３０ 
 
□創業・新事業支援 

○連携１ 
事業所名：㈱東邦銀行 

  代表者名：取締役頭取 北村清士 
  住  所：〒960-8633 福島県福島市大町 3-25 
  電話番号：０２４－５２３－３１３１ 
○連携２ 
事業所名：㈱福島銀行 

  代表者名：取締役社長 森川英治 
  住  所：〒960-8033 福島県福島市万世町 2-5 
  電話番号：０２４－５２５－２５２５ 
○連携３ 
事業所名：福島信用金庫 

  代表者名：理事長 樋口郁雄 
  住  所：〒960-8660 福島県福島市万世町 1-5 
  電話番号：０２４－５２２－８１６１ 
  ※信金とは、創業個別相談会も開催 
 
  ※それぞれの役割は連携体系図に記載 
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連携体系図等 

 
 

 

 
 
福島商工会議所 

東邦銀行 

福島銀行 

福島信用金庫 

日本政策金融公庫 
福島支店 

ＴＫＣ東北会 
福島県支部 

福島県社会保険 
労務士会 

□役割 
・共催にて創業セミナーを開

催。 
・交互に連携を図りながら、

創業ノウハウの支援と開

業計画書の作成と資金（融

資）等の支援を行う。 

□役割 
・福島信用金庫と連携し、創

業者に対する個別相談会

を実施。 
・地元金融機関と連携、協力

し、創業・小規模補助金の

事業計画策定支援を行う。 

創業・新事業支援 創業セミナー 
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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 

「福島市医産連携推進事業」の実施【指針①、②、③】 

連携者及びその役割 
 

事業所名：福島大学 

代表者名：学長 中井勝己 

担当者名：大学院共生システム理工学研究科実践教育推進センター特任教授 伊藤 豊 
担当者名：うつくしまふくしま未来支援センター特任教授 仲井康通 

住  所：〒960-1296 福島市金谷川一番地 

電話番号：024-548-5336 
 

事業所名：福島県立医科大学 

代表者名：理事長兼学長 菊地 臣一 

担当者名：医学部長 錫谷達夫 

担当者名：産学官連携コーディネータ 小池重明  

住  所：〒960-1295福島市光が丘一番地 

電話番号：024-547-1157 

 

事業所名：福島市 

代表者名：市長 小林 香 

住  所：〒960-8601 福島市五老内町 3 番 1 号 

電話番号：024-535-1111 
※それぞれの役割は連携体系図に記載役割 
 

連携体系図等 
 

小規模事業者 

支援 支援 

連携 福島商工会議所 
福島大学 

福島県立医科大学 

■役割 
・参加企業の技術内容の確認・分析を

実施し、アドバイザーと情報共有を

し、一緒になって医療機器分野参入

に向けた指導・助言を行う。 

■役割 
・福島商工会議所が分析・確認した結果に基

づき、医療機器分野参入に向けての指導・

助言、またそのために実施する研究会事業

に対し、必要な伴走型の指導・助言を行う。 
・医療機器分野に関する各種情報や今後の予

測分析を実施し、参加企業に提供する。 

福島市 
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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 

福島県よろず支援拠点との連携による経営支援【指針①、②】 

連携者及びその役割 

 

事業所名：福島県よろず支援拠点福島オフィス 

代表者名：コーディネーター 渡辺正彦 

住  所：〒960-8053福島県福島市三河南町 1-20コラッセふくしま 2階 

電話番号：024-525-4064 

 

※それぞれの役割は連携体系図に記載 
 

連携体制図等 
 

 

 

 

 
 

福島商工会議所 

 
 

福島県よろず支援拠点 

 
 

小規模事業者等 

連携 

支援 支援 

■役割 
・小規模事業者の経営状況の分析を実

施し、福島県よろず支援拠点に情報

共有をし、一緒になって、需要を見

据えた事業計画を策定するための

指導・助言を行う。  

■役割 
・福島商工会議所が経営分析した結

果に基づき、需要を見据えた事業

計画を策定するための指導・助言、

当該事業計画に従って行われる事

業の実施に関し、必要な伴走型の

指導・助言を行う 
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