
 

 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

今別町商工会（法人番号 2420005001024） 

今別町  （地方公共団体コード 023035） 

実施期間 令和２年４月１日 ～ 令和７年３月３１日 

目標 

〔１〕事業承継支援 

   事業主の過半数が 70以上である現状を踏まえ、計画的に事

業承継支援を実行。 

〔２〕事業計画策定による、自主的な持続的発展の経営支援 

伴走型支援による、確実な経営支援の実行。 

〔３〕地域資源を活かした新たな産業連携事業による活性化。 

事業内容 

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 

  ・小規模事業者景気動向調査 

３．経営状況の分析に関すること 

  ・経営分析実施対象者の選定 ～ 経営分析 ～ 成果の活用 

４．事業計画策定支援に関すること 

  ・事業計画策定セミナー ～ 事業計画の策定支援 

５．事業計画策定後の実施支援に関すること 

  ・伴走型支援によるフォローアップ ～ 成果の検証 

６．需要動向調査に関すること 

  ・地域資源を活用した新商品等に関するアンケート調査 

７．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

  ・津軽海峡交流圏大農林水産祭等の催事出展による販路開拓 

  ・ＥＣサイトへの出店による販売チャンネルの多角化 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

８．地域経済の活性化に資する取組に関すること 

  ・消費喚起プレミアム商品券発行事業 

  ・地場産品消費拡大事業 

  ・街なか商店街にぎわい創出事業 

連絡先 

今別町商工会 

〒030-1502 青森県東津軽郡今別町大字今別字今別 45-2 

TEL：0174-35-2014／FAX：0174-35-3918 

         E－mail：imabetu@aomorishokoren.or.jp 

今別町 産業観光課 

〒030-1502 青森県東津軽郡今別町大字今別字今別 167 

TEL：0174-35-3005／FAX：0174-35-2298 

         E－mail：sangyo@town.imabetsu.lg.jp 

 



   

（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 

 

（１）地域の現状及び課題 

 ①現状 

【立地】 

今別町は、青森県津軽半島の最北端に位置し、

津軽海峡に面した海岸線に向かって傾斜する

半擂鉢状の地形であり、東西 17km、南北 14km、

総面積 125.27 平方キロメートルの臨界山村

である。また、世界一の長さと深さの海底ト

ンネルである「青函トンネル（津軽海峡海底

トンネル）」の本州側入口があり、平成 28 年

3 月 26 日には北海道新幹線が開通し、「奥津

軽いまべつ駅」も開業した。本州の新幹線駅

がある町としては、日本一小さい町である。 

 

【人口（推移）】 

 当町は、「青函トンネル工事」により非常に栄えた町でもある。トンネル工事期間の昭

和 49 年から昭和 62 年のピーク時には、7,000 人超の人口があった。町外からの工事関係

者の移住は勿論のこと、町内の農林水産業者もトンネル工事に従事したという経緯があ

る。それにより、地域の一次産業等の発展にブレーキを掛ける結果となった。また、トン

ネル工事終了後は、域外からの出稼ぎ労働者は撤退し、更に、トンネル工事に従事した域

内の一次産業者等も仕事を求め域外に流出してしまった。その数は毎年 200 人・10 年間

で 2,000 人の人口減少となった。 

 今別町の現在人口は、2,607人世帯数 1,416世帯（令和元年 7月末(行政ホームページ)）

であり、高齢化率（総人口に占める 65歳以上の割合）は平成 31年 2月 1日時点で 53.45％

とついに 5割超となった。 

 将来人口の推計においては、10 年後の令和 12年には総人口が 1,898 人と予測され、高

齢化率は 56.6％まで上昇すると推計されている。 

◆人口推移 

区分 平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 令和元年 令和 2 年 令和 7 年 令和 12 年 

総人口 4,659 人 4,058 人 3,491 人 2,961 人 2,607 人 2,468 人 2,158 人 1,898 人 

14歳以下 

比率 

495 人 

10.6％ 

329 人 

8.1％ 

217 人 

6.2％ 

145 人 

4.9％ 

― 108 人 

4.4％ 

104 人 

4.8％ 

112 人 

5.9％ 

15歳～64歳 

比率 

2,810 人 

60.3％ 

2,280 人 

56.2％ 

1,800 人 

51.6％ 

1,367 人 

46.2％ 

― 1,031 人 

41.8％ 

839 人 

38.9％ 

711 人 

37.5％ 

65歳以上 

比率 

1,354 人 

29.1％ 

1,449 人 

35.7％ 

1,474 人 

42.2％ 

1,449 人 

48.9％ 

― 1,329 人 

53.8％ 

1,215 人 

56.3％ 

1,075 人 

56.6％ 

〔出典：第５次今別町総合計画(平成 28年 3月)〕 
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おり後継者もなく、現状のまま行くと管工事業者等が存在しない地域となる可能性が危惧

される状況である。後継者候補となる従業員は存在するが、事業の稼働率が低調なため先

行きが不透明なことから、事業承継することに躊躇している感がある。 

（Ⅳ）商業・サービス業 

今別町の卸・小売業者数は 40 事業所である。大多数の事業主が 70 歳を過ぎており後継

者が不在である。取扱商品について、主にゴミ袋主体という店舗が半数であり現状では事

業自体が成立していない状態である。コンビニエンスストアが 1 店舗と大型店舗が 1 店舗

あり、食料品などの生活日用品が揃う唯一の店舗である。他食料品については移動販売車

で賄っているが、地元事業者は 70歳超で高齢であり後継者も不在という状況である。移動

販売については、域外からも進出してきている。 

サービス業については 34 事業所があるが、こちらも多くの事業主が 70 歳を超えており

後継者が不在である。この業種については、現状でも町外事業者の進出や顧客の域外流出

が進んでおり、高齢顧客が域内事業所を利用して相互に生計が成立している図式となって

いる。 

 

【商工業者数(うち、小規模事業者数)の業種別推移】 

 建設業 製造業 
卸売業 

小売業 

飲食業 

宿泊業 

サービス

業 
その他 合計 

H26 年 4 月 35 (33) 8 (7) 51 (47) 19 (19) 39 (39) 16 (15) 168 (160) 

H31 年 4 月 37 (35) 5 (4) 44 (40) 15 (15) 34 (34) 14 (13) 149 (141) 

増 減 2(2) ▲3(▲3) ▲7(▲7) ▲4(▲4) ▲5(▲5) ▲2(▲2) ▲19 (▲19) 

 平成 31 年４月の小規模事業者数は、141 事業所であり、事業主が 75歳超で後継者が居

ない事業所が約 30事業所ある。 

 

