
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
郡山商工会議所（法人番号９３８０００５００２６０７） 

実施期間 平成３１年４月１日～平成３６年３月３１日 

目標 

（継続目標） 

・管内の小規模事業者を巡回訪問して、直面する経営課題の解決を 

 支援、売上げ及び利益の拡大に寄与する事業計画の策定と実行を 

 伴走支援する。 

・イベントの開催やコンベンションの誘致を通して、中心市街地の 

 活性化と交流人口の拡大を図る。 

・再生可能エネルギー、医療機器開発への参入を促進、事業者の 

 付加価値向上を目指す。 

（新規目標） 

・円滑な事業承継を支援、小規模事業者数の減少を抑える。 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

 １．地域の経済動向調査に関すること 

  地域の経済動向や経営課題を調査、小規模事業者が調査結果を 

  活用できるよう提供するとともに、事業計画策定に活用する。 

 ２．経営状況の分析に関すること 

  地域の小規模事業者を巡回訪問して経営分析を実施、定性的・ 

  定量的に分析して自社の現状と強みを明確化する。 

 ３．事業計画策定支援に関すること 

  小規模事業者の売上・利益拡大に資する事業計画を策定する。 

  ＰＤＣＡサイクルの各段階において伴走支援する。 

 ４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

  事業計画の実行状況を確認するため、四半期に１度訪問する。 

  状況に応じて助言を行うなど継続してフォローアップする。 

 ５．需要動向調査に関すること 

  こおりやま産業博におけるモニター調査や、商談会に参加する 

  バイヤーへの意向調査を実施、小規模事業者に情報を提供する。 

 ６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

  産業見本市「こおりやま産業博」への出店支援や個別商談会を 

  通して小規模事業者の販路拡大を支援していく。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

 １．中心市街地の賑わい創出に資するイベント開催 

 ２．コンベンションの誘致による交流人口の拡大 

 

連絡先 

郡山商工会議所（担当部署：中小企業相談所 経営支援課） 

〒963-8691 福島県郡山市清水台 1-3-8（郡山商工会議所会館 1Ｆ） 

ＴＥＬ：024-921-2621 ＦＡＸ：024-921-2640 

メール：admin@entre.gr.jp 

ホームページ：http://www.ko-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．目標 

 

＜第 1期における取組と評価等＞ 

第 1期の計画期間においては、以下の５つの目標及び方針を設定して事業

を実施してきた。 

（１）伴走型支援の強化及び小規模事業者の持続的発展の支援 

（２）事業計画策定・実施の支援 

（３）技術シーズ育成の支援 

（４）地域経済活性化に向けた活動 

（５）経営指導員等の資質向上及び他の支援機関との連携 

評価委員会では、事業計画の策定と販路拡大への支援などの取り組みが、

特に評価が高かった。引き続き小規模事業者数の減少を抑え、維持するため

に（１）（２）（５）を集約し、個社支援である①経営課題の解決、売上・利

益拡大の支援を継続する。また、小規模事業者数の維持に向けて一層重要と

なっている④事業承継の支援を新たな取り組みとして追加する。面的支援と

なる②は第 1期目標の（４）、製造業の支援となる③は第 1期目標の（３）を

改善継続する。 

第２期の計画では、目標と方針を別項目にして「小規模事業者数の維持」

を目標として明確化した。 

 

（１）地域の現状及び課題 

  ①現状 

    a)福島県を代表する経済県都 

郡山市は、福島県の中央部に立地。面積は 757.2 km²（当所管内は 56.65 
km²）。米作を中心とした農業、県内２位の製造品出荷額、県内第１位の商業

販売額、磐梯熱海温泉を有する観光業など、農商工観のバランスがよく、県

内経済の中心的役割を担う経済県都である。 
    b)福島県内の交通の要衝 

鉄道では東北新幹線・東北本線・磐越東線・磐越西線・水郡線と５つの路

線が走る。車両交通では東北道・磐越道が交差。さらに福島空港も近距離に

位置する交通の要衝である。東京～郡山間は東北新幹線で１時間２０分、郡

山～仙台間は４０分、郡山～新潟間は磐越道で１時間３０分と主要都市との

距離も近い。 
    c)震災・原発事故の影響が今なお続く 

人口は平成２３年１月１日の３３９，０１９人（当所管内１８９，４７３

人）がピークだったが、平成２３年３月１１日に東日本大震災及び東京電力

福島第一原子力発電所事故が発生、自主避難等による住民の流出で（特に女

性・子供の流出が大きい）、平成３０年８月１日は３３３，１２９人（当所管
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内１８６，０９４人）と、ピーク時より５，８９０人（当所管内は３，３７

９人）減少しているほか、観光客数、農産物・工業製品などの出荷額も減少、

未だ回復していない。根強く残る風評も払しょくされておらず、解決に至っ

ていない。 
    d)市の沿革（日本遺産の認定を追記） 

・明治初期までは宿場町として栄えたが、政府の安積開拓事業・安積疎水開

削事業により発展。平成２８年に当事業が「未来を拓いた一本の水路」と

して文化庁の日本遺産に認定された。 
・昭和４０年に旧郡山・富田町・大槻町（※当所管轄区域＝〔図１〕右図赤

色部分）と周辺１２町村が合併。現在の「郡山市」が誕生。 
・平成９年に東北で初めて中核市に移行した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    e)産業 

・小規模事業者が減少している〔表１〕 
平成１８年から平成２４年までに、管内の小規模事業所数は７，８８３

所から６，８６９所へ減少。市全体の事業者数の推移から、平成２８年に

はさらに減少して６，８００所（▲１３．７％）と見込まれる。 
注：郡山市の事業所数の最新データは平成２８年度だが、当所の管内事業所数・

小規模事業者数の最新データは平成２４年度であるため、平成２８年度の管

内事業者数と小規模事業者数については、平成２４年度の割合を踏まえ、管

内事業者数は全事業者数の６３％と推計し、９，９８１所、小規模事業者数

は管内事業者数の６８％と推計し、６，８００所とした。 

・卸・小売業が減少 
平成１８年に２，１２６所あった卸・小売業が平成２４年に１，７２５

所まで減少。平成２８年には１，６８０所まで減少（▲２１．０％）して

いると見込まれる。 
・飲食・宿泊業も減少 

平成１８年に１，２４４所あった飲食・宿泊業が平成２４年には８５０

所まで減少。平成２８年には若干持ち直したと見込まれるが、１８年比で

３７４所（３０．１％）減少して８７０所と見込まれる。 
・製造業も減少 

平成１８年に３００所あったが、平成２４年には２５４所まで減少。平

旧市内 

〔図１〕 
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成２８年には２３７所まで（２１．０％）減少していると見込まれる。 
 

【当所管内事業所数】 
        

業種 
平成 18 年 平成 24 年 平成 28 年 

郡山市 当所管内 うち小規模 郡山市 当所管内 うち小規模 郡山市 当所管内 うち小規模 

農林漁業 33 6 5 62 13 12 54 11 10 

鉱業 2 1 1 4 0 0 1 0 0 

建設業 1,801 921 864 1,787 885 817 1,797 890 822 

製造業 967 359 300 933 311 254 872 291 237 

電気・ガス・工業等 7 8 2 14 8 5 12 7 4 

情報通信 134 120 83 163 133 78 155 126 74 

運輸業・郵便業 292 104 65 360 120 77 358 119 77 

卸・小売業 4,775 3,097 2,126 4,258 2,691 1,725 4,148 2,621 1,680 

金融・保険業 341 284 222 369 297 240 367 295 239 

不動産・物品賃貸 1,140 900 882 1,357 984 933 1,295 939 890 

飲食業・宿泊業 2,086 1,644 1,244 1,741 1,319 850 1,782 1,350 870 

医療・福祉 567 621 165 994 661 173 1,126 749 196 

教育・学習支援 853 537 333 491 390 271 491 390 271 

複合サービス業 127 54 20 76 33 18 60 26 14 

他に分類されないｻｰﾋﾞｽ 3,472 2,328 1,571 1,132 602 224 1,123 597 222 

研究・専門・技術･ｻｰﾋﾞｽ       727 566 334 767 597 352 

理美容・洗濯・生活関連ｻｰﾋﾞｽ       1,459 992 858 1,428 971 840 

合計 16,597 10,984 7,883 15,927 10,005 6,869 15,836 9,981 6,800 

※郡山市統計書及び経済センサスより引用 

 

  ②地域小規模事業者の現状と課題 

a)東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所事故による影響 

・人口減少と少子高齢化 
東日本大震災の発生による自主避難等で、平成３０年８月１日時点の人

口は３３３，１２９人。ピーク時より５，８９０人も減少した。震災によ

り女性・年少層の多くが避難し、老年人口の増加（平成２７年の老年人口

率：２４．９％）と年少人口の減少（平成２７年の年少人口率：１２．７％）

が加速、購買力の低下につながっている（グラフ郡山データブック 2017
より）。 

     ・東京電力の損害賠償が打ち切り 
原発事故により出荷制限や風評被害が発生、未だ払拭されていない中、

東京電力より１９，７００件に対し支払われてきた賠償金が、平成２７年

に一部を除いて打ち切られた。これまで賠償金で損失を補填していた事業

者が、今後の売上回復を見込めずに、廃業が増加することが懸念される。 
    b)小売業の現状と課題 

     ・中心市街地の衰退 
地元資本の大型スーパーのほか県外資本の百貨店が、無料駐車場を備え
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た郊外型の大型店舗を出店。郡山駅前の集客の核となっていた大型店３店

も１９９０年代に相次いで撤退した。郡山駅前の旧丸井跡地に、平成２９

年ホテルが新設され、１位の箇所は微増しているが、その他は減少が続い

ており、中心市街地全体の衰退が進んでいる。〔表２〕 
 

〔表２〕平成１５年・２８年・２９年における平均通行量推移（上位５地点） 

調査箇所 Ｈ１５(人) Ｈ２８(人) Ｈ２９(人) 

旧丸井～アティ郡山横断歩道 24,368 5,465 6,297 
陣屋壱番館前 8,562 2,533 2,481 
彩陶ﾂﾀﾔ前 6,777 2,791 2,089 
ｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ～駅前広場横断歩道 6,575 2,768 2,591 
ﾐｽﾀｰﾄﾞｰﾅﾂ前 4,284 2,941 2,152 

