
経営発達支援計画の概要 

実施者名 
名取市商工会（法人番号 ６３７０８０５００００６１） 

名取市   （地方公共団体コード   ０４２０７２） 
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 需要を見据えた事業計画策定の策定と、それに基づく経営の推進 

② 創業、事業承継支援による新事業の創出 

③ 個店の魅力創出、情報発信による商業機能の強化 

④ 地域資源を活用した商品開発とブランド力向上による販路開拓 

⑤ 職員の資質向上と支援体制の構築 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

１．地域の経済動向調査に関すること 
地域内の経済動向、企業経営状況を四半期毎に中小企業景況調査を実施し、景気

動向を把握する。把握したデータは小規模事業者に対する経営計画策定等の基礎資

料として、情報提供を図り、商工会ホームページ等に掲載する。 

２．経営状況の分析に関すること 
需要開拓のための経営計画策定の支援を意識し、経営指導員等による巡回訪問等

により支援対象者の掘り起こしを行うとともに、地域小規模事業者の自社の経営上

の強み・弱みなどの経営実態を正しく認識し、経済動向調査等で得た外部環境を踏

まえた販路開拓に向けた事業計画策定に際し、最適な意思決定を行うために経営状

況等の分析を支援する。 

３．事業計画策定支援に関すること 
地域小規模事業者に対し、環境変化に対応するための事業計画策定の必要性を認

識させるとともに、事業計画策定セミナーや個別相談会を開催し、地域経済動向調

査や経営分析結果、需要動向調査の成果を踏まえた新たな需要開拓に向けた事業計

画の策定支援を行う。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 
事業計画策定事業者に対し四半期に１度回巡回訪問によるフォローアップ支援

を行う。専門的な問題課題については、県よろず支援拠点等と連携し、課題解決に

向けた適正な指導を実施する。 

５．需要動向調査に関すること 
消費者アンケート調査を実施し、顧客ニーズ等のデータを収集・分析する。また

収集したデータを、調査を行った事業所へフィードバックし、商品の改良等の資料

として活用する。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 
特産品等の開発や既存商品のブラシュアップを継続的に支援するとともに、展示

販売会の開催や支援機関等が実施する商談会への参加勧奨、ＥＣサイトへの販売支

援など販路開拓機会の提供を図り、小規模事業者の新たな需要開拓を支援する。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
地域小規模事業者による地域経済の活性化と賑わい創出を図るため、行政等の関係

機関との連携により地域活性化に向けた仕組みを構築する。 

連絡先 

名取市商工会  

〒981-1224 宮城県名取市増田字柳田 243 

TEL:022-382-3236、FAX:022-382-3406、E-mail: natori1@io.ocn.ne.jp 

名取市 生活経済部商工観光課 

〒981-1292 宮城県名取市増田字柳田 80 

TEL:022-724-7150、FAX:022-384-4150、E-mail: syousui@city.natori.miyagi.jp 
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 （別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

１．目標 

（１）地域の現状及び課題 

 ①現状 

 （イ）立地、交通 
名取市は、宮城県のほぼ中央に位置し、北は仙台市 

南は岩沼市と接し、東は仙台湾に面し、西は丘陵地、 

そして名取川と阿武隈川と両水系に囲まれ肥沃な名取 

耕地が広がる温暖な気候に恵まれた豊かな自然条件を 

有している。 

市域は、東西１５ｋｍ、南北８ｋｍで東西部に長い 

長方形で面積は９８．１７㎢となっており、西部は高 

舘山や五社山が連なるなだらかな丘陵地、中央部は平 

坦で古くから居住の中心地域で、東部は平坦な海浜湿 

地から太平洋に面しており、山から海までを有した自然豊かな地域である。 

  市域の約３分の２が平野の平坦地であり、地形的な特徴から津波の被害を受けやすく、平

成２３年３月１１日に発生した東日本大震災に起因する大津波により沿岸部では家屋の全壊

が多数を占め、併せて発生した火災の影響もあり壊滅的な被害を受けた。 

  具体的な被害状況については死者・行方不明者が９２３人（平成３０年１２月１９日現在）

となり、商工会員においても会員１,０８１事業所のうち６４１事業所が全壊・半壊・一部損

壊等の被害を受け、約６割の会員が被災した。特に閖上
ゆりあげ

漁港を中心とした水産業、水産加工

業（練り製品）等の産業立地がみられた閖上地区においては、当該施設が津波被害を受け、

また、砂地を生かした施設園芸、畑作や水田が広がり農業の中心であった下増田地区におい

ては塩害を受けるなど、産業基盤が甚大な被害を受けた。加えて、震災により休業していた

期間が長期に亘ったことから、多くの被災事業所が取引先を消失し、原発事故に伴う風評被

害として水産加工業等の売上が減少した。 

交通に関しては古くから東街道や奥州街道などが通り、現在は国道４号線バイパス、東北縦

貫自動車道、仙台東部道路、ＪＲ東北本線、仙台空港アクセス鉄道があり、更に、東北の玄関

口であり年間 300万人以上の利用客がある仙台空港があり、交通の要衝の地でもある。 

 

（ロ）人口 
  名取市の総人口は令和元年９月末日現在、７９，０６８人であり、近年は増加傾向にある。  

仙台市のベッドタウンとしての機能や公共交通機関のアクセスも充実していることから、東

洋経済新報社の全国住みよさランキング（2018年）において東北一、全国三位に輝いており、

名取市第６期長期総合計画においても将来人口は 2033 年までは増え続け、その後減少してい

く見通しとなっている。 

■人口の推移（各年とも９月末日現在） 

 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 

人口（人） 74,139 75,774 76,940 77,594 78,354 78,408 79,068 
前年に対す

る 増 加 率

（％） 

2.1 2.2 1.5 0.9 1.0 0.1 

 

1.0 

（出典：名取市ホームページより） 





 

- 3 - 

 

■産業別事業者数 
 平成２４年 平成２７年 平成３０年 

商工業者数 うち小規模
事業者数 

商工業者数 うち小規模
事業者数 

商工業者数 うち小規模
事業者数 

農林漁業 １２ １２ １２ １２ １１ １１ 

鉱業、採石業、

砂利採取業 

２ １ ２ １ ２ １ 

建設業 ２８８ ２８０ ３００ ２９０ ３２５ ３０７ 

製造業 １５３ １３７ １４７ １２９ １４２ １２０ 

電気・ガス・

熱供給・水道

業 

１ １ １ １ １ １ 

情報通信業 ６ ６ ５ ５ ９ ８ 

運輸業、郵便

業 

６４ ２６ ６２ ２７ ６４ ３２ 

卸売業・小売

業 

６４８ ４７０ ６３０ ４５６ ６３２ ４３８ 

金融業、保険

業 

２２ １５ ２０ １３ ２４ １５ 

不動産業、物

品賃貸業 

１０１ ９９ １０４ １０２ １１８ １１５ 

学術研究、専

門・技術サー

ビス業 

０ ０ ０ ０ ４２ ４１ 

宿泊業・飲食

サービス業 

１９３ １６５ ２０１ １６９ ２０９ １７０ 

生活関連サ

ービス業、娯

楽業 

０ 

 