【観光】 

 北海道新幹線「奥津軽いまべつ駅」開業により、観光産業を基幹産業とし定着させる環

境である。しかし、４件あった町内宿泊施設のうち、２件の旅館は消防法の関係で定めら

れた設備の設置が困難となり許可を返納しており、民宿が２件だけの状態である。 

 新幹線利用者が、今別町内に宿泊し滞在することは殆んど無く、レンタカーなどにより

町内を通過していくだけである。豊富な地域資源を活用した観光事業による産業の構築が

急務であり、観光産業を基幹産業とし雇用の場の創出と、観光産業による一次産業から六

次産業化へのシフトによって、人口流出に歯止めをかけることが今別町存続のラストチャ

ンスである。 

 これらを踏まえ、行政では旧校舎を活用した宿泊施設の運営や、新幹線駅に隣接する宿

泊施設付きの総合体育館の建設などを行い、観光事業への取り組みを強化している。 

 当町の郷土芸能である「荒馬踊り」の「荒馬まつり」（８月開催）には、県外観光客が

多く訪れている。本年のまつり来場者数は５日間で約 1万人であった。 

 

②課題 

当町の経済は、青函トンネル工事や北海道新幹線工事により繁栄してきた歴史があり、

外部要因によりけん引されてきた経済効果は、工事完了後の関係事業者等の撤退により、

一瞬にして空洞化してしまった感がある。地場産業が全体的に少なく、基幹産業が見当た

らないという特殊な形態となっている。更に、高齢化率(総人口に占める 65歳以上の割合)

は 53.45％という超高齢化となっている。 

近年の明るい材料としては、北海道新幹線「奥津軽いまべつ駅」開業による交流人口の

増加と、今別沖で本格操業したサーモンの海面養殖事業である。 
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  〔１〕町内の小規模事業者の高齢化は確実に進んでおり、会員の平均年齢は 66.23歳となっ

ており、会員全体で 70歳以上の事業主が占める割合が 50％という状態である。 

当町の親族間における事業承継については、次期後継者が確実に確定している状態で

あっても、生前中の事業承継を避ける傾向が根強い地域である。 

これまでの事業承継の習わしを払拭するべく、できるだけ早い事業承継を定着させる

ことが大きな課題である。 

  〔２〕日用品や食料品を扱う小売店業については、大型店の進出による売上不振と事業主の

高齢化により、現在は最小限度の店舗数となっている。また、その他の業種でも事業に

より生計が成り立っているにも関わらず、後継者不在の事業所もあり、「事業を引き継

ぎたい人が居れば、設備も含め全てを譲渡する」と口を揃えていう状態である。 

新規創業者による事業譲渡や第二創業による事業譲渡により、地域のライフラインの

確保を行う策が急務である。 

  〔３〕一次産業である農業や漁業等について、これまでは商工業者との連携はなされて来な

かった。 

本年度から新たに本格稼働したサーモン養殖を始め農産品や畜産品等についても、生

産だけに留まらず、地域内加工を施し付加価値を添加した外貨獲得が望める新たな産業

形態とすることが課題であり、新たな雇用の創出となる。 

  〔４〕北海道新幹線「奥津軽いまべつ駅」の開業により、当町はメディア等で大きく取り上

げられ、観光による交流人口は急速に増加した。また、域内のイベントへの集客も格段

に増加した。 

しかし、町内には宿泊施設が少なく、観光客の受け皿となる産業が無いに等しい状況

であるため、景勝地を散策し通過していくといった通過型観光となっており、観光によ

る経済効果が波及できない構造となっている。 

観光の楽しみである、地場の食べ物、お土産品の購入といった、旅の満足を提供する

滞在型観光へ変換することが課題である。 

 

（２）小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

当町の小規模事業者を取り巻く環境は、バイパス等の幹線道路の整備により商業圏が拡

大し、更に消費者ニーズの多様化に伴い地元商店からの消費者離れが拡大し、これまでの

中心商店街は崩壊状態である。また、商業圏が拡大したことにより、域外からの事業者の

進出も加速し、厳しい経営環境となっている。事業所数は減少し続け現在の小規模事業者

数は 141 事業所まで落ち込んでしまったが、これ以上の減少は町民のライフラインも揺る

がしかねない状況である。 

このような状況の中で、地域の経済団体として長期的な振興・発展のため、商工業者の

持続的発展と町民のライフライン確保に向け、後継者のいる事業者には、経営分析、事業

計画の策定とその実行によるスムーズな事業承継を強化する。また、後継者不在の事業者

にあっては、更に慎重な経営分析を実施し、第二創業による事業承継につなげていく。 

第５次今別町総合計画（平成 28年 3月～平成 32年）では、「北海道新幹線奥津軽いまべ

つ駅開業による交流人口の拡大」「基幹産業である農林畜水産業を基軸とした地場産業の振

興」が挙げられている。商工会としても、通過型観光から滞在型観光への転換、一次産業

と連携した付加価値を生み出す産業構造の構築と、それらがもたらす雇用創出による住民

の定住化を図ることを目的とし事業を展開する。 
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（３）経営発達支援事業の目標 

〔目標１〕事業承継支援 

〔目標２〕事業計画策定による、自主的な持続的発展の経営支援 

〔目標３〕地域資源を活かした新たな産業連携事業による地域活性化 

 

（４）目標の達成に向けた方針 

〔方針１〕事業承継支援 

事業主の過半数が 70 歳以上である現状を踏まえ、事業主に向けた事業承継のアンケ

ートを実施し、事業承継に対する意思確認と後継者有無の確認を行い、グループ分けす

る。 

グループ分け基準 支援内容 

Ｇ１ 後継者あり 事業承継支援 

Ｇ２ 後継者なし、事業承継希望 事業承継支援（経営診断で不可は支援保留） 

Ｇ３ 後継者なし、事業を廃業 経営診断で良は、事業承継支援 

グループ分け後、手遅れにならないよう事前に支援の優先順位を決め、計画的に伴走

型支援を実行する。 

後継者候補が存在する事業所については、事業承継時期を設定し、伴走型支援による

事業承継計画を策定し、スムーズな事業承継を確実に実施する。 

経営分析において判断が難しい場合や、後継者が見当たらないなど支援が詰まった時

は、迅速に青森県商工会連合会や青森県事業引継ぎセンターなどの専門機関に相談し、

支援連携や専門家派遣等により確実な事業承継を実行につなげていく。 

 

〔方針２〕事業計画策定による、自主的な持続的発展の経営支援 

売上等の減少が継続している事業所については、経営分析を実行し伴走型支援により

その要因を見出し、経営課題を明らかにし、事業計画策定により事業持続化の検証の基、

自主的な持続的発展の支援を実行する。 

 

