
 

 

 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

外ヶ浜町商工会（法人番号：4420005002301 ） 

外ヶ浜町   （地方公共団体コード：023078） 

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・創業支援強化。 

（２）経営動向調査等や経営分析による事業者の改善支援強化。 

（３）豊富な地域資源の活用による地域経済の発展支援強化 

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 

     小規模事業者の今後の経営方針や経営改善の提案を図るための事業計画策

定支援調査資料とする。 

 ２．経営状況の分析に関すること 

     巡回訪問・窓口相談により経営分析を行う事業者の情報収集やセミナーの

開催を通じて、財務状況や経営方針・課題等を踏まえて経営分析を実施し、

事業経営計画書の重要性を認識して頂き、事業計画策定支援の資料とする。 

 ３．事業計画策定支援に関すること 

    ①経営分析をおこなった事業者全員の事業計画策定支援を行う。 

②事業計画策定セミナーを実施し、事業計画策定支援を行う。 

 ４．事業計画後の実施支援に関すること 

     事業計画策定者・承継計画策定者・創業者計画策定者に対し、定期的な巡

回による進捗状況の確認、分析を行い、状況によっては事業計画の見直しや

外部専門家と連携し、今後の経営方針等の提案等個社のフローアップ支援を

行う。 

 ５．需要動向調査に関すること 

     蟹田・平舘・三厩地区の観光地において、観光地全体の知名度の向上等の

ためにアンケート調査を実施し、調査結果を分析したうえでお土産品販売店

及び宿泊業社へフィードバックすることで、新商品開発支援及や新たな観光

ルート提案及び観光交流人口の増大を目指し、宿泊者の誘客を図る。 

 ６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

     物産展等の開催情報を提供し、出店や商談会等の個別指導、ＩＴ活用によ

る販路拡大支援を行う。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

上磯地区人・物・景観行動委員会による観光ルートのパンフレット作成や

ＳＮＳ等のＩＴを利用した誘客に努める。またイベントの支援拡充や働き方

改革に伴う地域活用事業により、商工会・農業協同組合・漁業協同組合と連

携を図り、農水商工連携の取り組みを行う。 

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．行政及び地域金融機関との情報交換を行う。 

   ・金融懇談会を開催し、地域経済動向、景気動向、資金調達や資金需要動向等

金融面から見た支援ノウハウについて情報交換する。 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

   ・外部専門家との帯同訪問による職場内人財育成及び経営発達支援会議を行う。 

３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

・外部の有識者で構成する事業評価委員会による成果の評価、検証し事務局内

の見直し案の策定後、理事会の承認を経て事業成果の公表を行う。 

連絡先 

外ヶ浜町商工会 

所在地 〒030-1303 青森県東津軽郡外ヶ浜町字蟹田 159 

    ℡0174-22-2441 fax0174-22-3135 

    E-mail    sotogahama@waltz.ocn.ne.jp 

外ヶ浜町 産業観光課 

所在地 〒030-13933 青森県東津軽郡外ヶ浜町字蟹田高銅屋 44-2 

    ℡0174-31-1228 fax0174-31-1229 

    E-mail    kankou@town.sotogahama.ig.jp 

 

mailto:sotogahama@waltz.ocn.ne.jp


- 1 - 

 

（別紙１） 

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外ヶ浜町の現状 

当町は、青森県津軽半島の最北端・龍飛崎を含む、津軽半島北部に位置しています。

東は陸奥湾に面し、西は中山山脈を隔てて北津軽郡の市町が隣接。南は蓬田村と隣接し、

北は今別町をまたいで当町三厩地区があります。当町の三厩地区は飛び地となってお

り、東西約27km、南北約25km、総面積230.30k㎡となっています。 

津軽国定公園龍飛崎をはじめ、風光明媚な景観の観光資源や固有の伝統文化行事等を

受け継ぎ、海と山と川の恵みとともに生きる町です。 

地勢は、津軽半島中央部を南北に連なる中山山脈から、海岸線に向けて流れる河川に

沿って平地部が形成され、集落と耕地のほとんどは海岸線及び河川の流域に沿って位置

しています。総面積の約90％が山林で、その多くは国有林であり、農用地及び宅地の割

合はわずかとなっています。 

気象は、夏季が短く冬季が長い積雪寒冷地帯となっており、年平均気温は10℃前後と

冷涼で、降水量は1,500mm前後、冬季積雪期間は12月から3月までとなっています。 

春の終わりから夏にかけて、オホーツク海の冷気を含んだ偏東風（以下、「ヤマセ」

という。）による低温が続くことがあり、農作物に大きな影響を与えることもあります。 

また、冬は偏西風が強く、降雪の日が多いため日照時間も少なく、冬道の交通をはじ

め町民の日常生活に支障をきたしています。 

当町の人口は、平成27年は6,794人で、昭和40年と比較して、50年間で約65％、約1.1

万人減少しています。第1次産業では、農業の兼業化が進み、経営規模が零細になって

いるほか、水産業では、資材高騰による漁業経費負担の増加など、経営が厳しく後継者

不足が懸念されています。 

雇用の場が少ないことから、新規学卒者を中心とした若年者が首都圏及び都市部の就

職を機に町外へ転出し、少子高齢化による地域活力の低下が懸念されています。 

 

