
経営発達支援計画の概要 

実施者名 
十和田湖商工会（法人番号 1420005005653 ） 

十和田市   （地方公共団体コード 022063） 

実施期間 令和２年４月１日～令和５年３月３１日 

目標 

地域の課題の解決に向けて、地域の経済動向調査等を行い、関係諸機関

等と連携しながら課題を解決し、地域内小規模事業者の事業の底上げ、

経営の持続をめざし今後３年間にわたり地域経済の活性化を図ることを

目標とする。 

①地域小規模事業者の経営基盤強化 

②地域資源を活用した新商品の開発や観光資源開発等による観光推進 

③小規模事業者の存続のための事業承継支援、創業支援 

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 

①各機関が発行する景況調査の報告の分析・活用 

②独自アンケート調査による地域の景況の収集・分析 

③データの分析 

２、経営状況の分析に関すること 

①対象事業者の堀り起し 

②非財務分析 

③財務分析 

④専門家派遣による個社の経営分析 

３、事業計画策定支援に関すること 

①事業計画策定の支援 

 ②事業承継計画策定の支援 

 ③創業希望者への事業計画策定支援 

４、事業計画策定後の実施支援に関すること 

①事業計画策定後のフォローアップ 

５、需要動向調査に関すること 

  ①地域資源を活用した特産品に対する需要動向調査 

  ②観光客の満足度調査 

 ６、新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

  ①物産展への出展参加支援及びフォローアップ 

 ②ＩＴ活用による需要開拓支援 

Ⅱ、地域経済の活性化に資する取組 

 １、「十和田湖ひめますブランド推進協議会」への参画 

２、観光活性化の検討 

３、地域活性化事業のブラッシュアップ 

連絡先 

十和田湖商工会 

〒039-0301 青森県十和田市大字奥瀬字中平 61-1  

 ℡（0176）72-2201/Fax（0176）72-3050 

 E-mail：towasho@crocus.ocn.ne.jp 

十和田市  農林商工部 商工観光課 

 〒034－8615 青森県十和田市西十二番町 6-1  

℡（0176）51-6773/Fax（0176）22-9799 

E-mail：shokokanko@city.towada.lg.jp 
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【人口】 

市の人口は年々減少しており合併当初（平成 17年）、総人口 68,808 人あったものが

現在では 61,210 人（平成 31 年 3 月末）と約 7,500 人もの人口が減少しています。平

成 30年 3月末の人口 62,501人と比べても、約 1,300人も人口が減少しています。  

その中でも生産年齢人口（15～64歳）が減少、老齢人口（65歳以上）が増加傾向と

なっています。 

十和田湖商工会が管轄する地区の旧十和田湖町地区に関しては人口が 4,092 人（平

成 31年 3月末）となっており、市全体と同様に老齢人口が増加傾向となっています。 

 
 

②十和田市（旧十和田湖町地区）の小規模事業者の現状と課題 

地区内の事業者数・小規模事業者数はともに減少を続けており、特に飲食店・宿泊

業は平成 20年度に比べ小規模事業者数が 50→30と高い減少率を示しています。 

 

【旧十和田湖町地区内の事業者数の推移】 

（ ）内は小規模事業者数  

業種 H17年度 H20年度 H25年度 H27年度 H30年度 

建設業 52（52） 52（52） 40（40） 40（40） 40（40） 

製造業 12（12） 12（12） 10（10） 10（10）  8（ 8） 

卸売業 15（14） 15（14） 10（ 9） 10（ 9）  9（ 8） 

小売業 50（47） 41（38） 34（31） 34（31） 32（30） 

飲食店・宿泊業 69（56） 63（50） 51（35） 50（34） 46（30） 

サービス業 37（35） 36（34） 31（29） 32（30） 32（30） 

その他 23（21） 21（19） 17（15） 18（16） 17（15） 

計 258（237） 240（219） 193（169） 194（170） 184（161） 

※商工会基幹システムより  
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【業種別の現状と課題】 

〈農林水産業〉 

広大かつ平坦な農地を有し夏季でも冷涼な気候であることから、本市の中でも旧十

和田湖町地区は昭和期以降、県内でも有数の農業・畜産業の盛んなまちとして発展を

遂げてきました。現在でも全国一の生産量を誇るにんにくをはじめ、ながいも、ごぼ

う、ねぎ、十和田湖ひめます、十和田湖和牛などの生産が盛んであり、本市の地域経

済を支える基幹産業として重要な役割を担っています。 

一方、農畜産物の輸入増加や国内の産地間競争の激化による価格低迷など、全国的

にも農林水産業を取り巻く環境が年々厳しさを増すなか、本市においても従事者の高

齢化や後継者不足が進み、生産農家の減少傾向に歯止めがかからない状況が続くなど、

農林水産業は衰退傾向を余儀なくされています。担い手の育成・確保をはじめとする

生産体制の整備、森林や湖・河川などの環境保全や生産基盤の整備などを図ることは、

地域経済の活性化や既存の集落機能を維持するうえでも、極めて重要なまちづくりの

課題の一つといえます。 

 

〈観光業（飲食店・宿泊業、小売業）〉 

日本有数の景勝地である十和田湖・奥入瀬渓流・八甲田山系、また、蔦温泉・猿倉

温泉・谷地温泉といった温泉群など多彩な観光資源を有し県内でも有数の観光地であ

ることから、観光業は地区の主要産業となっています。しかし平成 22年に約 300万人

あった観光入込客数は、平成 23 年の東日本大震災により大きく減少し、平成 26 年で

も約 270 万人と、震災以前の状況まで回復していないのが現状です。また、全国的に

少子高齢化の進展を背景に、地域経済の活性化に向けて観光振興に力を入れる自治体

が増えており、今後さらに観光誘客を巡る都市間競争が激化されると見込まれます。 

他地域からより多くの人や消費を市内へ引き込み、観光振興はもとより、本市全体の

経済の活性化に結び付けるためには、民間事業者との緊密な連携・協力のもと、「十和

田湖ひめます」をはじめとした多彩な地域資源を磨き上げ、付加価値を高めるととも

に、ターゲットを明確にしたより効果的な観光誘客活動を推進し、十和田湖ブランド

の徹底強化を図る必要があります。 

 