※郡山市通行量調査・来街者アンケートより 
 

・事業所数が著しく減少 
前記〔表１〕の通り、小売業では郊外型の大型店に加え、仙台・東京な

ど近隣都市への消費流出、ネット通販などの消費動向の変化が、地元小売

業の売上減少に影響し、事業所数の減少につながっている。課題は大型店、

ネット通販との差別化と販路開拓である。 
c)観光業の現状と課題 

・震災・原発事故の影響により観光客数が減少 
平成２１年には観光客が４０７万人訪れていたが、平成２３年に３３３

万人に減少。風評も完全払しょくに至らず、震災前の水準まで回復してい

ない。課題は交流人口の回復である。 
d) 製造業の現状と課題 

・最も大きな減少率 
前述の通り、事業所数の減少率が最も大きい。下請け体質の事業所が多

く、コスト競争による海外シフトが主な要因である。課題は付加価値の高

い自社製品の開発である。 
e)事業承継 

・２割の会員事業所で後継者が不在 

事業者の高齢化が進み、事業承継が地域の課題となっている。当所会員

においても、５，０００社のうち１，４００社の経営者が、６０歳以上で

ある。一方で、平成２９年に実施した経営実態アンケートによると、６４％

が「事業を引き継いでほしい」と回答しているが、２０％超が「手段・手

続きがわからない」、「誰に相談したらよいかわからない」と回答しており、

事業承継が進まない要因となっている。 

 

（２）小規模事業者に対する中長期的な振興のあり方 

前回計画内容を概ね踏襲しているが、小規模事業者数を維持するため、円滑な事

業承継について追加、①を箇条書きにしてわかりやすく整理した。 

 



- 5 - 
 

①１０年程度の期間を見据えて 

地域の現状と課題を踏まえ、以下の方針で取り組んでいく。 
a)地域経済のインフラともいえる小規模事業者（管内事業所の６８％）が、顧

客の獲得に取り組み、売上・利益を維持拡大できるよう支援するとともに、

円滑な事業承継を推進することで、小規模事業者数（Ｈ２８に６，８００社）

を維持し、地域経済を持続していく。 
b)中心市街地の賑わいを創出、地域商業の持続的発展に寄与する。 
c)イベント開催やコンベンションの誘致により、交流人口の震災前水準への回

復を目指す。 
d)新たな技術を活用した産業の創出、付加価値の高い産業を育成する。 
 

  ②郡山市まちづくり基本指針との連動制・整合性 

郡山市では、「郡山市まちづくり基本指針」（平成３０年２月）において、目指

す未来として以下を掲げている。（関係部分抜粋） 
「産業・仕事の未来」 

１．みんなが誇れる「郡山といえばこれ！」という産業があるまち 

２．楽しくてやりがいのある満足できる仕事のあるまち 

「交流・観光の未来」 

１．人が交流し、明るい声が聞こえるまち 

２．国内外に発信できる、自慢の地域資源があるまち 

３．たくさんの人が「また来たい」、「住んでみたい」と思えるまち 

上記については「本市の強みを生かした産業集積」、「「コンベンションの誘致」

等、本計画の目指すところと整合しており、連携して事業を行う。 
 
  ③郡山商工会議所の役割 

「企業を育て地域を伸ばす」を掲げ、経営改善普及事業など個社支援と、中

心市街地活性化や交流人口の拡大など面的支援に以下の通り取り組んできた。 
・確定申告や源泉徴収などの税務相談、 
・資金繰り、融資斡旋など金融相談 
・各種補助金の紹介と申請支援 
・個別商談会などのビジネスマッチング 
・中心市街地のにぎわい創出イベント 
・コンベンション誘致活動 
以上に加え、消費動向の変化による売上減に対する販路開拓支援、風評被害

で減少した交流人口の回復、新商品の開発による付加価値の向上、事業承継の

推進による事業継続への支援などの経営課題の解決に伴走型で支援していく。 
また、中心市街地の活性化や交流人口の拡大にも、商店街や関係機関と連携、

中心的な役割を担いながら、継続的に取り組んでいく。 
 
（３）経営発達支援事業の目標（改善継続） 

（２）「小規模事業者に対する中長期的な振興のあり方」を踏まえ、本計画期

間中の目標は以下のとおりとする。 
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当所は、地域の総合経済団体として「企業を育て地域を伸ばす」の原点に回

帰、小規模事業者の経営課題の解決や、付加価値の高い新産業の創出を通して、

売上及び利益拡大に寄与するほか、事業承継も支援していく。 
中心市街地の活性化と交流人口拡大を通して、地域経済の活性化に取り組み、

小規模事業者数を維持することを目標とする。 
 
（４）目標の達成に向けた方針 

①小規模事業者の経営課題の解決を支援、売上・利益拡大に寄与する（改善継続） 

当所職員による巡回・窓口相談を行い、潜在する経営課題を経営分析により

顕在化。商品開発、販路開拓など課題の解決に向けた事業計画の策定と、ＰＤ

ＣＡに基づく事業実施を伴走支援し、課題解決に寄与する。 
②中心市街地の活性化と交流人口の拡大により、地域の振興に取り組む（改善継続） 

中心市街地の商店街・集客施設など関係機関と連携し、各団体の取り組みを

共有する連絡会議を行うほか、中心市街地でイベントを開催する。交流人口増

加に向けて、コンベンションの誘致活動を展開する。 
③新たな産業の創出（改善継続） 

福島県が重点産業に位置づける再生可能エネルギー分野・医療機器分野への

参入を促進、付加価値の高い製造業を育成する。 
④円滑な事業承継を支援（追加） 

小規模事業者が直面する事業承継を支援。計画的な取り組みを促すとともに、

関係機関と連携して円滑な事業承継をサポートし、小規模事業者数の減少を抑

える。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

（１）経営発達支援事業の実施期間（平成３１年４月１日～平成３６年３月３１日） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

２．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

  

 ＜第 1期における取組と評価等＞ 

評価委員会の評価等に基づく当所の取り組み方針は以下の通り。 

①郡山市中小企業経営動向調査 

市内中小企業の現状・今後の動向等を把握するとともに、当所会報誌やＨＰ

にて定期的な報告がなされていることから評価委員会でも高い評価を受けた

が、どのように活用すればよいのかわからない事業者もいるのではとの指摘も

あり、巡回訪問・窓口相談で結果を口頭で説明するなど、改善継続していく。 

 

②経営実態アンケート調査 

震災・原発事故の影響など、地域における事業所の現状を把握することがで

き、評価委員会でも高い評価を受けた一方、事業承継などの個別の経営課題に

ついても把握、今後の個社への支援に活用してはどうかとの声もあったため、

事業承継など項目を追加、支援を希望する事業者は記名式にて実施するなど、

改善継続していく。 

 

③訪問によるヒアリング調査 

定期的な事業所巡回を行い、事業所の取り組み（新規事業含む）等の経営情

報をヒアリングした。企業の取り組みを把握するとともに情報発信にも活用で

きている。窓口相談での内容も活用するよう改善継続して実施する。 

 

 ＜今回の申請における取組＞ 

 （１）現状と課題 

地域の小規模事業者の多くは、商圏のデータ、消費動向などの情報を収集す

る術を知らず、経営に活かしていなかったため、①経営動向調査及び②経営実

態アンケート調査の分析結果をＨＰ及び会報誌にて発信、情報を提供したが、

どのように使えばよいかわからない事業所も多いのではとの指摘があった。ま

た、郡山市統計書など自治体・外部機関より送付される調査結果については、

所内で回覧するだけであり、「ＲＥＳＡＳ」などのシステムも小規模事業者支援

に最大限活用されているとは言えない。 

 
 （２）事業内容 

①郡山市中小企業経営動向調査（改善継続） 

管内の主要５業種について中小企業の経営動向を把握するために、定点観測
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により実施する。調査結果は小規模事業者に提供し、事業計画策定等に活用す

るとともに、経営支援の基礎データとして活用する。 

・（目標）中小企業の現状と今後の見通し等を定点的に把握し、効果的な事業者

支援に活用する。 

・（対象）卸売・小売・製造・建設・サービスの５業種から各４０社（計２００

社）を抽出する。定点的に調査するため、同じ事業者に調査を依頼。 

・（手段手法）四半期ごとに１回、年４回郵送により実施。回答はＦＡＸ等にて

回収する。 

調査結果は郡山市統計書の商業販売額、工業製品出荷額等のデータ、

ＲＥＳＡＳの地域経済分析データと比較等しながら、小規模事業者が

分かりやすいように分析。 

・（調査項目）業況、売上高（工事高・生産高）、仕入価格、販売価格、資金繰 

り、設備投資の有無・目的、その他経営上の課題、景況感。 

・（活用方法）当所会報誌及びＨＰにて公開。 

巡回相談、窓口相談にて口頭で説明。（追加） 

経営分析や事業計画策定時の基礎データとして活用する。 

 

   ②経営実態アンケート調査（改善継続） 

管内企業約１万社を対象に、経営実態を把握するために実施。調査結果は管

内事業者に情報提供するとともに、経営分析・事業計画策定に活用する。 

・（目標）震災の影響を中心に、管内の経営課題・景況等を網羅的に把握し、効

果的な事業者支援に活用する。 

・（対象）管内の事業者（約１万社） 

・（手段手法）秋期に年１回、実施。会員事業所へは郵送、非会員事業所につい

ては当所ＨＰで調査を告知（調査用紙はＨＰに掲載）し、ＦＡＸ・メ

ール等にて回答いただく。 

調査結果は郡山市統計書の商業販売額、工業製品出荷額等のデータ、

ＲＥＳＡＳの地域経済分析データと比較等しながら、小規模事業者が

分かりやすいように分析。 

・（調査項目）震災前を基準とした経営状況、震災及び損害賠償打ち切りの影響、

風評被害の状況、人口減少や消費動向の変化・事業承継・業務効率化

等の経営課題、売上状況、景況感、消費税増税及び軽減税率制度導入

の影響、その他経営上の課題。 

・（活用方法）当所会報誌及びＨＰにて公開。 

巡回相談、窓口相談にて口頭で説明。（追加） 

経営分析や事業計画策定時の基礎データとして活用。 

個社支援を希望する事業者は記名いただき、後日フォローする。 

 

   ③訪問及び窓口によるヒアリング調査（改善継続） 

従来から行ってきた訪問や窓口相談等の機会を活かし、経営情報、経営上の

課題等について事業者に直接ヒアリングし、調査結果は管内事業者に情報提供

するとともに、経営分析・事業計画策定に活用する。 
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・（目標）域内の小規模事業者の直面する経営課題・優良事例を、事業主と直接

話すことにより具体的に聞き取ることで、効果的な事業者支援に活用

する。 

・（対象）域内の小規模事業者（のべ２千社） 

・（手段手法）御用聞きサービス（注１）と一斉出前経営相談（注２）時及び、

窓口相談時に実施する。質問票に基づき商工会職員が聞き取り、書き

込む。 
・（調査項目）直近の景況、顧客動向（顧客層・受発注内容・単価等の動向）、

新商品開発・販路開拓など特筆すべき取り組み、売上げ・利益・雇用・

管理など経営上の課題。 
・（活用方法）特筆すべき取り組みを行う事業所は会報誌及びＨＰにて提供。 

巡回相談、窓口相談にて口頭で説明。（追加） 

経営指導の基礎データとして活用。 

 