０ ０ ０ １５５ １３４ 

教育、学習支

援業 

２６ ２６ ２９ ２９ ２８ ２８ 

医療、福祉 ２４ １８ ３０ ２４ ３２ ２８ 

複合サービ

ス業 

０ ０ ０ ０ ９ ７ 

サービス業

(他に分類さ

れないもの） 

３８８ ３１２ ４１７ ３４１ １８７ １３３ 

合計 １，９２８ １，５６８ １，９６０ １，５９９ １，９９０ １，５８９ 
 ※平成２４年・２７年については「学術研究・専門・技術サービス業」、「生活関連サービス業・娯楽業」、「複合サービス業」を

「サービス業（他に分類できないもの）」に入れている。   （出典：名取市商工会による独自調査データより） 

 

また、東日本大震災により、本会会員の５９.３％となる６４１事業者が被災し、被災事業

所の１１.７％の７５事業者が廃業を余儀なくされた。被災事業者は仮設店舗・仮設工場等で

事業を再開し、平成２８年には閖上地区に完成した水産加工団地や、本年４月にオープンした

商業施設「かわまちてらす閖上」において事業者の一部は本格再建を果たしたものの、インフ

ラ整備の遅れ等により未だ再建する場所が決まっていない事業所もあり、震災から８年が過ぎ

た現在においても、被災事業者の２．８％にあたる１６事業者が仮設店舗・工場等にて仮復旧

中の状況にある。 
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■被災商工会員数と復興状況（令和元年６月３０日現在） 
※被災前（平成２３年３月１０日現在）会員数 １，０８１事業所 

 商業 製造業 その他 計 割合 

被災会員数 ２０８ ７８ ３５５ ６４１ ５９．３％ 

 うち営業継続 １８３ ６４ ３１８ ５６５ ８８．２％ 

    復旧済 １７６ ５９ ３１４ ５４９ ９７．２％ 

仮復旧中 ７ ５ ４ １６ ２．８％ 

 うち廃業 ２５ １４ ３６ ７５ １１．７％ 

 うち未定 ０ ０ １ １ ０．１％ 

（出典：宮城県商工会連合会被災事業者の復興状況調査より） 

 

近年、地域ブランド創出の時代と言われ、地域資源をブランド化し、多様な販売戦略を展開

するなど、地場産業の育成・強化に向けた取り組みが活発に行われているなかで、名取市には、

長い取り組みの歴史により産地を形成し広く知られているセリ、ミョウガダケ、カーネーショ

ン等の農産品や日本一といわれる閖上赤貝、しらす等の水産品が数多くある。 

名取市においては水産業活性化推進支援の一環として、赤貝をはじめとする閖上地区の特産

品の品質の維持やブランドの向上を図り、閖上ブランドの情報発信に取り組み、漁業と水産加

工業との協働による新商品の開発支援等を通して、水産業全体の活性化を推進している。 

 

 ②課題   

（イ）名取市の商工業の現状と課題 

  【商 業】 
名取市の卸・小売業の商店数・商品販売額等を震災前（平成１９年）と震災後（平成２６年）

で比較すると、震災の影響もあって商店数・商品販売額ともに減少している一方、小売業は商

店数が▲１７６店（▲２９.５％）と大きく減少しているものの、商品販売額は約９２億円増

加（１１.１％増）となっている。これは、名取市は全小売面積に占める大型小売店舗の占有

率が非常に高い地域であり、既存小規模商店が震災の影響や業績不振、後継者難等により大き

く減少するなか、大型小売店舗や中型専門店が相次ぎ出店し販売額を伸ばしていることが読み

取れる。 

■商店数・従業員数・商品年間販売額 

区 分 
平成１９年 平成２６年 

商店数 従業員数 商品販売額(万円) 商店数 従業員数 商品販売額(万円) 

卸売業 138 1,652 12,520,262 128 1,632 10,639,000 
小売業 596 6,306 8,820,118 420 4,279 9,742,400 
総 数 734 7,958 21,340,380 548 5,911 20,381,400 

（出典：宮城県商業統計より） 

 

ＪＲ名取駅周辺を含めた中心市街地の増田商店街においては、既存業者の廃業や震災による

建物取り壊し等の影響により空洞化が懸念されている一方、名取駅に直結した駅前再開発ビル

（図書館・公民館が入居）が平成３０年１２月にオープンし、中心市街地として賑わいと活性

化が期待されている。 

しかし、本会が平成３０年度に実施した中心市街地の商店街を対象とした「商店街における

事業承継実態調査」（回答数７３事業所）の結果を見ると、６割の経営者が６０歳以上と高齢

化が進展しているとともに、「後継者がいない」と回答した経営者も６割を占めており、その

うち半数は「事業に将来性を見出せない」「後継者候補はいるが継ぐ意思がない」という理由

で自分の代で廃業すると答えており、既存商店街は今後益々空洞化が進んでいくものと懸念さ
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中で経営を維持・発展させていかなければならず、新たな経営戦略による販路の開拓、交流人

口増加に向けた取り組み等を行っていくことが必要とされる。 

 

■閖上地区の世帯数・人口の推移 
 平成２３年２月（震災前） 令和元年８月 増減率 

世帯数 ２，５５１ １，２６７ ４９．６％ 

人 口 ７，１０３ ２，７９９ ３９．４％ 

（出典；名取市統計書より） 

【工 業】 
基幹産業である水産加工業においては、震災により甚大な被害を被った。平成２４年には内

陸部の下余田地区に仮設工場「名取市復興工業団地」が整備され１６社が稼働、平成２８年に

は名取市震災復興計画に基づき沿岸部の閖上地区において「閖上水産加工団地」が整備され、

地元企業以外に福島県の被災企業３社を含む９社の工場が稼働する等本設復旧が進んでいる。

しかし、一度失った販路の回復は厳しく、更には閖上産赤貝の貝毒による出荷自主規制やシラ

ス漁の漁場変化等の影響、人手不足問題等もあり、安定的な需要の確保には至っておらず、売

上、販路ともに震災前の水準に達していない事業所も多く、復興に要した債務の返済に苦慮し

ている状況にある。 

建設業においては、本会工業部会が中心となり地元建設業者を取りまとめ、市内における災

害公営住宅の建設を請け負う（一社）名取市復興公営住宅建設推進協議会を立ち上げ、昨年１

２月に全ての建設工事が完了する等、震災後は復興需要もあり順調に業績を伸ばしてきた。 

しかし、市内の復興事業も最終局面を迎え、復興需要の反動減に備えた対応に迫られており、

復興事業の完了後は倒産が相次いで、「冬の時代」と言われた震災前を上回る厳しい事業環境

になることも予想される。 

実際に、宮城県商工会連合会が本年８月に実施した建設業実態調査において、本会建設事業

者の実態のみを独自分析したところ、震災後の平成２７年度と直近の決算工事高と経常利益を

比較して見ると、工事高・経常利益とも減少している事業所は６６．７％にも及んでおり、そ

の減少率は、決算工事高で「１０％～３０％未満」が最も多く、経常利益では「５０％以上」

と回答した事業所も多いことがわかる。危機感を募らせる一部の建設業者は、人件費削減や新

たな収入源確保を模索し企業体質の強化に取り組んでいるものの、「取り組んでいる経営戦略

について」の問いに対し、「なし」と回答した事業者が半数以上もあり、対応するための新た

な戦略を見出せない事業者が多いことが伺える。 

   