※「十和田湖ひめます」とは 

  「ひめ」が付く名前の通り形も色も美しい「ひめます」。淡水魚でありながら、種

類はサケ科の紅鮭。海を知らないまま十和田湖で成長していきます。十和田湖は、「十

和田湖および奥入瀬渓流」として、文化財の特別名勝及び天然記念物に指定されてお

り、水質豊かで水質も極めて良好。大自然に育まれる「ひめます」はくさみやクセは

一切なく、脂がのった甘味のある身質が特徴。特殊な環境条件により、生の刺身でも

食べられます。青森県の地域資源として指定されており、平成 27 年には地域団体商

標に登録されています。 

 

〈商業・サービス業〉 

全国的な傾向と同様に、本市においても人々の日常生活における自動車利用が進み、

日々の買い物の行動範囲が大きく広がるとともに、インターネットの普及などにより、

消費者の選択肢が格段に拡大したことを背景に、既存の商店は年々衰退傾向にありま
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す。一方、地区内の小規模な商店は様々な商品・サービスを提供する商業の場である

とともに、近年は全国的にコミュニティの維持・再生や高齢者の買い物支援など、様々

な地域課題に対する受け皿として機能の維持・向上を図る必要性が高まっています。 

地域の熱意や創意工夫のもと、域内消費の拡大のみならず、地域コミュニティなど

の機能向上にも結び付くよう、来街者のニーズや特徴を踏まえた地域密着型の取組み

に対する事業者支援の強化を図るほか、市民の暮らしの質を高め、買い物困難者の支

援を始め様々な地域課題の解決にも資するよう、多種多様な商業・サービス業の振興

に取り組む必要があります。 

 

〈工業〉 

平成 30年 6月 1日現在、本市の工業は事業所数が 88事業所、従業者数が 3,304人、

製造品出荷額等が 665億 7,993万円であり、平成 25年と比べて事業所数は 4.6％減少、

従業者数は 15％上昇、製造品出荷額は 30％以上上昇しています。この傾向は地区内に

おいても同様で、事業所数は減少傾向となっています。 

また、産業中分類別にみると、食料品製造業が突出しており、市全体の事業所の約

2 割、従業者数の約 3 割、製造品出荷額等の約 5 割を占めています。地域経済の活力

の維持・増進を図るためには、豊富な食の地域資源を活かした食料品製造業の経営力

を強化するとともに、今後も引き続き、市内に立地する既存企業の市外への流出を防

ぎ、市内に立地を希望する企業に対する支援に取り組む必要があります。 

 

③十和田湖商工会の「総合的経済団体」「小規模事業者支援機関」としての役割  

 

当商工会は、地域における総合経済団体として、事業者が抱える問題に対し巡回指

導を中心に積極的に取り組み、一番身近なパートナーとして地域事業者の経営改善に

向けた取組みを行って来ました。今後は小規模事業者支援機関として職員の支援力向

上を図り、指導件数以上にその内容を重視し、各事業者に対し様々な施策等を有効活

用できるよう情報提供しながら、事業計画及び経営計画作成・販路開拓・事業承継等々

の経営改善普及事業（特に経営発達支援事業）を実施し、小規模事業者の持続的経営

発達に向け今まで以上に伴走型で支援していかなければなりません。  

平成10年度には235名あった会員も現在では124名まで減少しており、ここ数年は減

少数に歯止めはかかっているもの、当商工会が実施したアンケート（※１）ではおお

よそ22％の事業所が後継者はおらず、今後5年・10年先には廃業予定、37％の事業所が

後継者等未定であると回答していることからも、事業所数の減少は大きな課題となっ

ています。 

さらに観光振興事業や地域振興事業は、地域産業資源の振興・開発に直結するもの

であり、小規模事業者の経営発達支援事業を進めるにあたり、経営革新や販路開拓等

の伴走型（個社）支援事業とは「両輪」と言っても過言ではありません。よって当商

工会は、地域振興（面的）支援型の事業についても地域の総合経済団体として率先し

てその力を発揮していかなければならないものであり、行政との共通認識と連携のも

と、各種団体や関連機関が実施する各種事業については、その自主性を尊重するとと

もに我々自らも自主的により効果的な支援をしていかなければなりません。 

以上が当会における、「総合的経済団体」「小規模事業者支援機関」としての役割で
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【小規模事業者に対する長期的な振興のあり方】 

上記の十和田市総合計画において目指す姿を実現するためにも、また地区内産業の

現状と課題を踏まえ、今後10年程度の当商工会における小規模事業者に対する長期的

な振興のあり方として、以下を定めます。 

 

◆小規模事業者がより経営しやすい経営基盤・経済環境づくり 

十和田市中心街を管轄する十和田商工会議所との連携をより強化し、お互いの長所

を活用し合いながら、小規模事業者がより経営しやすい経営基盤・経済環境づくりに

貢献していきます。そのためにも、今以上のスキル向上と、伴走型経営発達支援事業

や地域振興事業を通じ、積極的に小規模事業者と関わっていく支援体制を構築します。 

 

◆地域・観光資源の振興と活用促進による地域経済活性化 

にんにく・ながいも・ごぼう・ねぎの主要４野菜や十和田湖ひめます、十和田湖和 

牛などのブランドイメージを保全強化するとともに産地間競争力を高め、販売拡大を

図ります。 

また、新たな特産品等の開発においても、意欲ある小規模事業者に対して積極的に

支援し、経営基盤の強化を図ると同時に、地域の振興においても積極的に取り組み地

域経済活性化を積極的に図ります。 

  「国立公園満喫プロジェクト」に選定された十和田八幡平国立公園を中心に、アク

セスルートの設定やユニバーサルデザインに配慮した環境整備に努め国立公園のブ

ランド化を推進します。 

  多様な主体の意識啓発を図りながら、中心的役割を担う十和田奥入瀬観光機構（十

和田版ＤＭＯ）を設立することにより、経営の視点に立った観光地づくりを推進しま

す。 

 