人口並びに世帯数の推移 

               （単位：人・世帯） 

項  目 Ｈ１７年 Ｈ２２年 Ｈ２７年 Ｈ３1年 

人  口 ８,７２８ ７,７６１ ６,７９４ ６,０２４ 

世 帯 数 ３,２７５ ３,１６５ ３,０５５ ２,８９２ 

※商工会調 

②産業の現状 

町の基幹産業は、第 1 次産業のホタテの養殖業が盛んに行われ、出荷額８.１億円で

県内でも上位にランクされています。しかしながら、ご多分に漏れず後継者不足が悩み

となっており、後継者育成に力を入れようと思考錯誤しています。交通機関においては、

鉄道はＪＲ津軽線三厩駅～青森駅間の在来線が通っており通勤・通学の足として運行さ

れています。 

また、道路は国道280号線バイパスと旧国道を有しており、県庁所在地であり、経済

と流通の中心地である青森市と４５分程度で結ばれ、経済並びに生活圏に入っていま

す。 
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農業構造については、昭和40年代から兼業化が進み、経営規模が小さいことから、近

年は恒常的勤務による安定兼業農家が増加し、土地利用型農業を中心として農業の担い

手不足が深刻化しています。 

林業経営は生産期間が長期にわたり、財産投資的性格が強く副業的傾向にあるため、

短期間で生産される樹種への転換を進めるとともに、生しいたけや木炭等特用林産物の

安定供給や生産基盤である林道網の整備を進めるなど、林業経営の効率化に努めていく

必要があります。 

水産業については、陸奥湾沿岸と津軽海峡地域で業種が異なり、陸奥湾湾口部は、潮

流が速く、春から夏において、ヤマセの影響により時化が続き、冬は低気圧の影響によ

る波浪が厳しい気候風土になっています。ホタテ貝養殖においては、へい死リスクが高

く、１年未満の加工原料向け半成貝に特化せざるを得ない海域となっています。 

定置網、刺し網漁業においては、燃油、資材等の高騰により漁業経費負担の増加と魚

介類の消費減少による魚価の低迷が続き、漁家の経営が厳しい現状にあります。また、

漁業協同組合の若年層の組合員数が、極端に少なく後継者不足が懸念されており、津軽

海峡地域は、主力魚種であるマグロ、スルメイカ等の回遊性魚類の来遊量が減少し、漁

業協同組合員を確保するための対策も必要になっています。 

 

③観光事業の現状 

観光面では、北海道新幹線奥津軽いまべつ駅の開業により、青函トンネル開業以来、

蟹田駅が果たしてきた津軽半島の本州側玄関口の役割が終了しました。しかしながら、

当町には、海路として、陸奥湾を横断し津軽・下北半島を結ぶカ－フェリーの発着地点

があり、今後も引き続き、青森県観光の重要な観光ルート拠点としての役割を担うこと

になります。 

主な観光資源としては、三厩地区には、津軽半島最北端に位置する津軽国定公園龍飛

崎の雄大な自然景観のほか、青函トンネル記念館や階段国道など、全国的にも有名な観

光資源が数多くあります。蟹田地区には、作家太宰治や川柳作家川上三太郎の文学碑を

はじめ全国から公募した川柳大賞句碑等が佇み、陸奥湾内の景観がパノラマのように眺

望することができる観瀾山が、国道280号線沿いにあります。平舘地区には、江戸時代

の参勤交代を偲ぶ松前街道の黒松並木の景観や砲台の跡である平舘台場跡があるほか、

白亜の平館灯台が、今もなお、津軽海峡、平舘海峡及び陸奥湾を往来する船舶の航行を

見守っています。 

レクリエーション施設は、海岸線と平行した国道沿いに、海水浴場やオートビレッジ

及びキャンプ場等が整備されています。 

観光イベントとしては、町の特徴的な地域資源を活かし、港まつり・うにの日・龍飛

義経マラソン・みんまや秋の物産フェア等、多彩な観光イベントが開催されています。 

観光情報発信や特産品販売機能のある拠点として、蟹田地区には、津軽・下北半島を

結ぶカーフェリーの乗船窓口も併設された風のまち交流プラザ「トップマスト」、蟹田

駅前にある「蟹田駅前市場ウェル蟹」、平舘地区には、湯の沢温泉「ちゃぽらっと」「お

だいばオートビレッジ」、三厩地区では、龍飛埼灯台駐車場にある店舗のほか、総合交

流促進センター「かぶと」、龍飛岬観光案内所「龍飛館」等があります。 
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産直施設等の開設状況 