（注１）「御用聞きサービス」 

月初（１月・８月以外毎月）に全職員が会員事業所を訪問。月ごと

に訪問先事業所を選定、会報等を配布しつつ、経営状況や当所への要

望等についてヒアリングしている。 

（注２）「一斉出前経営相談」 

毎月月半ば（１５日前後）に相談所職員が管内事業所を訪問。月ご

とに訪問先エリアを設定し、エリア内の事業所を会員・非会員問わず

訪問、経営状況や当所への要望等についてヒアリングしている。 

（目標） 

項目 現状 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 

①中小企業経営動向調査・結果の公表 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 

②経営実態アンケート調査・結果公表回

数 
１回 １回 １回 １回 １回 １回 

③訪問及び窓口によるヒアリング調査・

優良な取り組み紹介の公表回数 
月１回 月１回 月１回 月１回 月１回 月１回 

 

 

３．経営状況の分析に関すること【指針①】  

  

 ＜第 1期における取組と評価等＞ 

評価委員会の評価等に基づく当所の取り組み方針は以下の通り。 

①分析対象の掘り起し 

訪問目標２，３００件に対し、実績は平成２８年度１，５２３件、平成２９

年度１，３２３件であった。職人など日中は現場に出ている事業者は、訪問時

に不在であるため、未達となった。一方、現場終了後に経営相談のため来所す

る事業者も多い（平成２９年度は実績数８２９件）ため、評価委員会より窓口

相談においても経営分析を提案できる仕組みづくりを行うよう指摘があった。
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改善して継続していく。 

 

②小規模事業者の経営分析 

経営分析については、平成２８年度に１３８件、平成２９年度に１８４件の

分析を行った。平成２８年度は巡回相談時に分析結果を事業者に説明したが、

平成２９年度は目標件数が多く、メールで送信、電話で説明する案件も見受け

られた。評価委員会で対面にて共有するよう指摘があったため、目標値を見直

し、平成２８年度の分析件数を切り上げた数値を目標として、手厚い分析及び

結果の共有・説明を丁寧に行う。 

また、独自の書式を使っていたが、ローカルベンチマークの活用も検討する

よう指摘があったため（採用している金融機関も複数あり、資金繰り相談等で

活用しやすい）、定量分析に活用するとともに、定性分析については、ローカル

ベンチマークのシートを、事業承継などの経営課題に対応するよう改良して使

用することとする。 

 

   ③経営相談・専門家派遣事業 

評価委員会でも高い評価をいただいているが、経営課題が多岐に渡っており、

士業以外の専門家（例：ＳＮＳ、業務効率化など）の登録も進めるべきとの指

摘があった。 

また、ＨＰ等で専門家派遣事業を周知、事業所の掘り起しに活用してはとの

指摘もあり、新たな取組みを加え継続する。 

 

   ④分析結果の活用 

分析結果を経営指導員会議等で共有してはどうかとの指摘があり、平成３０

年度から会議時に共有するよう改善、継続している。③での指摘の通り、分析

結果で顕在化した課題の解決についても、専門家派遣事業を活用していく。 

 

   ⑤事業承継の推進（新規） 

小規模事業者の経営者は高齢化が進んでおり、事業承継が喫緊の課題である

一方、取り組み方、相談先がわからず着手していないとの調査結果を踏まえ、

自社の課題としてとらえ、着手を促すことが必要との意見があった。 

 

 ＜今回の申請における取組＞  

 （１）現状と課題 

第１期は、収入（売上）と支出（経費・借入返済など）の可視化に重点を置

いた定量分析と、自社の強みなど定性分析を独自書式で行ってきた。定量分析

については売上総利益、労働生産性など財務指標に基づく、より詳細な分析が

必要である。定性分析についても、経営課題が多岐に渡っており（売上減少、

事業承継、人手不足、顧客減少など）従業員数、経営資源、経営者の年齢など、

より深掘りした分析が必要である。 
また、震災で被災した事業所は、風評が未だ払しょくできていない中、損害

賠償が打ち切りとなるなど経営環境が厳しくなるほか、復興事業も減少傾向で
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あるため、売上の構成や経営資源など、現状分析が急務となっている。 
 
 （２）事業内容 

①分析対象の掘り起し（改善継続） 

「御用聞きサービス」・「一斉出前経営相談」などの巡回相談に加え、窓口相

談において、経営分析の重要性を説明、実施事業者の掘り起こしにつなげる。 

管内の小規模事業者約７千社を計画期間の５年間で一巡できるよう、年間１，

４００社に対して訪問もしくは窓口での説明を目標とする。 

Ⅰ．２．②経営実態アンケートにおいて、経営相談を希望して回答に記名し

た事業者及び事業承継が見込まれる事業者には優先的に連絡をとり、分析対象

の掘り起こしにつなげる。 

また、マル経融資と補助金申請の相談を受けた際は、課題解決に向けた事業

計画を策定する前提として、経営分析が必要となることを必ず説明する。 

 

②小規模事業者の分析（改善継続） 

a)（対象）管内の小規模事業者で経営の見直しに意欲のある事業者、事業承継

が見込まれる事業者 

b)（目標）１４０社の分析を単年度の目標とする。 

c)財務内容の分析 
・経済産業省が推奨するソフト「ローカルベンチマーク」を活用し、財務分析

診断を基に経営指導員が分析を行う。業界の平均値と比較できるほか、複数

年度の決算書を入力すれば、年度毎に３つのグラフが作成可能であり、時系

列の推移も把握して分析に活用する。  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

・調査項目 
基本項目（商号・所在地・代表者名・業種・従業員数・資本金） 
財務項目（決算年月・売上高・前期売上高・営業利益・減価償却費・ 
     現預金・受取手形・売掛金・棚卸資産・負債計・支払手形・ 
     買掛金・借入金・純資産計） 
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・財務内容の分析項目 

売上持続性（売上増加率）売上の増減を示す指標 
収益性  （営業利益率）会社の稼ぐ力の指標 
生産性  （労働生産性）付加価値を示す指標 
健全性（ＥＢＩＴＤＡ有利子負債倍率）借入金の負担を把握する指標 
効率性（営業運転資本、回転期間）効率よく経営を行っていく指標 
安全性 （自己資本比率）資本・負債状態を把握する指標 

d)定性的な分析 
・ローカルベンチマークの定性評価シートから、独自に小規模事業者向けに

項目を整理した「定性評価シート」（既に管内の金融機関が使用、実績を

あげているもの）を活用して経営指導員が分析を行う。また、ビジネスモ

デル図（事業者の商流を俯瞰から把握するための様式）も活用する。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【定性評価シート】 
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注：「当社」（小規模事業者）が中心にあり、左側は仕入先及び仕入比率、下側に

外注先等の協力会社、右側は販売先及びその比率を記入する。下図は販売先

のさらに先に消費者（エンドユーザー）が入っている様式になっているが、

販売先が消費者の場合は、販売先 → 消費者となる。 

 
・調査・分析項目 

内部環境－企業の特徴（企業概要、取扱品目、企業の特徴、従業員数、従

業員数、平均年齢、社長の想い・ビジョン） 
内部環境－企業の特徴（強み、差別化のポイント、商品の売上比率と将来

性、取扱品の将来性、技術力、営業力、商品力、ネットワーク） 
外部環境（地域の現状、ターゲット層、トレンド、人口推移、消費動向） 
経営課題－売上拡大（利益減少・販路拡大・設備老朽化・営業力向上） 
経営課題－資金繰り（設備資金・運転資金・借入過多） 
経営課題－人事労務（後継者育成・社員採用・社員教育・労務管理） 
経営課題－商品開発（商品力向上・技術力向上・サービス向上） 
経営課題－その他 （経営管理・業務効率化・ＩＴ導入・補助金活用） 

 

③専門家派遣事業（改善継続） 

経営分析にあたって専門的な指標や知識が必要な場合は、中小機構のアドバ

イザーやミラサポ、当所が連携する外部専門家（中小企業診断士・税理士・社

労士・司法書士・弁護士などの士業、その他事業承継やＩＴ活用、ＳＮＳ、ブ

ランディングの専門家）に助言・アドバイスを頂く。 
 

④分析結果の活用 

経営分析結果は巡回訪問・窓口相談時に当該事業者にフィードバックし、個

社の売上・利益の向上に資する事業計画策定の支援に活用していく。 

【ビジネスモデル図】 
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当所で月２回行うマル経会議で分析結果を共有し、経営指導員のスキル向上に

活用する。 
（目標） 

  

 

 ４．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

 ＜第 1期における取組と評価等＞ 

評価委員会の評価等に基づく当所の取り組み方針は以下の通り。 

①事業計画の重要性・意義を周知する事業 

団体の会合に事務局が出席して事業計画の重要性を説明したが、会合の冒頭

に１０分程時間をいただき、概要の説明をするだけになっており、その後の問

合せもなく、策定につながっていない。 

「事業計画策定セミナー」は平成２８年に１０回開催、当所経営指導員によ

る概要と書式の説明を行った。事業計画の重要性を伝える有効な事業との評価

をいただく一方、策定のポイントや考え方・進め方については、専門講師によ

るセミナーを行った方がより掘り起しにつながるのではとの意見があり、平成

２９年は「事業計画策定セミナー」として１回に集約して開催している。参加

者の掘り起しに向けてセミナー開催の周知を図るとともに、参加の案内を、事

業計画策定の啓蒙を行う絶好の機会ととらえ、重要性・意義を説明、策定支援

につなげてはどうかとの意見があり、改善して継続実施する。 

 

②事業計画の策定を支援する事業 

第１期の事業計画策定実績は、平成２８年度が４０件、平成２９年度が５６

件となっており、目標を達成、高い評価を得ているため、継続して実施してい

く。 
 

   ③次世代産業セミナーの実施（継続） 

付加価値の高い産業の育成は大事な事業であり、再生可能エネルギー分野、

医療機器分野、ロボット分野への参入支援は高評価を得ていることから、参入

に向けた事業計画策定を促すセミナーを継続して実施する。 

 

   ④事業承継の推進（新規） 

小規模事業者の経営者は高齢化が進んでおり、事業承継が喫緊の課題である

一方、取り組み方、相談先がわからず着手していないとの調査結果を踏まえ、

項目  現状 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 

①対象掘り起こしのた

めの巡回・窓口相談数 
1,323 所 1,400 所 1,400 所 1,400 所 1,400 所 1,400 所 

②経営分析件数 
 （指導員一人あたり） 

 184件 

(23件) 

140件 

(18件) 

140件 

(18件) 

140件 

(18件) 

140件 

(18件) 

140件 

(18件) 
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自社の課題としてとらえ、着手を促すことが必要との意見があったことから、

新規事業として対応する。 

 

