
 

 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

平川市商工会（法人番号 9420005005514 ） 

平川市   （地方公共団体コード 022101） 

実施期間 令和２年４月１日～令和７年３月３１日 

目標 

経営発達支援事業の目標 

（１） 小規模事業者の経営力向上 

（２） 創業支援による新たな雇用創出と事業承継支援による地域活力の維持 

（３） 地域資源を活用した地域活性化への取り組み強化 

事業内容 

Ⅰ、経営発達支援事業の内容 

①地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

(1) 小規模事業者景気動向調査 

(2) 地域経済動向に関する情報収集 

②経営状況の分析に関すること【指針①】 

(1) 経営分析実施勧奨のための巡回指導 

(2) 経営分析に関する研修会等の開催による事業者の掘り起し 

(3) 経営分析の実施（財務分析、ＳＷＯＴ分析） 

(4) 専門家等との連携による支援 

③事業計画の策定支援に関すること【指針②】 

(1) 事業計画策支援 

(2) 事業承継支援セミナー及び事業承継計画策定支援 

(3) 創業相談窓口設置及び創業計画策定支援者支援 

④事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

(1) 定期的なフォローアップ 

(2) 事業承継対策に取組む事業者に対するフォローアップ 

(3) 創業予定者、創業間もない事業者に対するフォローアップ 

(4) 事業計画修正に対するフォローアップ 

⑤需要動向調査に関すること【指針③】 

(1) 物産イベントでの消費者ニーズ調査 

(2) 物産販売施設での需要動向調査 

(3) 市場動向に関する情報提供 

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) 物産展・商談会等を活用した販路開拓支援 

(2) ITを活用した販売促進支援 
Ⅱ、地域の活性化に資する取り組み 

(1) 平川市地域活性化協議会の開催 

(2) 地域活性化に向けたにぎわい創出事業の開催 

 

連絡先 

【平川市商工会】 

〒036-0104 青森県平川市柏木町藤山 27番地 2 

TEL（0172）44-3055/FAX（0172）44-3056  E-mail hirakawa@vivid.ocn.ne.jp 

 

【平川市 経済部 商工観光課 商工係】 

〒036-0242 青森県平川市猿賀南田 15番地 1 

  TEL（0172）44-1111 / FAX（0172）43-5005 

  E-mail  shoukoukankou@city.hirakawa.lg.jp 
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（地勢） 

東に南八甲田連峰、西に岩木山の雄大な自然が広がる津軽平野の一部で、農業に適した肥沃な

土壌を利用し、平坦地は水田、それを取り巻く丘陵地帯ではりんごの栽培が主となっており、標

高 500ｍ位の地域では、夏季冷涼な気候を利用して高冷地野菜の栽培が行われている。本市の総

面積の約 7 割が山林によって占められており、このうちの約 8 割が国有林となっている。 

本市特産品でもある、りんごと桃は青森県より地域資源として認定されており、本市の農産物

として高く評価され、それらを活用した商品が多数販売されている。 

特に桃については、近年生産高を増やしており、「津軽の桃」として売り出し、統一ロゴマー

クを商標登録するなどブランド化に向けた取り組みを活発化させている。 

 

（「津軽の桃」生産の経緯） 

「津軽の桃」生産のきっかけは、平成 16年に、旧平賀町のりんご農家 12名が中心となり、桃

の栽培に取り組んだことから始まった。もともとは、りんごの価格低迷と早生（わせ）りんごの

台風のリスク回避のため、りんご以外の新たな果樹を模索していたところ、津軽平野の昼夜の寒

暖差が大きい気候が桃の栽培にとって好条件であること、また、りんごの栽培と桃の栽培は類似

する部分が多く、りんごの栽培技術を桃の栽培に活かせることから、平成 19 年度より本格的に

産地化に向け動き出した。  

平成 19年からは、田舎館村の生産者も参画し、生産母体となる「津軽もも生産部会」を設立。

平成 21年度には黒石市、平成 22年度からは旧尾上町生産者も参画し、現在は「津軽みらい農協

もも生産組織協議会」が中心となり、栽培を行っている。現在、生産者は 80名、栽培面積は 10.5ha

と、生産者数・栽培面積ともに年々拡大している。 

 

（人口） 

現在の平川市を構成する、旧平賀町、旧尾上町、旧碇ヶ関村の 3 町村合算の人口（国勢調査）

は、平成 2 年（1990 年）には 37,948 人であったが、産業構造の変化、未婚化、晩婚化などに

よる出生率の低下により、平成 27 年（2015 年）では 32,106 人となり、25 年間で 5,842 人、

15.4％減少している。国立社会保障・人口問題研究所によると、令和 7 年（2025 年）の平川市

の人口は 28,258 人と推計されている。 

世帯数は、高度経済成長期以降は多世代世帯が主流であったため、昭和 35 年（1960 年）国

勢調査での 7,616 世帯が最少であったものの、近年は、従来の多世代世帯が減少し、高齢単独

世帯や未婚単独世帯などの単独世帯が増加傾向にある。平成 27 年（2015 年）国勢調査での 10,129 

世帯は過去最多となり、平成 2 年（1990 年）と比較すると 573 世帯（6.0％）の増となってい

る。 
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【人口と世帯および構成年齢別人口の総括表】 

H2 H7 H12 H17 H22 H27

37,948 36,876 36,454 35,336 33,764 32,106

7,098 5,963 5,207 4,671 4,081 3,634

 15-64歳  (b) 25,131 23,984 23,060 21,554 20,292 18,384

 15-29歳  (c) 6,496 6,291 6,328 5,471 4,615 3,918

5,719 6,929 8,187 9,111 9,391 10,085

9,556 9,533 9,826 10,074 10,063 10,129

単位：人、％

資料：国勢調査

17.1 17.4 15.5 13.7 12.2

18.8 22.5 25.8 27.8 31.4

16.2 14.3 13.2 12.1 11.3

65.0 63.2 61.0 60.1 57.3

(ｃ)/総数
若年人口割合

(d)/総数
老年人口割合

世 帯 数

年
区分

18.7

66.2

17.1

15.1

総 数

 0-14歳 (a)

65歳以上  (d)

(a)/総数
年少人口割合

(ｂ)/総数
生産年齢人口割合

 
 

 

 

 
【人口と世帯の推移グラフ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

資料：国勢調査 
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（経済） 

就業人口は、平成 2 年（1990 年）から平成 27年（2015 年）までは年々減少し 3,623 人（18.2％）

の減少となっている。産業別就業人口で見ると、第 1 次産業が昭和 35 年（1960 年）の 76.0％

から平成 27 年（2015 年）の 24.5％と大幅に低下したのに対し、第 2 次産業は 5.6％から 22.3％

へ、第 3 次産業は 18.4％から 53.2％へと大幅に比重を高めてきている。 

基幹産業である農林業が低迷し、後継者不足・高齢化などの問題を抱えており、生産基盤整備

や技術開発・商品開発などによる生産性の向上が求められている。今後も、産業別就業者人口に

大幅な変動はないものの、第 1 次産業・第 2 次産業の就業者は減少し、第 3 次産業の就業者が

増加するものと思われる。 

 

 
【産業別就業人口の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

【産業別就業人口比率の推移グラフ】 
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（平賀地域の現状と課題） 

平賀地域は、平賀駅前地区には一定の商業集積があるものの、道路交通網の発達と、消費行動

の多様化などにより、市民の購買力が郊外型店舗等市外に流出し、域内での経済消費活動は著し

く減少している。このため、地元商店街では空き店舗が見られるなど、衰退が課題となり、まち

の活力低下が危惧されている。また、商店会の実質的な活動はほぼない状況であり、今後は、に

ぎわいある中心商店街の再生を目指し、地元商店街の強みを活かした魅力ある商店街づくりが求

められている。 

市の主要な観光資源として「平川ねぷたまつり」等があり、毎年約 4万人の観光客で賑わうが、

滞在型観光へ結び付いておらず一過性の賑わいとなっている。本市を訪れる観光客数は、紅葉シ

ーズンが終わると大幅に減少しており、冬期間の誘客が課題となっている。また、四季折々の自

然・農産物、豊富な温泉など、魅力ある地域資源の連携と活用を図り、観光コンテンツを充実さ

せる必要がある。 

 

（尾上地域の現状と課題） 

尾上地域は、有形文化財である農家蔵が数多く分布し、美しい庭園が多く、古くから造園業が

盛んな地域である。本地域は本市の北側の主要な市街地となるため、通勤・通学など地域の生活

に密着した地域づくりの整備が必要で、津軽尾上駅周辺においては、本地域の玄関口として交流

機能の充実を図ることが重要である。駅前通りに位置する尾上中心商店街は尾上地区の商店が集

積する地区であり、従来より商圏の拠点となっていたが、近年では空き店舗も見受けられ商店街

の衰退が課題となっている。平成 27 年度より、市補助金を活用し尾上地域の賑わいを目的とし

て尾上地区駅前通りにぎわい創出事業が開催されている。内容については尾上地域のねぷた運行

による「おのえ夏まつり」を開催し、尾上地域の活性化に取り組んでいる。本地域の西側には猿

賀神社、名勝盛美園などの文化・歴史施設の他、文化観光交流施設、スポーツ施設などの交流促

進施設があることから、これらの交流資源の有効活用が課題となっている。 

 