■名取市内建設業者に対する実態調査(令和元年８月実施 回答数１２社) 一部抜粋 

  〇震災後(２７年度)と直近との工事高・経常利益の比較 
 決算工事高 経常利益 

回答数 比率 回答数 比率 

増  加 ２ １６．７％ １ ８．３％ 

横ばい ２ １６．７％ ３ ２５．０％ 

減  少 ８ ６６．７％ ８ ６６．７％ 

  10％未満 (２) (２５．０％) (２) (２５．０％) 

10％～30％未満 (６) (７５．０％) (３) (３７．５％) 

30％～50％未満 ― ― ― ― 

50％以上 ― ― (３) (３７．５％) 

総 数 １２ １００,０％ １２ １００．０％ 
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  〇経営上の問題（上位順、複数回答） 
項 目 回答数 比率 項 目 回答数 比率 

①競争の激化 １１ ３０．６％ ④民間需要の停滞 ２ ５． ６％ 

②資材価格の上昇 １０ ２７．８％ ⑤その他 ６ １６．７％ 

③官公需要の停滞 ７ １９．４％ 合 計 ３６ １００.０％ 

〇取り組んでいる経営戦略（上位順、複数回答） 
項 目 回答数 比率 項 目 回答数 比率 

①事業規模の拡大 ３ ２３．１％ ④人材の育成強化 １ ７．７％ 

②新規事業への取組み １ ７．７％ ⑤なし ７ ５３．８％ 

③下請体制からの脱却 １ ７．７％ 合 計 １３ １００.０％ 

（出典：宮城県商工会連合会が実施した令和元年度建設業実態調査を活用した本会独自分析） 

 

また、名取市企業立地促進制度の活用や平成２９年に新設された名取中央スマートインター

チェンジによって企業誘致活動が活発化されたことに伴い、西部丘陵地にある工業団地への立

地が促進され、工業団地が完売していることから、新たな工業基盤整備の検討が求められてい

る。 

    

【観  光】 
平成２９年の観光客入込数は約８３万人で、震災前の平成２２年と比べると約２８万人減少

しており、その要因は、閖上地区にあったサイクルスポーツセンター等が津波被害を受けて閉

鎖した影響によるものである。名取市には国指定史跡の飯野坂古墳群や雷神山古墳をはじめ、

実方中将の墓、熊野三社などの歴史的文化遺産があるものの、名取市における観光客入込数の

４６％は日曜日・祝日のみ開催される「ゆりあげ港朝市」の実績であり、観光面としての吸引

力は弱いものがあり、東北の玄関口であり年間 300 万人以上の利用客がある仙台空港がある

が、震災直後は被災地見学を目的とする県外からの観光客もあったものの、現在においては、

ほとんどの観光客が仙台市をはじめ東北各県の観光地へと流れていき、名取市は単なる通過点

にしか過ぎない状況にある。 

 
■名取市の観光客入込数・宿泊観光客数                     単位：人 

項目 平成２２年(震災前) 平成２６年 平成２９年 

観光客入込数 １，１１９，１０３ ８０１，００１ ８３３，５５６ 

宿泊観光客数 ２，８６７ ４９，３３５ １９５，１９１ 

   
■主要観光施設別の観光客入込数                        単位：人 

観光施設名 平成２２年度 平成２６年度 平成２９年度 

ゆりあげ港朝市等 ４２５，０００ ３９１，７５７ ３８７，０００ 
サイクルスポーツセンター 

名取スポーツパーク 
３３２，０８６ ― ― 

名取文化会館 ― ２２５，３３５ ２３０，７８８ 

その他 ３６２，０１７ １８３，９０９ ２１５，７６８ 

合  計 １，１１９，１０３ ８０１，００１ ８３３，５５６ 

 （出典；名取市統計書より） 

名取市は、西部の丘陵地帯、 緑豊かな名取耕土、 そして太平洋といった豊かな自然の中で

様々な特産品を生んでおり、水産物に関しては、日本一の食味を誇る赤貝や明治より続く伝統

の笹かまぼこ、また、平成２９年７月より閖上をはじめとする仙南４地区で. 日本最北でのし

らす漁の操業がスタートし、新たに名取市の特産品に「北限のしらす」が加わり、平成２９年

から新たに開催した「閖上しらす祭り」は全商品が完売となるなど新たな閖上の名物として県
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内外からの多くの観光客を集めている。また、40 年の歴史をもつ「ゆりあげ港朝市」が平成

25年 5月に完全復旧し、毎週日曜日の開催では約 50店舗の店が並び、自由に参加できる競り

や炉辺焼きなどが話題となって、最大 2万人/日が訪れている。 

また、農産物では、セリやミョウガダケといった軟弱野菜等の生産が盛んであり、３８０余

年の栽培の歴史があるセリは、市場では「仙台せり」として知られ、近年開発された根まで食

すセリ鍋は毎年開催される「仙臺鍋まつり」で、高い評価を受け、名取市の新しい特産品とな

っている。 

名取市には、そうした水産物・農産物等の豊富な資源を活かした「食」の魅力があるので、

その魅力を更に醸成させ、地域ブランドとして育成するとともに、歴史的文化遺産やゆりあげ

港朝市、新商業施設「かわまちてらす閖上」、今後整備予定のサイクルスポーツセンター等の

観光拠点を効果的に融合させ、交流人口増加に向けた新たな観光づくりを関係団体等と連携し

ながら進めていくことが必要である。 

  

 ③これまでの商工会の取り組み 
本会では、これまで東日本大震災の復興支援として、国の中小企業等グループ施設等復旧整

備補助事業（グループ補助金）の申請支援を行い、個別の復旧復興事業計画及びグループ毎の

共同事業の計画策定を支援し、７グループ１０５社、事業費総額４１．６億円の個別復旧計画

の認定を受けた。また、国・県等の復興支援施策の活用支援や、仮設店舗「閖上さいかい市場」、

仮設工場「名取市復興工業団地」の立ち上げや販売促進等の活性化支援、閖上水産加工業者の

失った販路の回復のための新たな商品開発や販路開拓支援など、被災事業者に対する早期の事

業再建と地域の復旧・復興を最優先事業として継続的に取り組んできている。 

第１期の経営発達支援計画（平成２７年度～令和元年度）では、そうした震災復興事業と平

行し、地域小規模事業者の持続的発展に向けた各種事業を実施してきた。地域小規模事業者に

対し事業計画に基づく経営を推進し、独自の市内事業者向け景況動向調査や統計資料等の外部

データ等の分析による地域経済動向調査、消費者購買アンケート調査による需要動向調査の結

果を提供し、経営状況の分析を踏まえた事業計画の策定をセミナーや専門家等と連携した個別

相談会を開催して支援するとともに、定期的なフォローアップ支援により計画の着実な実施を

支援し、更には持続化補助金等の施策を活用して新たな需要開拓を支援してきた。 

  特に販路拡大の支援としては、ＪＲ仙台駅構内や市内にある東北最大規模の大型ショッピン

グセンター「イオンモール名取」での特産市の定期的開催による販売機会の提供、仙台国際ホ

テルのシェフを活用した特産品の試作発表会を開催して地域資源を活用した特産品開発を支

援し、地元産野菜や果物を使ったパスタやクールボジャメロンリキュール、ジェラートアイス

等の新たな特産品が完成している。 

  以上の事業の取り組みに対する評価委員会での意見については、「販路拡大に関する支援に

ついては、特に商談会による新規取引成約件数を増加させる取組支援を強化する」「地域経済

活性化に資する事業については、関係機関団体との情報の共有化を今後も継続的に実施してほ

しい」「閖上地区に新たなまちが完成したことから震災復興地域の消費者のニーズ等の需要動

向調査を実施する」等の意見があったが、委員会では高評価をいただいており、事業の見直し

は行わず、継続的に実施するよう意見されている。 

 