 ＜今回の申請における取組＞ 

 （１）現状と課題 

第１期は、創業・補助金申請・融資・経営革新など施策活用や資金繰りに向

けた事業計画の策定に加え、売上及び利益の拡大に向けた販路拡大等のための

事業計画の策定を支援してきたが、付加価値の高い商品の開発及び販売の計画

策定の支援も求められている。 

また、当所会員５，０００社のうち１，４００社の経営者が６０歳以上であ

るなど、事業者の高齢化が進み、事業承継が課題となっていることから、円滑

な事業承継への支援が求められている。 
 
 （２）支援に対する考え方 

小規模事業者が経営を持続していくには、経営分析して課題を抽出した後、

解決に向けた事業計画の策定（Ｐ）、計画を実行（Ｄ）、結果を検証（Ｃ）して

再計画を実行（Ａ）していくことが必要であり、なかでも計画の策定（Ｐ）は

大変重要だと考える。 
そこで、巡回・窓口相談を活用した経営分析の実施事業者へ提案するととも

に、事業計画策定セミナーの開催と、当該セミナーの周知時における事業計画

策定に関する説明により、事業計画の重要性・意義を啓蒙、計画策定を目指す

事業者の掘り起しを行うとともに、事業計画策定の支援に取り組む。事業計画

策定目標数は、第１期の実績を踏まえ年間５６件とし、事業計画の内容を深堀

りして詳しく説明し、手厚い伴走支援を行っていく。 
業種や管内において共通する経営課題については、セミナー・研修会を開催

して解決に向けた支援を行う。付加価値の向上に向けた支援については、次世

代産業参入促進セミナーを実施、福島県が集積と高度化を推進している再生可

能エネルギー分野、医療機器分野、ロボット分野など次世代産業への参入に関

する考え方や、事業計画策定の進め方を学ぶセミナーを開催。参入を希望する

事業者には、相談内容を整理して専門機関と連携、計画策定など支援する。 

Ⅰ．２．②経営実態アンケート調査で事業承継の相談を希望する事業所には、

相談内容を整理して専門機関と連携、セミナー・個別相談会の開催を通して事

業承継計画の策定など支援する。 
 
 （３）事業内容 

   ①事業計画の重要性・意義を周知する事業（改善継続） 

a) ３．①分析対象の掘り起しにより、経営課題が抽出された事業者に経営分析

及び事業計画の策定を提案する。 

b) ３．②小規模事業者の経営分析で経営分析を行った事業所に、策定を提案す

る。 

c)事業計画策定セミナーを実施。効果を上げるため、事業計画の重要性や意義、

策定に必要な過程やプロセスについて専門講師を招聘、１回に集約して講義、
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意欲的な事業者に策定を提案する。 

・（開催回数）年１回 

・（カリキュラム）事業計画策定の重要性と考え方、計画に必要な項目 外 

・（定員）５０名 

・（募集方法）巡回・窓口相談での参加呼びかけ 

告知チラシの配布・会報折り込み 

当所ＨＰにて周知（新規） 

業界団体等の会合で説明・周知（新規） 

 

②事業計画の策定を支援する事業（改善継続） 

a)（対象）①で提案した事業者のうち、事業計画策定を目指す小規模事業者 
b)（作成フォームの項目） 

・今後の計画 

経営分析から見る経営課題（事業面・財務面） 

ターゲットとなる市場・顧客 

外部環境（追い風・競合・脅威） 

３年後のビジョン（だれに・何を・どのように） 

自社の有する経営資源 

・具体的事業内容 

事業のテーマ及び目標 

売上拡大のアクションプラン（付加価値向上・販売促進） 

事業実施のステップとスケジュール 

c)（手法）・事業者毎に担当指導員を選定､巡回･窓口相談を活用して支援する。 

・経営分析結果、地域の経済動向調査、需要動向調査の結果を踏まえ

売上拡大・付加価値向上・販売促進等に向けた事業計画の策定を支

援する。 

・計画策定において専門的な知見が必要な場合は、中小機構のアドバ

イザーやミラサポ、当所が連携する中小企業診断士・税理士・社労

士・司法書士・弁護士など士業のほか、デザイン・ＩＴ・ＳＮＳな

どの専門家、よろず支援拠点等他の支援機関と連携、助言・アドバ

イスを計画策定に活かしていく。 

・計画内容に応じて、日本政策金融公庫の「マル経融資」や「小規模

事業者経営発達支援資金」の活用を図る。 

 

   ③次世代産業参入促進セミナー（改善継続） 

特に製造業の小規模事業者の付加価値の向上を図るため、福島県が推進する

次世代産業（再生可能エネルギー分野・医療機器分野・ロボット分野）への参

入を支援するセミナーを、県・市・郡山地域テクノポリス推進機構・福島医療

機器開発支援センター・福島県再生可能エネルギー研究所と連携して開催する。

次世代産業への参入に関する考え方や、事業計画策定の進め方を学ぶ。参入を

希望する事業者には、相談内容を整理して専門機関と連携、事業計画策定など

支援する。 
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a)（開催回数）１回 

b)（カリキュラム）参入事例紹介・支援施策・アクションプランの策定 外 

c)（対象・定員）管内の中小・小規模事業者５０名 

d)（募集方法）巡回・窓口相談での参加呼びかけ 

告知チラシの配布・会報折り込み 

当所ＨＰにて周知 

業界団体等の会合で説明・周知 

e)（フォロー）セミナー後、参入を希望する事業者がいれば、テクノポリス

推進機構など専門機関と連携して事業計画策定を支援する。 

 

④事業承継の推進（新規） 

事業承継は全事業者にとって共通の課題であり、自社の課題としてとらえ、

早期の気づきや準備対策の必要性について理解を深めるセミナーを実施、事業

計画策定を促す。 

事業承継計画策定を希望する事業者について、まず経営分析を行い、経営指

導員が事業承継診断シートを活用してヒアリングを行った後、相談内容や診断

結果に基づいて、事業引継ぎ支援センターなど専門機関とマッチング、事業承

継計画の策定を支援する。 

a)（開催回数）年１回 

b)（カリキュラム）施策・税制、事業承継の考え方、経営の引継ぎ準備 

具体的なアクションプラン、事業承継計画の作成 外 

c)（個別相談会）個別相談を希望される方は、事前予約の上、事業引継ぎ支

援センターなど、専門機関とマッチングして対応する。 

d)（対象・定員）管内の小規模事業者で希望する事業者３０名 

e)（募集方法）巡回・窓口相談での参加呼びかけ 

告知チラシの配布・会報折り込み 

当所ＨＰにて周知 

業界団体等の会合で説明・周知 

f)（フォロー）セミナー後、事業承継計画策定など、相談希望者がいれば、

事業引継ぎ支援センターなど専門機関と連携して支援する。 

 

（目標） 

支援内容 現状 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 

①周知セミナー   1回  1回 1回 1回 1回 1回 

②事業計画策定支援件数 56件 56件 56件 56件 56件 56件 

③次世代産業参入促進セミナー   1回  1回 1回 1回 1回 1回 

③次世代産業参入事業計画策

定件数 
0件 3件 3件 3件 3件 3件 

④事業承継セミナー   1回  1回 1回 1回 1回 1回 

④事業承継計画策定件数 0件 5件 5件 5件 5件 5件 
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 ５．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 

 ＜第 1期における取組と評価等＞ 

   評価委員会の評価等に基づく当所の取り組み方針は以下の通り。 

事業計画を策定した実績数は達成しているが、計画自体が以後の経営にどの

ような結果を出しているか（売上・利益など）をＰＤＣＡサイクルに基づき検

証、必要に応じて再策定も行うようにとの意見があり、改善する。 

第１期の実施支援の実績は、平成２８年度が達成率１００％で、巡回訪問な

ど十分なフォローアップを行うことができたが、平成２９年度が３８４回の目

標に対し達成率８５％に留まり、また訪問することが目的となってしまい十分

なヒアリングができていなかった。こうした状況を鑑み、目標数は年度内の計

画策定事業者に四半期に１回訪問することとし、十分なヒアリングを行い手厚

い支援を行う。過去年度に計画を策定した支援事業所は引き続き訪問を行い、

継続して支援する。 
販路開拓塾（現在は「展示会商談会対策セミナー）については、顧客開拓の

概論ではなく、展示会対策などテーマを絞ったセミナーを行ってはどうかとの

意見があり、平成３０年度より７．新たな需要の開拓に寄与する事業で「展示

会・商談会対策セミナー」として実施、７．①のこおりやま産業博への出展者

や③個別商談会への参加者より「事前準備の進め方がわかった」「出展ブースの

レイアウトの参考になった」などの感想をいただいた。 

専門家派遣について、計画策定時だけでなく、策定後の実施支援でも活用し

てはとの指摘があったことから反映する。 

 

 ＜今回の申請における取組＞ 

 （１）現状と課題 

計画策定後の支援に関しては、計画を策定した経営指導員各々がフォローア

ップ巡回を行っているが、訪問回数の進捗管理ができておらず、目標数も達成

できていない。 

 

 （２）事業内容 

    ①フォローアップ（継続） 

事業計画策定後は、経営指導員が四半期に一度、計画を策定した全ての事

業者を巡回訪問または窓口相談にてフォローアップし、計画の実施状況の確

認と検証を行い、必要に応じて計画の見直しや再策定も含め、課題解決に向

けて伴走支援する。巡回・窓口相談において計画の実行状況、売上、営業利

益、現状における課題等をヒアリング、経営カルテデータベースに入力する

こととする。 

フォローアップの進捗状況は補助員が集計、相談所長に月１回の相談所内

会議で報告することとする。支援状況は月２回の経営指導員の会議で共有し、

担当以外の経営指導員の知見も活かして手厚い支援を行っていく。 

専門的な知見が必要な場合は、中小機構のアドバイザーやミラサポ、当所

が連携する中小企業診断士・税理士・社労士・司法書士・弁護士など士業の
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ほか、デザイン・ＩＴ・ＳＮＳなどの専門家、よろず支援拠点等他の支援機

関と連携、アドバイス・助言を今後の支援に活かしていく。 

（目標）  

項目 現状 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 

フォローアップ対象 

事業者数 

①事業計画策定件数 

56件 56件 56件 56件 56件 56件 

②次世代産業参入事業計

画策定件数 
0件 3件 3件 3件 3件 3件 

③事業承継計画策定件数 0件 5件 5件 5件 5件 5件 

延べ訪問回数 326回 256回 256回 256回 256回 256回 

 

 

６．需要動向調査に関すること【指針③】  

 

 ＜第 1期における取組と評価等＞ 

   評価委員会における各事業の評価及び取り組み方針は以下の通り。 

   ①事業者アンケートの実施（改善継続） 

福島県に進出している工場のニーズを把握するため、郵送によるアンケート

調査を行ったが、回答が６件のみと少なかったことに加え、内容が案件ごとに

多岐に渡っており、郵送での調査では詳細が把握できないため、実際に工場等

を訪問するヒアリング調査に変更して継続する。 

 

   ②こおりやま産業博「来場者アンケート」（改善継続） 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること①こおりやま産業博にお