〔方針３〕地域資源を活かした新たな産業連携事業による地域活性化 

域内にある恵まれた地域資源としては、一次産業の農畜産品がある。収穫量は多くな

いが、「一球入魂かぼちゃ等の農産物」「タケノコ等の山菜」「いまべつ牛」「ウニ・モズ

ク等の海藻」「海面養殖サーモン」など自然の恵みと伝承の生産技術により成功した特

産品である。これまではそれらを加工することなく食材として市場に流通させていた。

今後は、産業連携により域内で加工を施し生産から加工・販売までを域内で行う六次産

業化を実現し、新たな産業構造を構築する。 

また、北海道新幹線奥津軽いまべつ駅も重要な地域資源の一つである。これにより、

観光による交流人口は確実に増加している。自然がもたらした景勝地も多くあり、通過

型観光から滞在型観光への転換による観光産業の構築が、地域経済活動の活性化の最良

の策である。これについても、産業連携は必須であり、更に行政と民間の連携も必須で

ある。 

商工会は、産業連携の一次産業者と商工業者とのつなぎ役として六次産業化を支援す

る。また、観光産業については、行政と民間のサポート役に徹し、地域外との連携等に

ついては商工会組織を最大に利活用した事業支援を展開していきます。 
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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 
  

２．地域の経済動向調査に関すること 

 

（１）現状と課題 

 ①現状 

地域の経済動向調査については、全国商工会連合会の「小規模企業景気動向調査」を四

半期ごとに特定の１５事業所について実施してきたが、平成２９年度に調査事業所の廃業

等があり、新たな調査事業所の選定・承諾が得られず、現在は定期的な経済動向調査は実

施していない。 

 ②課題 

以前は全国商工会連合会の「小規模企業景気動向調査」を実施していた。調査方法は、

事前に調査用紙を配布し、後日対象事業所を訪問し経営内容等をヒヤリングする対面調査

により行っていた。これにより、適格に四半期ごとの売上内容と次期の経営見込みの把握

が可能となり、早い段階で経営課題に気付くことができるという利点があり、個社支援に

も効果的であった。 

しかし、調査報告については、調査事業所に資料を配布するだけに留まっていた。本来

の調査目的は、地域の経済動向について地域内の事業所へ広く周知し、経済動向を共有し

個者の経営の参考資料とすることであるが、情報を公開することについては、実行できて

いなかった。 

 

（２）事業内容 

管内の景気動向等について詳細な実態を的確に把握するため、全国商工会連合会が行う

「小規模企業景気動向調査」に独自の調査項目を追加し、管内小規模事業者の景気動向に

ついて、年４回調査・分析を行う。 

 【調査対象】管内小規模事業者１５社 

（製造業１社、建設業４社、卸・小売業４社、サービス業６社） 

     ※．製造業が極端に少ないため、１社とした。今後増加の場合は、見直す。 

 【調査項目】◎．全国商工会連合会の小規模事業者景況調査項目 

        売上額、経費、資金繰り、雇用、設備投資、等 

        ◎．独自の調査項目 

        ア．事業継続について 

（事業承継・廃業・未定）（後継者有り・後継者無し）（実施時期： 年後） 

※．事業主の高齢化が顕著で、事業承継時期を超過しているため。 

        イ．雇用について 

（正規雇用募集計画： 有り（  人） ・ 無し ） 

（短期雇用募集計画： 有り（  人） ・ 無し ） 

※．地域内の生産年齢人口が極端に少なく、人材確保が困難な状況のため。 

※.雇用募集に係る情報発信方法や企業間の連携なども課題である。 
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【調査手法】経営指導員が中心となり、巡回訪問による対面調査により実施する。 

【分析方法】経営指導員が調査の結果を業種や調査項目別に整理・分析し、全国商工会連合会

の「小規模企業景気動向調査報告書」や財務省の「県内経済情勢報告」、国の「Ｒ

ＥＳＡＳ」（地域経済分析システム）等を活用し地域経済動向分析を実施する。 

 

（３）成果の活用 

 〇．情報収集・調査・分析した結果は、本会のホームページに掲載し、広く管内事業者等に周知す

る。 

 〇．経営指導員等が事業者の個社支援を行う際の参考資料とするとともに、行政と小規模事業者支

援施策を協議する際の基礎データとして活かすことにより、より実態に沿った支援施策を敷く

ことが可能となる。 

 

（４）目標 

項   目 現状 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

調査回数 

（ ）調査事業所数 
― 

４回 

（１５社） 

４回 

（１５社） 

４回 

（１５社） 

４回 

（１５社） 

４回 

（１５社） 

公表回数 

※ホームページ掲載 
― ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 

 

 

３．経営状況の分析に関すること 

 

（１）現状と課題 

 ①現状 

これまでは、経営が悪化している事業所の金融斡旋指導時や各種補助金申請時に経営状

況を分析し、返済計画書の作成や事業計画書を作成して個社支援を行ってきたが、日常業

務の中では決算期に財務分析の内容を報告するだけの対応で留まっていた。売上等の変動

の原因や課題の抽出、課題解消に向けた経営改善策の提案やその実行までの伴走型支援は

実施していなかった。 

 ②課題 

これまでの経営改善普及事業の支援指導では、小規模事業者全体向けての指導体制であ

り、特定の個社に対しての支援体制ではなかった。経営発達支援事業により個社の経営に

踏み込んだ支援施策となり、持続化補助金等を活用した個社支援を実行している。しかし、

個社の経営分析から課題抽出を行い、その解決策を講じるプロセスまで掘り下げていくと、

高度かつ専門的知識を必要とする場面が多くあった。また、新たな事業領域に進出する際

には、その事業についての許認可等で外部専門家と連携し対応するなどの場面も多くなっ

てきている。 

 

（２）事業内容 

 ①経営分析実施対象者の選定 

日常の巡回訪問や窓口相談を通じて、経営課題を抱えている事業所に対して経営状態に

問題や改善するべき点が無いかチェックする経営分析を提案し、課題抽出とそれ対策を検

討・実行することにより、経営改善が図れることを説明し、対象事業所の選定を実施する。 

また、事業承継を目前に控えている事業所や数年続けて売り上げが減少している事業所

についても、経営分析の対象事業所とする。 
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 ②経営分析の内容 

 【対 象 者】巡回訪問や窓口相談を通じ、事業承継を目前に控えている事業所や何らかの経営

課題を抱えている事業所を毎年１０社選定する。 

 【分析項目】定量分析たる「財務分析」と、定性分析たる「非財務分析」を行う。 

      ≪財務分析≫ 

売上持続性分析、収益性分析、生産性分析、健全性分析、効率性分析、安全性分析 

≪非財務分析≫ 

経営資源、競争力、独自性、技術、競合、ブランド、顧客、等 

 【分析手法】経済産業省の「ローカルベンチマーク」、中小企業基盤整備機構の「経営計画つ

くるくん」等のソフトを活用し、経営指導員等が財務分析を行う。 

 