（２）小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

 ①名取市第６次長期総合計画基本計画（案） 
  名取市では、令和２年度から令和１２年度のまちづくり指針となる「名取市第６次長期総

合計画」を本年度策定しているところであり、その基本計画（案）では、名取市の将来像『愛

されるふるさとなとり～共に創る 未来につなぐ～』の実現に向け、商工業の振興及び観光の
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振興等の目指す姿・方向等について下記のとおり示されている。（関連箇所のみ抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②名取市長期総合計画との連動性と商工会としての役割 
名取市長期総合計画での本会の役割としては、上述で示した地域及び商工業の現状とそれぞ

れの課題を踏まえ、目指すまちづくりの方向性を共有しつつ、その担い手となる地域小規模事

業者に対して安定的かつ持続的な経営基盤の確立に向けた伴走型支援を継続的に実施し、活力

ある企業の創出を図ることで、賑わいのある商業空間の創出や地域ブランドの構築、魅力ある

観光地づくり等へと繋がり、名取市が目指す将来像の実現に向け市と協働で推進していくこと

にある。 

活力ある企業の創出による地域産業全体の底上げに向け、小規模事業者の経営における体質

の改善・強化を図り、新たな商品・役務の開発・提供を促し、経営者の経験と勘に頼る成り行

き経営を脱し、事業計画の作成を起点とした経営に取り組むことができるよう支援するととも

に、後継者がいないことを理由とする廃業を防ぐため、円滑な事業承継の支援を行うほか、産

業構造・人口構造の変化に柔軟に対応できる起業しやすい環境づくりを行い、創業や第二創業

【商工業の振興】 

◆目指す姿（ゴール） 

地域資源を活用した特色ある事業展開と付加価値の高い商品・サービスの開発・生産・販売

を促進するとともに、安定的・持続的な経営を支援し、地域に根付いた活力ある商工業の振興

を図る。 

◆施策の方向（ターゲット） 

〇関係団体等と連携しながら、魅力ある商店街づくりを推進し、市内外から人々が集まり、交

流する賑わいと活力の創出を図る。 

〇中小企業・小規模企業等の安定的、持続的な経営基盤の強化に向け、経営指導や人材育成、

事業承継等のための支援の充実を図る。 

〇産学金連携や異分野・業種間の企業連携を促進し、新たな商品・技術・サービス等の創出を

支援するとともに、販路拡大に向けた支援の充実を図る。 

【観光の振興】 

◆目指す姿（ゴール） 

地理的特性や都市基盤を活用しつつ、新たな地域の魅力を育て、観光資源をつなぎ、魅力を

発信していくことで、国内外からの観光客が来訪し、繰り返し訪れたくなる地域として選ばれ

ることを目指し、観光振興を図る。 

◆施策の方向（ターゲット） 

〇せり、赤貝、しらすをはじめとする「食」の資源と名取熊野三社などの歴史文化資源、また、

閖上地区を中心とした震災復興伝承館などの体験型の観光コンテンツを活用・育成するとと

もに、新たな観光コンテンツの整備・創出を行いながら、魅力ある観光地づくりを目指す。 

【企業立地の促進と起業や企業の成長支援の充実】 

◆目指す姿（ゴール） 

流通基盤をはじめ、本市の立地優位性を最大限生かした企業誘致を推進するとともに、本市

での起業や既存事業所の成長を支援し、地域産業の活性化と雇用拡大につなげる。 

◆施策の方向（ターゲット） 

〇オフィスの確保や資金面での支援、経営指導や情報提供等、本市での起業を支援する。 

◆主要施策 

〇起業支援の充実と企業人材の育成 

・市内の空き店舗を活用したチャレンジショップ事業を実施し、中心市街地等における新規

創業を支援する。 

・商工会と連携しながら創業支援・起業相談又は、先端技術の導入促進に取り組む。 
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の促進を図る。 

具体的には、東日本震災の被災事業者の中で未だ仮復旧の事業者もあり、また、再建を果た

した事業者でも販路の回復に苦慮している状況にあることから、まずは被災事業者への完全復

興に向けた支援は継続して最優課題として取り組んでいく。 

そうした復興支援と相俟って、特に商業に関しては、幹線道路沿線や新市街地に大規模小売

店舗が相次いで出店し、大型店舗の占有率が全国的にも高い状況にあるなかで、既存商店街は

業績悪化や後継者難等により空き店舗が増加するなど衰退の傾向を強めている。商店街は、単

に買い物をする空間だけでなく、そのまちに住む人々が生活し、交流する中で育んできた文化

を継承する場として重要な存在であり、今後の高齢化の進行とともにその担う役割も大きいこ

とから、地元小売店ならではの地域密着型の商業活動の展開を支援し、地域住民との交流イベ

ントの開催等を通して、賑わいのある商業空間の創出を図る。 

工業に関しては、経済のグローバル化による産業の空洞化や地域間競争の激化などにより取

り巻く環境が厳しくなっており、中でも建設業においては震災前水準の厳しい状況に戻りつつ

あり、水産加工業においてはグループ補助金等により製造拠点は復旧したものの失われた販路

の回復には至っていない状況にあることから、新たな需要開拓に向け、付加価値の高い製品・

サービスの開発等による新たな販路の開拓、生産性の向上、後継者の育成、情報の収集・提供

などの支援を強化し、名取市長期総合計画に示される地域に根付いた活力ある商工業の振興に

努めていく。 

 