いて来場者アンケートを実施してきたが、「よい」「どちらともいえない」「悪

い」の３段階評価への記入のみ回答や、接客対応へのクレームが多く、小規模

事業者の商品・サービスに対する意見がほとんど回収できない状況を鑑み、任

意の団体等と連携して事前に事業趣旨を説明、出展者の商品・サービス内容を

中心に感想・アドバイスをいただくよう改善して継続する。 

 

   ③個別商談会に向けた「大型店の需要調査」（継続） 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること③売込み商談会を活用し

た販路の拡大において招聘するバイヤーへの需要調査を実施、商談会における

基礎データとして活用しているため、継続して実施する。 

 

 ＜今回の申請における取組＞ 

 （１）現状と課題 

これまで①②③の需要調査を実施してきたが、①内容が案件ごとに多岐に渡

っており、郵送での調査では詳細が把握できず、ニーズを引き出すことができ
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なかった。②イベントの一般来場者を対象とした需要調査では、不特定多数の

方にアンケートの意図を伝えきれず満足な回答が得られず、調査結果を事業者

にフィードバックできていない。 

 

 （２）事業内容 

   ①進出工場ヒアリング調査（改善して実施） 

管内の製造業の小規模事業者は、部品加工（鉄・非鉄金属・プラスチックな

ど）及びライン請負業、ＦＡシステム開発の下請け企業が多いため、郡山市及

び隣接する須賀川市工業団地に進出している工場を訪問、管内の小規模事業者

が取引（外注加工、製造ライン請負、システム開発、その他）をしていただけ

る可能性について年１回ヒアリング、調査結果を小規模事業者の事業計画策定

に活用する。進出工場の選定には、郡山市が本市及び近隣市町村の製造業者２

００社を調査してまとめた「ものづくり企業データベース」を活用する。 

a)（訪問先）郡山市及び須賀川市工業団地立地工場２０社 

b)（手法）１．②の巡回訪問時に対象工場を訪問。企業概要や現状を聞き取る

とともに、製造部門だけでなく、設備管理や品質管理など工場全般

において小規模事業者に依頼していただける可能性の有無を把握。 

c)（項目）ＦＡシステム・メンテナンス・建物増設・品質管理・ライン請負・

外注（部品加工等）・製品設計 

d)（分析結果の活用）小規模事業者との取引ニーズのある項目を把握、マッチ

ングの可能性を含めた調査の結果を今後の事業計画策定に活用す

る。 

 
   ②こおりやま産業博ヒアリング調査（改善して実施） 

こおりやま産業博に出展している商業・サービス業の小規模事業者を対象に

市内の任意団体と連携、事前に事業趣旨を説明した上で、出展ブースを訪問し

ていただき、商品・サービス内容などについてヒアリング（年１回）。感想・ア

ドバイスを事業者にフィードバックして商品・サービスの改善・開発や展示内

容の改善に資する。 

a)（支援対象）事業計画を策定してこおりやま産業博に出展する小規模事業者

のうち希望者 

b)（連携先）郡山販売士会（日商リテールマーケティング検定有資格者の団体。

経営者・会社員・学生など幅広い層の男女で組織。会員数２５名） 

c)（手法）産業博当日、調査対象者の出展ブースを同会会員が訪問、商品やサ

ービス内容を聞き取る。同会会員には事前に事業趣旨を説明してお

く。ヒアリング時間は１店あたり概ね１時間。聞き取った内容に感

想やアドバイスを加えたレポートを経営指導員に提出する。 

d)（項目）商品内容・サービス内容・コンセプト・パッケージ・販促ツール・

接客対応・販売チャンネル・広報 外 

e)（分析結果の活用）経営指導員から説明を交えて調査対象事業者にフィード

バックする。 
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   ③個別商談会参加バイヤー向け需要調査（改善して実施） 

７．③で実施する個別商談会に招聘するバイヤーのニーズを把握するための

アンケートを実施する。対象は任意団体「郡山大規模店協会」の加盟店１５店

舗のほか、産業博に招聘する商社、道の駅など５０社。取引形態、品目につい

て調査し、結果を個別商談会の参加対象となる小規模事業者に提供、商談会で

の成約率向上に資する。 

a)（支援対象）個別商談会の参加対象となる小規模事業者１５社 

b)（手法）個別商談会の開催案内と合わせて、対象企業にアンケート調査を郵

送で送付。商談会への参加意向確認とともに、望む商品などを回答

していただく。 

c)（項目）希望商品（食品・雑貨・文具・サービス・その他） 

取引形態（商品卸・催事出店・テナント出店・その他） 

d)（調査結果の活用）・調査結果を会報及び当所ＨＰに掲載して管内の小規模

事業者に広く提供する。 

・７．②の商談会に参加する小規模事業者には、バイヤ

ー毎の詳しいニーズを商談会の参加案内時に提供する

とともに、経営指導員が調査結果を基に商談バイヤー

を提案、当日は同席するなど、手厚い支援を行う。 

（目標） 

項目 現状 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 

①進出工場ヒアリング調査 

訪問（調査対象）進出工場数 
未実施 20社 20社 20社 20社 20社 

②こおりやま産業博ヒアリング 

支援対象事業者数 
未実施 20社 20社 20社 20社 20社 

③バイヤー需要調査・公表回数 1回 1回 1回 1回 1回 1回 

バイヤー需要調査結果 

支援対象事業者数 
１５社 １５社 １５社 １５社 １５社 １５社 

 

 

 ７．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

 

 ＜第 1期における取組と評価等＞ 

   評価委員会の評価等に基づく当所の取り組み方針は以下の通り。 

   ①こおりやま産業博の開催と出展支援（継続） 

出展社数２０２社、来場者数２２，０００人の開催規模となった産業見本市

であり、新たな取引先の開拓や企業ＰＲ、自社商品のテスト販売などで評価が

高い。一方、出展事業者の成果に関するアンケートの回収率が６５％程度であ

り、回収の徹底を図り、継続して実施する。また、出展対策セミナーを実施、

経験の浅い小規模事業者が、展示会・商談会の活用や心構え、準備について理

解を図るなど、改善して実施する。 
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   ②次世代産業セミナーの実施（継続） 

４．③に集約して実施する。 

 

③個別商談会による販路の拡大（継続） 

こおりやま産業博の出展者を対象としたこおりやま産業博商談会と、管内の

小規模事業者を対象としたバイヤー毎に商談ブースを設けて開催する個別商談

会（「わが社の売込み商談会」）を各１回開催、委員会での評価も高い。後日、

成約になった商談や、以後の取引状況に関するフォロー調査の徹底を図り、継

続して実施する。 

 

   ④こおりやま特撰品詰合せセットによる販路の拡大（廃止） 

こおりやま産業博の出展者を対象とした特撰品を詰め合わせて販売する事業

については、連携していたＮＰＯ法人が自社ビジネスとして展開したいとの申

し入れがあり、事業自体を引き継いだため、廃止する。 

 

⑤商品力向上セミナー（新規） 

③個別商談会による販路の拡大を実施する中で、参加している小規模事業者

に対して「パッケージデザインがあまり良くない」「商品の詳細がわかるパンフ

レットなどを準備していない」など招聘しているバイヤーから指摘されたこと

から、平成３０年度より商品コンセプト・デザイン・販促ツールなどについて

学ぶ「商品力向上セミナー」を実施しており、今後も実施する。 

 

 ＜今回の申請における取組＞ 

 （１）現状と課題 

①こおりやま産業博と③個別商談会により企業間の取引促進を図ってきた

が、取引結果や商談成約などの成果に関する調査の回収率が低く、効果の検証

が不十分であった。また、展示会や商談会の経験が少ない小規模事業者が多く、

展示会・商談会を十分に活用できていないため、自社の商品のコンセプト・パ

ッケージ・販促ツールのブラッシュアップについて学ぶ「商品力向上セミナー」

を開催、展示会出展に向けて商品内容の見直しを行った後、「展示会商談会対策

セミナー」で展示会出展に関する事前準備とフォローアップについて学び、こ

おりやま産業博への出展販売、個別商談会でバイヤーとの商談を実施、販路拡

大を図る。 

 

 （２）事業内容 

   ①商品力向上セミナー（新規） 

小規模事業者の扱う商品・サービスの付加価値向上を図るため、コンセプト

やパッケージデザイン、販促ツールの考え方を学び、既存の商品・サービスを

ブラッシュアップするセミナーを開催する。 

・（開催回数）１回 

・（対象）管内の小規模事業者２０名 
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・（カリキュラム）コンセプト・パッケージデザイン・販促ツール・販売 

チャンネルの考え方 

・（募集方法）巡回・窓口相談での参加呼びかけ 

告知チラシの配布・会報折り込み 

業界団体等の会合で説明・周知 

 

   ②こおりやま産業博の開催と出展支援（改善継続） 

産業見本市「こおりやま産業博」は、地域産業の発信と、事業者の販路開拓

を図るため、平成２７年からビッグパレットふくしまで開催している。一般来

場者向けの即売会のほかバイヤーを招聘した個別商談会が行われている。当所

で事業計画を策定した事業者や、商品力向上セミナーに参加した事業者に出展

を提案するとともに、展示会・商談会の活用や準備について事前に学ぶ対策セ

ミナーを実施、売上拡大や新規顧客獲得、成約率向上など出展者の目標達成に

寄与する。 

a)こおりやま産業博の概要 

・（開催回数）年１回 

・（実行委員会）福島県・郡山市・郡山地区商工会広域協議会 

        福島さくら農業協同組合・郡山商工会議所 他 

・（事 務 局）郡山商工会議所に設置 

・（開催規模）出展者数２０２社、来場者数２１，９２１人 

・（開催内容）企業のブース出展による総合見本市 

       地元産品による飲食・イートインコーナー 

       地元学校・音楽団体等によるステージイベント 

       ビジネスセミナー 

b)展示会商談会対策セミナー 

・（開催回数）年１回 

・（カリキュラム）出展目的の明確化・心構え・出展計画の立案（コンセプト

目標設定・ブースレイアウト・予算）・商談後のフォロー・

事例紹介 他 

・（対象・定員）産業博出展予定の小規模事業者８０社（うち管内４０社） 

・（募集方法）巡回・窓口相談での参加呼びかけ 

産業博出展者にＤＭ送付 

 