（碇ヶ関地域の現状と課題） 

碇ヶ関地域は、本市中心部から 35km ほど離れた地域である。隣接する平賀地域との間に道路

が通じていないため、実質的には、間に大鰐町を挟み飛び地合併したと言える。山間地帯が多く、

平賀、尾上地域と比較しても、人口減少率も高く過疎化も激しい。碇ヶ関地域の人口は平川市総

人口の 1割にも満たない状況であり、日常生活における地域内コミュニティや利便性の確保を目

指した地域づくりが必要である。また、道の駅いかりがせき、関所資料館などの観光情報を提供

できる施設が立地していることから、これらを活用した交流人口の確保が重要である。市街地が

平川によって分断されており、国道７号沿道については、人口減少による商業の衰退が見受けら

れることから、市役所総合支所周辺を中心とした市街地の再構築が必要である。また、温泉や公

園などの観光資源が豊富であることからこれらを活用した地域づくりの検討が課題となってい

る。 

 

（小規模事業者の現状と課題） 

市内の商工業者数は、平成 30年では 966者（うち小規模事業者数 887者）となっており、平

成 23 年と比較すると 207 者（17.6％）、小規模事業者数では 199 者（18.3％）の減少となって

いる。小規模事業者の中でも、卸・小売業が 80者の減少と減少全体の４割を占め、他業種と比

較して最も大きく減少している。 
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【商工業者の推移及び業種内訳】 

 
（資料：商工会独自調査） 

 

【卸・小売業】 

卸・小売業の小規模事業者数は、平成 30 年では 258 事業所となっており、平成 23 年と比較

すると 80 事業所（23.7％）の減少となっている。要因としては、消費行動が多様化し、市民の

購買力が郊外型大型店舗等の市外に多く流出し、域内での消費が著しく減少しているのに加え、

事業主の高齢化と後継者不在による廃業が大きい。今後も小規模事業者の減少が予想され、空き

店舗の増加による商店街の空洞化など域内経済環境の弱体化が懸念されている。 

事業者の減少に歯止めを掛ける為にもスムーズな事業承継や空き店舗利用等による新規創業

の支援、新商品や新役務の提供等による地元消費の喚起、地域の賑わい創出による商店街活性化

など、経営力強化にむけて売上や利益の増加に取組んでいくことが課題である。 

 

【建設業】 

建設業の小規模事業者数は、平成 30年で 238事業所である。 

建設業においては、公共事業の減少、長引くデフレ等、景気回復の遅れにより工事高が減少傾

向にある。一般住宅等建築業については、増改築等の小規模な工事は堅調に推移しているものの

公共工事や新規住宅着工率の減少により売上高は伸び悩んでいる。電気工事業・管工事業・左官

業等については、ゼネコンや県内の大手建設業からの受注に頼る部分が多く、域外での現場が多

いことや資材の高騰による利益の縮小、人材不足等の課題を抱えている。また事業主の高齢化と

後継者不在、人員不足等の課題を抱えており小規模事業者の経営体質の弱体化が進んでいるため

持続的発展にむけた経営体質強化が課題となっている。 

 

【製造業】 

製造業の小規模事業者数は、平成 30 年で 62 事業所である。平成 23 年と比較すると 11 事業

所（15.1％）の減少となっている。 

市内には平賀地域に属する県道弘前平賀線に接している松崎工業団地と尾上地域に属する国

道 102号線バイパス沿いに接する尾上農工団地の 2つの大きな工業団地が立地している。両者と

も立地環境と交通アクセスに優れ、合計 23社の誘致企業が立地し本市産業の中核を担っている。 

項  目 23年度 30年度 比較増減 

商工業者数 （うち小規模事業者数） 1,173（1,086） 966（887） -207（-199） 

商

工

業

者

業 

種 

内 

訳 

建 設 業（うち小規模事業者数） 269（255） 251（238） -18（-17） 

製 造 業（うち小規模事業者数） 96（73） 84（62） -12（-11） 

卸・小売業（うち小規模事業者数） 367（338） 285（258） -82（-80） 

飲食・宿泊業（うち小規模事業者数） 133（131） 94（93） -39（-38） 

サービス業等（うち小規模事業者数） 235（223） 215（205） -20（-18） 

そ の 他（うち小規模事業者数） 73（66） 37（31） -36（-35） 

会員数（うち小規模事業者数） 607（570） 522（489） -85（-81） 
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主要業種である食品製造および建設関連製造業については、景気低迷による受注減少など依然

厳しい状況にあり、特に小規模事業者については経営基盤が弱体化しており、全体的に生産性の

向上に寄与する設備投資が減少している。また、技術・技能人材において、人材確保に一層の厳

しさを増して事業継続が困難となっており、持続的発展にむけた経営体質強化が課題となってい

る。 

次いで事業者数の多い電子部品・デバイス製造業は、自動車向けや産業機械向けが順調となっ

ている。業務用機械は、医療用器械向けで堅調となっているほか、事務機械向けで新興国需要が

伸びていることから、増加傾向にある。 

 

【飲食・宿泊業】 

飲食・宿泊業の小規模事業者数は、平成 30年では 93事業所となっており、平成 23 年と比較

すると 38 事業所（29.0％）の減少となっている。四季を通して様々な観光イベントが開催され

ており、観光客が数多く訪れるものの、イベントを見物した後は飲食や宿泊をせずに近隣地域に

移動してしまうケースが多く見られる。また、観光事業等イベント当日の売上があっても、その

効果を利用してリピーターにつなげる工夫が不十分なことから、結果的に一過性の事業となって

いる。今後は観光客の多様なニーズの把握が必要不可欠であり、当市の魅力を今まで以上に発信

することで旅行客の滞在時間を長くし、宿泊・飲食に結び付けることが課題である。 

 

【サービス業】 

サービス業の小規模事業者数は、平成 30年で 205事業所である。 

内訳として、理美容業やクリーニング業等の生活関連サービス業が全体の 6割を占め、その大

半が個人小規模事業者である。理美容業については顧客の高齢化・節約志向による来店サイクル

の長期化に加え、大手低価格サロンチェーン店の台頭が顧客流出の原因となっているなど、業界

を取り巻く環境は厳しい。更に事業主の高齢化及び後継者不足等の問題等から事業所数が減少傾

向にあり、今後も事業所数の減少が予想される。価格で大手チェーン店に対抗するのは難しいた

め、何らかの個人店ならではの付加価値のあるサービスを打ち出すことが課題である。 

 

（平川市商工会の現状と課題） 

本会は、行政合併をきっかけに平成 22 年 4 月 1 日に旧平賀町商工会、旧尾上町商工会、旧

碇ヶ関村商工会の３つが合併し誕生した。商工会合併時には、地域経済発展の担い手となるため

の施策として｢平川市商工会地域貢献アピールプラン｣を作成し、経営支援、新産業創出を掲げ経

営支援の向上に努めてきた。 

しかし、これまでの経営支援は、経営改善普及事業である「金融」「税務」「労務」を中心とし

た業務が中心になり、伴走型支援としては小規模事業者持続化補助金申請や融資申し込み等の小

数に限られ、その支援内容も補助金申請にむけての計画書作成や認定後の請求手続き等に留まっ

ていたことから、個社の経営支援としては不十分なものであった。 

今後は、小規模事業者に経営課題を踏まえたうえで事業計画策定の必要性や重要性の理解を深

めてもらい、事業計画に基づく小規模事業者の経営力向上と事業承継・創業支援等に重点を置い

た取り組みを長期的に展開し、伴走型支援・提案型支援の実施を行っていくことが課題である。 

また、地域振興事業として、平川市や地域の関係者と連携して「平川ねぷたまつり」「ひらか

わフェスタ」「駅前通りにぎわい創出事業」などを実施しているが、イベント当日の売上はある

ものの、その効果を利用して売上増加につなげる工夫が不十分なことから、結果的に一過性の事

業となっている。平川市ではインバウンド（外国人観光客）や市内の宿泊客を増やし、滞在型観

光につなげる方策として、自転車や競技用ロードバイクを使って観光地や名所を巡る「サイクル

ツーリズム」を企画。温泉宿泊施設との連携によるロードバイクのレンタルや宿泊プラン設定の
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ほか、気軽に観光スポットを回ることができるモデルルートの提案など、受け入れ環境の整備を

推進し、誘客促進に向けた取り組みを行っている。 

商工会としても、市と協力し、魅力ある地域資源の活用と連携を図り、観光コンテンツを充実

させ観光客の誘客促進に向けた取り組みを行っていく。 

 