③小規模事業者に対する長期的な振興のあり方（１０年程度の期間を見据えて） 
上記で示した商工業の現状と課題、これからの名取市長期総合計画の方向性、それに伴う商

工会の役割を踏まえて、本会では今後１０年程度を見据えた長期的な小規模事業者の振興のあ

り方として次に掲げる項目について推進を図り、小規模事業者の持続的発展による地域経済の

活性化に努めていく。 

（イ）地域に根付いた活力ある小規模事業者の育成と新規創業・事業承継の促進を図る 

小規模事業者が安定的な経営を維持していくためには、変化する経営環境に柔軟に対応

できる経営力の向上を図ることが重要なことから、新たな需要開拓に向けた事業計画の策

定と計画の着実な実施に向けた伴走型支援を継続的に推進し、地域に根差した活力のある

小規模事業者の育成を図るとともに、新規創業の促進や事業承継支援の強化による新陳代

謝の促進を図り、地域小規模事業者の減少を食い止める。 

（ロ）賑わいのある商業空間の形成による中心市街地の活性化を図る 

中心市街地である増田商店街等既存商店街は、空洞化が進展し商業機能が低下してきてい

る現状にあることから、地域消費者のニーズを捉えた商品やサービスの提供等による販路開

拓の取組みを支援し、個店の魅力向上を図ることで、市内外から人々が集まり、交流する賑

わいのある商業空間の形成を促進し中心市街地商店街の活性化を図る。 
（ハ）豊富な地域資源を活用した「食のブランド」の醸成による交流人口の拡大を図る 

日本一と称される閖上赤貝や北限のシラス、「仙台せり」としてブランド力の高いセリ

などの農水産物、それを活用した水産加工品や「セリ鍋」等の飲食などは知名度も高く、

その「食」の魅力は活性化の大きな武器になることから、既存特産品の更なる商品力の向

上と販路の開拓、新たな特産品等の開発等の支援を通じて、製造事業者それぞれの商品ブ

ランド力の向上を促し、名取としての「食のブランド」の構築に努める。更に、ゆりあげ

港朝市や新商業施設「かわまちてらす閖上」等の販売施設と連携することで、交流人口の

拡大に努め、地域小規模事業者の販路拡大を支援する。 
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（ニ）小規模事業者に対する伴走型支援体制の確立を図る 

小規模事業者が抱えている経営課題は多岐にわたっていることから、経営指導員等職員の

支援スキルの向上と職員間での情報共有する仕組みの構築を図るとともに、定期的な支援ノ

ウハウの情報交換を通じて他の支援機関との連携を強化し、多様化する支援ニーズに対応で

きる伴走型支援体制の確立を図る。 

 

（３）経営発達計画支援事業の目標と達成に向けた方針 
  上記に記載した地域小規模事業者に対する長期的な振興のあり方を踏まえ、本計画の５年

間は以下の目標と方針のもと経営発達支援事業を実施し、小規模事業者の事業の持続的発展

を支援する。事業実施に当たっては、名取市や各支援機関との連携のもと、環境変化や消費

者ニーズに対応した事業計画の策定とその着実な実施について経営指導員等が事業者に寄り

添った伴走型支援を行い、新たな需要開拓による経営力向上の支援に努める。 

  特に計画期間の５年間については、前述に記載した商工業の現状と課題を踏まえて、次の小

規模事業者を重点支援対象事業者として支援の強化を図る。 

【重点支援対象事業者】 

〇空洞化が進展している中心市街地商店街に立地する小売業者・サービス業者等 

〇地域消費者(人口)が大きく減少した閖上地区で再建した小売業・飲食業者等 

〇販路回復に苦慮している水産加工業者 

〇震災需要の終息により工事額が減少している建設業者 

 

目標①「需要を見据えた事業計画の策定とそれに基づく経営の推進」 
【達成に向けた方針】 

経営資源の乏しい小規模事業者にとっては、強みを活かした経営ビジョンを明確にした

事業計画に基づく経営を推進することは極めて重要である。経営指導員等による巡回訪問

を強化し、経営の現状や抱えている課題等の把握と事業計画策定の必要性を認識させ、事

業計画策定に取り組む小規模事業者の掘り起こしを行うとともに、セミナーの開催や専門

家を活用した個別相談会等による事業計画策定の支援とフォローアップによる着実な事

業の推進を支援し、生産性の向上や新たな需要開拓による経営力向上を支援する。 

 

目標②「創業、事業承継支援による新事業の創出」          
【達成に向けた方針】 

名取市は事業所の新設率が県内市の中で２番目の高さとなっているものの、小規模事業

者は、経営者の高齢化や後継者不足等により減少傾向にあることから、名取市の産業競争

力強化法に伴う創業支援等事業計画に基づき、創業・第二創業予定者に対して創業セミナ

ー等によるビジネスプラン策定の支援と開業に向けたフォローアップ支援を専門家との

連携のもと実施するとともに、名取市の「空き店舗を活用したチャレンジショップ事業」

等の支援制度も有効活用し、新たなビジネス創出により地域商工業の新陳代謝を図る。 

また、巡回訪問等により事業承継に問題・課題を抱える小規模事業者の支援ニーズ等の

把握を行うとともに、セミナーの開催や宮城県事業引継ぎセンター等との専門家と連携の

もと、事業承継計画の策定を支援し、計画に基づき円滑な事業承継を支援する。 

 

目標③「個店の魅力創出と情報発信による商業機能の強化」       
【達成に向けた方針】 

空洞化により賑わいが失われている中心市街地等の既存商店街に立地する小規模事業

者や地域住民の大幅に減少した閖上地区において事業再建を果たした小規模事業者を主
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な支援対象として、経営分析による自社の強みを引き出し、取り巻く経営環境や消費者ニ

ーズを的確に捉えた経営戦略等の策定を支援するとともに、ＳＮＳ等を活用した情報発信

力の強化による新たな需要開拓の取組みを支援することで、市内外の消費者から支持され

る魅力ある個店の創出を図り、賑わいのある商店街への育成と市内商業機能の強化に努め

る。 

 

目標④「地域資源を活用した商品開発とブランド力向上による販路開拓支援」 

 【達成に向けた方針】 

地域資源を活用した売れる商品づくりによるブランド力向上を目的として、水産加工団

地において事業復旧は果たしたものの販路の回復に苦慮している水産加工業者等を主な

支援対象として、製造している主力商品等に対する消費者並びにバイヤーを対象とした需

要動向調査を実施し、買い手のニーズを捉えた評価に基づく商品の改良や新たな商品の開

発等による商品力・販売力の向上を支援するとともに、ＪＲ仙台駅で開催する販売会や関

係機関主催の商談会・物産展への出展、効果的なＩＴ活用による情報提供等により新たな

販路の拡大を支援する。 

 

目標⑤「職員の資質向上と支援体制の構築」             
【達成に向けた方針】 

管内金融機関やよろず支援機関等の他支援機関、専門家との定期的な懇談会等を通じて

支援ノウハウ等の情報共有を図るとともに、国や商工会連合会等が実施する各種研修会の

参加や職場内ＯＪＴ等により経営指導員をはじめ職員全員の経営支援能力の向上を図る。  

また、支援情報等のデータは個別に集約・蓄積し、組織全体で共有できる仕組みを構築

することで支援体制の強化を図る。 
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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 
第１期計画の取り組みとしては、四半期毎に全国商工会連合会が実施している中小企業景

況調査において調査対象になっている市内１５事業者（製造業３・建設業３・小売業４・サ

ービス業５）の調査結果に独自分析を加え、グループ補助金等を活用して復旧した被災事業

者の売上や利益の推移等の復興状況等についてアンケート調査を実施するなど、名取市内の

経済動向として提供するとともに、宮城県統計課が提供するみやぎ経済月報・消費購買動向

調査報告書等を活用・分析し県内経済動向として本会ＨＰ及び随時閲覧できるよう窓口に常

置し地域小規模事業者に対し提供した。 

課題としては、１５事業者のみを対象とした調査では市内全体の経済動向の把握としては

弱いものがあったことから、本計画では調査対象事業数を６０社に増やし実施するととも

に、名取市では東日本大震災により大きく経営環境が変化しているから、市内の産業構造の

特徴を捉えた上での専門的な分析、情報提供が必要であることから、国が提供する「ＲＥＳ

ＡＳ」を有効活用し、小規模事業者の経営計画策定に活用可能な経済動向結果を提供する。 

 