◆減り続ける小規模事業者数の維持 

廃業による小規模事業者の減少を抑制するとともに、起業への意欲や豊かな経験、

アイディアをもった方による、コミュニティビジネスなどの創出支援に取り組みます。 

 

⑤十和田湖商工会における経営発達支援事業の目標と目標の達成に向けた方針 

小規模事業者に対する長期的な振興のあり方を踏まえ、今後3年間の計画期間におけ

る目標と方針は、以下の通りとします。 

 

◆地域小規模事業者の経営基盤強化 

小規模事業者（個社）を対象に、「経営の建て直し」または「持続的な経営発達」

を図るための新たな需要の開拓や経営革新、販路開拓等を支援していきます。支援に

あたっては、需要動向調査・経営分析・事業計画・経営計画の策定、計画的な資金調

達や目標設定をはじめ、展示会・商談会への参加促進等について、「小規模事業者サ

イドに立った現場レベルでの支援体制」を方針として、様々な施策等を有効活用でき

るよう情報提供を行いながら、小規模事業者の持続的経営発達に向けてこれまで以上
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に伴走型支援を行っていきます。  

 

◆地域資源を活用した新商品開発や資源開発等による観光等推進 

十和田湖の名産である「十和田湖ひめます」を使った地域ブランドのＰＲ・ブラッ

シュアップ等を、平成 27年度に発足した「十和田湖ひめますブランド推進協議会」と

連携して推進します。また、現在行われている「十和田湖ひめます味紀行」事業など

と連携し、「十和田湖ひめます」を活用した観光推進を図ります。 

また、新たな特産品等の開発や自社ブランドの開発に尽力する小規模事業者の掘り

起しを行い、ＩＴ活用等による市内外への情報発信力の強化、展示会や物産展などを

活用した需要開拓等を、各機関と連携して積極的に支援していきます。 

 

◆小規模事業者の存続のための事業承継支援、創業支援 

経営者、事業後継者それぞれが不足しがちな経営知識を補い、経営力向上を図るこ

とを目的として、経営指導員により巡回指導の頻度を高め、経営力の向上に向けた支

援を積極的に行っていきます。 

事業経営者の高齢化が進む中、状況に応じて専門家の支援を仰ぎ、連携を図りなが

ら事業承継を円滑に進めていきます。 

また、産業競争力強化法に基づく市の創業支援計画により、市が行う「十和田市創

業セミナー」や、よろず支援拠点等の専門家派遣等を活用することで、創業・第二創

業者の支援を行います。 

事業承継がうまくいかずに廃業を余儀なくされる小規模事業者を極力減らし、創業

による小規模事業者を少しでも増やすことで、地域経済の活性化に少しでも貢献でき

るように、支援対象者の掘り起こしを行い、各関係機関との連携し事業承継・創業・

第二創業による小規模事業者減少に対する取り組みを、伴走型の支援体制を確立して

積極的に支援していきます。 
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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５年３月３１日） 

 

（２） 経営発達支援事業の内容 

 

Ⅰ、地域の経済動向調査に関すること 

 

２．地域経済動向調査に関すること  

 

【現状と課題】   

地元金融機関、青森県商工会連合会、日本政策金融公庫が発行する景況調査結果の

内容は、これまでは、巡回・窓口相談時において参考資料として説明するに留まり、

小規模事業者の事業計画・経営計画策定の参考資料として十分に活用されていません

でした。  

外部環境である経済全体のマクロ的な好不調の動向に個社の事業の好不調も左右さ

れる傾向が強くなっています。多くの小規模事業者においては、経済動向を把握する

ことは、事業展開を進めていくうえにおいて極めて重要な項目と考えられます。現在

行っている各機関が発行する景況調査報告の分析・活用に加え、巡回・窓口相談時の

聞き取りやアンケート調査等の結果に分析を加えて情報提供することで、小規模事業

者に経営判断の材料と事業機会創出の「気づき」を与え、事業計画策定時の資料とし

て活用します。また、本調査によって当地区内の事業者の現況・当面の経営上の課題

を的確に把握し、事業者への有効かつ的確な支援に役立てます。 

   

【事業内容】 

①各機関が発行する景況調査の収集・分析 

地元金融機関の「景気動向調査」、青森県商工会連合会の「中小企業景況調査」、日

本政策金融公庫の「全国中小企業動向調査」から、四半期毎に情報を収集し、県内の

地域経済動向を把握します。収集した調査結果は、巡回・窓口相談時に聞き取った情

報、ネット de記帳データ分析による当該地区の景況、金融斡旋業務・税務決算支援業

務を通じて得た地域経済の動向を加えてデータを充実させます。 

  

≪調査項目≫ 

A.景況・業況（県内の総括判断、個人消費、雇用情勢、企業収益等） 

B.県内の概況（家計消費、住宅投資、生産、第一次産業の情勢等） 

C.全国の概況（売上、精算、資金繰り、設備投資・価格動向、経営上の問題点等） 

  

②独自アンケート調査による地域の景況の収集・分析 

小規模事業者の景況感等を把握して、個別的かつ具体的な支援策を計画するととも

に、小規模事業者の経営判断や事業計画策定の基礎資料とするために行います。地域

内小規模事業者から、業種別（小売業、宿泊業、飲食業、サービス業、建設業）に各
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業種 5社・計 25社を抽出し、毎年四半期に 1回、全職員が巡回訪問にて、聞き取り調

査をします。 

   

≪調査項目≫ 

A.景況・業況（業界・自社の今後の見通し) 

B.売上・採算(売上、生産、利益) 

C.価格(仕入単価、売上単価、受注単価) 

D.在庫(増減、在庫の過不足) 

E.設備(実施、予定、内容) 

F.経営課題・問題点(課題、問題点) 