地区名 施 設 名 称 施設管理者 

蟹田地区 
蟹田駅前広場物産施設「ウェル蟹」 

風のまち交流プラザ「トップマスト」 

蟹田駅前広場物産施設運営協議会 

(株)東洋建物管理 

平舘地区 
道の駅たいらだて内 

外ヶ浜町中山間地域活性化施設 
平舘観光協会 

三厩地区 
外ヶ浜町総合交流促進センター 

「かぶと」 
(株)大豊 

※当町の産直施設は、指定管理者により運営されています。 

 

観光客入込数等の推移                     （単位：人） 

区   分 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ 

観光客入込数 ３７２,７７１ ３２５,７１７ ３２４,６３８ 

 宿泊客 ３６,５６５ ３９,０４７ ３７,３６１ 

（青森県観光客入込客統計及び町産業観光課） 

 

④課  題 

これまでの既存企業の事業活動の充実に加え、少子高齢化と人口減少に対応した生産

技術の向上が期待される雇用環境の整備や農林水産業と商工業が連携した、新たな取組

みによる産業振興策が求められています。そのためには、農林水産業の担い手の育成や

生産技術の向上により、各経営体の経営力を強化することが必要です。 

外ヶ浜町 

（三厩地区） 

外ヶ浜町 

（平舘地区） 

（蟹田地区） 
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経営規模が小さい地元商店は、近年、集客力が低下しているものの、今日まで地域に

根ざした事業活動を継続していることから、商業機能のみならず、高齢化社会等の地域

ニーズに対応した機能を生かしつつ、商店（街）の再活性化を図り、賑わいのあるまち

を形成する必要があります。 

現在、町民の大半が郊外型の大型店舗を利用している実態を踏まえながら、従来から

ある商店（街）と郊外型の大型店舗のそれぞれの特性を生かした商業振興と地域づくり

が必要となっています。 

豊富な観光資源があり、キャンプ場やコテージなど自然を活かした宿泊場所があるも

のの各要素をつないだ観光メニューの提案までにいたっておらず、着地型・体験型観光

の受入体制が整っていないことが課題となっています。このため、農林水産業の体験メ

ニューを構築しながら、恵まれた景観や歴史文化遺産等を繫げた観光産業の振興を図る

必要があります。 

商工業者数（小規模事業者数・会員数） 

商工業者数 うち、小規模事業者数 会 員 数 

２４２ ２１７ １７５ 

                         令和元年１０月１日商工会調 

業種別事業者数（小規模事業者数） 

建設業 製造業 卸売業 小売業
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（４）目標の達成に向けた方針 

①人口減少に比例して小規模事業者の減少を避けるため、事業承継の重要性を認識しつ

つ、後継者の対象となる親族がいる場合においても承継できない事例があることか

ら、第３者への承継も考慮し、専門家派遣等（税理士や継承支援センター）も活用し

事業承継の支援強化を図る。 

また、今後の社会環境や高齢化社会を鑑み、介護、福祉、医療、保健の各分野にお

ける生活関連サービス業の創業の支援強化を図る。 

 

 

②巡回訪問の強化に取組むことを基本とし、経済動向調査や経営分析により抱える課題

を一つ一つ明確に、データ化、保存、共有により、売上・利益の向上、経営改善等、

個社に応じた事業計画の策定を促し、経営力向上と持続的発展に向けた伴走型支援の

強化を図る。 

 

③関連団体と連携を図り、インターネット等により首都圏を中心に情報発信や従来から

開催しているイベントを通じて、地区内の観光地の知名度の向上、宿泊を伴う観光交

流人口の増大やアンケート調査による特産品、お土産品の新商品開発を目指し地域経

済の発展を図る。 
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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（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 

 当商工会は地域内の経済動向調査の重要性の認識が低く調査は実施しておらず、巡

回訪問や窓口相談時におけるヒアリングによる少数企業の景況把握に留まっており、

他機関から様々な経済動向調査結果が公表されているにも関わらず、有効活用はなさ

れていなかった。 

 今後は、持続的な経営や新たな事業展開に向け、地区内小規模事業者の景気調査や

外部データを収集、整理、分析し事業計画策定基礎資料として活用。また、会員以外

にも巡回訪問やホームページ等を通して情報提供を行う。 

 

（２）事業内容 

①外部データの活用 

  効率的な経済活性化を目指すため、経営指導員が「ＲＥＳＡＳ」（地域経済分析シス

テム）を活用した地域の経済動向分析を行い、年４回（四半期に１回）公表するとと

もに小規模事業者の事業計画策定支援等に反映する。 

②地区内の景気動向等についてより詳細な実態を把握するため、全国商工会連合会が行

う「小規模企業景気動向調査及び中小企業景況調査」で、地区小規模事業者の景気動

向等について、年４回（四半期に１回）調査・分析・公表を行う。 

調査対象 
製造業 小売業 建築業 

飲 食 

宿泊業 
サービス業 計 

１０件 ３０件 ３０件 １０件 ２０件 １００件 

調査項目 売上額・仕入価格・経常利益・資金繰り・雇用数・設備投資等 

調査方法 調査票を郵送し返信用封筒で回収する。 

分析手法 
経営指導員が外部専門家と連携して分析し、今後の事業方針や経営改善等

のデータとして活用する。 

 