（２）事業内容 
① 国が提供するビッグデータ「ＲＥＳＡＳ」を活用した分析調査  

震災の影響による生活環境や産業構造等の変化が激しい本市の産業動向について、限ら

れたマンパワーや施策支援を集中投下し、効果的な経済活性化を目指すため、経営指導員

が国の提供するビッグデータ「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 1 回、本会ＨＰ上に公表する。 

 分析項目 分析内容 

名取市の人口動

態 

(人口増減、自然増減、社会増減の推移、年齢階級別純移動数の時系列分

析） 

老年・生産年齢・年少人口等において、どの層の増減が顕著であり、

どの層が今後伸びていくのかを把握するとともに要因を分析するこ

とで、小規模事業者における顧客層の把握による販路開拓に活かす。 

地域経済循環マ

ップ 
 

地域の得意な産業を活かし、地域間の交易を活発化させ、得意な産

業の関連産業でクラスター形成することで所得の循環構造を構築し

ていくことを提案する 

産業構造マップ 
 

自地域の主要産業や域外からお金を稼ぐ産業等を分析するととも

に、他地域と比較することで、自地域の業種別の強み・弱みや現在の

立ち位置（水準）を把握し、要因を分析することで、事業計画におけ

る顧客ニーズと市場の動向に反映させる。 

 

② 地域内小規模事業者に対する景気動向調査 

    本計画では、調査対象事業者を６０社に増やし、経営指導員が下記方法により地域業種   

   別景況をヒアリング調査・分析し、名取市内における経済動向として本会ＨＰにて年２回
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項 目 内      容 

調査方法及び

調査項目 

・県内の景気動向 
中小企業景況調査報告書(宮城県商工会連合会編)、みやぎ経済月報（宮

城県統計課編）等を活用し、県内の業種別の売上高・採算・業況等の

景気動向を調査する。 

・商圏内の消費購買動向 

宮城県の商圏及び消費購買動向調査報告書（宮城県統計課編）より、

名取市商圏内における商圏の変化や最寄品・買回品の地元購買率等

の消費者購買動向を調査する。 

・地域内の観光動向 

宮城県観光統計(宮城県観光企画課)より、当地域への観光入込数・

宿泊者数等の推移や嗜好変化等の観光動向を調査する。 

調査回数 年１回 

分析手法 経営指導員が外部専門家と連携し、県全体の景気動向との差異や消費購

買動向、観光動向について他地域との比較分析を行う。 

 

（３）成果の活用 

上記調査で収集した情報は、専門家と連携して業種別・内容別等に分析整理し、本会ホー

ムページに掲載し、広く地域小規模事業者等に周知するとともに、地域小規模事業者への巡

回訪問及び個別相談の際に提供する。また、小規模事業者に対する事業計画作成支援等の基

礎資料として活用する。 

 

（４）目標 

目標項目 現行 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

①RESAS分析の公表回数 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

②市内事業者景気動向調査 

の公表回数 

２回 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

③統計資料分析の公表回数 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

 

 ３．経営状況の分析に関すること 
（１）現状と課題 

第１期計画の取り組みとしては、自社の経営状況を把握し強みを活かした経営を推進する

ための経営分析の重要性の認識と経営者の意識改革を狙い、巡回訪問や経営分析セミナーを

開催し、事業者の掘り起こしを行ったが、支援ターゲットが不明確であったこともあり、持

続化補助金等の活用をきっかけとした簡易な経営分析が多く、課題の抽出は出来ても自社の

強みまで見出すことができず、経営基盤の確立に繋げる戦略策定を導くための経営分析に至

っていないケースも多く見受けられた。また、分析手法も財務分析、ＳＷＯＴ分析、３Ｃ分

析及びＰＥＳＴ分析等を活用した経営状況分析を計画していたが、事業者が求める目的の違

いや経営指導員の分析手法の違いもあって統一的な分析がなされていなかった。 

そのようなことから、本計画では、商工業の現状と課題を踏まえて、本計画の目標に記載

した重点支援対象事業者を優先支援の対象とし、経営実態から経営課題と強みを出すための

「経営状況の分析」からスタートし、「経営計画の策定」、そして「新たな需要の開拓」へと

一連した支援に繋ぎ、活力のある企業を育成する。 

また、経営分析手法の見直しを図り、全経営指導員共有の分析手法として「ローカルベン
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チマーク」を取り入れ、より経営の現状に踏み込んだ経営分析を行うとともに、統一的な支

援が可能とする体制を整える。 

（２）事業内容 

   ①巡回訪問等やセミナー開催による経営分析の必要性や重要性の周知・啓蒙活動 

小規模事業者が自ら経営分析の必要性・重要性を理解し、自社の「強み」「弱み」を把握

し経営課題に気づき、事業者自身の経営分析力の向上を促すため、主に重点支援対象者を中

心に経営指導員等が巡回・窓口相談の機会を活用し、随時、経営分析の必要性を小規模事業

者に広く啓蒙を図る。また、経営分析セミナーを開催し、変化する外部環境と自社の経営資

源を踏まえた経営実態把握の重要性を認識させるとともに、経営者の意識改革に努める。 

   ○経営分析セミナーの開催 

    【募 集 方 法】新聞折込によるチラシ配布及び本会ホームページでの案内 

           巡回訪問による直接案内 

    【内   容】経営分析の必要性、財務分析の手法、自社の経営環境の分析手法等 

    【開 催 回 数】年２回 

    【参加予定数】１回あたり１５名予定 

            