G.商工会への要望等(希望する支援策など)  

  

③データの分析 

①及び②で情報収集したデータを経営指導員が「RESAS」（地域経済分析システム） 

や各種センサスを利用して分析を行います。小規模事業者に分かりやすい形で整理・

分析することで経営判断や事業計画策定の基礎資料とします。 

 

【成果の活用】 

分析結果は、②の個社情報を除いた上で当会ホームページにおいて公表し、広く管

内事業者等に周知します。また、巡回訪問時に事業者へ提供します。 

 

【目標】 

 

 

３．経営状況の分析に関すること 

 

【現状と課題】  

これまでは、マル経資金の融資斡旋時、税務申告決算指導時など経営分析の必要性 

が生じた時に実施し、短期的経営課題への提案を行ってきたことに留まり、中・長期

的な事業計画・経営計画作成につながる分析を行ってきませんでした。地域商工業者

が、経営改善・経営革新・企業再生へ移行可能となるための経営実態把握の体制整備

が必要となっています。  

 

内容 現状 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 

①各機関が発行する

景況調査の情報収

集・分析 

未実施 4 回 4 回 4 回 4 回 4 回 

②独自アンケート調

査・分析 

（調査対象者数） 

未実施 
4 回 

（25社） 

4 回 

（25社） 

4 回 

（25社） 

4 回 

（25社） 

4 回 

（25社） 

HPへの公表回数 未実施 4回 4回 4回 4回 4回 
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【事業内容】  

データの収集・指導項目シート等を作成し、機動的に個社に対する経営指導を行え

るよう、商工会職員の企業訪問により把握した経営実態や、収集した企業情報の共有

環境整備を実施します。合わせて巡回・窓口相談指導や各種セミナーの機会に経営分

析を必要とする対象者の掘り起こしを行い、経営分析につなげます。 

また、専門的な分析が必要な場合は関係機関（よろず支援拠点、中小企業基盤整備

機構等）と連携して行います。このことにより、非財務面と財務面の両面から個社の

現状分析・現状把握を行い、事業目標を実現するための取組みにつなげます。   

 

①対象事業者の掘り起し 

各種経営セミナー、巡回・窓口相談等を通して、経営分析の重要性・必要性を説明

し、対象事業者の掘り起こしを進めていきます。また、マル経資金や小規模事業者持

続化補助金等の相談を通しても事業計画策定の意義・必要性を理解してもらい、対象

事業者の掘り起こしを行います。 

 

②非財務分析 

企業の経営実態データ収集用のデータシートを作成し、経営分析を希望する事業者

に対しては、全職員が担当となって巡回・窓口相談にてヒアリングにより必要な情報

（強み、弱み、脅威、機会等）を聞き取り、小規模事業者が日頃気づいていない経営

課題を改めて認識可能にします。 

聞き取った情報をもとに、経営指導員が非財務分析 (競合店分析、PEST、分析、SWOT

分析手法による分析等)を実施します。 

 

③財務分析 

ネット de記帳の事業者に対しては、システムに組み込まれている財務分析一覧表を

活用し、下記項目の財務分析を行います。 

ネット de 記帳未利用事業者に対しては「ローカルベンチマーク（経済産業省）」や

「経営自己診断システム(中小企業基盤整備機構)」を活用し、経営指導員が売上高、

経常利益、損益分岐点、粗利益率等、財務諸表の値などを基に計数分析の面から下記

項目の財務分析を行います。 

 

≪分析項目≫ 

A、収益性（売上高対営業利益率・経常利益率他） 

B、生産性（労働分配率他） 

C、安全性（固定長期適合率他） 

D、資本効率（受取勘定・支払勘定回転率、商業者の場合の商品回転率） 

E、損益分岐点 

F、キャッシュフローの分析 

 

得られた情報は地域小規模事業者の経営実態把握基礎データとして、随時商工会が

所有するデータベースに蓄積し、より詳細な経営実態把握と活用に努め職員間の情報

共有も円滑に行います。 
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④専門家派遣による個社の経営分析  

事業承継、経営革新等、日常の巡回指導及び窓口相談では対応不可な高度な専門的

な経営課題を有する小規模事業者に対しては、青森県商工会連合会、よろず支援拠点、

中小機構等支援機関の専門家派遣制度を積極的に活用して経営分析を行い、課題解決

に繋げます。  

  

【成果の活用】 

経営分析の結果及び明らかになった経営課題等については、巡回指導などの機会に

個別に当該事業者にフィードバックするとともに、小規模事業者に今後の目指すべき

方向性を提案するなど、その後の個別支援へつなげます。 

  また、分析結果はデータベース化し内部共有することで、経営指導員等のスキルア

ップに活用します。 

 

【目標】   

内 容 現状 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 

経営分析件数 未実施 15件 18件 20件 20 件 20件 

 

 

４．事業計画策定支援に関すること  

 

【現状と課題】  

小規模事業者の中で、中長期的かつ明確な事業計画を有して事業展開している事業

者は少ないと思われますが、今後も人口が減少していく中で、顧客獲得のための販路

開拓が重要な経営課題となっており、販路開拓の精度を高めるためには、事業者自ら

が事業を足元から見直し、今後の方向性を定める経営計画づくりが必要です。これま

では、事業所が求める簡易な経営計画書の作成を支援するのみで、経営状況の分析に

基づいた中長期的な計画づくりへの支援は行っていませんでした。  

 

【支援に対する考え方】 

地域経済動向調査・経営分析結果及び需要動向調査によって抽出された個社の経営

課題を解決する事業計画策定を推進するために経営力向上セミナー・個別相談会を開

催します。また、廃業等を少なくするために後継者を対象とした事業承継セミナー・

個別相談会を開催します。創業支援については市が開催する「十和田市創業セミナー」

の参加者に働きかけるなど、市と連携して対象者の掘り起こしを行います。これらに

対して必要に応じて中小企業診断士等の専門家と連携して事業計画策定の支援を行い

ます。なお、経営分析が未実施の場合は、分析実施後に事業計画策定支援を実施しま

す。  

  