（３）成果の活用 

 〇．経営分析の結果は、当該事業者にフィールドバックし、その分析結果の因果関係を追及する。 

高齢の小規模事業経営者特有の「勘と経験」に頼った経営に対し、書面に起こすことにより見

えていなかった現況を確認することにより、その要因を追求することが可能となる。課題を明

らかにし、それを解決・改善する次期の事業計画策定の重要資料とする。 

 〇．経営分析資料については、全職員が分析データを利用できるようにデータベース化し共有する

ことにより、個社支援の参考資料となり、職員のスキルアップに活用することができる。 

 

（４）目標 

 支援内容 現状 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

経営分析件数 ― １０件 １０件 １０件 １０件 １０件 

 

 

４．事業計画策定支援に関すること 

 

（１）現状と課題 

 ①現状 

これまでの事業計画策定支援については、金融斡旋指導時や各種補助金申請時に行う手

続きの上で必須項目としての事業計画策定支援にとどまり、持続的発展に向けて策定する

事業計画の策定支援は実施していなかった。これには、商工会側も事業計画を作成するこ

とや、事業者と一体となって経営発達のための伴走型支援を実施していくということに不

慣れであった事も要因の一つと考えられる。 

しかし、持続化補助金などを通じ、経営分析や事業計画策定について伴走型支援を実行

した結果、その大多数の事業所は売上アップなど事業計画に沿って経営は好転していくこ

とを確認できている。これについては、我々と伴に行動してきた事業主も経営発達を共感

できており、事業計画の必要性を実際に確認できている。 

 

 ②課題 

前段の経営状況分析の際にも取り上げたが、事業主が高齢の小規模事業者については「勘と

経験」に頼った経営が依然として根強い。管内の経営者の殆どが高齢者であり、まずはその認

識を解くことが必須となる。しかも、殆どの経営者が抱えている課題は、事業承継という難題

であり、事業承継後は後継者が事業の全てを背負っていくため、より慎重な経営状況分析と正

確な事業計画策定が求められる状況である。 

これまでは、事業計画策定等に係るセミナーなどを実施していなかったが、今後は事業計画

策定等のセミナーを開催し、「事業・資産・財務の見える化」などを例えに書面に起こすことの

必要性を認識させることから入り、経営分析から事業計画策定の必要性を喚起させる取り組み
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を行う。 

 

（２）支援に対する考え方 

管内の小規模事業者は高齢であり、共通課題として域内の全事業所が事業承継問題を抱

えているといっても過言でない状況である。また、地域性として事業承継のタイミングが

現経営者の生存中は実施しないという風習が根強く、これも経営者の高齢化を推し進めて

いる要因である。 

今後は、事業引継ぎセンターと連携した「事業承継ヒヤリング」や経営改善センターや

よろず支援拠点と連携した事業承継支援がより一層加速していく。本会としても、事業承

継施策のリーフレットを活用し、巡回訪問や窓口相談の際に事業承継のための「事業・資産・

財務の見える化」、そこからの経営分析・事業計画策定による確実な事業承継についてしっかり

とプロセスを認識させ、伴走型支援により自主的な持続的発展の事業サポートを重点事業とす

る。 

また、これまで実施していなかった「事業計画策定セミナー」を経営分析を行った事業

者を対象として実施し、事業主の意識改革を行うことは勿論、参加者が事業計画の必要性

を認識し共有することにより、域内事業所の意識改革の底上げを図る。これにより、事業

計画書策定が特別難しい作業ではなく、Ⅰ.現状を整理・把握し、２.事業の目標設定を行

い、３.目標を達成するための取り組みを計画書として「見える化」する簡単なことである

ことを周知する。明確な目標が見え、明確な目標達成への取り組みが見えることにより、

経営が向上する明るく楽しい作業であることを理解いただき、事業計画策定支援を行って

いく。商工会としての支援目標は、伴走型支援による事業所の経営向上である。 

 

（３）事業内容 

 ①事業計画策定セミナーの開催 

経営分析を行った事業者を対象として、「事業計画策定セミナー」等の開催を実施する。

内容は、管内の共通課題である事業承継に係る「事業・資産・財務の見える化」の説明を

取り入れた講義とする。これにより、「勘と経験」に頼った経営の脱却を図るとともに、事

業計画を策定し書面に起こすことが確実な経営発達の取組であることをしっかりと認識し

てもらうことが必須であり、効果的に事業を進捗することが可能となる。 

セミナー参加の募集方法は、巡回訪問により事業計画策定の必要性を説明しながら募集

を行い、集団でのセミナー回数は年 1回とする。事業計画に係る工程を集団講義で学習し、

その後は、個社支援による事業計画策定を伴走型支援により実行する。 

 ②事業計画の策定 

 【支援対象】基本として、経営分析を行った事業者とする。ただし、日常に経営支援上で必要

と思われる事業所については、適宜経営分析を実施し対象者とする。 

 【手段・手法】「事業計画策定セミナー」の受講者に対し、経営指導員が中心となり担当制で

個社支援を実施する。まずは、経営者に事業計画書を作成してもらう。その後

に、経営者と経営指導員による事業計画書についての検証を実行し、ブラッシ

ュアップしていく。 

適宜支援内容について職員間で情報共有の会議を開催し、担当以外の視点によ

る意見や考え方も共有し、精度の高い事業計画書策定を実行する。 

作業にあたり高度な専門知識が必要となった場合には、青森県商工会連合会や

よろず拠点支援センターの専門家派遣等を活用し、確実に事業計画策定に繋げ

ていく。 
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（４）目標 

 支援内容 現状 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

事業計画策定セミナー ― １回 １回 １回 １回 １回 

事業計画策定件数 

（事業承継含む） 
― ７件 ７件 ７件 ７件 ７件 

 

 

５．事業計画策定後の実施支援に関すること 

 