   ③個別商談会（改善継続） 

百貨店・スーパー・商社のバイヤーを招聘、管内の小規模事業者の販路開拓

を目的に、事前申込み式の個別商談会を年２回行う。 

平成２９年度は小規模事業者１７社が参加、バイヤー１９社を招聘した。８

２件の商談を実施し、７件の商談が成立している。 

商品力向上セミナー・展示会商談会対策セミナーを受講した事業者や、こお

りやま産業博に出展している小規模事業者を対象として実施、成約件数目標を

年１０件とする。 
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a)こおりやま産業博商談会 

・（開催回数）年１回 

・（場所）こおりやま産業博内 

・（対象）産業博に出展する管内の小規模事業者４０社 

・（招聘）県内外の百貨店・スーパー・商社 ２０社 

・（内容）小規模事業者が招聘されるバイヤーの中から商談を希望するバイヤ

ーを選定して事前申し込み。産業博会場内の出展ブースをバイヤー

が訪問する形式で商談する。 

・（申込）商談したい商品などについて事前にバイヤーから意向調査を実施 

小規模事業者に意向調査結果を商談申込書に添付して配布 

・（募集方法）巡回・窓口相談での参加呼びかけ 

産業博出展者にＤＭ送付 

・（フォロー）商談会終了後に参加した事業者に商談件数・成約件数・成約金

額についてアンケート調査を実施、商談会の結果について検

証、見直しを行う。 

b)個別商談会 

・（開催回数）年１回 

・（対象）商品力向上セミナー・展示会商談会対策セミナーを受講した管内の

小規模事業者２０社 

・（招聘）県内外の百貨店・スーパー・商社 ２０社 

・（内容）小規模事業者が招聘されるバイヤーの中から商談を希望するバイヤ

ーを選定して事前申し込み。各バイヤーのブースをサプライヤーが

訪問する形式で商談する 

・（申込）商談したい商品などについて事前にバイヤーから意向調査を実施。

小規模事業者に意向調査結果を商談申込書に添付して配布 

・（募集方法）巡回・窓口相談での参加呼びかけ 

告知チラシの配布・会報折り込み 

業界団体等の会合で説明・周知 

・（フォロー）商談会終了後に参加した事業者に商談件数・成約件数・成約金

額についてアンケート調査を実施、商談会の結果について検

証、見直しを行う。 

（目標） 

支援内容 現状 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度 

①商品力向上セミナー 1回  1回  1回  1回  1回  1回  

②産業博開催 1回  1回 1回 1回 1回 1回 

管内小規模事業者の出展数 40社 40社 40社 40社 40社 40社 

管内小規模事業者の販売額 

（千円、１社あたり） 

350 400 400 400 400 400 

展示会商談会対策セミナー 1回  1回  1回  1回  1回  1回  

③個別商談会商談数 82件  90件  95件  100件  100件  100件  

商談成約件数 7件 10件 10件 10件 10件 10件 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組み 

 

 ８．地域経済の活性化に資する取組に関すること 

 

 ＜第 1期における取組と評価等＞ 

   評価委員会の評価等に基づく当所の取り組み方針は以下の通り。 

   ①中心市街地の活性化に向けた関係機関との連絡会議（継続） 

中心市街地の商店街、集客施設、自治体などの月１回の定例会議として定着、

評価委員会でも評価をいただいており、継続して実施する。 

 

   ②中心市街地イベントの実施（継続） 

郡山うねめまつりへの参加人数が年々増えているほか、商店街や関係機関、

メディアが連携して実施している「まちなかの日」事業も定着、評価委員会で

も評価をいただいており、継続して実施する。 

 

   ③コンベンションの誘致活動（継続） 

郡山コンベンションビューローやホテルやコンベンション施設、旅行代理店

と連携して首都圏の学会や団体、企業へ行っている営業活動により学会や全国

大会の誘致も実現、一定の評価を得ており、継続して実施する。 

 

 ＜今回の申請における取組＞ 

 （１）現状と課題 

東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所事故などに起因する人口減少

や、ネット通販、交通網の発達による首都圏への買い物流出などで、地域内の

消費を販売先としている小規模事業者の売上も減少している。風評被害も継続

しており、観光客誘致数も震災前の水準に戻っていない。 

また、中心市街地の通行量調査が１４年間で１/４に減少するなど郊外型の大

型店への顧客流出により、中心市街地の小規模事業者の売上の減少が激しい。

中心市街地の活性化と交流人口の拡大が喫緊の課題となっている。 

 

 （２）事業内容 

   ①中心市街地の活性化に向けた連絡会議（継続） 

福島県・郡山市・商店街・まちづくり会社・大型店・集客施設等との連絡会

議「まちづくりミーティング」を月 1回開催。各々が取り組む催事内容と日程、

事業などに関する情報交換や、「毎月第一日曜日はまちなかの日」事業に係る打

合せを行うなど連携を促進、中心市街地の活性化に資する。 

（参加団体）福島県・郡山市・郡山市中央商店街(振)・郡山市駅前大通商店街(振)

郡山市大町商店街（振）・ＮＰＯ法人まざっせＫＯＲＩＹＡＭＡ・

うすい百貨店・ＦＳＧカレッジリーグ・郡山商工会議所 
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   ②中心市街地の活性化に向けたイベント（継続） 

a)郡山うねめまつり（継続） 

本市に残る「采女伝説」をテーマに、中心市街地で毎年８月２～４日に開

催。のべ６，０００人が大通りで踊る「踊り流し」をメインイベントとして、

各団体や商店街が連携して同時開催のイベントを各々開催。地域の賑わいづ

くりに寄与する。 

（主催）郡山うねめまつり実行委員会（郡山市・郡山商工会議所） 

b)駅前イルミネーション事業（継続） 

郡山駅前に３３万球の電球を設置して、イルミネーション事業を実施。 

商店街とも連携、通りにイルミネーションを設置していただく。毎年１１月

～翌１月まで毎日点灯する。 

 （主催）ビッグツリーページェント・フェスタ inKORIYAMA実行委員会 

 （郡山市・郡山商工会議所） 

c)毎月第一日曜日はまちなかの日事業（継続） 

商店街、商業施設、メディア、まちづくり会社などが中心市街地で開催す

る事業・イベントを毎月第一日曜日に集約して開催する連携事業。春～秋に

７回開催。回遊性とイベント間の相乗効果を上げ、来街者の増加を図る。 

（参加団体）福島県・郡山市・郡山市中央商店街(振)・郡山市駅前大通商店  

街(振)郡山市大町商店街（振）・ＮＰＯ法人まざっせＫＯＲＩＹ

ＡＭＡ・うすい百貨店 

 
   ③コンベンションの誘致活動（継続） 

郡山コンベンションビューローや市内ホテル、旅行会社と連携、大会・学

会・スポーツコンベンション誘致に向けて、首都圏の業界団体・学校機関等

を月１回訪問営業、交流人口の拡大を図る。 

 
   ④コンベンションビジネスセミナー（継続） 

観光・コンベンションの増加に向けた本市全体の取り組み強化と、来街者

へのホスピタリティ向上を図るため、郡山コンベンションビューローと連携

してセミナーを開催する。 

・（開催回数）１回／年 

・（対象）中小企業・小規模事業者、商店街、自治体、関係機関 他 

・（テーマ）コンベンションの意義と効果・ホスピタリティの重要性 他 

・（定員）１００名 

・（募集方法）巡回・窓口相談での参加呼びかけ 

告知チラシの配布・会報折り込み 

業界団体等の会合で説明・周知 
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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み 

 

 １．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

 

 ＜第 1期における取組と評価等＞ 

   評価委員会の評価等に基づく当所の取り組み方針は以下の通り。 

   ①郡山市創業支援事業計画（継続） 

廃業率の減少に向けて、創業支援は事業承継と同等に必要な事業であり、本

市は連携体制も整っているとの評価をいただいており、継続して実施する。 

 

   ②日本政策金融公庫との連携（継続） 

資金繰り相談だけでなく、事業承継や創業スクール、経営セミナーでも講師

派遣など多様な連携ができており、継続して実施する。 

 

   ③小規模事業者経営改善資金協議会への参加（継続） 

日本政策金融公庫郡山支店の管轄地域（郡山市・須賀川市・白河市）の経営

指導員と、経営改善計画の策定や事例などに関する情報交換の場として有効で

あり、継続して参加する。 

 

   ④郡山地域産業支援機関連絡会議への参加（改善して継続） 

福島県産業振興センター・福島県中小企業団体中央会と個別の意見交換を行

っていたが、郡山地域テクノポリス推進機構との連携も重要であるとの評価委

員会からの意見があり、市内に立地するものづくり支援機関を招集する会議を

新たに設置、一堂に介することで、より連携を深める。 

 

   ⑤メンバーズビジネスローン連絡会議（継続） 

会員特別融資制度の活用だけでなく、事業承継や創業支援、経営改善計画の

策定など当会議が起点となり多様な連携ができており、継続して実施する。 

 

 ＜今回の申請における取組＞ 

 （１）現状と課題 

郡山市に設置されている支援機関や金融機関、近隣商工会議所と連携、小規

模事業者支援に必要な情報の収集と、ノウハウ向上を図るほか、地域の現状や

需要動向について情報を交換、事業者支援の基盤構築を図る。 

 

 （２）事業内容 

   ①郡山市創業支援事業への参加（継続） 

郡山市が策定した創業支援事業に参加。創業を支援する金融機関、支援機関、

士業などが創業計画策定・資金調達などで連携、創業支援にあたる。施策情報

の共有や、情報交換を目的とした情報交換会を年３回開催する。 

（参画団体）郡山市、日本政策金融公庫、東邦銀行、福島銀行、税理士事務所、

Web会社、クラウドファンド、コワーキングスペース、会議所 
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   ②日本政策金融公庫との連携（継続） 

日本政策金融公庫郡山支店の融資制度や支援ノウハウについて経営指導員等

理解を深める情報交換会を年１回行うほか、毎月第１火曜日に公庫の職員が当

所に出張する出張金融相談を実施するなど、連携して金融支援にあたる。 

 

   ③小規模事業者経営改善資金協議会への参加（継続） 

日本政策金融公庫郡山支店・須賀川商工会議所・白河商工会議所と小規模事

業者経営改善資金に係る運営協議会を年 1 回開催、各地域の経営動向や支援事

業の内容について情報収集を行う。 

 

   ④郡山地域産業支援機関連絡会議への参加（改善して継続） 

郡山地域テクノポリス推進機構の呼びかけにより、市内に立地するものづく

り支援機関が一堂に介する連絡会議を設置、年１回情報交換会を開催する。施

策情報や各機関の取り組みと強みについて共有、より連携を深める。 

（参画団体）郡山地域テクノポリス推進機構、福島県ハイテクプラザ、福島県

中小企業団体中央会、福島県再生可能エネルギー研究所、福島県

医療機器開発支援センター、福島県発明協会、日本大学 

 

   ⑤メンバーズビジネスローン連絡会議（継続） 

会員特別融資制度「メンバーズビジネスローン」の連絡会議を年２回開催す

る。会員特別融資制度の活用だけでなく、事業承継や創業支援、経営改善計画

の策定など当会議が起点となり多様な連携ができており、継続して実施する。 

（参画団体）東邦銀行､福島銀行､大東銀行､郡山信用金庫､福島県商工信用組合 

 

   ⑥福島県よろず支援拠点・福島県事業引き継ぎ支援センターとの連携（新規） 

本県において標記機関は福島県産業振興センターが受託、当所に拠点を有し

ており、年２回行われるセミナーの共催・後援を通して各機関の取り組みを共

有するほか、経営課題の解決や事業承継支援において適宜連携する。 

（連携団体）福島県産業振興センター（福島県よろず支援拠点、福島県事業引

継ぎ支援センター） 

 