（平川市の基本政策及び目標） 

平川市は平成 29 年度に「第 2 次平川市長期総合プラン」を策定し、まちづくりの方針を示し

ている。産業振興については「活力あるしごとづくり」を基本目標としており、そのうち、小規

模事業者の振興に関する基本政策及び個別目標は以下のとおりである。 

 

基本政策２－２ 活力ある商工業の振興と雇用の創出 

個別目標１ にぎわいにあふれる商店街の活性化 

商店街のにぎわいを取り戻し、地域の活性化を図るため、空き店舗の利活用に対する支援や誘

客イベントの開催、観光業をはじめとする他業種との連携などで、にぎわいのある商店街づくり

を進めます。 

 

個別目標２ 元気がみなぎる企業の支援 

専門家である外部コーディネーターの活用による新製品の開発や新分野・新事業への進出、地

域内外の企業との連携による技術の高度化などを促進するために、地元企業に対し融資制度をは

じめとする様々な支援を行います。 

また、新たな企業を誘致するために、弘前圏域定住自立圏の構成市町村と連携して地域の魅力

や強み、立地環境などの情報発信を行います。 

 

個別目標３ 希望に満ちた起業の実現 

依然として厳しい状況が続く雇用情勢においても、地域内雇用、とりわけ若年労働力や女性労

働力の確保・充実に努めます。また、地域資源を活かして新たな生業づくりを目指す、意欲ある

起業家の支援も積極的に行います。 

 

基本政策２－３ 地域資源を活かした観光・物産 

個別目標４ 魅力に富んだ物産の開発と販売促進 

品質の高い農産物を活用し、付加価値のついた「平川市らしい」特産品を開発するとともに、

観光業と連携した販売促進活動を行うことにより、販路の拡大を促進します。 

(第 2次平川市長期総合プランより抜粋) 

 

（平川市の基本政策及び目標との連動性・整合性） 

地域経済社会と密接な関りを持つ小規模事業者は、経営者の高齢化や後継者の不在などにより

年々減少する傾向にあり、特に、商店街の空き店舗など商店会の衰退による、まちの活力低下を

危惧しているところである。このため、商工会は商店街の活性化や中心市街地の活性化対策に向

け中心的な役割を果たしていくこととしている。 

小規模事業者自身においては、各種の調査や個社の経営実態や課題を踏まえた事業計画・経営

改善計画の策定が必要となっている。また、経営基盤の脆弱性などもあり、小規模事業者が独自

に商品開発や新たな販売先の開拓などに取り組むことには限界がある。商工会は、小規模事業者

の新規事業展開や新商品の販路開拓を、事業計画・経営改善計画の策定から資金調達面も含めて

支援していく。 

創業支援については、商工会としても重要視しており、創業時のみならず、創業後も継続して
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創業者に寄り添った伴走型の支援を実施する。創業支援については、市の空き店舗対策と連携し

ながら、新たな雇用創出を実現していく方針である。 

また、本市は豊富な地域資源を有しており、平川市としても新たな特産品の開発に注力し、平

川ブランドを推進しているところでもある。しかし、6次産業化を目指す事業者が地域資源を活

用して加工・製造・販売に参入し、商品価値を高めるための加工技術の習得や販路を確保してい

くことは厳しい状況にある。特に食品製造販売業や農産物加工関連の業種については、小規模事

業者も環境変化を捉えた対応が求められており、商工会は、需要動向等を考慮した事業計画の策

定・実施を支援する。また、特産品の開発やブランド化などを検討する体制を整え、域外での販

路拡大支援に取り組んでいく方針である。 

いずれも、市が掲げる基本政策及び個別目標と概ね一致するものであり、市と連携を図り方向

を一にして課題解決に取り組んでいく。 

 

 

Ⅱ．小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

前述した本市産業の現状及び課題を踏まえ、市の第 2 次長期総合プランと連動しつつ、今後

10 年間の長期的な振興の柱として以下の方向性のもと振興を図ることとする。 

 

≪方向性１≫ 

小規模事業者においては、経営状況の分析に基づく経営課題等の把握が不十分な状態にあり、

また、その意識も希薄な状況にあることから、経営の実態や課題についての現状認識と改善への

取組意識の改革を促進する。 

また、個社それぞれの特性を生かした経営に取り組む小規模事業者の育成を図り、経営力、経

営基盤の強化を進め、小規模事業者の持続的発展につなげる。 

 

≪方向性２≫ 

新たに事業を開始する創業者の支援を強化し、地域内の小規模事業者数の増加と雇用の創出拡

大を図っていく。 

また、経営者の高齢化や後継者不足等による小規模事業者の減少が著しい状況にあることか

ら、後継者等の人材育成に長期的に取り組み事業承継が円滑に進められるようきめ細かな支援を

行う。スムーズな事業承継を支援することにより、後継者の育成を図り、小規模事業者の持続的

発展につなげる。 

これらにより、事業者数の維持・拡大に努める。 

 

≪方向性３≫ 

既存の小規模事業者等に加え、6次産業化を進める農業者等との連携を図り、新たな素材の加

工技術の向上や新商品・新サービスの開発を促進する。また、域内外への新たな販路の開拓支援

に取り組み、地域資源の活用による付加価値を付けた新たな特産品やサービスの開発を促進し、

市の目指す「新たな食の産業を創出するまち」を実現する。  

 

 

Ⅲ．経営発達支援計画の目標と方針 

 長期的な振興のあり方を踏まえ、本計画における目標と方針は以下の通りとする。 

（１）【目標】 

小規模事業者の経営力向上を図る 
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【方針】 

小規模事業者の経営の持続的発展に向け、地域内外の経済情報や需要動向を業種別に

分析し、顧客ニーズに適応した事業計画策定・実施を支援し、個店の個性、魅力を引出

し売り上げの維持増加により経営力強化を図る。具体的には、小規模事業者に対するヒ

アリング調査や決算書の情報から、個々の事業者の強みや弱み、内部環境や外部環境を

把握し、整理・分析し小規模事業者の特性や現状に即した事業計画の策定及び実施を支

援する。 

 

（２）【目標】 

創業支援による新たな雇用創出と事業承継支援による地域活力の維持 

 

【方針】 

創業支援に対しては、市の創業支援計画などに基づき、商工会が創業相談窓口として

事業計画構想段階から経営指導員による伴走型支援に取り組む。市の空き店舗補助金を

活用するなど、既存空き店舗の対策に連動しながら取り組む。事業承継については事業

所のおかれている現状を把握し専門家と連携する等、事業維持に向けたきめ細かな支援

を行い円滑な承継手続きを支援する。 

 

（３）【目標】 

地域資源を活用した地域活性化への取り組み強化 

 

【方針】 

平川市には、桃、りんご等の高品質な農産物、「平川ねぷたまつり」、「盛美園」等の

豊かな観光資源など豊富な地域資源を有しているが、地域活性化にむけた各関連団体の

連携が不十分であるため、地域資源が充分に活かされず、小規模事業者への経済効果も

限定的なものとなっている。今後は、行政、平川市観光協会、平川市物産協会、地域の

農・商工業者、商工会が一体となって連携を図り、これらの農産物や観光資源等を活か

した特産品の開発やブランド化などを検討する体制を整え、小規模事業者の売上・利益

の増大などの波及効果に繋げて地域の活性化と産業の発展に取り組んでいく。 
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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（令和２年４月１日～令和７年３月３１日） 

 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

１． 地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

 

（現状と課題） 

これまで地域経済の実態については、青森県商工会連合会で行っている「中小企業景況調査」

の企業動向情報の把握や経営指導員等による巡回指導・窓口相談時において、小規模事業者から

聞き取りで地域経済情報を把握していたが、平成 31 年度からは、この調査を行わなくなったた

め、地域経済情報の把握が出来ない状況にある。 

 

（今後の取り組み） 

地域の経済動向を調査収集し提供していくことは、経営状況の分析や需要動向調査とともに小

規模事業者の営業戦略・事業計画策定等における重要な要素であることを再認識し、今後は、商

工会独自の「小規模事業者景気動向調査」を行い統一した調査票による調査を行う。また、各種

公表データも有効に活用し、小規模事業者の地域経済動向の把握に努める。 

これらの成果はＨＰなどを通じて広く域内事業者に情報提供を行っていくとともに、個別の事

業計画策定にも活用する。 

 
（事業内容） 

（１）小規模事業者景気動向調査（新規） 

地域小規模事業者の経営状況・経営課題を把握し、事業計画策定の基礎データとして活用する

ために実施する。 

① 調査項目：景況感（業況、売上高、仕入、利益、資金繰り等） 

将来感（後継者、廃業後の店舗利用予定等） 

経営感（直面している経営課題等） 

② 調査方法：建設業・製造業・卸小売業・飲食宿泊業・サービスの 5業種から事業所数に応 

     じて計５０社の事業所を抽出し、毎年 4 回の定時調査を行う。 

経営指導員等が巡回・窓口指導を通じて調査票に基づくヒアリングを行い、経 

営動向等の情報収集を行う。 

③ 分析方法：商工会職員が地域別・業種別・項目別等に整理し分析するほかに、調査を継続 

することで傾向分析を行い、地域経済の動向を明らかにする。 

④ 活用方法：分析結果については、ＨＰ（年 4回）で広く情報提供を行うとともに、個別相 

談・巡回訪問などの機会を活用して小規模事業者へ情報提供を図る。また、経 

営課題の解決に向けた経営分析支援や事業計画策定支援の基礎情報等として 

活用する。 

 