（１）現状と課題 

 ①現状 

これまでは、事業計画策定支援と同様に、金融斡旋指導時や各種補助金申請時に事業計

画策定支援を実行し、融資や補助事業の遂行を支援し、補助事業等終了後は、訪問巡回に

よる事業経過の確認や決算期に財務諸表確認程度に留まっており、事業計画策定後のフォ

ローアップは不足していた。 

これまでの事業計画策定支援が、金融斡旋や補助金申請のための作成支援となっていた

ため、策定後の実施支援が疎かになった要因である。 

②課題 

これまでを振り返ると、経営者のみならず商工会側も、事業計画策定について補助金や

融資を受けるための策定支援となっていた感は少なからずあった。それにより、計画策定

とその後単年での売り上げ増加に満足し、最終目的である事後の伴走型支援を通じた事業

の持続的維持発展には至らなかった。策定後の実施支援を確実に実施するためには、全職

員による支援体制の構築も必要である。 
 

（２）支援に対する考え方 

事業者による自主的な事業の持続的維持発展のための事業計画策定と、その計画達成の

ための実施支援を、伴走型支援により計画的に確実に実行し、経営発達支援の役割を遂行

していく。 

これまでの経営支援体制は、単独職員による担当事業所の経営サポートが基本となって

おり、その情報や支援の進捗状況を共有しあう体制ではなかった。 

毎週月曜日に行うスケジュールミーティングに、それぞれが受け持っている事業者支援

の状況報告を追加し、情報を共有する。進捗状況を確認しあい、期日を定めたフォローア

ップ計画を策定し確実に実行する。 

 

（３）事業内容 

事業計画を策定した全ての事業者を対象に、経営指導員等が進捗状況確認のため四半期

毎の巡回訪問を実施する。それぞれの事業計画の進捗状況を確認し、集中的に支援が必要

な事業所がある場合には、フォローアップ頻度を見直し、全事業所が計画遂行を実現でき

るよう対応可能な支援体制を敷く。 

また、進捗状況が思わしくなく、事業計画との間にズレや障害が生じている事業につい

ては、他地区の経営指導員や外部専門家などの再三者の視点を必ず投入し、ズレの発生要

因や課題解決策を検討し、事業計画の再点検を実行し、適宜に対策を講じ対応する。 

なお、フォローアップ支援を計画的に実行するために、四半期ごとに全職員で進捗状況

の確認を行い、個社支援に係る情報共有を図りながら進めていく。 
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（３）目標 

 支援内容 現状 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

フォローアップ 

対象事業者数 
― ７者 ７者 ７者 ７者 ７者 

頻度（延数） ― ２８回 ２８回 ２８回 ２８回 ２８回 

売上３％以上の 

増加事業者数 
― ３件 ３件 ３件 ３件 ３件 

利益率２％以上の 

増加事業者数 
― ３件 ３件 ３件 ３件 ３件 

 

 

６．需要動向調査に関すること 

 

（１）現状と課題 

 ①現状 

当地における地場産品を活用した加工品は、民間企業で製造販売している「もずくうど

ん」と漁業協同組合で製造販売している「海産物の加工品」のみであり、これまでは需要

を見据えた調査の実施はしていない。 

②課題 

地域資源としては、一次産業の農畜産品として、「一球入魂かぼちゃ・マスカット等の農

産物」「タケノコ等の山菜」「いまべつ牛」「ウニ・モズク等の海藻」「海面養殖サーモン」

など自然の恵みと伝承の生産技術により成功した特産品があるが、恵まれた地域資源を活

かした加工品が無いことが当地の課題である。 

この度の新幹線開業による効果を波及させるためには、特産品を活用した新商品開発に

よる観光産業の構築が必須であり、これにより経済が自主的に活性化され、新たな雇用創

出等の相乗の効果が見込まれる。 

 

（２）事業内容 

    北海道新幹線奥津軽いまべつ駅開業による、観光による交流人口増加による地域加工品

の需要拡大を契機とし、域内では空白の産業であった地域資源を活用した加工品の開発を

一次産業者等と連携し実行する。 

    具体的には、毎年一つの特産品に絞り試作品開発を行い、新幹線駅に隣接する「道の駅

いまべつ」において試食及び来場者アンケートを実施し、調査結果を分析した上で一次産

業者へフィールドバックし、六次産業化を目指し新たな産業形態の創出を図る。単なる一

次産品の出荷でなく、付加価値を添加した生産から加工・販売となることによる、事業計

画の策定を支援することにより、確実な事業化をサポートする。 

 【サンプル数】 

来場者５０人 

 【調査手段・手法】 

「道の駅いまべつ」の来場者が増加する８月、１０月（計２回）に、来場者に商品開

発した試作品と主原材料（一次産品）を店頭で試食してもらい、実施事業者と経営指導

員等が聞き取りのうえ、アンケート票へ記入する。 

 【調査項目】 

○．顧客の属性：年齢・性別・住所地・世帯人数 

○．商品の評価：味・容量・価格・パッケージ・改良点など 

○．原材料評価：認知度・味・新商品開発の要望など 
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 【分析手段・手法】 

調査結果は、青森県商工会連合会の専門家派遣事業やよろず支援拠点の新商品開発や

販路開拓等の専門家に意見を聞きつつ、経営指導員等により分析を行う。 

 【分析結果の活用】 

調査結果は、経営指導員等が実施事業者にフィードバックし、更なる商品改良等に活

用する。 

また、生産・加工・販売と六次産業化を目指すに当たり、加工品製造・販売を新たな

事業として確立するための事業計画書策定の参考資料として活用する。 

 

（３）目標 

 支援内容 現状 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

商品開発を行う一次産品 ― １品 １品 １品 １品 １品 

①調査対象事業者数 ― １者 １者 １者 １者 １者 

②調査対象事業者数 ― １者 １者 １者 １者 １者 

 ※．一つの特産品に絞り試作品開発を行う計画であり、その生産者が複数あり、複数の生産者が

それぞれの商品開発を行った場合は、①・②についても、複数の者となる。 

 

（４）商品開発に係る事業イメージ 

    ５カ年計画で、毎年一つの特産品に絞り試作品開発を行う事により、地域資源を活用し

た加工品製造・販売の産業を構築する。これを継続することにより、観光客等を対象とし

た地域資源を活用した加工品が新たにラインナップされる。 

 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 

対象一次産品 マスカット かぼちゃ いまべつ牛 山菜 うに 

開発商品 サイダー 

ゼリー 

…… 

スープ 

クッキー 

…… 

ジャーキー 

ﾄﾞﾗｲｿｰｾｰｼﾞ 

…… 

各種漬物 

水煮 

…… 

ウニ飯の基 

せんべい 

…… 

 ※．開発用品等については、あくまで仮想のイメージであるが、これが事業ビジョンである。 

 

 
７．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 

（１）現状と課題 

 ①現状 

北海道新幹線開業により、観光による交流人口が増加し、地域経済を活性化できる外部

環境は揃っているが、それを受け入れる体制が出来ていない。民間宿泊施設や地域資源を

活用した加工資源も乏しく、折角のチャンスをただ逃している状況である。 

北海道新幹線開業キャンペーン等で、商工会で地域特産品である「もずくうどん」や「海

産物の加工品」を集め今別町のＰＲ事業を行ったことはあるが、販路開拓のための展示会

や商談会への個社支援は実施していなかった。 

一方、今別町では「いまべつ牛」のブランド化を図る取り組みを実施しており、県内外

の催事イベント等へ出店し積極的にＰＲ活動を実行している。 

②課題 

域内で製造している「もずくうどん」や「海産物の加工品」については、現在の製造体

制では域外に展開するだけの生産量を確保することが難しく、積極的に新たな需要開拓は

行っていなかった。 

また、一次産業の農畜産品はあるものの、付加価値を施した加工品が存在しなかったた
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め、販路開拓事業には無頓着であった。 