 ２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

 ＜第 1期における取組と評価等＞ 

   評価委員会の評価等に基づく当所の取り組み方針は以下の通り。 

   ①所内研修会の実施（改善継続） 

人事異動で新たな経営指導員も配属されるので、経営改善、売上向上、ＩＴ

活用に加え、税務、労務など基本スキルについても実施、改善して継続する。 

 

   ②所内会議・経営指導員会議による情報共有（継続） 

施策情報や経営分析について情報を共有に取り組んでおり、継続実施する。 
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   ③若手経営指導員の資質向上（継続） 

中小企業相談所に２課を設置、各課でＯＪＴ及び指導を行うほか、個別にベ

テラン経営指導員とペアリングして指導、継続して実施する。 

 

   ④経営セミナーへの参加（継続） 

施策情報や経営支援について有益な情報を学ぶことができるため、継続する。 

 

 ＜今回の申請における取組＞ 

 （１）現状と課題 

経営発達支援計画の目標達成には、事業者の現状と課題を把握する分析力や、

課題を解決するスキルなど経営支援に係る専門知識が必要だが、経営支援に体

系的な学習ができていないほか、人事異動により若手の経営指導員も配属され

るなど、資質向上に向けた取り組みが必要である。 

 

 （２）事業内容 

   ①所内研修会の実施（改善継続） 

商工会議所の全職員を対象とした勉強会を年間１０回開催。経営改善、ＩＴ

活用、売上向上、販路拡大に加え、税務、労務などの専門知識習得に努める。 

 

   ②所内会議・経営指導員会議による情報共有（継続） 

各指導員の支援案件やノウハウ、地域の動向や個々の事業者が有する経営資

源について、所内会議（月１回開催）や、マル経内部審査会後の経営指導員会

議（月２回開催）で情報交換するとともに、所内イントラネットのデータベー

スで共有、経営発達支援事業の遂行に役立てる。 

 

   ③若手経営指導員の資質向上（継続） 

経営支援の能力が不足する若手経営指導員等については、中小企業相談所内

に設置された経営支援課・産業振興課の各々において、経営相談・マッチング・

資金繰りなどの経営支援についてチームとして課題解決に取り組み、経験を積

んでもらうほか、税務支援はベテラン指導員とペアリング、ＯＪＴにより支援

ノウハウと問題解決スキルの習得を図る。 

 

   ④経営セミナーへの参加（継続） 

別表４で連携する支援機関や中小企業基盤整備機構等が開催するセミナーに

経営指導員等が参加。創業、経営革新、売上向上、販路拡大などの支援能力の

向上を図る。 

 

   ⑤専門家派遣への同行（継続） 

専門的な知見を要する場合に行う専門家派遣事業に同行、支援ノウハウと問

題解決スキルを学ぶ。 
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   ⑥経営指導員研修会への参加（継続） 

福島県商工会議所連合会の経営指導員研修会（年 2 回）や、日本商工会議所

が開催する経営指導員向け研修会に参加。スキル向上に資するほか、他地域の

経済動向や各会議所の取り組みについて情報収集する。 

 

 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 

 

 ＜第 1期における取組と評価等＞ 

   評価委員会の評価等に基づく当所の取り組み方針は以下の通り。 

   ①所内会議での進捗状況の共有（改善継続） 

進捗状況の共有が一部図られていない事業もあり、各事業について共有を徹

底する。 

 

   ②部課長会議での進捗状況の報告（改善継続） 

上期・下期に１回では各事業について情報の共有が図られないのではとの意

見があり、各事業について適宜進捗状況を報告するとともに、年度末に事業全

体の報告を行うよう、改善して継続する。 

 

   ③評価委員会の開催（継続） 

当該事業の背景や目的、内容について理解の深い委員を選定しており、継続

して委任、委員会を実施する。 

     

   ④常議員会への報告（継続） 

毎年度、常議員会へ報告されており、継続して実施する。 

 

   ⑤事業実施結果の公開（継続） 

毎年度、事業成果と評価委員会における評価について当所ホームページに公

開、継続して実施する。 

 

 ＜今回の申請における取組＞ 

 （１）現状と課題 

本事業の実施状況・成果について、以下の通り評価・見直しを行う。２．①

郡山市中小企業経営動向調査の結果について所内会議で共有されていなかった

ため、改善して実施する。 

 

 （２）事業内容 

   ①所内会議での進捗状況の共有（改善継続） 

月１回の所内会議で事業の進捗状況や情報の共有化を図る。２．①郡山市中

小企業経営動向調査について共有されていなかったため、改善して実施する。 

 

   ②部課長会議での進捗状況の共有（改善継続） 

各事業について適宜進捗状況を報告するとともに、年度末に事業全体の報告
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を行うよう、改善して継続する。 

 

   ③評価委員会の開催（継続） 

外部有識者（東北大学教授、福島県県中地方振興局、郡山市産業観光部、税

理士、中小企業診断士）による評価委員会を設置、実施状況を報告し、毎年度、

事業成果の評価・見直し案の検討を行う。 

 

   ④常議員会への報告（継続） 

事業の成果・評価・見直しなど評価委員会の結果について、常議員会へ報告、

承認を受ける。 

 

   ⑤事業実施結果の公開（継続） 

常議員会で承認された事業成果と評価委員会における評価を、当所ホームペ

ージに公開、継続して実施する。 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（平成３０年１０月現在） 

（１）組織体制 

郡山商工会議所中小企業相談所 経営指導員８名・補助員３名により経営発達支

援事業を実施する。他に、事務局職員２２名が配置されており、間接的に事業を支

援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）連絡先 

郡山商工会議所中小企業相談所  

住 所：〒963-8691福島県郡山市清水台１－３－８ 

電 話：０２４－９２１－２６２１・２６２０ 

ＦＡＸ：０２４－９２１－２６４０ 

代表メールアドレス：admin@entre.gr.jp 

Ｈ Ｐ：http://www.ko-cci.or.jp/ 
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郡山商工会議所　事務局組織図　

専務理事

常務理事

事務局長

総務部 開発事業部 中小企業相談所

経営発達支援事業を実施 
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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 千円） 

 
平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 

必要な資金の額 90,650 90,950 91,250 91,250 91,250 

 

経営動向調査事業費 

事業計画策定等個別相談事業費 

販路開拓塾事業費 

需要動向調査事業費 

需要の開拓に係る事業費 

地域活性化事業費 

資質向上研修費 

 

700 

2,100 

 

950 

100 

24,300 

61,300 

1,200 

700 

2,700 

 

950 

100 

24,300 

61,300 

1,200 

700 

2,700 

 

950 

100 

24,300 

61,300 

1,200 

700 

2,400 

 

950 

100 

24,300 

61,300 

1,200 

700 

2,700 

 

950 

100 

24,300 

61,300 

1,200 

（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 

 

補助金（国、県、市）及び自主財源、負担金、参加費 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に

関する事項 

 

連携する内容  
Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

２．経営状況の分析に関すること 

  ワンストップ経営支援事業協同組合、独立行政法人中小企業基盤整備機構、 

  福島県弁護士会郡山支部、水野特許商標事務所、郡山地域テクノポリス推進機構、 

  福島県発明協会、福島県産業振興センター（福島県事業引き継ぎ支援センター、 

  福島県よろず支援拠点） 

３．事業計画策定支援に関すること 

①事業計画策定を支援する事業 

ワンストップ経営支援事業協同組合、独立行政法人中小企業基盤整備機構、 

    福島県弁護士会郡山支部、水野特許商標事務所、地域金融機関 

②次世代産業参入促進セミナー 

郡山地域テクノポリス推進機構、福島県再生可能エネルギー研究所、福島県医療機器 

開発支援センター、福島県発明協会、福島県、郡山市 

③事業承継の推進 

福島県事業引き継ぎ支援センター、福島県よろず支援拠点、福島県、郡山市 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

ワンストップ経営支援事業協同組合、独立行政法人中小企業基盤整備機構、 

  福島県弁護士会郡山支部、水野特許商標事務所、地域金融機関、福島県産業振興センター 

（福島県事業引き継ぎ支援センター、福島県よろず支援拠点）、福島県発明協会、 

郡山地域テクノポリス推進機構、福島県再生可能エネルギー研究所、福島県医療機器開発 

支援センター、 

５．需要動向調査に関すること 

①進出工場ヒアリング調査 

福島県、郡山市、福島県ハイテクプラザ、郡山地域テクノポリス推進機構 
②こおりやま産業博ヒアリング調査 

    郡山市、郡山地区商工会広域協議会、郡山市農業協同組合、郡山販売士会 
③個別商談会参加バイヤー向け需要調査 
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郡山大規模店協会 
６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

①こおりやま産業博の開催と出展支援 

郡山市、郡山地区商工会広域協議会、福島さくら農業協同組合 
②個別商談会による販路の拡大 

    郡山大規模店協会 
Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

   福島県、郡山市、中心部商店街、まちづくり関連団体、 

ビッグツリーページェントフェスタＩＮ ＫＯＲＩＹＡＭＡ実行委員会、 

郡山うねめまつり実行委員会、 郡山コンベンションビューロー、郡山ホテル協会 

 