（３）成果の活用 

①情報収集・調査・分析したデータを保存・共有し、経営指導員等が行う巡回訪問を行

う際の参考資料とする。 

②ホームページに掲載し、広く管内事業者等に周知する。 

③蓄積されたデータを基に事業計画策定や経営力向上の資料として有効活用していく。 

（４）目 標 

 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

外部データによる 

調査結果公表回数 
４回 ４回 ４回 ４回 ４回 

地区内の小規模企業 

景気動向調査公表回数 
４回 ４回 ４回 ４回 ４回 
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３．経営状況の分析に関すること 

（１）現状と課題 

小規模事業者の経営分析は、所得税青色申告決算書や収支内訳書による補助事業の申

請や金融相談としての対応にとどまり、専門的な経営分析の知識が不足しているため、

今後はセミナーの開催や専門家派遣等を活用し、個社の経営方針・経営解題等を踏まえ

事業計画策定支援の強化を図る。 

 

（２）事業内容 

①巡回訪問・窓口相談により経営分析を行う事業者の情報収集 

②経営分析を行う事業者発掘のためのセミナーの開催 

対 象 者 
巡回訪問・窓口による事業所の選択やセミナーの参加者の中か

ら、意欲的で販路拡大の可能性が高い３０件を選定 

分析項目 

（セミナー内容） 

・財務分析手法（売上高・経常利益・損益分岐点・粗利益率等） 

・ＳＷＯＴ分析手法（強み・弱み・脅威・機会等）  

分析手法 
中小機構の“経営計画つくるくん”等のソフトを活用し経営指導員

が分析 

 

（３）成果の活用 

①分析結果は、当該事業者にフィードバックし、事業計画の策定支援に活用する。 

②分析結果は、データ化し内部共有することで、経営指導員等のスキルアップに活用す

る。 

③小規模事業者持続化補助金などの申請に係る伴走型支援に活用する。 

 

（４）目 標 

 現 状 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度  

セミナー開催件数 ２回 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 

分 析 件 数 - ３０件 ３０件 ３０件 ３０件 ３０件 

 

 

４．事業計画策定支援に関すること 

（１）現状と課題 

事業計画策定への取組みは不足しており、事業経営の意義や重要性に対する理解が浸

透していなかった為、セミナーの開催内容を見直すなど、今後改善し実施する。 

 

（２）支援に対する考え方 

 小規模事業者に対し、事業計画策定の意義や重要性を漠然と述べても、実質的な行動

や意識変化を促せる訳ではないため、「事業計画策定セミナー」のカリキュラムを工夫す

るなどにより、２．で経営分析を行った事業者の中から１０件の事業計画策定を目指す。 

 また、商工会内に事業承継・創業窓口を設置し対応をするほか、巡回訪問時による告

知や、ホームページによる「事業承継・創業支援相談窓口設置」のＰＲ情報を掲載する

など広く情報発信をする。 
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（３）事業内容 

①事業計画策定 

対 象 者 経営分析をおこなった事業者を対象とする 

手 段 ・ 手 法 

①事業計画策定セミナーの受講者に対し、経営指導員が担当制で張

り付き、専門家も交えて確実に事業計画の策定に繋げていく。 

②創業予定者や創業後３年以内の起業者を対象として、事業目標や

経営理念、経営に対する想い、事業領域等を明確にし、地域経済

動向調査、需要動向調査などを踏まえ、将来性、収益性等総合的

に勘案し事業計画の策定に繋げていく。 

②事業計画策定セミナーの開催 

募 集 方 法 

経営分析を行った事業者に参加要請の通知をする。また、窓口やホ

ームページによって把握した創業したい方や事業承継した方への

参加要請。 

セミナーの回数 年１回 

カリキュラム 専門家と連携し、参加者に適したカリキュラムを作成 

参 加 者 数 
現 状 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度  

- ２０人 ２０人 ２０人 ２０人 ２０人 

（4）目 標 

 現 状 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度  

事業計画策定件数 

（事業承継含む） 
- ８件 ８件 ８件 ８件 ８件 

創業事業計画 

策定件数 
- ２件 ２件 ２件 ２件 ２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 

設備資金融資導入後の設備の確認や小規模事業者持続化補助金採択後の報告書作成支

援にとどまっており、事業計画策定後の定期的なフォローまでには至っていなかった。 

今後は、事業計画を策定した全ての事業者に対して計画策定後の進捗状況の確認をす

るため、定期的な巡回訪問によるフォローアップを行うよう今後改善し実施する。 

 