（２）地域経済動向に関する情報収集(新規)  

青森県内の景況・需要動向などを把握し、販路拡大を目指す小規模事業者に対して分かりやす

く提供し、事業計画策定に繋げるために実施する。 



１２ 

 

上記（１）の調査を補完する意味で、中小企業庁及び中小機構の「青森県版中小企業景況調査」、

財務省東北財務局青森財務事務所の「県内経済動向・統計」、県内金融機関（青森銀行、みちの

く銀行、東奥信用金庫）の「景気動向調査」から四半期毎に情報収集を行い、青森県内の広域的

な地域経済動向の把握に努め、小規模事業者の事業計画策定や経営力向上に資する基礎資料とし

て有効活用していく。 

① 調査項目：・ 青森県版中小企業景況調査～県内の業況、売上、利益、従業員 

・ 県内経済動向・統計～県内の総括判断、個人消費、雇用情勢、企業収益 

・ 景気動向調査～県内の概況、個人消費、住宅投資、設備投資、雇用動向 

② 調査方法：四半期毎に①の項目から青森県の経済動向を収集・把握する。 

③ 分析方法：商工会職員が業種別・項目別・地域別に分類整理し、他地域・全県データ等と 

比較分析する。 

④ 活用方法：分析結果については、ＨＰ（年 4回）で広く情報提供を行うとともに、個別相 

談・巡回訪問などの機会を活用して小規模事業者に分かりやすく情報提供を図 

る。また、経営課題の解決に向けた経営分析支援や事業計画策定支援の基礎情 

報等として活用する。  

（目標） 

項目 現  状 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 

(1)小規模事業者景気動向調査回数 未実施 4 4 4 4 4 

(1)調査事業所数 未実施 50 50 50 50 50 

(2)地域経済動向情報収集回数 未実施 4 4 4 4 4 

(1)(2)ホームページ公表回数 未実施 4 4 4 4 4 

 
２． 経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

（現状と課題） 

現状は、窓口相談・巡回指導時に記帳方法や金融について経営相談を受けた際に、一部の事業

者を対象に必要に応じて、経営分析を行っている。しかし、それは金融機関から融資を受ける際

に必要とされる基礎的資料のためであったり、各事業者の個別課題に対応するための一時的・部

分的な分析であったりするため、売り上げの維持拡大や利益の確保に向けた積極的な支援に取り

組めていないのが課題である。 

 

（今後の取り組み） 

小規模事業者の現状の経営状況を正しく把握するため、景気動向調査等で得た外部情報も踏ま

え、自社の強み、弱みや現状の財務状況等、経営状況の分析支援を強化する。 

経営状況の把握や経営分析の重要性については、経営指導員等による巡回訪問や窓口相談の際

に勧奨するとともに、経営分析に関する研修会等を開催し、経営状況の分析に取り組む小規模事

業者の掘り起こしを行う。 

分析結果は、事業計画を策定する上での基礎資料として活用する。 

 

（事業内容） 

（１）経営分析実施勧奨のための巡回指導（新規） 

小規模事業者に対して経営分析の重要性を認識してもらうため、「小規模事業者景気動向調査」
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を実施した小規模事業者や常日頃支援を継続している小規模事業者に対して経営指導員が巡回、

窓口相談の際に、経営に対する経営分析の必要性、重要性を認識してもらい、経営分析に関する

研修会の参加を促すと共に、経営分析の実施勧奨を行っていく。 

創業後３年以内の事業者や事業承継対象者については、特に今後の事業計画策定が重要である

ことから、対象者への巡回を強化し、経営分析の重要性を認識していただき、経営分析の実施勧

奨を行っていく。 

 

（２）経営分析に関する研修会等の開催による事業者の掘り起し（新規） 

小規模事業者を対象とした経営分析に関する研修会を開催する。研修会においては、自社の現

在の経営状況を把握するとともに、経営分析の目的、方法、活用方法について理解を深め、経営

分析の必要性、重要性を認識してもらう。また、経営状況の分析も含むカリキュラムとする。 

広く経営分析を実施する対象者を募るために、（１）の巡回指導に加え、本会のＨＰに掲載し

普及啓蒙し、さらに、折込みチラシ等での周知を行い、研修会等の開催案内だけではなく、経営

分析による経営状況の把握の重要性、必要性等についても掲載し、掘り起こしを行う。 

 

（３）経営分析の実施（新規） 

（２）の研修会において実施するほか、研修会に出席できなかった事業者に対しては、巡回訪

問や窓口相談の機会に経営指導員が以下の手法を用いた経営状況の分析を実施する。 

 

①財務分析（定量的分析） 

損益分岐点売上高、自己資本比率、流動比率、売上高経常利益率、売上総利益率等を分析し、

現在の財務状況を把握し、今後の目指すべき財務状況についての検討材料とする。 

商工会システムを利用している小規模事業者については、システムにより自動的に出された分

析結果を活用し、それ以外の小規模事業者については、中小機構の経営自己診断システムを活用

し、定量的な分析としての財務分析を行っていく。 

 

②ＳＷＯＴ分析及びクロス分析（定性分析） 

事業者の提供する商品・サービスや経営資源、技術ノウハウ等、内部環境としての「強み、弱

み」、外部環境として「機会、脅威」を洗い出すＳＷＯＴ分析を実施する。さらに、ＳＷＯＴ分

析の結果に基づき、環境から導き出す戦略を洗い出すためのクロス分析を行い、事業者の経営の

課題、問題を抽出・明確化し、今後の改善策や戦略のための検討材料として活用する。 

 

（４）専門家等との連携による支援 

特に専門的な知見や高度な分析が必要な場合には、青森県よろず支援拠点や青森県商工会連合

会エキスパート派遣事業による専門家派遣等を活用して専門家等と連携して高度な分析を行い、

問題・課題解決に向けて適切な支援を行っていく。 

 

（活用方法） 

経営分析の結果については、実施した小規模事業者にフィードバックする。経営指導員が巡回

訪問などの機会に結果内容について詳細に説明し、今後の事業計画策定の基礎資料として活用す

るとともに、策定後の支援についても活用する。また分析結果については、データベース化し内

部共有することで、小規模事業者へのスムーズな対応と継続的な支援の体制を構築する。 
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（目標） 

項  目 現  状 2年度 3年度 4年度 5年度 6 年度 

経営分析研修会開催回数 未実施 1 1 1 1 1 

経営分析研修会参加者数 未実施 20 20 20 20 20 

経営分析実施件数 未実施 45 45 45 45 45 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

（現状と課題） 

これまでの事業計画策定への取組は、補助事業や金融支援の一部にとどまり、事業計画を策定

しそれに沿った事業活動を行うことが事業の持続的発展につながるといった視点での支援は十

分に行われていなかった。しかしながら、「カン」と「経験」による経営では、小規模事業者の

持続的な経営は困難となることから、自らのビジネスモデルの再構築による経営力向上に向け、

補助金などの外部資金の獲得如何に関わらず、小規模事業者の将来を見据えた事業計画策定支援

が課題となっている。 

 

（今後の取り組み） 

小規模事業者の事業計画策定に際しては、企業の経営状況分析、地域経済動向調査や需要動向

調査を踏まえ、事業計画の実現可能性、将来性、採算性を勘案し事業者が意欲をもって前向きに

取り組むことをポイントとし策定支援を行う。具体的には、巡回訪問や窓口相談で掘り起しを行

った事業者や経営分析を行った事業者を対象に、「事業計画策定支援セミナー」「事業承継支援セ

ミナー」を開催し、個社の事業計画策定支援をするとともに、窓口相談や巡回訪問、専門家派遣

制度などを活用し事業計画の精度向上に向けた必要な支援を行う。 

特に農産物などの地域資源を活用する食品製造販売業や農産物加工関連の事業者に対しては、

積極的に事業計画策定を勧奨する。 

創業者に対しては「創業相談窓口」を設置し起業構想段階から、経営指導員が伴走型支援を実

施し、計画の策定及びブラッシュアップを支援する。尚、創業セミナー開催等については単独で

の開催は難しいものがあるため、県や県連、他の支援機関のセミナーの利活用を図る。  

 