【事業内容】 

①事業計画策定の支援 

巡回訪問や窓口相談を通じて持続的発展のための事業計画策定の必要性を説明し、
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事業計画策定を働きかけます。掘り起こした小規模事業者や経営分析で経営課題が明

確になった事業者を対象に、経営力向上セミナーを開催し、事業計画書を策定するこ

とについての重要性を理解してもらい、個々の企業の目標を経営者自らに描かせるこ

とにより、意識改革を促します。 

セミナー後は個別相談会を実施し、経営指導員が「小規模事業者の事業計画づくり・

サポートキット」（中小企業整備基盤機構）等を利用し、事業計画の策定を支援します。 

 

②事業承継計画策定の支援  

事業承継を考えている小規模事業者 (前経営者からの事業承継を考えている創業

予定者を含む）を対象に事業承継セミナー・個別相談会を開催します。 

事業承継は早めの取組が重要であるため、事業承継セミナーにおいては事業承継対

策の必要性や事業承継対策のポイントなどについて解説します。その後、希望者には

個別相談会を開催し、事業承継するための様々な課題についてヒアリングを行いなが

ら、承継の方法、時期、承継の際の税務面での取り扱いなど小規模事業者の希望に沿

った形で整理を行い、「事業承継ガイドライン」（中小企業庁）に基づき、「事業承継診

断票」や「事業承継自己診断チェックシート」を活用しながら、事業承継計画の策定

を支援します。 

また、事業承継をしたいが後継者がいない事業者に対しては、青森県事業引継ぎセ

ンターと連携し第三者継承などに向けた支援を行います。併せて、具体的な事業承継

事例や留意点などを踏まえた個別指導を通じ、事業者の理解を進めると共に、事業承

継計画の策定を支援します。 

  

 ③創業希望者への事業計画策定支援  

  創業希望者に対しては市が開催する「十和田市創業セミナー」に参加を呼びかける

など、市と連携した支援を行います。セミナーにおいて事業計画の意義・必要性を認

識してもらい、支援対象者を掘り起こします。 

事業計画策定支援の実施にあたっては、セミナーに参加した創業予定者や創業後３

年以内の起業者を対象として、事業計画や資金計画の立て方などの指導・助言を行い、

経営戦略に踏み込んだ事業計画の策定を支援します。  

【目標】  

内容 現状 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 

経営力向上セミナー 未実施 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

個別相談事業者数 未実施 5社 5社 5社 5社 5社 

事業計画策定件数 未実施 5件 5件 5件 5件 5件 

事業承継セミナー 未実施 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

事業承継個別相談 

事業者数 
未実施 3件 3件 3件 3件 3件 

事業承継計画策定件数 未実施 3件 3件 3件 3件 3件 

創業希望者事業計画

策定件数 
未実施 2件 2件 3件 3件 3件 
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５．事業計画策定後の実施支援に関すること 

 

【現状と課題】  

事業計画策定は、融資斡旋時、持続化補助金等申請時に対応していたが、その後の

進捗状況については、不定期に確認することに留まっていました。  

今後は、策定された事業計画について、継続的なモニタリングを通じて進捗状況を

確認するとともに、経営改善や計画見直しに向けた伴走型の支援や確実な計画の実行

についてＰＤＣＡサイクルを確立し、小規模事業者の事業の持続的発展を目指します。 

 

【事業内容】 

事業計画を策定したすべての事業者について、3 カ月に 1 回、定期的に経営指導員

が巡回訪問して計画の進捗状況や実現度合いを確認します。進捗状況が思わしくなく、

事業計画との間にずれが生じている場合は、必要に応じて専門家の支援を得て計画変

更等について指導します。また、創業者については、経営基盤が脆弱であることから、

創業後１年間は訪問の頻度を２カ月に１回と高め、売上・経費状況等を確認すること

で事業計画の達成度合いを計り、事業計画変更などについて指導・助言を行う等手厚

くサポートします。 

フォローアップにあたっては、小規模事業者の事業の持続的発展及びそれぞれの企

業目標実現の手段確立のため、人口減少・高齢化や消費者ニーズの複雑・多角化への

柔軟な対応、地域に根差したビジネスモデル構築、雇用の創出、地域ブランドの確立

に向けて、直面する課題への対応策を提案するとともに、関係機関の支援策を周知し、

相談指導を実施します。また、資金繰りの円滑化を図るため金融支援が必要な場合は、

日本政策金融公庫による既存の「小規模事業者経営改善資金」等の活用を促します。  

 

【目標】  

内容 現状 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 

事業計画フォローア

ップ対象事業者数 

及び頻度（延回数） 

0件 

5件 

×4回 

（20回） 

5件 

×4回 

（20回） 

5件 

×4回 

（20回） 

5件 

×4回 

（20回） 

5件 

×4回 

（20回） 

売上５％以上の 

増加事業者数 
－ 3社 3社 3社 3社 3社 

事業承継フォローア

ップ対象事業者数 

及び頻度（延回数） 

0件 

3件 

×4回 

（12回） 

3件 

×4回 

（12回） 

3件 

×4回 

（12回） 

3件 

×4回 

（12回） 

3件 

×4回 

（12回） 

売上５％以上の 

増加事業者数 
－ 2社 2社 2社 2社 2社 

創業支援フォロー

アップ対象事業者数 

及び頻度（延回数） 

0件 

2件 

×6回 

（12回） 

2件 

×6回 

（12回） 

3件 

×6回 

（18回） 

3件 

×6回 

（18回） 

3件 

×6回 

（18回） 

売上目標達成事業者

数 
－ 1社 1社 2社 2社 2社 
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６．需要動向調査に関すること 

 

【現状と課題】 

現状では、商工会として計画的な需要の動向調査に関する事業は、実施していない

状況です。 

しかし、小規模事業者にはマーケティングなどの専任担当者がいないことが多く、

そのため顧客ニーズの把握は既存の取引先の情報のみに頼る傾向があることから、今

後は需要動向調査を実施し、データに基づく顧客ニーズの動向を踏まえた事業計画や

販売戦略策定のため情報の提供を行います。 

 