（２）事業内容 

①事業計画策定者へのフォローアップ 

事業計画の進捗状況等により、巡回訪問回数を増やして集中的に支援すべき事業者と、

ある程度順調と判断し訪問回数を減らしても支障ない事業者とを見極めた上で、フォロ

ーアップ頻度を設定する。具体的には、事業計画策定１０社のうち５社は毎月１回、５

社は四半期に１回とする。 

但し、事業者からの申出等があった場合は、臨機応変に対応する。 

尚、進捗状況が思わしくなく、事業計画にズレが生じていると判断される場合は、外

部専門家など第三者の視点を必ず投入し、当該ズレの発生要因及び今後の対応方策を検

討のうえ、フォローアップ頻度の変更等を行う。また、個々の事業者の進捗状況に合わ
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せて必要な時に必要なだけの伴走型支援を基本とする。 

②事業承継計画策定者へのフォローアップ 

事業承継者については、事業が軌道に乗るまで四半期毎に 1回の巡回訪問を基本とし、

場合によっては、資金繰りや売上達成状況等について支援・指導を行う。 

また、より複雑化した課題等については外部専門家と連携し支援を行う。 

③創業者計画策定者へのフォローアップ 

創業者に対する支援は、新たなビジネスモデルを構築し、軌道に乗せていくためにも

きめ細やかな支援が必要となることから、フォローアップの頻度を高め、重点的に毎月 1

回の巡回訪問を基本とし、資金繰りや販路開拓の状況など創業計画の進捗状況を確認し

ながら、経営、税務、金融等の総合的な指導を行っていく。 

また、経営資源が乏しい等の理由から計画を実行していない場合や、計画通りに動け

ず実施時期を逃し計画効果が薄れるような場合は、計画の変更や外部専門家と連携を図

り支援を行う。 

④外部専門家派遣との連携及び活用 

上記①から③の事業計画策定者へのフォローアップについて、外部専門家の支援が必

要な場合には、青森県よろず支援拠点や青森県事業引継ぎ支援センター、青森県商工会

連合会のエキスパートバンク制度、日本政策金融公庫を含む金融機関、中小機構の専門

家派遣制度を活用し、個社に合わせた事業計画達成に向けてのフォローアップを行う。 

⑤データの活用 

事業計画策定後のフォローアップで把握した事業の進捗状況並びに商工会の対応内容

等については、その都度「企業カルテ」に記入し管理するとともに、全職員が把握でき

るよう情報を保存・整理・共有して活用する。 

 

（３）目  標 

 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 
 

①事業計画策定者 
フォローアップ対象事業者数 

（事業承継含む） 
８社 ８社 ８社 ８社 ８社 

②創業者 

フォローアップ対象事業者 
２社 ２社 ２社 ２社 ２社 

訪問頻度（延回数） ８０回 ８０回 ８０回 ８０回 ８０回 

売上１０％以上の 

 増加事業者数 
３社 ３社 ３社 ３社 ３社 

 

粗利益３％以上の 

増加事業者数 
３社 ３社 ３社 ３社 ３社 

 

訪問頻度の回数根拠【５件×１２ケ月（６０件）+５件×４半期毎（２０件）計８０件】 

 

６．需要動向調査に関すること 

（１）現状と課題 

当地区内には全国的にも有名な観光資源が数多くあり、キャンプ場やコテージなど自

然を活かした宿泊場所があるものの各要素をつないだ観光メニューの提案まで至ってお

らず、着地型・体験型観光の受入体制が整っていないのが課題となっています。このた

め農林水産業の体験メニューを構築しながら、恵まれた景観や歴史文化遺産等を繋げた

観光振興を図る必要があります。また、アンケート調査を参考に観光地のＰＲ活動や誘

客に向けた関連する事業所の顧客ニーズに対応する意識改革が課題となっております。 
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（２）事業内容 

当地区内（蟹田・平舘・三厩地区）の観光地において、観光地全体の知名度の向上や

誘客を増やすためにアンケート調査を実施し、調査結果を分析したうえで、食品製造業、

土産品販売業、宿泊業社へフィードバックすることで、お土産品開発支援や事業方針の

変更、分析結果を事業計画に反映し経営改善等を図る。また、観光資源関連団体の組織

づくりを構築し、新たな観光ルートの模索や観光地をホームページ等に掲載しＰＲ活動

を実施する。 

調査手段・手法 

観光客対象にアンケート調査（１５０人） 

・蟹田地区：７月中旬開催の「港まつり（５０人） 

・平舘地区：７月第１日曜日開催の Oh！だいばうにの日（５０人） 

・三厩地区：１０月上旬開催のみんまや秋の物産フェア（５０人） 

施設来場者対象にアンケート調査（６０人） 

・蟹田駅前広場物産施設「ウェル蟹」（１５人） 

・風のまち交流プラザ「トップマスト」（１５人） 

・道の駅たいらだて（１５人） 

・外ヶ浜町総合交流促進センター「かぶと」（１５人） 

分析手段・手法 
分析結果は、よろず支援拠点の専門家に意見を聞きつつ、経営指導

員が分析を行う。 

調 査 項 目 
観光目的・きっかけ・来場手段・家族構成・宿泊先・お土産品に求

めるもの等 

分析結果の活用 

分析結果を説明及び公表し、関連する事業者（お土産品販売店業４

社・宿泊業８社・食品製造業６社）にフィードバックし、今後の事

業展開、事業方針の変更、新商品（お土産品）の開発等を含めた経

営改善や事業計画策定支援の参考資料とする。また調査結果を参考

に関連団体の組織づくりを実施し、新たな観光ルートの模索やＰＲ

活動を実施する。 

 