 

（２）支援に対する考え方 

恵まれた地域資源を活用した加工品の製造・販売による地域経済の活性化に繋ぐ産業の

構築が、最大の目標である。 

これまで行ってきた今別町ＰＲ事業の催事出展から、事業者の販路開拓を支援目的とし

た催事出展とする。本会が、単独で商談会や展示会を開催することは困難なため、県内で

開催される物産展や商談会等への参加とし、事前に売上目標や新たな販路開拓につながる

運営形態としの出展とする。 

また、事業者の製造体制は小規模であり大量の注文には対応できない状態であることを

考慮し、販売数量に制限を掛けることが可能なＥＣサイトを活用した販路開拓を支援する。 

これらの取り組みを通じ、需要が増加することにより、小規模の製造体制から需要に合わせ

た供給量を確保可能な体制を構築し、事業の拡大を支援していく。 

 

（３）事業内容 

 ①．津軽海峡交流圏 大農林水産祭出展事業（ＢtoＣ、ＢtoＢ） 

商工会が「津軽海峡交流圏 大農林水産祭」において 1ブースを借り上げ、本事業におい

て商品開発を行った事業者を優先的に出展させ、販売促進並びに販路開拓を実施する。 

出展にあたり、商品ＰＲや売上額等の成果目標を事前に設定し、商品紹介のチラシ等の

製作や商品陳列方法・接客など伴走型支援を行う。 

【参考】 

北海道新幹線開業を契機に、青森県と北海道道南を一つの圏域とする「津軽海峡交流圏 

大農林水産祭」が青森市にて毎年１０月に二日間にわたり開催され、圏域の地域資源を活

用した加工品が一堂に集結しＰＲ販売される。県内外から延約 26,000名来場する恒例のイ

ベントで、約 130程度の展示ブースがある。 

 

②．「ニッポンセレクト」ＥＣサイトへの出店事業（ＢtoＣ） 

地域資源を活用した加工品を製造・販売している事業者を対象に、全国商工会連合会の

公式ショッピングサイト「ニッポンセレクト」を活用した販売チャンネルの多角化を推進

する。域内でＥＣサイトへ登録し、本格的に商品販売を行っている事業者が居ないことか

ら、これまで未着手の販売チャンネルであった。 

巡回訪問等により、「ニッポンセレクト」の利活用について提案を行い、ＩＴを活用した

商品紹介と販売チャンネルの多角化による売り上げ増加を伴走型支援により実施する。 
 

（４）目標 

 支援内容 現状 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

①大農林水産祭 

 出展事業者数 
― ２者 ２者 ２者 ２者 ２者 

売上額／者（ＢtoＣ） ― 6万円 6万円 6万円 6万円 6万円 

商談成約件数／社（ＢtoＢ） ― １社 １社 １社 １社 １社 

②「ニッポンセレクト」 

出店者数 
― １者 １者 １者 １者 １者 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
  

８．地域経済の活性化に資する取組に関すること 

 

（１）現状と課題 

 ①現状 

今別町の地域経済は、消費者ニーズの多様化と幹線道路の整備が進み、商圏が近隣市町

村まで拡大したことにより、域外への消費流出も拡大している。これにより中心商店街の

スーパー等の小売店舗は売上不振と高齢化により廃業する事業所が増加し、現在は域内に

小売商店が存在しない地域もある。 

これまでは、域外の大型商業施設や移動販売業者は競合事業所としての位置づけをし、

地域の小規模事業所が生き残って行く為の対策を検討してきたが、小規模事業所が減少し

てしまった現在では、域外から進出してきた事業所が地域住民のライフラインを守る貴重

な事業所として共存関係となっている。 

一方、北海道新幹線奥津軽いまべつ駅開業や幹線道路の整備により、域外からの観光に

よる交流人口は増加傾向にある。 

 

②課題 

これからは、域内事業所のみならず域外から進出してくる事業所ともうまく連携した地

域経済の活性化が不可欠な状況となってきている。大型商業施設については、地域の重要

な雇用の場となっており、生活に必要なライフライン機能を発揮している。これまでは、

地域経済の活性化に資する取組について、域外事業所が実行組織に参画することは検討さ

れていなかったが、今後は域内の重要な事業所として位置づけ、共に地域経済活性化を進

めていくパートナーとするべきである。 

一方、これまで絶やすことなく続けてきた地域イベントや郷土芸能などについては、北

海道新幹線奥津軽いまべつ駅開業イベントなどを通じ、青森県やＪＲ北海道などの関係機

関と連携し大々的にＰＲ活動を行った効果も影響し、イベントの来場者数や観光による交

流人口は増加している。これらの域外からの観光客が求める需要を的確に捉え、新たなサ

ービスにより地域経済を活性化させることが課題であり、求められている。町行政や各関

係機関と連携し、商工会は地域の総合経済団体として経済活動による波及効果を最大限に

発揮できるよう地域活性化事業に参画する。 

 

（２）事業内容 

 ①．消費喚起プレミアム商品券発行事業 

町外への消費流出への歯止めの一環として、地域商品券発行事業を実施している。取扱

店には、域外から進出している大型商業施設も含めており、住民ニーズに呼応した体制を

敷いている。 

商品券には域外大型店との価格格差（価格競争）を加味し、現在２０％のプレミアムを

付与して実施している。長年継続的に実施してきたことにより、本事業は住民に定着して

おり、町民サービス的な事業となっている。 

販売は毎年 10 月中旬に実施し、5,000 円で 6,000 円分の商品券と 1,150 セット販売して

おり、即日完売状態である。 

本事業実施に当たっては、本会と今別町が年２回事業による効果とその成果検証を行い、

更なる事業改善策を講じ、地域経済の活性化を図っている。 
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②．地場産品消費拡大事業 