（事業内容） 

（１）事業計画策定支援 

① 事業計画策定支援セミナー（新規） 

経営分析研修会受講者や経営分析実施者を対象とし、事業計画策定支援セミナーを開催する。

セミナーでは、小規模事業者に事業計画策定の必要性を周知し、自社の経営状況や経営課題を深

く理解し、それぞれの方針やプランに沿った事業計画の策定支援を行う。 

 セミナーの内容は、売上や利益等の数値計画、販売計画、資金調達計画、行動計画など事業プ

ランの内容に関する具体的な検討を中心とする。事業計画の中で新商品の開発や新サービスなど

で具体的な販路拡大・売上向上への取組を検討する小規模事業者については、持続化補助金に係

る経営計画の策定支援も併せて行う。 

本セミナーでは、最終的に事業計画の策定まで行うことを目標とし、経営分析未実施の事業者

に対しては、きっちり経営分析を行った上で、事業計画策定へ繋げることとする。 
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② 経営指導員による事業計画策定支援（既存強化） 

セミナーに出席できない事業者に対しては、経営指導員による窓口相談・巡回訪問時に事業計

画策定にむけた必要な支援を行う。支援に際しては地域経済動向調査、個社の需要動向調査など

を踏まえ、中小機構が提供する「小規模事業者の事業計画づくりサポートキット」を活用し、個々

の企業の「実現したい目標」「課題」「行動計画」「損益計画」「資金計画」などを経営者自らに描

かせることにより現実とのギャップを認識してもらい変革意識も合わせて促す。また、専門的課

題については、青森県よろず支援拠点、青森県商工会連合会エキスパート派遣事業等の専門家と

連携を図り事業計画の策定を支援する。 

 

（２）事業承継支援セミナー及び事業承継計画策定支援（新規） 

事業承継によって事業展開が停滞しないためにも若手経営者の人材育成を長期的な計画をも

って取り組んでいく必要があることから、目に見えにくい経営資源（信用・伝統・知名度）を計

画書に織り込み可視化した事業承継計画となるよう策定支援をする。なお、経営分析を必ず行っ

た上で計画策定へ繋げることとする。 

事業承継支援セミナーを開催することとし、地域内の 60 歳以上の経営者や、若手後継者を中

心にセミナー参加を呼びかける。 

セミナーの内容は、事業承継計画書策定に係る考え方など基礎知識の習得を目的とした全体セ

ミナーとそれぞれの進捗状況にあわせ関係支援機関の専門家を活用した個別相談とし、本セミナ

ーにおいて最終的に事業計画の策定まで行うことを目標とする。 

また、セミナーに出席できない事業者に対しては、経営指導員による個別訪問などにより事業

承継計画策定を支援する。 

 

（３）創業相談窓口設置及び創業計画策定支援（既存強化） 

創業に際して必要なこと、分からないこと等の相談や、空き店舗、助成金等の施策について情

報提供を行い創業者に寄り添った支援を実施するため創業相談窓口を設置する。平川市、21 あ

おもり産業総合支援センター、青森県よろず支援拠点、青森県インキュベーションネットワーク

協議会などの支援機関と連携して創業者の情報を共有し、支援対象者の掘り起こしを行う。なお、

セミナーについては、単独では参加者の掘り起こしが困難であることから、ホームページ、市広

報などを通じて支援機関のセミナーなどの周知を行う。 

創業予定者や創業後３年以内の起業者を対象に経営指導員が、創業計画の実現可能性、将来性、

採算性を総合的に勘案し助言を与えながら、創業計画策定の伴走型支援を行う。作成にあたって

は中小機構が提供する支援ツール「創業サポートブック・様式集」を活用する。なお、創業済み

事業者については、経営分析を必ず行った上で計画策定へ繋げることとする。 

また、専門的課題については、外部専門家等や関係機関と連携し必要な支援を実施する。 
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（目標） 

項  目 現  状 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 

事業計画策定支援セミナー開催数 未実施 1 1 1 1 1 

事業承継支援セミナー開催数 未実施 1 1 1 1 1 

事業計画策定件数合計 5 21 21 21 21 21 

(1) うち事業計画策定件数 3 13 13 13 13 13 

(2)うち事業承継計画策定件数 0 4 4 4 4 4 

(3)うち創業計画策定件数 2 4 4 4 4 4 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 

（現状と課題） 

現状では計画の策定を行っている事業者が少ないこともあり、各種補助金制度活用に伴う実績

報告書作成等、支援相談のあった案件しか対応しておらず、進捗状況の確認や状況の変化による

追加支援等の取組は十分に行われていなかったことが課題であった。また、創業者や事業承継者

に対する事業計画策定後の支援については受動的な取り組みとなっていた。 

 

（今後の取り組み） 

巡回指導等の機会を通じて、小規模事業者の需要の拡大、創業、事業承継に関して策定した全

ての事業計画の進捗状況を把握し、計画策定された事業がしっかりと実践されるようフォローア

ップを行う。また、専門的な問題・課題に対しては青森県商工会連合会や青森県よろず支援拠点、

青森県事業引継ぎ支援センター等の専門家と連携して問題・課題解決に向けた指導・助言を行い、

事業の持続的発展に向けた伴走型の支援を行う。 

 

（事業内容） 

（１）定期的なフォローアップ（既存強化） 

事業計画策定者に対しては、事業計画策定後の個別フォローアップを四半期毎に巡回指導等の

手段により実施し、当該事業計画の進捗状況の確認とともに、事業計画策定前と実際の経営状況

について検証し、ＰＤＣＡサイクルを繰り返しながら、事業計画策定後の適正な事業活動を継続

的に支援し、必要な指導・助言を行う。 

 

（２）事業承継対策に取組む事業者に対するフォローアップ（既存強化） 

事業承継計画策定者に関しては、事業計画に沿って事業が円滑に進むよう、青森県事業引継ぎ

支援センターや税理士等の専門家と連携しながら事業承継の具現化に向けた個別フォローアッ

プを四半期毎に実施し、新たな課題の抽出と課題解決に向けた伴走型の支援を行いながら随時、

個別フォローアップを実施する。 

 

（３）創業予定者、創業間もない事業者に対するフォローアップ（既存強化） 

創業計画策定事業者については、1～2 ヶ月のサイクル（年 8回）でよりきめ細やかな指導に

よる個別フォローアップを実施し、特に創業間もなく直面する税務や労務問題に関する事項につ

いて、21あおもり産業総合支援センター等の専門家と連携しながら重点的に指導し、必要な指
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導・助言を行う。 

 

（４）事業計画修正に対するフォローアップ（新規） 

 事業計画を実行していく段階で、計画に軌道修正が必要となる場合など、目標に向けた事業計

画の進捗状況が思わしくなく当初の事業計画との間にズレが生じた場合は、青森県商工会連合会

や青森県よろず支援の外部専門家を交えた検討会議を行い、当該ズレの発生要因及び今後の対応

策を検討し、事業計画修正に向けたフォローアップを行う。 

 

（目標） 

項  目 現  状 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 

フォローアップ回数（合計）及び

対象事業者数 
13回 

100回 

21社 

100回 

21社 

100回 

21社 

100回 

21社 

100回 

21社 

（１）うち事業計画フォローアッ

プ（延回数、対象事業者数、

頻度） 

9回 
52回 

13 社 

×4 回 

52回 
13 社 

×4 回 

52回 
13 社 

×4 回 

52回 
13 社 

×4 回 

52回 
13 社 

×4 回 

（２）うち事業承継計画フォロー

アップ（延回数、対象事業

者数、頻度） 

未実施 
16回 

4 社 

×4 回 

16回 
4 社 

×4 回 

16回 
4 社 

×4 回 

16回 
4 社 

×4 回 

16回 
4 社 

×4 回 

（３）うち創業計画フォローアッ

プ（延回数、対象事業者数、

頻度） 

4回 

32回 

4社 

×8回 

32回 

4社 

×8回 

32回 

4社 

×8回 

32回 

4社 

×8回 

32回 

4社 

×8回 

売上 20％以上の増加事業者数  5社 5社 7社 7社 10社 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

（現状と課題） 

小規模事業者の多くは、自社が提供する商品・サービス等の需要動向を把握しておらず、消費

者のニーズに合致しているか否かの把握が為されないまま従来の経験に基づく経営が行われて

いる。また、消費トレンド等の情報に対しても関心が薄く、需要予測をマーケティング戦略に活

用していないのが現状である。 

地域内外の消費動向等について情報を収集し、調査結果については新たな販路開拓や新商品の

開発に活かし、売上向上のために需要動向情報を提供していくことが重要である。 

 