【事業内容】 

需要の動向調査が消費者の行動や考え、事業者に対する不満などを知る貴重なツー

ルであることを認識しながら下記事業を実施し、需要動向を調査･整理･分析します。

実施にあたっては、状況に応じて中小企業総合支援センターなどの支援機関に支援の

要請やノウハウの提供を受け実施します。調査･分析結果は対象事業者にフィードバッ

クするとともに、個社の情報が出ないように加工した上で巡回や当会のホームページ

掲載を通して小規模事業者に有益な情報などを提供し、新たな需要開拓や販路開拓、

消費者に支持されるお店づくりに活用すると同時に、事業計画策定に役立てます。 

 

① 地域資源を活用した特産品に対する需要動向調査 

地域資源である特産品「十和田湖ひめます」を使った料理を提供する飲食店を支援

対象とし、来店客に対しアンケート調査を行います。調査方法は、十和田湖ひめます

ブランド推進協議会の協力を受け、「十和田湖ひめますスタンプラリー」参加店にお

いて、店頭に下記項目のアンケート用紙を設置し、ひめます料理を食べて頂いた方（１

店舗３０サンプル）への調査を行います。 

≪調査項目≫ 

A.性別・年代 

B.味（おいしい、普通、まずい）、好ましい調理法 

C.価格（高い、適切、安い） 

D.接客サービス（良い、普通、悪い） 

E.十和田湖の印象、特産品は何か知っているか？ など 

 

調査結果は商工会で項目毎に整理・分析し、支援対象事業者にフィードバックする

とともに、地域経済動向調査の結果と併せて検証し、消費者と事業者間の意識の相違

点を見出し、小規模事業者の需要開拓や事業計画策定に活用します。 

 

※「十和田湖ひめますスタンプラリー」とは 

十和田湖ひめますブランド推進協議会が主催となって行われているイベント。9 月

の初旬から約 1 ヶ月、各店が趣向を凝らして、十和田ブランド「十和田湖ひめます」

を使ったオリジナル料理を提供。スタンプを集めてアンケートに答えると抽選でプレ

ゼントが当たる。平成 31 年度は 34 店舗が参加（うち、十和田商工会議所管轄地区内

8店舗、秋田県内 6店舗）。 
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② 観光客の満足度調査 

十和田市の観光客入り込み数、宿泊者数は共に減少の傾向にあることから、（一社）

十和田奥入瀬観光機構、（一社）十和田湖国立公園協会、観光業種の事業者と連携し

て観光客の満足度や要望を調査します。 

観光地の宿泊業・飲食業については店頭にアンケート用紙を用意し、アンケート BOX

にて回収を行います。調査結果は商工会及び連携先で項目毎に整理・分析し、小規模

事業者にフィードバックし、需要開拓や事業計画策定に活用します。 

また、十和田湖で行われているイベント「十和田湖湖水まつり（７月）」・「十和田湖

冬物語（２月）」において、商工会がヒアリングにより観光客の満足度調査を行います。

得られたデータは連携先とともに分かりやすく整理・分析して、観光推進に活用する

と共に、観光業に関連する小規模事業者に巡回等を通じて情報提供し、事業の改善や

事業計画の策定に役立てます。 

 

◆宿泊業の満足度調査（10件×30サンプル） 

≪調査項目≫ 

顧客属性（性別・年代・居住地・あれば経由地等）、施設・設備の充実度・清潔感、

接客態度、価格設定等、改善点など 

◆飲食業の満足度調査（10件×30サンプル） 

≪調査項目≫ 

顧客属性（性別・年代）、メニューの充実度、店舗・設備の清潔感、接客態度、価

格設定、食べたメニューの味・量・感想、食べたいメニューなど 

 

◆イベント開催時の満足度調査（2回×100サンプル） 

≪調査項目≫  

顧客属性（性別・年代・居住地・あれば経由地等）、イベント内容の充実度、選択基

準、改善点など 

 

【目標】 

内容 現状 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 

需要動向調査回数 
（支援対象事業者数） 

未実施 
１回 

(20社) 

１回 

(20社) 

１回 

(20社) 

１回 

(20社) 

１回 

(20社) 

観光客満足度調査 

・宿泊業アンケート回数 
（支援対象事業者数） 

未実施 
１回 

(10社) 

１回 

(10社) 

１回 

(10社) 

１回 

(10社) 

１回 

(10社) 

・飲食店アンケート回数 
（支援対象事業者数） 

未実施 
１回 

(10社) 

１回 

(10社) 

１回 

(10社) 

１回 

(10社) 

１回 

(10社) 

・イベント時のアンケ

ート回数 

（情報提供事業者数） 

未実施 
２回 

(20社) 

２回 

(20社) 

２回 

(20社) 

２回 

(20社) 

２回 

(20社) 
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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 

 

【現状と課題】 

商工会では、これまでは物産展等の情報提供のみで、積極的な出展支援等は実施し

ていませんでした。 

今後は、新たな需要の開拓や販路開拓を目的として、各関係機関が開催する物産展

や商談会、ビジネスマッチングの参加について、事業内容で掲げているとおり小規模

事業者に対し積極的な参加・出展とＩＴ活用を促し、また必要に応じて専門家と連携

して支援を行うことで需要の開拓や売上げ向上に結びつけることを目的に、本事業を

実施していきます。 

 

【事業内容】 

新たな需要の開拓や販路開拓を目的として、各関係機関が開催する物産展や商談会、

ビジネスマッチングの参加について、小規模事業者に対し積極的な参加・出展を促し

ます。またＩＴ活用による需要開拓も支援します。 

支援にあたっては、需要動向調査の結果を踏まえながら事業実施による効果や問題

点を検証・分析し、小規模事業者の新たな需要の開拓や売上げ向上に結びつけられる

よう、よろず支援拠点などに専門家の派遣を要請しながら的確な支援を行います。 

 