ⅰ．津軽海峡今別産ウニまつり 

地場の特産品である今別産のウニをメインに広く消費者にＰＲし消費拡大を目的に

毎年 6月下旬に開催する。竜飛今別漁協の全面協力により「ウニ丼」の提供を実施し、

ブランド化を図る事業である。併せて、海産物や農産品等の販売を実施している。 

実施内容については、竜飛今別漁協と今別町・商工会で事前に年２回検討会議を開催

し協議のうえ実施し、終了後は実施内容を検証し改善に努めている。 

今後は、「海面養殖サーモン」についても本事業に取り込み消費拡大を目指す計画で

ある。 

ⅱ．お盆・歳末朝市 

お盆と正月料理の食材提供を目的とし、農業・漁業の一次産業者をメインとする地場

産品の消費拡大を目的に、竜飛今別漁協の敷地内において朝市を実施している。 

本事業も長年実施してきた実績があり、根強い人気があり朝早くから多くの買い物客

で賑わる事業である。 

実施内容については、竜飛今別漁協と今別町・商工会で事前に年２回検討会議を開催

し協議のうえ実施し、終了後は実施内容を検証し改善に努めている。 

 
③．街なか商店街にぎわい創出事業 

ⅰ．いまべつ 晩げ 交流フェスタ 

賑わいが衰退する商店街区おいて、町民ふれあい広場を会場に地域住民等が集うビア

ガーデンを夏休み期間中に一日間実施する。単発のイベントであり継続的な効果は得ら

れないが、その日に限り街は賑わいを取り戻し多くの地域住民の交流の場となる。 

 

④．地場産品等販売所支援事業 

ⅰ．地場産品等販売所「なもわ～も」 

賑わいが衰退する商店街区おいて、街なか活性化を目的とする地場産品の直売所運営

支援を実施する。竜飛今別漁協の一階フロアを借用し直売所を開設。町内の農業者や漁

業者、加工グループ等に声をかけ、食の提供の場、観光の拠点、町民の憩いの場として

４月から１１月頃まで期間運営している。メディア等でも取り上げられ、域外からの観

光客も多く立ち寄る施設となっている。 

「なもわーも」出店者を集め、月１回出店者会議を開催し運営会議を開催している。 

 

⑤．地域活性化主要イベント事業 

今別町では、「春まつり」「荒馬まつり（夏まつり）」「秋まつり」が毎年実施されてい

る恒例の地域活性化イベントである。それぞれ実行委員会が組織され、行政・商工会・

農協・漁協・郷土芸能団体・観光協会等の関係団体で構成されている。実行委員会は適

宜に通年に渡り開催されており、イベントに係る協議の他、関係団体の情報交換の場と

して有効に活用されている。 

また、観光協会の事務局は商工会が受託しており、こちらもまた、前段の実行委員会

同様に各種関係団体が漏れなく構成されており、役員会等会議も年１０回程度活発に開

催されており、更なる地域活性化策や各団体による地域活性化の取組みについての情報

交換の場として活用されている。 

尚、北海道新幹線奥津軽いまべつ駅開業後は、各イベント共に新幹線駅利用者を専用

バスによる送迎体制や、二次交通利用促進のための助成制度創設など多様な視点から地

域活性化への対策を協議し対応している。 
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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 
  

９．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資すること 

 

（１）現状と課題 

 ①現状 

これまでは、地域経済の動向や管内事業者に対する経営改善普及事業等についての情報

交換は行われてきたが、その内容は大まかな状況報告程度の物であった。 

しかし近年は、従来の「経営改善普及事業」に「経営発達支援事業」が加わったことに

より、個社支援による取り組み事例についての情報交換が多くなってきている。 

 

②課題 

「経営発達支援事業」が新たに加わったことにより、事業者に対する経営支援は高度な

ものとなり、商工会だけで完結可能な課題では無いケースが多くなってきており、これま

で以上に他の支援機関との連携が求められている。また、事業者自らの持続的発展を支援

する各種施策も創設されており、それらの施策を上手く活用した効率的な伴走型支援によ

る経営支援へと日常業務が変化している。 

これまで以上に、他の支援機関との連携は必要となっており、各種協議会等へ参画し情

報交換の場へ積極的に参加することにより支援力の向上を図る。 

 

（２）事業内容 

 ①小規模事業者経営改善貸付事務連絡協議会（年２回） 

日本政策金融公庫青森支店、青森県商工会連合会、18 商工会（日本政策金融公庫青森支

店管内の商工会）が参画する「小規模事業者経営改善貸付事務連絡協議会」に出席し、そ

れぞれの地域の経済動向と経営支援の取り組み状況を把握するとともに、日本政策金融公

庫の創業支援や経営発達支援に係る融資事例から支援ノウハウの情報収集を行う。 

近年は、個社の課題から事業計画の内容・それに対する資金支援とそれによる効果など、

非常に実践に活かせる事例が多く、それらの情報交換に主眼を置いている。 

 

②東郡地区商工会職員連絡協議会（年２回） 

東郡地区の４商工会で組織している「東郡地区商工会職員連絡協議会」へ出席し、地域の

経済動向や経営発達支援への取り組み状況等について意見交換を行うことにより、支援ノ

ウハウの習得を行う。 

また、年１回外部の支援機関や専門家を招聘し、経営支援内容や取り組み事例を交えた

セミナーを実施しており、経営発達支援事業を進めていく中での他の支援機関との連携に

ついて知識を習得することが出来、支援力向上につながる取り組みとなっている。 

 

③青森県商工会連合会主催の経営支援推進会議等（年２回） 

商工会経営指導員等による経営指導事例発表会や経営支援推進会議等に出席し、支援ノ

ウハウや支援の現状、支援上の問題等について情報交換を行い、当地域における経営発達

支援事業を実施する上での参考とする。 
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１０．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

（１）現状と課題 

 ①現状 

これまでは、主に青森県商工会連合会が実施する職種・階級別の研修会に職員がそれぞ

れ参加し、個人の知識向上を図り支援能力の向上を図ってきた。その内容については、概

略については日常のミーティングで報告はされてきたが、詳しい内容までは共有されてい

なかった。 

 

②課題 

現在当商工会の職員の組織体制は、事務局長１名・経営指導員１名・記帳専任職員１名

の３名体制である。そのため、日常の巡回訪問等により事務所内に１名の職員しか滞在し

ていないケースが非常に多くなり、組織内での情報共有や支援力の平準化はこれまで以上

に必要であると実感している。 

また、事業所の伴走型支援についても、３名の全職員による支援体制を構築し、支援状

況を共有しなれれば、事業所支援にも支障をきたす状態でもある。全員体制による「経営

発達支援事業」を行うに当たり、組織内で支援能力の向上を図り最低限必要な支援知識を

共有する体制を構築することが課題である。 

 

（２）事業内容 

 ①外部講習会等の積極的活用 

経営指導員等の個社に対する支援能力を補うために、青森県商工会連合会が主催する商

工会職員研修会や中小企業基盤整備機構等が主催する大学校研修及び小規模事業者支援研

修会に対し、計画的に経営指導員等を派遣する。 

また、県や東北経済産業局等が開催する支援機関向けのセミナーについても、適宜積極

的参加を計画し、支援機関としての支援力向上を図る。 

講習会参加後は、定期のミーティング時に講義で学習した内容について報告会を実施す

る。 

 