  ②小規模事業者に対する経営分析の実施 

小規模事業者の経営分析にあたっては、ローカルベンチマークの分析手法を経営指導員全

員が統一して活用し、財務諸表による数的見地からの定量的分析と、定量的な項目分析では

見出せない小規模事業事業者特有の定性的な項目について、当該事業者にヒアリングを行

い、ＳＷＯＴ分析等を用いて自社を取り巻く外部環境や内部環境等による自社の現状等を分

析し、実態課題の洗い出しを行う。 

また、経営分析の過程で発生した専門的な課題や詳細な分析を要する場合には、宮城県商

工会連合会のサポーティングリーダーや宮城県よろず支援拠点等の専門家と連携し、課題内

容に応じた高度かつ専門的な分析等も取り入れる。 

   ○経営分析の内容 

    【対  象  者】 巡回訪問や窓口対応時及びセミナー参加者の中から意欲的な事業者 

３０社を選定する。 

【分 析 手 法】  ローカルベンチマーク「経営分析シート」による分析 

○定量分析 

項 目 内     容 

1.分析目的 小規模事業者の現状を分析することにより、経営状態を把握することで、 

今後の支援策に繋げる。 

2.分析項目 売上高（工事高）増加率（売上持続性）、営業利益率（収益性）、 労働生

産性（生産性）、EBITDA 有利子負債倍率（健全性）、 営業運転資本回転

期間（効率性）、自己資本比率（安全性）、 付加価値額（営業利益＋人件

費＋減価償却費） 売上高総利益率、流動比率、損益分岐点、キャッシュ

フロー など 

3.分析方法 経済産業省が企業の健康診断ツールとして提供するローカルベンチマー 

クを活用するとともに、収益性、安全性、資本効率性、成長性に関する

指標については、財務情報から得られた内容から分析を行い、小規模事

業者の経営状態を把握する。 
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○定性分析 

項 目 内     容 

1.分析目的 小規模事業者に対する個社支援を実施するために、競争力の源として、

人材、技術、技能、知的財産、組織力、ネットワークなど、財務諸表に

は表れてこない『資産』を発掘する。この内部環境の把握に加え、外部

環境として、地域経済動向調査結果を踏まえることでＳＷＯＴ分析を行

い、事業計画策定へと繋げ、将来的な業績の向上に結び付ける。小規模

事業者の現状を分析することにより、経営状態を把握することでき、今

後の支援策に繋げる。 

2.分析項目 ①経営者への着目 

・経営者自身について、ビジョン、経営理念、・後継者の有無  

②事業への着目 

・企業及び事業沿革、・技術力、販売力の強み、 

・技術力、販売力の弱み、・ＩＴの能力 

③企業を取り巻く環境 関係者への着目 

・市場規模・シェア、競合他社との比較、 

・顧客リピート率、主力取引先企業の推移 

・従業員定着率、勤続日数、平均給与 

・取引金融機関とその推移 

④内部管理体制への着目 

・組織体制、 

・経営目標の有無、共有状況 

・社内会議の実施状況 

・人事育成の仕組み 

3.分析方法 「強み」と「経営課題」の内部環境の把握を行い、それを「見える化」

し、地域経済動向調査の結果によって得られる外部環境を加味したＳＷ

ＯＴ分析を経営指導員等が実施することにより、小規模事業者の業績向

上へ繋げる。 

 

（３）成果の活用 

経営状況の分析結果については、当該事業所に対してフィードバックし、経営実態からど

こに問題があるのか等の経営課題を明確化させ、事業計画策定支援などに活用していく。 

また、個別の経営分析の結果は、業種別・分析項目別に整理し、必要な時にスムーズな提

供が図れるよう経営指導員間で情報の共有を図り、巡回訪問や窓口相談を通して、情報の提

供を図るとともに、事業計画策定の基礎資料として活用する。 

 

（４）目標 

目標項目 現行 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

① セミナー開催数 

（参加者総数） 

２回 

(１２名) 

２回 

(３０名) 

２回 

(３０名) 

２回 

(３０名) 

２回 

(３０名) 

２回 

(３０名) 

② 経営分析件数 １５件 ３０件 ３０件 ３０件 ３０件 ３０件 
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４．事業計画策定支援に関すること 
（１）現状と課題 

第１期計画の取り組みとしては、毎年度、事業計画策定セミナー及び個別相談会を通して

事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起こしを行うとともに、経営分析を行った事業者

等を対象にこれまでの４年間（Ｈ２７～Ｈ３０）で１３８事業者の事業計画策定を支援して

きたものの、経営状況の分析と同様に、その大半は補助金申請に伴う簡易的な事業計画に留

まり、課題解決のための戦略策定計画には至っていないケースが多く、事業者側における事

業計画必要性の認識もまだ低い状況にある。本計画では、特に厳しい経営環境におかれてい

る重点支援対象事業者に対して巡回を強化し、積極的に意識改革を促すとともに、持続化補

助金等を目的とした事業者に対しても、それをきっかけとして事業計画に基づく経営の必要

性をセミナー及び個別相談会を通して同様の働きかけを行い、経営力強化に繋がる事業計画

策定を支援する。 

創業・第二創業支援について、名取市の「創業支援事業計画」における当商工会の役割で

ある事業経営計画に関する策定支援、創業セミナーの開催による特定創業者の支援から、新聞折

込みチラシや市の広報誌等による創業希望者の掘り起こしを行うとともに、創業セミナー等

を開催し創業に向けたビジネスプラン策定を支援し、４年間で３８人の創業希望者の支援を

行い、その内、創業計画の実現性が認められ１０件の創業補助金の採択を受けるとともに、

空き店舗活用による改装費用や賃借料を助成する「名取市チャレンジショップ補助金」の活

用も支援したことにより中心市街地商店街の空き店舗対策にも繋がったことから、本計画に

ついても第１期の支援方法を継続実施していく。 

事業承継支援については、事業承継ネットワーク及び事業引継ぎ支援センターとの連携の

もと、「事業承継診断ヒアリングシート」を用いて事業承継に取り組む小規模事業者の掘り

起こしに努めたものの、支援件数は低調で４年間で５件程度に留まっている現状にある。本

計画では、昨年実施した「商店街における事業承継実態調査」で得た個社毎の状況と支援ニ

ーズに基づき、ターゲットを絞り込んだプッシュ型アプローチを行い、事業引継ぎセンター

等と連携した連携した事業承継セミナーを開催し、早期の事業承継計画の策定を支援する。 

 

 （２）支援に対する考え方 

経営分析を行った事業者等を対象に、事業計画策定セミナーや個別相談会を開催し、地域

の経済動向調査結果や経営分析結果、需要動向調査を踏まえ、積極的な提案による伴走型の

指導・助言を行い、経営分析を行った事業者の約７割／年を目標に効果的な事業計画を策定

し、小規模事業者の事業の持続的発展を図る。 

また、創業・第二創業予定者に対しては、名取市と連携し産業競争力強化法における「創

業支援事業計画」に基づき、セミナーの開催や個別相談によりビジネスプランの策定を支援

する。 

事業承継支援については、事業承継セミナーを年 1回開催するとともに、宮城県商工会連

合会や宮城県よろず支援拠点、宮城県事業引継ぎ支援センター等と連携を図り、早期の事業

承継に向けた事業計画策定を支援する。 

 

 （３）事業内容 

  ①事業計画策定の支援 

経営分析を行った小規模事業者等を対象に、直面している経営課題の解決と新たな需要の

開拓を図るための事業計画策定セミナーを開催するとともに、専門家等を活用した個別相談

会（年４回）を開催し、経営指導員が小規模事業者と一体となって事業計画の策定支援を行

う。 
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個別相談会においては、宮城県商工会連合会が示している事業計画書の下記様式を活用

し、自社の特性や強みを活かしながら、消費者ニーズ等の需要を見据えた事業計画策定を支

援する。また、専門的な課題等については、宮城県商工会連合会サポーティングリーダーや

県の補助事業である「伴走型経営支援体制強化事業」の専門家派遣、宮城県よろず支援拠点

等を活用して専門的な支援を行う。 

 

●事業計画策定の経営指導員等による伴走型支援フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●宮城県商工会連合会が示している事業計画書（一部抜粋） 
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 (ロ)事業計画策定セミナーに参加した事業者を対象とした「個別相談会」の開催 