連携者及びその役割  

連携者 役割 

（公財）郡山地域テクノポリス推進機構 

理事長 滝田 康雄 

福島県郡山市南 2-52 

進出工場ヒアリング調査で同行するほか、郡

山地域産業支援機関連絡会議を運営するな

ど、製造業支援について連携 

ワンストップ経営支援事業協同組合 

理事長 加藤英夫 

福島県郡山市清水台 2-10-13 

中小企業診断士・税理士・社会保険労務士・

不動産鑑定士などが組織、支援に専門的な知

識が必要な場合に、経営指導員と共に相談対

応を行う。 

独立行政法人中小企業基盤整備機構 

理事長 高田坦史 

東京都港区虎ノ門 3-5-1 

アドバイザー派遣、情報の提供により専門的

見地からの支援を強化。 

福島県弁護士会郡山支部 

支部長 高橋 久紀 

福島県郡山市堂前町 25-23 

法務面について専門的見地からアドバイス 

福島県発明協会 

 会長 福井 邦顕 

 郡山市待池台 1-12 

知財面について専門的見地からアドバイス 

水野特許商標事務所 

代表 水野 博文（弁理士） 

福島県郡山市桑野 2-33-1 

知財面について専門的見地からアドバイス 

（地域金融機関） 

㈱日本政策金融公庫郡山支店 

支店長 長尾 美加雄 

福島県郡山市清水台 1-6-21 

㈱東邦銀行郡山営業部 

 常務取締役郡山営業部長 青木 智 

資金調達面について専門的見地からアドバ

イス 
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 福島県郡山市虎丸町 20-58 

㈱大東銀行 

 取締役社長 鈴木 孝雄 

 福島県郡山市中町 19-1 

㈱福島銀行郡山営業部 

 執行役員郡山営業部長 横山 利幸 

 福島県郡山市西ノ内 2-12-11 

郡山信用金庫 

 理事長 有馬 賢一 

 福島県郡山市清水台 2-13-26 

福島県商工信用組合 

 理事長 須佐 喜夫 

 福島県郡山市堂前町 7-7 

（公財）福島県産業振興センター 

理事長 長門 昭夫 

福島市三河南町 1-20 ｺﾗｯｾふくしま 6階 

福島県よろず支援拠点・福島県事業承継支援

センターを有し、経営課題解決や事業承継を

支援しており、専門的な知識が必要な場合

に、経営指導員と共に相談対応を行う。 

福島県 

知事 内堀 雅雄 

福島県福島市杉妻町 2-16 

進出工場ヒアリング調査の回収率向上のた

め連携するほか、郡山市中心市街地の活性化

に向けた「まちづくりミーティング」に参加、

情報提供やイベント協力など行う。 

郡山市 

 市長 品川 萬里 

 福島県郡山市朝日 1-23-7 

こおりやま産業博の事業実施、郡山市創業支

援事業で連携を図ると共に、中心市街地活性

化に向けた「まちづくりミーティング」にも

参加、情報提供や事業実施に協力。 

福島県ハイテクプラザ 

 所長 大和田野 芳郎 

 福島県郡山市待池台 1-12 

事業者アンケートの分析に専門的見地から

関与、調査結果の効果的活用を図る。 

郡山地区商工会広域協議会 

会長 渋谷 重二 

福島県郡山市熱海町熱海 1-1 

こおりやま産業博の関連事業など、需要開拓

の事業で連携。 

福島さくら農業協同組合 

代表理事組合長 結城 政美 

福島県郡山市朝日 2-14-7 

こおりやま産業博の関連事業など、需要開拓

の事業で連携。 

郡山大規模店協会 

 会長 平城 大二郎 

 福島県郡山市清水台 1-3-8 

個別商談会を連携して実施。地域の大型店の

需要把握と小規模事業者の販路開拓を図る。 

福島再生可能エネルギー研究所 

所長 中岩 勝 

福島県郡山市待池台 2-2-9 

次世代産業参入促進セミナーを連携して開

催。小規模事業者の再生可能エネルギー分野

への参入を専門的見地から支援 

ふくしま医療機器開発支援センター 次世代産業セミナーを連携して開催。小規模
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センター長 滝沢 眞己 

福島県郡山市富田町字満水田 27-8 

事業者の医療機器産業分野への参入を専門

的見地から支援 

（中心部商店街） 

郡山市中央商店街振興組合 

 理事長 齋藤 淳宏 

 福島県郡山市中町 15-32 

郡山駅前大通商店街振興組合 

理事長 佐々木 善寿 

 福島県郡山市中町 9-6 

郡山市大町商店街振興組合 

理事長 初瀬 照夫 

福島県郡山市大町 1-6-14 

中心部におけるイベント実施や、来郡者の接

遇を行う。連携により地域ネットワークを活

かした集客促進を図る。 

（まちづくり関連団体） 

郡山まちづくり推進協議会 

会長 滝田 康雄 

福島県郡山市清水台 1-3-8 

ＮＰＯ法人まざっせＫＯＲＩＹＡＭＡ 

 代表 宮川 雄次 

 福島県郡山市大町 1-3-13 

㈱うすい百貨店 

 代表取締役社長 平城 大二郎 

 福島県郡山市中町 13-1 

ＦＳＧカレッジリーグ（専門学校） 

 常務理事 双石 茂 

 福島県郡山市本町 1-16-18 5階 

まちづくりミーティング参加団体。催事など

の情報交換と、共同イベントの実施などによ

り相乗効果を上げ、中心市街地の集客を促進

する。 

ﾋﾞｯｸﾞﾂﾘｰﾍﾟｰｼﾞｪﾝﾄ･ﾌｪｽﾀ IN KORIYAMA実行委員会 

会長 滝田 康雄 

福島県郡山市清水台 1-3-8 

駅前イルミネーション事業を実施。１１月～

翌２月まで点灯、中心市街地の集客を促進、

活性化に寄与する。 

郡山うねめまつり実行委員会 

会長 滝田 康雄 

福島県郡山市清水台 1-3-8 

郡山うねめまつりを実施。中心市街地の集客

を促進、活性化に寄与する。 

(公財)郡山コンベンションビューロー 

理事長 滝田 康雄 

福島県郡山市中町 10-6 

首都圏等からの大会・学会などコンベンショ

ン誘致で連携、交流人口拡大を図る。 

郡山ホテル協会 

会長 橋本 半兵衛 

福島県郡山市大町 1-3-3 

首都圏等からの大会・学会などコンベンショ

ン誘致で連携、交流人口拡大を図る。 
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連携体制図等 
 
Ⅰ－２．経営状況の分析に関すること 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⅰ－３．事業計画策定支援に関すること 
 ①事業計画策定を支援する事業 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【郡山商工会議所】 

 

  ・窓口、巡回相談等で 

   経営分析を提案 

   ・希望する事業者の 

    経営分析を支援 

ワンストップ経営支援事業（協） 

福島県弁護士会 

水野特許商標事務所（弁理士） 

テクノポリス推進機構 

福島県発明協会 

福島県産業振興センター 

 ・専門的知見が必要な場合 

  経営指導員と共に支援 

中小企業基盤整備機構 

  ・アドバイス、情報提供 

 

小規模 

事業者 

連携 

支援 支援 

小規模事業者の経営状況を分析 

定量分析（売上持続性・収益性・生産性・健全性・効率性・安全性） 

定性分析（内部環境・外部環境の整理把握、課題抽出） 

事業計画策定へ 

【郡山商工会議所】 

 

  ・事業計画の重要性を 

   セミナー・巡回等で説明 

   ・希望する事業者の事業 

    計画策定を支援 

 

ワンストップ経営支援事業（協） 

福島県弁護士会 

水野特許商標事務所（弁理士） 

テクノポリス推進機構 

福島県発明協会 

福島県産業振興センター 

 ・専門的知見が必要な場合 

  経営指導員と共に支援 

中小企業基盤整備機構 

 ・アドバイザー派遣、情報提供 

地域金融機関 

 ・資金調達に係るアドバイス 

 

小規模 

事業者 

連携 

支援 支援 

小規模事業者の事業計画策定を支援 

経営課題と、解決に向けたアクションプログラムの明確化 

事業計画実施へ 
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②次世代産業参入促進セミナー 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③事業承継の推進 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【郡山商工会議所】 

 

・再生可能エネルギー分野、 

医療機器開発分野への 

参入を支援 

・希望する事業者の事業計画 

策定を支援 

 

 

小規模 

事業者 

連携 

支援 支援 

再エネ・医療機器分野参入に向けた事業計画の策定を支援 

事業計画実施へ 

テクノポリス推進機構 

福島県発明協会 

再生可能エネルギー研究所 

医療機器開発支援センター 

 ・専門的知見が必要な場合 

  経営指導員と共に支援 

中小企業基盤整備機構 

 ・アドバイザー派遣、情報提供 

福島県 

郡山市 

【郡山商工会議所】 

 

・事業承継セミナーを実施 

事業承継への取り組みを 

推進する 

・希望する事業者の事業承継 

計画策定を支援 

 

 

小規模 

事業者 

連携 

支援 支援 

小規模事業者の事業承継計画策定を支援 

事業承継に向けたアクションプログラムの明確化 

事業計画実施へ 

福島県産業振興センター 

 ・事業引き継ぎ支援センター 

 ・よろず支援拠点 

   事業承継に関する専門的 

   知見が必要な場合、経営 

   指導員と共に支援 

中小企業基盤整備機構 

 ・アドバイザー派遣、情報提供 

福島県 

郡山市 
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Ⅰ－４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅰ－５．需要動向調査に関すること 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【郡山商工会議所】 

 

・四半期に１回訪問して 

・実行内容の検証と見直しを 

フォローアップ 

・施策、融資制度等情報提供 

 及び活用支援 

・支援機関と連携して専門的 

 知見に基づく助言等 

ワンストップ経営支援事業（協） 

福島県弁護士会 

水野特許商標事務所（弁理士） 

テクノポリス推進機構 

福島県発明協会 

福島県産業振興センター 

 ・専門的知見が必要な場合 

  経営指導員と共に支援 

中小企業基盤整備機構 

 ・アドバイザー派遣、情報提供 

地域金融機関 

 ・資金調達に係るアドバイス 

 

小規模 

事業者 

連携 

支援 支援 

事業計画実施、ＰＤＣＡサイクルによる検証 

 

フォローアップ（進捗状況確認、事業計画の検証・見直し） 

 

【郡山商工会議所】 

 

・進出工場ヒアリング調査 

・こおりやま産業博ヒアリング 

・バイヤー需要調査 

福島県、郡山市 

福島県ハイテクプラザ 

郡山地域テクノポリス推進機構 

・工場ヒアリング調査で連携 

郡山市 

郡山地区商工会広域協議会 

福島さくら農業協同組合 

郡山販売司会 

・産業博ヒアリング協力 

郡山大規模店協会 

・バイヤー需要調査協力 

 

小規模 

事業者 

連携 

支援 支援 

顧客のニーズを把握、商品・サービスの改善に反映 

小規模事業者の販路拡大に寄与 
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Ⅰ－６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

郡山商工会議所 

 ・商品力向上ｾﾐﾅｰ 

 ・こおりやま産業博 

 ・個別商談会 

郡山市 

・産業博事業連携 

・個別商談会連携 

 

連携 連携 

 
郡山地区商工会 
広域協議会 

・産業博事業連携 

・個別商談会連携 

連携 

 
福島さくら 

農業協同組合 

・産業博事業連携 

・個別商談会連携 

 

連携 

 
郡山大規模店協会 

 

・個別商談会連携 

新たな顧客の開拓支援 

小規模事業者 

支援 

小規模事業者の新たな需要開拓に寄与 

 

郡山商工会議所 

 ・まちづくりミーティング 

 ・中心市街地イベント 

 ・コンベンション誘致支援 

連携 

福島県 

・イベント連携 

・まちづくりミーティング 

連携 連携 

 

郡山ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾋﾞｭｰﾛｰ 
 

・コンベンション誘致 

・コンベンションセミナー 

連携 
 

郡山ホテル協会 

・コンベンション誘致 

連携 

来街人口増加による中心市街地の活性化 

交流人口の増加と地域消費の拡大 

連携 

まちづくり関連団体 

・イベント連携 

・まちづくりミーティング 

連携 

郡山市 

・イベント連携 

・まちづくりミーティング 

 

中心市街地商店街 
 

・イベント連携 

・まちづくりミーティング 

 
郡山うねめまつり実行委員会 

 
ﾋﾞｯｸﾞﾂﾘｰﾍﾟｰｼﾞｪﾝﾄ実行委員会 

 ・中心市街地イベント開催 

地域経済の活性化 
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