（今後の取り組み） 

小規模事業者の販売する商品についての評価を消費者からアンケート調査(（１）物産イベン

トでの消費者ニーズ調査、（２）物産販売施設でのアンケート調査)を行い、さらに、（３）市場

動向に関する情報提供を加え、消費者ニーズや市場動向を補足し、地域内の消費者需要動向を整

理分析する。調査結果は、巡回等を通じて調査対象事業者に提供し、マーケットインの考え方を

浸透させ、買い手のニーズを踏まえた商品開発・改良や特産品のブランド化など、新たな需要の
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開拓や事業計画策定に効果的に活用していく。 

 

（事業内容） 

（１） 物産イベントでの消費者ニーズ調査（新規） 

管内の小規模事業者においては、個社の商品の魅力を向上させ地域内需要の確保に繋げていく

ことが重要であり、販売する商品についての評価を収集し整理分析のうえ提供していく。 

具体的には、平川市最大の物産イベントである「ひらかわフェスタ」(例年 9月開催、総計 25

社出店、入込み総数 3万人)の来場者に対し、食品製造販売業等の事業者が新たに開発した飲食

料品に係る商品の満足度を図ることを目的としたアンケート調査を実施する。 

 

① 調査概要 

・調査対象は、食品製造販売業や農産物加工販売業等の事業者が桃やりんご等を活用して新た

に開発した商品（お土産品を含む飲食料品等）とする。 

・「ひらかわフェスタ」の来場者を対象として、商工会が対象商品の試飲や試食を通じたヒア

リングによるアンケート調査を実施、客観的な評価を把握する。 

・年 1回実施し、調査件数は 200件(1社 1品×サンプル 50件×4社)を目標とする。 

・調査対象事業者は 4社、うち食品製造販売業者 2社、農産物加工販売業者 2社。 

 

② 調査項目 

・回答者の属性(居住地、性別、年代、世帯人数)、パッケージ、見た目、価格、味、量、要望・

改善点等 

 

③ 分析方法 

・経営指導員が品目別・項目別に整理し、商品の改良・事業計画策定に資するように分析する。 

 

④ 活用方法 

・分析結果は巡回訪問等を通じて調査対象事業者へ個社別に分かりやすく説明する形でフィー

ドバックし、地域需要を捉えた商品やサービスの改良、事業計画策定などに活用していく。 

・商工会のデータベースとして整理し、今後、新たな需要開拓や売れる商品づくりなど販売戦

略に必要な事業計画策定支援の基礎資料として活用していく。 

 

（２）物産販売施設での需要動向調査（新規） 

平川市には観光物産施設「道の駅いかりがせき」があり、地元の特産品・お土産品・農産物(加

工品含む)を取り揃え、販売施設やレストラン等が併設されており、観光客など、年間 100万人

の利用客がある。今後は、「道の駅いかりがせき」に商品を納入している地元の小規模事業者の

納入品目の中から、食品に係るお土産品(主にお菓子類)や農産加工品について、観光客等を対象

にアンケート調査を実施する。 

また、「道の駅いかりがせき」の運営会社である碇ヶ関開発株式会社からも部門別売上やお土

産品などの売れ筋商品、消費者の需要動向情報を提供していただき、アンケート調査と併せて分

析し、納入事業者のお土産品開発や特産品開発など新たな需要の開拓につなげる個社支援に活用

する。 

 

① 調査概要 

・調査対象は、管内納入事業者（小規模事業者）のお土産品(お菓子)、農産物加工品などの商

品とする。 
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・観光客を中心とした買い物客を対象として、商工会がヒアリングによるアンケート調査を実

施して、客観的な評価を把握する。 

・碇ヶ関開発㈱より、「道の駅いかりがせき」の需要動向等を入手する。 

・年 1 回実施し、調査件数は 200 件(1社 1品×サンプル 50件×4社)を目標とする。 

・調査対象事業者は 4社、うち食品製造販売業者（主にお菓子）2件、農産物加工販売業者 2

件。 

 

② 調査項目 

・回答者の属性(居住地、性別、年代、世帯人数)、パッケージ、価格、味、量、要望・改善

点等。 

・「道の駅いかりがせき」の部門別売上、お土産品などの売れ筋商品、消費者の需要動向情報

等。 

 

③ 分析方法 

・経営指導員が品目別・項目別に整理し、売れ筋情報や需要動向の分析結果と合わせて商品の 

改良・事業計画策定に資するように分析する。 

 

④ 活用方法 

・整理分析した調査結果は、巡回訪問を通じ、調査対象の事業者へ個社別にフィードバックし、

新たな特産品、お土産品等開発のヒントや既存商品の改良等の向上及び事業計画策定に活か

していく。 

・商工会のデータベースとして整理し、今後、新たな需要開拓や売れる商品づくりなど販売戦

略に必要な事業計画策定支援の基礎資料として活用していく。 

 

（３）市場動向に関する情報提供（新規） 

「日経テレコンＰＯＳ」等を活用し、（１）（２）の調査対象商品の類似商品について売上ラン

キング状況や消費者の意識・物価の見通し等を把握し、（１）（２）の調査を補完する。調査結果

は、個社別に巡回等を通じ事業者に提供していくとともに、新商品開発や販路拡大等の事業計画

策定支援に繋げていく。 

 

① 調査概要 

・「日経テレコンＰＯＳ」や業界紙、内閣府の「消費動向調査」等を活用し、（１）（２）調査

対象商品の類似商品・競合商品等について売れ筋ランキング情報や市場動向を把握する。 

・地域別、品目別等の需要動向について、関係機関が発行する機関誌や業界紙、各種統計調査

等から情報を収集・整理・分析する。 

 

② 調査項目 

・日経テレコンＰＯＳ：地域別、品目別、売れ筋、市場の動向、競合他社商品との比較、商品

の販売動向。 

・業界紙：各種レポート情報、商品開発等の参考となる情報。 

・消費動向調査：消費者の意識、物価の見通し、個人消費動向 

 

③ 活用方法 

・巡回を通じて（１）（２）の調査対象事業者にフィードバックし、事業計画策定や商品の改

良・開発、新たな需要の開拓(販路開拓)に寄与する事業を効果的に実施するために活用して
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いく。また、同業他社に有益となる調査情報については、個社に関する情報を除いた上で広

く情報提供を行い有効活用していく。 

 

（目標） 

項  目 現  状 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 

（１）物産イベントでの消費者ニ

ーズ調査回数、 

調査対象事業者数×サンプル数 

未実施 

1 

4社 

×50件 

1 

4社 

×50件 

1 

4社 

×50件 

1 

4社 

×50件 

1 

4社 

×50件 

（２）物産販売施設での需要動向

調査回数、 

調査対象事業者数×サンプル数 

未実施 

1 

4社 

×50件 

1 

4社 

×50件 

1 

4社 

×50件 

1 

4社 

×50件 

1 

4社 

×50件 

（３）市場動向に関する情報提供

回数、情報提供事業者数 
未実施 

１ 

８社 

１ 

８社 

１ 

８社 

１ 

８社 

１ 

８社 

 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

 

（現状と課題） 

管内の小規模事業者は、域外への販路開拓ノウハウを持ち合わせていない為、域内での取引が

主な売上を占めている。また、商工会が単独で商談会等を開催することは困難であることから、

これまでは、全国商工会連合会や関係機関が主催する商談会や物産展などの開催情報の提供に留

まっていたが積極的なものではなく、小規模事業者への新たな販路開拓に寄与するような事業は

特に行ってこなかった。 

 

（今後の取り組み） 

小規模事業者の最も大きな課題として販路拡大が挙げられ、域外でのビジネス展開が求められ

てきている。今後は、青森県や、青森県商工会連合会等関係機関が開催する物産展や展示会の開

催情報を積極的に情報発信し、出展等を提案していく。 

支援対象者は、事業計画を策定して新たな販売機会・商談機会を希望する事業者とし、個社の

商品や経営状況分析結果を勘案し、目的や場所なども考慮した上で最適な物産展・商談会の提案

を行う。また、出展が効果的なものとなるよう、申込手続きや出展前後の指導・支援などに取り

組む。併せてＥＣサイトを活用した販路開拓支援を実施していく。 

 

（事業内容） 

（１）物産展・商談会等を活用した販路開拓支援（既存強化） 

農産物などの地域資源を活用した食品製造販売業者や農産物加工関連・農商工連携事業者等が

販路拡大を目指す機会として、物産店・商談会等の出展を支援する。出展希望者に対しては、出

展申し込み手続き等の事前支援のほか、商品提案書の作成や運営・プレゼン方法、商品陳列方法

やバイヤー等との交渉術などについて専門家と連携し、出展がより効果的なものとなるように伴

走型で支援する。また、出展後のフォローアップとして、物産展、商談会等参加企業に対して商

談成立内容等のアンケート調査を行い、調査結果からの反省点や次回に向けた課題等を抽出し今

後の対策とするなどマネジメントサイクルの確立（ＰＤＣＡ）に努めていく。 

想定している物産店・商談会は以下のとおり。 
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・ニッポン全国物産展：出展者 350名、来場者数 150,000名。 