（３）目  標 

観光客及び 

施設利用者 
現行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

調査対象数 - ２１０人 ２１０人 ２１０人 ２１０人 ２１０人 

                   （単位：人） 

区分 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

観光客入込数 340,869 357,912 375,807 394,597 414,326 

 宿泊客 39,229 41,190 43,249 45,411 47,681 

※各年度の目標数は平成３０年度の観光客入込数 324,638人及び宿泊数 37,361の５％

増で試算（次年度以降も５％増で試算） 
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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 

小規模事業者は、地域外（近隣市町以外）への販路開拓ノウハウを持ち合わせていな

いため、町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り、

積極的なものではなく、相談等もなかったため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。 

小規模事業者の大きな課題として販路拡大が挙げられ、域内の人口がどんどん減少し

ている状況下で地域外ビジネスを展開する必要性が求められてきている。今後は、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、出店等の提案をしていく。多くの管内小規模事業者に広く情報発信していくことで、

物産展等の出展者や商談に望む企業を増やすことに繋がる。 

支援対象者は、事業計画策定支援を行った事業者や新たな販売機会・商談機会を希望

する事業者に対し、個社の商品や経営資源等分析結果を勘案し、商談会の目的や場所な

ども考慮した上で最適な提案を行う。 

（２）事業内容 

 物産展出展による販路開拓支援（ＢtoＣ） 

①「ニッポン全国物産展」は、毎年 11月に全国商工会連合会が主催し、北は北海道から

南は沖縄まで、全国から 360 以上の出店者が東京都池袋のサンシャインシティに大集

結し昔ながらの名産や地域の特産品、技術を生かした新商品まで、広くＰＲ販売する

イベントである。 

商談会等を活用した販路開拓支援(ＢtoＢ) 

②「青森の正直商談会」は、6月青森産業会館を会場に行われる。（出展者 43社、県内外

バイヤー116 名参加） 

③「FOOD MATCH AOMORI」は、毎年 1月青森県商工会連合会が主催し、ホテル青森を会場

に、（出展者 48名、県内外バイヤー348 名参加） 

この「青森の正直 商談会」と「FOOD MATCH AOMORI」は青森県内の商工業者を対象と

して大手百貨店やスーパーなどのバイヤーによる商談が行われ、県内外へ特産品の販

路開拓支援が行われている。 

今後は、首都圏や地域外に新たな販売機会を求める事業者に対し経営分析結果や需

要動向調査結果を踏まえ、当地域の農林水産物などの地域資源を活用した食品加工業

者や農商工連携事業者等の出店を支援し、販路拡大を目指す機会として活用する。 

出展希望者に対しては、出店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、商談会をより効果的なものとしていくため伴走型で販路開拓を支援する。 

また、出店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。 
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目標数 

支援内容 現状 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

①ニッポン全国物産展 

目標参加事業所数 
- １社 1社 1社 1社 1社 

ニッポン全国物産展 

目標売上 
- 100,000円 100,000円 100,000円 100,000円 100,000円 

②青森の正直商談会 

目標参加事業所 
- ２社 ２社 ２社 ２社 ２社 

青森の正直商談会 

目標成約数 
- ２社 ２社 ２社 ２社 ２社 

③FOODMATCH AOMORI 
目標事業所 

- ２社 ２社 ２社 ２社 ２社 

FOODMATCH AOMORI 

目標成約数 
- ２社 ２社 ２社 ２社 ２社 

 

 