②全職員体制による経営支援（ＯＪＴ） 

３名の全職員による、経営支援体制とする。 

巡回指導や窓口相談の機会を活用し、職域にとらわれる事無くＯＪＴを実行する。これ

により、組織全体としての支援能力の向上を図る。 

 

③職員間の定期ミーティングの開催 

毎週月曜日に行うスケジュールミーティングに、それぞれが受け持っている事業者支援

の状況報告を追加し、情報を共有する。また、支援に係る意見交換を行い、支援計画を立

案し役割分担を行い、効率的な経営支援を行うことにより組織全体としての支援能力の向

上を図る。 

 

④データベース化 

全員体制で経営支援を行いその内容を情報共有するため、案件ごとに共有フォルダーに

支援状況のデータを蓄積し、職員間で情報共有できる環境を整備する。 

また、ペーパーでも案件ごとに時系列に記録を保存し、進捗状況や課題の共有を図れる

体制を構築する。 

 



１７ 

 

１１．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 

 

（１）現状と課題 

 ①現状 

これまでは、事業報告については商工会理事会を経て通常総会において行っているが、

その内容についての評価やその効果等の検証などは行われていなく、改善の提案程度であ

った。 

 

②課題 

経営発達支援事業の実施に伴い、より事業を効果的に実施するためにＰＤＣＡサイクル

を適切に回していく仕組みの構築が必要である。 

それにより、確実に事業の評価を行い、見直し等を検討し事業を適確に遂行する。 

 

（２）事業内容 

 ①．当会の理事会と併設して、今別町、青森県商工会連合会、法定経営指導員、外部有識者として

中小企業診断士をメンバーとする「協議会」を設置する。 

「協議会」は年１回開催し、経営発達支援計画の進捗状況等にについて評価を行い、見直し案

の提示を行う。 

 

②．商工会の理事会において、評価の見直しの方針を決定する。 

 

③．事業の成果・評価・見直しの結果については、総会に報告し、承認を受ける。 

 

④．事業の成果・評価・見直しの結果を今別町商工会ホームページへ掲載し、地域の小規模事業者

等が常に閲覧可能な状態とする。 
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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 

（令和４年１１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： 真土 佑樹 

■連絡先： 今別町商工会  TEL．0174-35-2014 

 

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。 

 

（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

 

①商工会／商工会議所 

  〒030-1502 

   青森県東津軽郡今別町大字今別字今別 45-2 

    今別町商工会 

     TEL：0174-35-2014 ／ FAX：0174-35-3918 

     E－mail：imabetu@aomorishokoren.or.jp 

  

②関係市町村 

  〒030-1502 

 青森県東津軽郡今別町大字今別字今別 167 

  今別町 産業観光課 

     TEL：0174-35-3005 ／ FAX：0174-35-2298 

     E－mail：sangyo@town.imabetsu.lg.jp 

 

【今別町商工会】 

事務局長    １名 

法定経営指導員 １名 

記帳専任職員  １名 

【 今 別 町 】 

産 業 観 光 課 
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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 660 660 660 660 660 

 

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 

３．経営状況の分析に関すること 

４．事業計画策定支援に関すること 

（セミナー開催費） 

５．事業計画策定後の実施支援に関す 

６．需要動向調査に関すること 

 （調査経費・商品開発費） 

７．新たな需要の開拓に寄与する事業

に関すること 

（展示会等出展費用） 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

８．地域経済の活性化に資する取組に 

 

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 

９．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 

10．経営指導員等の資質向上等に関す

ること 

11．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 

 （協議会運営費） 

 

【600】 

0 

0 

200 

 

0 

200 

 

200 

 

 

 

【0】 

0 

 

【60】 

 

0 

 

0 

 

60 

 

 

【600】 

0 

0 

200 

 

0 

200 

 

200 

 

 

 

【0】 

0 

 

【60】 

 

0 

 

0 

 

60 

 

 

【600】 

0 

0 

200 

 

0 

200 

 

200 

 

 

 

【0】 

0 

 

【60】 

 

0 

 

0 

 

60 

 

 

【600】 

0 

0 

200 

 

0 

200 

 

200 

 

 

 

【0】 

0 

 

【60】 

 

0 

 

0 

 

60 

 

 

【600】 

0 

0 

200 

 

0 

200 

 

200 

 

 

 

【0】 

0 

 

【60】 

 

0 

 

0 

 

60 

 

 

（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 

県補助金、町補助金、商工会自主財源（会費、手数料収入等） 

 

 

（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 

・青森県 青森県青森市長島 1-1-1 知事 三村申吾 

・青森県商工会連合会 青森県青森市新町 2-8-26 会長 一戸善正 

・日本政策金融公庫青森支店 青森県青森市長島 1-5-1 事業統括 北山達郎 

・公益財団法人２１あおもり産業総合支援センター 青森県青森市新町 2-4— 1 理事長 今喜典 

 （以下、「２１あおもり」） 

連携して実施する事業の内容 

①．地域の経済動向調査に関すること《連携先：青森県、青森県商工会連合会》 

②．事業計画策定支援に関すること 

《連携先：青森県商工会連合会、２１あおもり、日本政策金融公庫》 

③．事業計画策定後の実施支援に関すること 

《連携先：青森県商工会連合会、２１あおもり、日本政策金融公庫》 

④．需要動向調査、新たな需要開拓に寄与する事業に関すること 

《連携先：青森県、青森県商工会連合会、２１あおもり、日本政策金融公庫》 

 

連携して事業を実施する者の役割 

①．青森県で実施している商業市場調査や、青森県商工会連合会で取り纏めしている青森県版の景況

調査報告書等を活用、域内の経済動向の分析・情報交換。 

②．事業計画策定にあたり専門的知識を要する場合に、青森県商工会連合会や２１あおもりの専門家

派遣。 

  また、事業計画策定にあたり資金手当てを要する場合には、日本政策金融公庫と連携し確実な事

業計画策定、金融支援。 

③．事業計画策定後の実施支援に関し、専門的知識を要する場合に、青森県商工会連合会や２１あお

もりの専門家派遣。 

④．商品開発や改良など専門的知識を要する場合に、青森県、青森県商工会連合会、２１あおもりの

専門家派遣。また、補助事業等の施策活用。 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今別町 

今別町商工会 

小規模事業者等 

【専門家等】 

エキスパート 

よろず支援拠点 

事業引継ぎセンター 

 

【関係機関】 

青森県 

日本政策金融公庫 

21 あおもり 

青森県商工会連合会 

連携 