① 物産展への出展参加支援及びフォローアップ 

地域資源を活用した食料品製造業者（十和田湖ひめます加工業者等）を支援対象と

して、「ニッポン全国物産展」への積極的な参加を促します。出展する際は事前支援

として、売上増進に繋がる商品提案書作成、効果的な展示方法、プレゼン能力向上等

を専門家等と連携して行い、商談や成約率の向上を図ります。 

また、出展後には、支援機関の専門家派遣事業等を活用し専門家と連携を図りなが

ら、「売れる商品づくり」を主眼として、市場のニーズに合った商品改良や価格設定に

ついて支援します。反省点や新たな課題の抽出など更なる改善に繋がるようＰＤＣＡ

サイクルの構築を図り、小規模事業者に対してのフォローアップを行なっていきます。 

※「ニッポン全国物産展」概要 

全国商工会連合会主催。例年 11 月、東京都において開催され、全国から食品製造

事業者・バイヤーが参加する。出展者 350社、来場者 15万人。 

 

② ＩＴ活用による需要開拓支援 

小規模事業者においては、ＩＴの活用が効果的に行われていないことが多く見られ

ます。ホームページの作成・運用も、コストの問題や更新などの管理に一定の知識が

必要なことから、作成及び活用に至らない小規模事業者も多い状況です。 

今後においては、全国商工会連合会のＥＣサイト「ニッポンセレクト」への掲載を

積極的に推進し、地域外消費者への認知度向上とＩＴを活用した販路開拓に向けて、

登録申請事務手続支援、商品紹介文作成支援等、積極的に支援を行います。 

また、これまでホームページを持たなかった小規模事業者に対しては、簡易なホー

ムページ作成ツール「グーペ」等の利用促進と分かりやすい指導を行い、ホームペー

ジ作成支援、定期的な更新支援等を行います。 
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さらに、より身近な販売促進ツールとして、ブログやフェイスブックを効果的な事

業者の情報発信に利活用できるよう支援を行っていきます。 

 

【目標】 

内容 現状 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 

ニッポン全国物産展

出展事業者数 
0 ２社 ２社 ２社 ２社 ２社 

（売上増加金額／1社） － （50 万円） （50 万円） （50 万円） （50 万円） （50 万円） 

ニッポンセレクト 

掲載事業者数 
0 ２社 ２社 ２社 ２社 ２社 

（売上増加金額／1社） 0 （50 万円） （50 万円） （50 万円） （50 万円） （50 万円） 

グーペ等によるHP開

設事業者数 
0 ２社 ２社 ２社 ２社 ２社 

（HP開設による 
売上増加金額／1社） 

0 （50 万円） （50 万円） （50 万円） （50 万円） （50 万円） 

 

 

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り組みに関すること 

 

【現状と課題】 

十和田市の基幹産業のひとつとしてあげられる観光は、消費者動向の変化もあり、

観光産業の底上げは本市にとって最大の課題です。 

当会においても、観光産業の底上げと、地域経済の活性化は一体化したものと認識

しており、本計画においても「観光」を念頭に置いた事業の実施が重要であると考え

ます。 

特に観光については官民一体の取り組みの重要性を認識し、十和田市や（一社）十

和田奥入瀬観光機構、（一社）十和田湖国立公園協会など関係機関と連携を強め、地域

活性化に取り組んでいきます。 

当会では地域活性化に向けて「十和田湖商工会夏まつり」を実施しており、今後は

地域住民の声を反映させると同時に、近隣町村の皆さんにもおいで頂けるよう事業内

容の見直しを行ないながら継続事業として実施し、小規模事業者の売上げ向上と活力

ある地域振興に努めます。当会が現在実施しているその他事業やイベントについても、

ブラッシュアップしながら、地域経済の活性化に繋げていくと同時に、小規模事業者

の持続的発展を図ることを目的とします。 

 

【事業内容】 

①「十和田湖ひめますブランド推進協議会」への参画 

当市では、官民が一体となった団体「十和田湖ひめますブランド推進協議会」（参

画者：十和田市、小坂町、十和田商工会議所、十和田湖商工会、かづの商工会、（一
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社）十和田奥入瀬観光機構、（一社）十和田湖国立公園協会、十和田湖増殖漁業協同

組合、十和田湖西湖岸整備・誘客促進協議会、十和田市飲食業協会、十和田市旅館ホ

テル業組合、青森県調理師会上十三支部）が組織されています。本協議会は定期的に

年 6回開催され、十和田湖ひめますブランド化を目的にした勉強会やイベントなど、

多岐に渡った活動が行なわれています。当会も参画団体として、今後も積極的な活動

により観光客を呼び込むイベントの開催などを通じて、地域経済の活性化に努めま

す。また、特産品のＰＲと販路拡大を通じ、生産者の経営力向上と共に地域振興を図

ることを目的として、特産品を地域活性化の広告塔として積極的に振興を図っていき

ます。 

 

②観光活性化の検討 

当市の基幹産業である観光について（一社）十和田奥入瀬観光機構、（一社）十和

田湖国立公園協会、（財）十和田湖ふるさと活性化公社と連携を図りながら、地域と

観光産業の活性化を図ることを目的にして、定期的に年 4回連絡会議を開催し協議し

ていきます。具体的には、需要の動向調査で実施する観光客への行動・満足度調査で

得たデータを生かしながら、観光産業の底上げと地域活性化に繋がる事業の実施を検

討します。 

 

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 

 

【現状と課題】 

従来の支援体制においては資金手当てなど小規模事業者の要請に応じる対応が多

く、小規模事業者の将来にまで目を向けた計画性のある支援体制にまでは至っていま

せんでした。 

今後においては、近郊の商工会との連携を深め、経営支援ノウハウの共有など、情

報交換を通じて、職員間のスキルアップを図っていきます。また、中小企業基盤整備

機構をはじめとする支援機関から、先進事例や高度な経営支援のノウハウの情報提供

を受けながら支援力の向上を図ることを念頭に置き事業に取り組んで参ります。 

 