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 

これまでは、地域において人口減少や少子高齢化が進む中で、需要の縮小や地域外への

流出が一段と激しさを増し、また、地域内の郊外型大規模スーパーやホームセンターに需

要が集中する傾向がある。従来の小規模事業者にあっては、一層厳しい現状にある。 

地域経済の活性化に資する取組みとして、当該地区は地域資源活用として「観光資 

源・特産品開発」による交流人口の増加による特産品等の売上向上を目的として、平成２

８年度に設置した上磯地区人・物・景観行動委員会（商工会長・副会長・事務局長で組織）

により、観光客へのアンケート調査を実施して、新たな観光ルートのパンフレット作製等

事業展開中である。 

新たな観光ルートのＰＲや誘客の具体的な取組手法、特産品の開発については、作品等

開発中ではあるが、生産者の確保や機械設備の資金的問題、販売ルート確立等が課題とな

っている。 

（２） 事業内容 

①３商工会（外ヶ浜町・蓬田村・今別町）の会長及び事務局長で構成する上磯地区人・物・ 

景観行動委員会の年２回の開催 

観光資源の活用として、各旅行代理店とタイアップし、観光ルートのパンフレットやＳ

ＮＳ等のＩＴを利用し誘客に努める。 

②イベントの支援拡充 

陸奥湾と津軽海峡に面している特性を生かし、従来よりこの外ヶ浜町では、蟹田地区で

はしらうおとホタテ、平舘地区はうに、三厩地区の津軽海峡本マグロを広くＰＲするまつ

りがおこなわれている。この３つ地区の観光協会のイベントを今後更なる魅力ある地域の

まつりとして、集客を図り商工会としても全面的に支援をして行く。 

③働き方改革（余暇の活用）に伴う地域資源の活用事業 

田んぼの休耕地の活用や体験農園のオーナー募集等、地区内外へ情報を発信し、関係機

関と協議会（商工会・役場担当課・青森農業協同組合蟹田支店・外ヶ浜漁業協同組合で構

成）を設立し、農水商工連携の取り組みを行う。 
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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関すること 

（１）現状の取組みと課題 

これまでの他の支援機関との連携については、日本政策金融公庫のマル経連絡協議会

参加時の金融に関するものや経営改善普及事業等での関係事案が生じた際の税理士派遣

による税務に関するもの等、担当者間の限られた中での情報交換にとどまっており、他

の支援機関で行っている小規模事業者への支援状況やノウハウなどは、組織的に入手管

理する体制(仕組みづくり)は行っていなかった。 

経営発達支援事業の実施に当たっては、商工会全体としての支援能力の向上が求めら

れることから、他の支援機関との情報交換や連携の強化に努め、組織全体としてのスキ

ルアップをしていく必要がある。 

 

（２）事業内容 

①行政、地域金融機関等との情報交換の実施 

外ヶ浜町、金融機関（青森銀行蟹田支店・青森農業協同組合蟹田支店）商工会三役

と年２回（上半期・下半期）金融懇談会を開催し、地域経済動向、景気動向、資金調

達や資金需要動向、信用保証状況、小規模事業者の商品やサービス等の市場動向など

金融面から見た支援ノウハウ等について情報交換する。 

また、得られた情報については、今後の小規模事業者の事業計画策定支援における

重要な管内金融情報となるので、業種別に分類整理し相談業務に活用していく。 

 

②地域の支援機関との情報交換の実施 

○青森県商工会連合会を通じ日本政策金融公庫青森支店主催による「小規模事業者経

営改善貸付事務連絡協議会」が年２回開催され、金融公庫青森支店管内の商工会(21

商工会)が一同に会し地域金融の動向について情報交換を行っている。今後は、この

機会を活かし資金需要等の情報交換だけでなく、金融公庫や他の商工会等の支援ノ

ウハウ、地域内外の経済情勢、支援状況、新たな販路開拓や新商品開発に活かせる

ような市場動向等について年２回情報交換しお互いの支援能力向上に努めていく。 

○東郡地区商工会職員連絡協議会（事務局長を含め１９人）では研修会や情報交換会

が行われている。今後は小規模事業者の経営課題とその解決に向けた経営分析、事

業計画の策定ノウハウ等、経営発達支援事業に関わる支援能力向上を目的とした議

案を取り入れて開催し、青森県よろず支援拠点や青森県商工会連合会のエキスパー

トバンキンク等と連携し有効的な小規模事業者の伴走型支援に努めていく。 

 

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 

これまでの経営指導員等の資質向上対策は、青森県商工会連合会の実施する職種、職

階別の研修に連合会から受講指定された職員がそれぞれ参加するというものであり、参

加者による修得が中心となり、職員間での共有する機会もなく、小規模事業者を支援す

る商工会全体としての能力の向上や組織としての共有の在り方に課題があった。 

 

（２）事業内容 

①青森県商工会連合会や中小機構主催の研修会への参加及び報告会の開催 

経営指導員等職員は、小規模事業者がその時々で抱えている課題を把握し、解決に

導くための伴走型支援のスキルが求められている。そのため、青森県商工会連合会が

主催する義務的な職員研修会だけでなく、中小機構主催の中小企業支援担当者研修会
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のほか各団体が主催する研修会に経営指導員以外の職員も積極的に派遣し、小規模事

業者の支援ノウハウの習得を図る。 

各種研修会参加後は全職員参加による「研修報告会(勉強会)」を開催し支援ノウハ

ウや情報の共有を図り支援能力の向上に努める。 

また、得られた支援ノウハウや各種情報については、一度の研修報告会に留まらず、

職員会議等で繰り返し指導することで職員全体のスキル向上を図り、新たな販路開拓

や新商品開発等、小規模事業者の利益確保に資する支援ノウハウの習得に努めていく。 

・青森県商工会連合会が主催する職員研修会（職種、職階別） 

・中小機構主催の中小企業支援担当者研修会 

②外部専門家との帯同訪問による職場内人材育成 

これまで専門家派遣制度を利用する機会は年 1 回程度と少なく、個社からの依頼に

よるもので経営指導員だけの対応としていた。 

今後は、職場内人材育成として、外部専門家と商工会職員との帯同訪問の機会を増

やし、面談の仕方、ヒアリングのポイント、事業計画策定支援のポイントなど具体的

な支援ノウハウについて学習（ＯＪＴ）し、経営指導員等の資質向上に向けての職場

内研修の充実を図る。 

③経営発達支援事業連絡会議と支援ファイルの保存整備による情報共有 

毎月 1 回、商工会職員並びに町担当課職員による「経営発達支援事業連絡会議」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