全国から食品製造事業者などが集まり、大手百貨店やスーパーなどのバ

イヤーによるＢtoＢの商談が行われている。 

 

・青森の正直 商談会 ：出展者 100名、県内外バイヤー300名参加。 

青森県内の商工業者を対象として県内外へ特産品の販路開拓支援が行

われている。 

 

・FOOD MATCH AOMORI ：出展者 50名、県内外バイヤー300名参加。 

青森県内の商工業者を対象として県内外へ特産品の販路開拓支援が行

われている。 

 

（２） ITを活用した販売促進支援（新規） 

ホームページを持ってない小規模事業者に対しては、全国商工会連合会が提供する「グーペ」

等を利用したホームページの作成支援を行う。人手や資金の制約から物産展等に参加できない事

業者も含めて、低コストでネット販売が出来るよう支援していく。 

「グーペ」によるホームページ作成の具体的な手続きについては、青森県商工会連合会のアド

バイスを受けながら商工会が分かりやすく指導し、自社のＰＲや取扱商品、新商品、取扱いサー

ビス等の紹介のほか、逸品商品や一押し、お得情報、買い物かごの設置などについて、設定や入

力等の作成手続きのハードルを下げて支援する。さらに、売れるページ作りにむけ、掲載内容の

リニューアルや自社のホームページの見せ方の手法などについて、専門家を交えてブラッシュア

ップするなど事後のフォローを実施する。 

また、全国商工会連合会の特産品ＥＣサイト「ニッポンセレクト.com」の活用により、事業計

画書の策定支援を行った事業者のうち主に食品の製造販売業者に対し商品の出展を促し、インタ

ーネットを使った販売促進など、新たな需要の開拓に繋がる支援を行う。また、遠方の顧客を意

識した商品の選定や出品のサポートを青森県よろず支援拠点等の専門家を交え、商品・パッケー

ジ・価格・見せ方などのアドバイスによるフォローを実施し新たな需要の開拓による売上増加を

図る。 

 

（目標） 

項  目 現  状 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 

（BtoB） 

（１）物産展・商談会への出展事

業者数 

商談成立件数（出展者合計） 

 

0 

0 

 

3 

1 

 

3 

1 

 

5 

2 

 

5 

2 

 

5 

2 

（BtoC） 

（２）「グーペ」によるＨＰ作成事

業者数 

ネット販売による新たな売上額/

社 

 

0 

0 

 

3 

10万円 

 

5 

10万円 

 

7 

10万円 

 

10 

10万円 

 

20 

10万円 

（BtoC） 

（２）ＥＣサイト出展事業者数 

商品受注件数/社 

ECサイトによる新たな売上額/社 

 

0 

0 

0 

 

1 

30 

10万円 

 

1 

30 

10万円 

 

1 

30 

10万円 

 

1 

30 

10万円 

 

2 

30 

10万円 



２２ 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

 

（現状と課題） 

平川市には、桃、りんご等の高品質な農産物、「平川ねぷたまつり」、「名勝盛美園」、「猿賀神

社」等の豊かな観光資源など豊富な地域資源を有しているが、地域活性化にむけた各関連団体の

連携不足のため、これらの地域資源が充分に活かされず、小規模事業者への経済効果も限定的な

ものとなっている。又、まつり等のイベントを開催しているが、イベント開催日の集客はあるも

のの、その後の商店街等への継続的な経済的波及効果はあまり感じられない状況である。 

 

（今後の取り組み） 

今後は、行政や地域の各種団体等を構成メンバーとし、商工会が主導して「平川市地域活性化

協議会」を立ち上げ年 2回協議会を開催する。各種団体等横の繋がりを強化するとともに、地域

が一体となって当地域の活性化に関する取り組みや情報を共有し、同じ方向を向いて、これから

の平川市における地域活性化への方向性等を検討する。また、小規模事業者の新商品開発支援や

特産品のブランド化、にぎわい創出のイベント開催等に取り組み、地域経済の活性化を図る。 

 

（事業内容） 

（１） 平川市地域活性化協議会の開催（新規） 

平川市、平川市金融団、平川市観光協会、平川市物産協会、津軽みらい農協、ふれあいタウン

ひらか、平川市商工会で構成する「平川市地域活性化協議会」を設置（令和 2年度予定）し、定

期的に年 2回協議会を開催する。横の繋がりを強化するとともに、地域が一体となって情報を共

有し同じ方向を向いて、これからの平川市における賑わい創出対策や商店街の活性化対策、観光

客及び宿泊対策、平川ブランドの確立等、総合的に地域経済活性化に向けての方向性を検討して

いく。 

又、平川市では、すばらしい物産や観光資源を持ち合わせていながら企画力や取り組みが弱く、

いずれもブランド化されていないのが現状である。今後は、平川市地域活性化協議会で定める方

向性に基づき、6次産業化を目指す農業者や農産加工品を取り扱う商工業者との連携を強化し、

市の観光資源や高品質の特産品等の地域資源を最大限訴求活用しながらブランド化を目指す。こ

うした取り組みにより観光交流人口の増大に努め、特産品の付加価値を高めて小規模事業者への

波及効果に繋げ、経営力向上を支援することで地域経済の活性化に取り組んでいく。 

 

（２）地域活性化に向けたにぎわい創出事業の開催（既存強化） 

平川市では、平成 27年度より地域のにぎわい創出に向けた地域活性化に取り組む事業を予算

化し、平賀地区については「HIRAKAWA e-SPORTS」、「平川サガリ秋の感謝祭」、尾上地区について

は「おのえ夏祭り」、碇ヶ関地区については「碇ヶ関ふるさとフェスティバル」を開催し、それ

ぞれの地区において地域活性化に向けたイベントを行っている。各イベントについては、行政、

商工会の他、各地域団体等も参加し、地域住民を巻き込んだ実行委員会を組織している。実行委

員会はそれぞれの地区で組織され、いずれも定期的に年 2回の実行委員会を開催しイベントの企

画、立案を行っている。各実行委員会については地域主導型で取り組み、地域コミュニティの維

持拡大と、交流人口増加に伴う地域活性化に向けた取り組みが行われている。市では、今後も交

流人口増加による地域活性化の支援策として、にぎわい創出事業を継続していく方向であり、商

工会としても商店街の活性化や中心市街地の活性化対策に向け本事業に積極的に参画し地域活

性化に向けて中心的な役割を果たしていく。 

 

各実行委員会の参画者は以下のとおり。 
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・平賀地区駅前通り賑わい創出事業実行員会（平川市、平川市商工会、平川市商工会青年部、

女性部、平川市観光協会、ふれあいタウンひらか、弘南鉄道株式会社） 

・尾上地区駅前通り賑わい創出事業実行委員会（平川市、平川市商工会、平川市観光協会、尾

上ねぷた会、） 

・碇ヶ関地区駅前通り賑わい創出事業実行委員会（平川市、平川市商工会、碇ヶ関地域活性化

協議会、碇ヶ関開発株式会社） 

 

 

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て支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

 

（現状と課題） 

これまでは、情報交換の機会があっても積極的に他支援機関との支援ノウハウ等を共有してい

なかったこともあり、個々の経営指導員が持つ小規模事業者に対する問題解決策等の選択肢に広

がりが少ない状況にあった。 

 

（今後の取り組み） 

今後は他支援機関との情報交換の際に、互いの支援を通じた小規模事業者の問題・課題解決の

ための効果的な支援の方法、また小規模事業者に対する売上・利益確保のための支援事例等の情

報交換を積極的に行い、支援ノウハウの向上に努める。併せて新たに地域金融機関等との情報交

換も行う。また、（１）中南地区７商工会情報交換会において青森県よろず支援拠点のアドバイ

ザー等と経営指導員との情報交換も行い、地域内小規模事業者へ提案した問題解決手法等につい

て共有するとともに、今後の支援の方向性について検討するなど、小規模事業者の持続的発展に

向けた経営支援力の強化を図る。 

 

（事業内容） 

（１）中南地区７商工会情報交換会（継続） 

当商工会が所属する中南ブロックの７商工会（青森市浪岡商工会、藤崎町商工会、平川市商工

会、田舎館村商工会、岩木山商工会、西目屋村商工会、大鰐町商工会）で職員同士の情報交換会

を年１回開催し、経営発達支援事業についての課題や、その地域内での小規模事業者の抱えてい

る課題や需要動向、新しい支援策の活用方法等の情報交換を行い支援ノウハウの共有を図る。ま

た、会議では青森県商工会連合会の経営支援マネージャーや青森県よろず支援拠点のアドバイザ

ー等を招聘することによって、より専門的な支援ノウハウの獲得を図る。 

 