【事業内容】 

① 経営指導員のネットワークによる支援力向上 

上十三地区内の経営指導員による経営指導員連絡協議会（上十三地区内 11 商工会

で構成、年 3回開催）において、上十三地区内の経営指導員のネットワーク強化を図

り、支援力向上に関するノウハウ等の情報交換や、事例研究を実施し支援力向上に繋

げていきます。 

 

② 青森県商工会連合会の活用 

商工会組織の指導団体である青森県商工会連合会では、「経営指導事例研究発表会」

（県内商工会経営指導員が参加して年 1 回開催）等、日頃より小規模事業者への支援

手法や販路拡大に関係する事業など、多種多様に渡り、アドバイスや情報提供があり
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ます。今後も、小規模事業者の支援に関する様々な情報の提供を、青森県商工会連合

会に要請しながら、自らの支援力の向上を図っていきます。 

 

③ 支援機関との連携強化 

高度な相談案件については、その対応に手間取ったりすることもあり、時間を要し

た対応となっていました。今後は小規模事業者のニーズを的確に判断し、小規模事業

者ワンストップ総合支援事業により設置されている『よろず支援拠点』と月 1回程度

の意見交換の機会を持つなど、関係する支援機関の支援を要請しながら支援力の向上

に努めます。 

 

 

１０．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

【現状と課題】 

現在においては､青森県商工会連合会が定める、職級別の研修体系で実施される研修

会の参加や、全国商工会連合会によるＷＥＢ研修を通じて経営指導員等が自らの資質

向上に努めて来ました。 

しかし、知識の共有化及び共有に向けたデータベースの構築は充分とは言えず、ま

た、職員間での資質向上を図る上ではＯＪＴは有効な手段のひとつと言えますが、現

状においては当会では実施に至っていない状況です。 

参加者によるスキル修得が中心となり、職員間で知識を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スキルの向上や組織としての知識の共有の在

り方、ＯＪＴの実施に課題があります。 

 

【事業内容】 

①研修会の参加による資質向上 

経営指導員等それぞれが自己研鑽の意識を強く持ち、現状の支援能力を把握した上

で、強化すべき支援分野の知識を向上させられるような研修会に積極的に参加し、小

規模事業者への経営分析と提案型の指導ができるような知識の習得を図っていきま

す。 

 

②職員間における知識の共有 

小規模事業者への支援力向上のためには、職員が研修で得た知識の共有も不可欠で

す。経営指導員等が研修会の参加後、得られた知識を共有することを目的に全職員に

よる職員会議を月１回開催します。また、研修会資料や支援事例等を職員全てが常時

閲覧・共有できるようデータベース化し、「知識の共有」により組織全体の支援力向

上・資質向上を図っていきます。 

 

③ＯＪＴによる職員間の資質向上 

今後は、状況に応じてベテラン職員と経験の浅い職員等、複数体制による支援体制

をとりながら実践感覚を高め、小規模事業者に対する事業計画の策定なども行うこと

により、職員間相互の資質向上を図っていきます。 
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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 

 

【現状と課題】 

これまで経営発達支援事業等の事業報告については、理事会・総会への報告で行い、

事業の評価・見直し等については、十分に協議検討していませんでした。 

 

【事業内容】 

本計画に記載の事業の実施状況及び成果について、ＰＤＣＡサイクルに基づき評

価・検証・見直しを毎年度 1 回行い、本計画に基づいた小規模事業者への支援施策の

周知を図ります。 

 

①商工会内に事業の実施・成果を評価する機関として、税理士等専門的知識を有す

る外部有識者、十和田市、法定経営指導員を含めた外部評価委員会を設置し、毎

年度の事業評価、検証、見直し案の提示を行います。 

②理事会において、年度の事業実施状況・評価を報告し、見直し案の方針を決定し

ます。 

③事業の評価、検証、見直しの結果は、年度終了後に総会へ報告し、承認を受けま

す。 

④事業の評価、検証、見直しの結果は、商工会ホームページで計画期間中公表し、

小規模事業者が常に閲覧可能な状態にするとともに、意見等の募集を通じ更なる

事業の見直しに活用します。 
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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３年６月現在） 

 

（１）実施体制（商工会または商工会議所の経営発達支援事業に係る体制/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法定経営指導員の氏名、連絡先 

 

■氏 名：木村 侑 

 ■連絡先：十和田湖商工会 ℡0176-72-2201 

 

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 

〒039-0301 青森県十和田市大字奥瀬字中平 61-1  

 十和田湖商工会 

 ℡（0176）72-2201/Fax（0176）72-3050 

 E-mail：towasho@crocus.ocn.ne.jp 

  ②関係市町村 

 〒034-8615 青森県十和田市西十二番町 6-1  

 十和田市  農林商工部 商工観光課 

℡（0176）51-6773/Fax（0176）22-9799 

E-mail：shokokanko@city.towada.lg.jp 
 

十和田市 

農林商工部 

商工観光課 

事務局長  

法定経営指導員１名  補助員１名  記帳専任職員１名 
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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 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

 

地域経済動向

調査に関する

こと 

100 100 100 100 100 

事業計画の策

定支援に関す

ること 

・経営力向上

セミナー 

・事業承継セ

ミナー 

500 

 

 

 

（250） 

 

（250） 

500 

 

 

 

（250） 

 

（250） 

500 

 

 

 

（250） 

 

（250） 

500 

 

 

 

（250） 

 

（250） 

500 

 

 

 

（250） 

 

（250） 

需要動向調査

に関すること 

 

100 100 100 100 100 

新たな需要開

拓に寄与する

事業に関する

こと 

 

300 300 300 300 300 

（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 

国補助金、県補助金、市補助金、会費等 

 

 

（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 

 

 

連携して実施する事業の内容 

① 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携して事業を実施する者の役割 

① 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携体制図等 

① 

 

 

 

 

② 

 

 

 

 

③ 

 