ノウハウが経営指導員だけに偏ら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、支援ノウハウや成功事例（支援事例）等については、商工会でデータ保存・共有・

活用することで職員の資質向上に向けた勉強会や行政等との情報交換に活用していく。 

更に、経営状況の分析時に作成する「企業情報カード」についても、事業者ごとにフ

ァイリングしデータ蓄積するほか、ＰＤＦファイルとして保存し情報の共有化を図る。

これにより、各事業者の支援内容や支援経過が一目で把握できるようになると共に、職

員が人事異動等で交替した場合でも、個社支援ツールとして活用でき支援スキームとし

て体制整備が図られる。 
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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 

これまでは、年一回の監査会しか行っておらず、会長立会のもと監事２名による事業

並びに会計の精査を受けるのみで実施されており、事業を詳細に評価する機会がなく、

担当者任せで確実な改善を図る仕組みがなかった。 

これからは、外部有識者による事業評価委員会を設置し評価・検証の機会を設け、そ

の結果をもとに事務局において、次年度に向け事業の見直し案を策定する。 

また、事業の成果・評価・見直しは、商工会のホームページに掲載し地域の小規模事

業者に閲覧可能とする。 

 

（２） 事業内容 

①外部有識者の評価 

外部有識者(青森県商工会連合会・青森銀行蟹田支店・青森農業協同組合蟹田支店)

で構成する事業評価委員会を設置し、事業の実施状況や成果の評価・検証を行い、次

年度に向け見直しの方針を求める。(毎年４月実施) 

 

②事務局内の見直し案の策定 

   事業評価委員会による外部評価をもとに、外ヶ浜町商工会職員及び外ヶ浜町担当

課職員において見直し案を策定する。(毎年４月実施) 

 

③理事会での見直し案の決定 

   事業の成果・評価・見直しについて理事会に報告し承認を受ける。(毎年５月) 

 

 

④事業成果の公表 

事業の成果・評価・見直しの内容については総会資料に掲載し、詳細を事務所に小

規模事業者が常に閲覧できるように配置し、また、商工会のホームページにも公表す

る。(毎年５月) 
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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 

（１）実施体制                      （Ｒ３年４月 1日現在） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

（２）商工会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よる実施体制 

 

①法定経営指導員の氏名、連絡先 

氏 名：船橋勝浩・清水春明 

    連絡先：外ヶ浜町商工会（TEL0174-22-2441） 

 

②法定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等を行う 

 

（３）商工会、関係市町村連絡先 

    

①商工会 

    〒030-1303 

    青森県東津軽郡外ヶ浜町字蟹田 159 

     外ヶ浜町商工会 

TEL0174-22-2441 FAX0174-22-3135 

      E-mail：sotogahama@waltz.ocn.ne.jp 

 

   ②関係市町村 

    〒030-1393    

    青森県東津軽郡外ヶ浜町字蟹田高銅屋 44-2 

     外ヶ浜町 産業観光課 

         TEL0174-31-1228（課直通） FAX0174-31-1229 

      E-mail：kankou@town.sotogahama.lg.jp 

 

 

 

外ヶ浜町商工会 

【事務局長】 

法定経 営指 導員 ２名 

主事（補 助 員）１名 

主事（記帳指導員）１名 

外ヶ浜町 

【産業観光課】 

mailto:sotogahama@waltz.ocn.ne.jp
mailto:kankou@town.sotogahama.lg.jp
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（別紙３） 

経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及び調達方法 

（単位：千円） 

 

Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

必要な資金の額 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

 

Ⅰ経営発達支援事業 600 600 600 600 600 

①経営状況分析 

②事業画策定支援 

③策定後実施支援 

④新たな需要寄与す

る事業 

（200） 

（200） 

（100） 

（100） 

（200） 

（200） 

（100） 

（100） 

（200） 

（200） 

（100） 

（100） 

（200） 

（200） 

（100） 

（100） 

（200） 

（200） 

（100） 

（100） 

Ⅱ地域経済の活性化

に資する取り組み 
150 150 150 150 150 

①地域活性化事業 （150） （150） （150） （150） （150） 

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

ための取り組み 

250 250 250 250 250 

①情報交換 

②資質向上 

③評価・改善 

（50） 

（100） 

（100） 

（50） 

（100） 

（100） 

（50） 

（100） 

（100） 

（50） 

（100） 

（100） 

（50） 

（100） 

（100） 

（備考）必要な資金の額については、見込額を記載すること 

 

調 達 方 法 

会費収入・県補助金・町補助金等 

（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） 商工会及び商工会議所及び関係市町村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 

 

連携して実施するものの役割 

 

連携体制図等 
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