（２）日本政策金融公庫との情報交換（継続） 

日本政策金融公庫が開催する、弘前支店エリア内 15 商工会との日本政策金融公庫経営改善貸

付連絡協議会（年 2回）において、地域内の資金需要等の情報の共有化を図るとともに、小規模

事業者に対する具体的な経営支援プロセス毎の実践体験や支援手法について情報交換を行い金

融支援の円滑化を図る。また、当会の主催で、日本政策金融公庫と経営改善貸付審査委員との情

報懇談会（年 1回）を開催し融資状況等の情報共有を図り、小規模事業者への適切な融資斡旋と

推進に努める。 

 

（３） 地域金融機関等との情報交換（新規） 

市内金融機関と年 1回情報交換を行い、地域内の資金需要等の金融動向及び事業計画の実行支

援に係る金融支援に関しての情報及び連携支援の方向性等について共有化を図ることで、支援力
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の向上に取り組む。また、各種支援施策や金融機関等が主催する商談会等の情報交換を行い、個

社支援に関する情報力を高める。 

≪市内金融機関≫ 

青森銀行、みちのく銀行、東奥信用金庫 

 

（４）青森県インキュベーションネットワーク協議会を活用した起業支援ノウハウの共有（継続） 

年３回開催される青森県インキュベーションネットワーク協議会（所属構成員：国立大学法人

弘前大学研究推進部、（公財）21 あおもり産業総合支援センター、青森県中小企業団体中央会、

（公財）八戸地域高度技術振興センター、あおもり地域ビジネス交流センター、青森銀行、みち

のく銀行、青森県信用保証協会の県内支援機関職員）の研修会に参加し、起業支援者の情報交換、

研究機関との連携、起業などに関する情報発信を行い、創業者や小規模事業者の事業計画策定等

の助言に活用する。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

（現状と課題） 

青森県商工会連合会が主催するテーマ別、職種別に実施される研修に参加し職員のスキルアッ

プを図っているが、職員個々の情報と知識の蓄積となっており、各職員間での共有が図られず、

職員全体の能力向上と小規模事業者への支援能力向上に繋がっていなかった。 

また、職員の指導能力に差異があり、指導ノウハウの共有化も図られてないことが課題となっ

ている。 

 

（今後の取り組み） 

経営発達支援事業を遂行するためには経営指導員をはじめとする職員全員にこれまで以上に

高度な専門知識が必要であり、経営指導員の資質向上に留まらず、一般職員を事業推進のサポー

ト戦力としていくための取り組みも重要であることを認識した方針で取り組む。 

このため、一般職員がＯＪＴだけでなく外部研修であるＯＦＦ-ＪＴへも参加し、指導・支援

のノウハウを習得すると共に、情報共有とデータベース化により、職員間のスキルのバラつきを

極力解消し、対応の差が生じないようにする。 

 

（事業内容） 

（１） ОＪＴによる資質向上（新規） 

① 個社支援に当たっては、経営指導員と一般職員を含む経営支援チームを構成し、チーム

による経営支援を行うことにより経営指導員が有する情報収集能力や現状分析能力、計

画策定能力、提案能力などを一般職員も身に付けることで指導・支援スキルの向上を図

る。支援案件に対するチーム内での協議、情報の共有等を容易にすることで、一層の伴

走型支援の実現が図られるとともに経営支援スタッフの資質向上にもつなげる。 

 

② エキスパートバンク制度やよろず支援拠点事業等の外部専門家派遣による個社支援

に際しては、経営指導員や一般職員が同行することにより、指導現場における専門

家の支援手法等について学ぶこととする。専門的な知識の習得や指導スタイル、提

案能力など専門的なスキルアップにつなげる。 

 

（２） ＯＦＦ－ＪＴによる資質向上（拡充） 

① 経営指導員及び一般職員が小規模事業者の経営改善や課題解決に対する基礎的な支援
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手法を習得できるよう、青森県商工会連合会が主催する職種別・テーマ別研修に派遣し、

資質の向上を図る。 

② 経営指導員はもとより一般職員についても、中小企業基盤整備機構（中小企業大学校仙

台校）が主催するレベル別・課題別研修に派遣し、より専門的な知識の習得と実践的な

支援手法の習得により応用能力の向上を図るとともに、基礎的研修の補完を行う。 

 

（３）「業務連絡会議」による情報共有と調査資料のデータベース化（新規） 

毎月 1回、全職員参加による「業務連絡会議」を開催し、組織内で小規模事業者の支援策につ

いて意見交換や情報交換を行い、個社支援のノウハウが個人のみに帰属しないようにするととも

に、小規模事業者の経営状況の分析結果、地域経済の動向調査結果等について組織内で共有し、

円滑な支援体制の構築を図る。また、経営発達支援事業の実施状況や小規模事業者の経営状況の

分析結果、各種調査結果等については、商工会の共有サーバーに保存・データベース化し、職員

間での情報共有を行う。さらに職員の資質向上に向けた勉強会や支援機関等との情報交換に活用

していく。また、担当経営指導員が指導カルテ入力等の情報を適時、適切に行い支援中の小規模

事業者の状況等を職員全体が相互共有できるようにすることで、担当外の職員でも一定レベル以

上の対応ができるようにする。 

 

３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

 

（現状と課題） 

商工会で実施する事業に対する評価については、次年度における事業計画立案を行う際に、限

定した事業のみ実績や成果等を検証し事業計画（案）に反映させているものの、評価基準は明確

化されておらず、見直しを図るための仕組みは構築されていない。 

 

（今後の取り組み） 

今後、本事業実施においては数値目標に基づく進捗管理が重要となることから、事務局内で進

捗状況及び事業内容の検証を実施すると共に、外部有識者を交えた「経営発達支援計画評価委員

会」を設置し、事業の計画・実行・評価・改善を実施し、ＰＤＣＡサイクルの構築を図っていく。 

 

（事業内容） 

経営発達支援計画に基づいた事業を適正に遂行するため、外部有識者を含めた評価委員会「（仮

称）経営発達支援計画評価委員会」を設置し、毎年度 1回、本計画に記載の事業の実施状況及び

成果について検証及び評価を行う。 

委員会メンバーには、法定経営指導員、平川市商工観光課長に税理士、平川市金融機関支店長、

中小企業診断士、青森県よろず支援拠点のコーディネーター等の外部有識者を含めた構成とし、

実施状況、成果の評価の提示を行う。 

その結果に基づき商工会事務局で計画の見直し案を策定する。 

事業の成果・評価結果及び見直し案については理事会へ報告し、承認を受ける。 

評価、見直しの結果については、商工会報及び本会ホームページ 

（http:// hirasho.or.jp/）にて計画期間中公表して小規模事業者が常に閲覧できるようにす

る。また、各種意見内容については次期の経営発達支援計画内容に反映させ、ＰＤＣＡサイクル

による仕組みを構築し効果的事業推進を図る。 
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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 

（令和４年４月現在） 
（１） 実施体制（商工会又は商工会議所の経営発達支援事業実施に係る体制／関係市町村の経営発達 

支援事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制／経営指導員の関

与体制 等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（２） 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第７条第５項に規定する経営 

指導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

 
① 当該経営指導員の氏名、連絡先 

    

氏 名： 工藤 力秀 

山内 敬一郎 

木村 美沙季 

   連絡先： 平川市商工会  TEL（0172）44-3055  

 

② 当該経営指導員による情報の提供及び助言 

経営発達支援事業の実施・実施に係る指導及び助言、目標達成に向けた進捗管理、事業の

評価・見直しをする際の必要な情報の提供を行う。 
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（３） 商工会、関係市町村連絡先 

① 商工会 

【平川市商工会】 

〒036-0104 

  青森県平川市柏木町藤山 27番地 2 

  TEL（0172）44-3055 / FAX（0172）44-3056 

  E-mail hirakawa@vivid.ocn.ne.jp  

 

②関係市町村 

【平川市 経済部 商工観光課 商工係】 

〒036-0242 

  青森県平川市猿賀南田 15 番地 1 

  TEL（0172）44-1111 / FAX（0172）43-5005 

  E-mail shoukoukankou@city.hirakawa.lg.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 千円） 

 令和 

2年度 

令和 

3年度 

令和 

4年度 

令和 

5年度 

令和 

6年度 

必要な資金の額 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 

 

1.地域経済動向調査 

 

2.経営状況の分析 

 

3.事業計画策定支援 

 

4.事業計画策定後の実施支援 

 

5.需要動向調査 

 

6.新たな重要の開拓に寄与する

事業 

 

200 

 

300 

 

500 

 

200 

 

500 

 

400 

200 

 

300 

 

500 

 

200 

 

500 

 

400 

200 

 

300 

 

500 

 

200 

 

500 

 

400 

200 

 

300 

 

500 

 

200 

 

500 

 

400 

200 

 

300 

 

500 

 

200 

 

500 

 

400 

（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、県補助金、市補助金、県商工連補助金、特別賦課金、手数料、使用料、雑収入、受託料 

 

 

（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） 

 経営発達支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携

して経営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携して実施する事業の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携して事業を実施する者の役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