【募 集 方 法】事業計画策定セミナー参加者へ直接案内 

【回   数】年４回 

【内   容】専門家等による具体的な事業計画策定を支援 

【参加予定数】１回あたり５名（計２０名） 

 

 

 

 

 

 

 

項 目 内        容 

1.支援対象者 主に経営分析を行った事業者等（管内小規模事業者を含む） 

2.開催回数 年２回 

3.内  容 

地域の経済動向、自社の経営分析、商品・サービスの需要動向等の分

析結果を踏まえた事業計画立案の進め方や戦略策定のノウハウについ

て講習し、自社の事業計画を策定する。 

・事業テーマ、事業構想を明確にする 

・方法・手段を決める（具体的取り組み内容を決める） 

・スケジュールを決める（具体的な行動予定を明らかにする） 

・予算を決める（目標予算、経費予算を計画する） 

・収支計画書、資金計画書を作成する 

・自社の事業計画書を作成する 

4.募集方法 
経営指導員等の巡回による経営分析を行った事業者への直接案内及び

チラシ配布による案内 

5.参加予定数 １回あたり１０名（計２０名） 
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（ハ）事業計画の策定 

  【支 援 対 象】経営分析を行った事業者及び事業計画策定セミナー受講し経営分析を行 

った者 

  【手段・手法】経営分析を行った事業者及び事業計画策定セミナー受講者に対し、経営

指導員が担当制で張り付き、事業計画策定セミナー担当講師による個別

相談会を開催するとともに、宮城県商工会連合会が示している事業計画

書を活用して、宮城県商工会連合会サポーティングリーダー及び宮城県

よろず支援拠点等の外部専門家も交えて確実に事業計画の策定につなげ

ていく。 

 

②創業・第二創業の支援 

名取市が策定した産業競争力強化法における「創業支援事業計画」に基づき、創業・第

二創業予定者に対する創業セミナーや個別相談会を開催するとともに、宮城県商工会連合

会サポーティングリーダー及び宮城県よろず支援拠点等の専門家と連携しながら、個別指

導によるビジネスプラン(創業計画書)の策定を支援する。また、実現性の高い計画を見据

えて具体的な資金面の支援として、名取市の「チャレンジショップ事業」や国の創業補助

金等の活用を図るとともに、日本政策金融公庫等金融機関と連携し融資等の支援制度の情

報提供も行う。 

(イ)創業希望者等に対する「創業セミナー」（特定創業セミナー）の開催 

 

 (ロ)創業セミナーに参加した創業希望者を対象とした「個別相談会」の開催 

【募 集 方 法】創業セミナー参加者へ直接案内 

【回   数】年２回 

【内   容】専門家等による具体的なビジネスプラン（創業計画書）の策定支援 

【参加予定数】各２名（延４名） 

 

 

 

項 目 内        容 

1.支援対象者 主に創業及び第二創業希望者（管内小規模事業者を含む） 

2.開催回数 年１回 

3.内  容 

「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の４分野を１日２時間の講

義を４日間に分けて開催 

【経営】 

・起業成功のポイント ・創業の心構え ・キャリアの棚卸 

【財務】 

・財務の基礎 ・財務３表を理解する ・資金調達の方法 

【人材育成】 

・人を育てるポイント ・人財育成の仕組みづくり 

・外部研修制度の活用 

【販路開拓】 

・マーケティングの基本 

4.募集方法 
名取市広報誌への折込及び新聞折込チラシ、本会ホームページによる

広報 

5.参加予定数 １０名 
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（ハ）創業計画の策定 

 【支 援 対 象】創業セミナー受講者 

 【手段・手法】「創業セミナー」受講者に対し、経営指導員が担当制で張り付き、創業セ

ミナー担当講師による個別相談会を開催するとともに、宮城県商工会連

合会サポーティングリーダー及び宮城県よろず支援拠点等の外部専門家

も交えて確実に創業計画の策定につなげていく。 

 

③事業承継の支援 

小規模事業者の高齢化が進展するなか、将来にわたって持続的な経営を行っていくため

には、後継者に対する円滑な事業継承が重要な課題である。昨年実施した「商店街におけ

る事業承継実態調査」で得た個社毎の状況を踏まえ、経営指導員の巡回訪問を通じて支援

ニーズ等に応じた相談対応を行うとともに、事業承継セミナーを開催し、参加者に対し意

識付けと早期取組みの必要性を促していく。 

また、事業承継計画の策定については、後継者の有無、現在の経営状況や資産・負債の

状況、新たな事業への計画立案、事業の将来性などの問題等あることから、宮城県事業引

継ぎセンターや宮城県よろず支援拠点等と連携し、経営者の不安を払拭しながら円滑な事

業承継を支援する。 

(イ)事業承継セミナーの開催 

 

（ロ）事業承継計画の策定 

 【支 援 対 象】事業承継セミナーを受講し経営状況の分析を行った者 

 【手段・手法】事業承継セミナー受講者に対し、経営指導員が担当制で張り付き、事業承 

継セミナー担当講師、宮城県商工会連合会サポーティングリーダー、宮城 

県よろず支援拠点及び宮城県事業引継ぎ支援センター等の外部専門家も 

交えて確実に事業承継計画の策定につなげていく。 

 

（４）目標 

目標項目 現行 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

①事業計画策定件数 １０件 ２０件 ２０件 ２０件 ２０件 ２０件 

②創業計画策定件数 ４件 ４件 ４件 ４件 ４件 ４件 

③事業承継計画策定件数  ０件  ２件  ２件  ２件 ２件 ２件 

 

項 目 内        容 

1.支援対象者 主に事業承継希望者（管内小規模事業者を含む） 

2.開催回数 年１回 

3.内  容 

「宮城県事業引継ぎ支援センター」と連携を図り、事業承継の進め方や

事業承継計画の立て方等 

・事業承継の進め方 

・事業承継計画の策定 

4.募集方法 

「商店街における事業承継アンケート」結果による事業承継を考えてい

るもしくは問題を抱えている事業者や商工会青年部等に所属している

後継者候補等へは直接案内、地域小規模事業者へ案内チラシの配布及び

本会ＨＰでの広報。 

5.参加予定数 ５名 
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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 

第１期計画の取り組みとしては事業計画を策定した小規模事業者に対しては、巡回訪問等

による計画の進捗状況を確認しながら、新たな販路開拓等に向けたフォローアップ支援、新

規創業者に対しては、金融・経理・税務・労務等の経営に係る基礎的支援を行うとともに、

持続化補助金等の販路開拓に伴う支援施策や資金調達に伴う金融支援を実施しサポートを

行ってきた。 

しかし、本会におけるフォローアップの支援体制や支援方法等が明確に定まっていないこ

ともあり、状況に応じた計画の見直しを行うなど適切なフォローアップを行うことができ

ず、十分な販路開拓まで至らなかった事案もあった。 

 

（２）支援に対する考え方 

本計画では、事業計画を策定した全ての事業者を対象にフォローアップを行うこととし、

小規模事業者の進捗状況に応じたフォローアップ頻度を考慮しながら、外部支援機関の専門

家と連携し、事業遂行上の課題解決に向けた支援を実施するとともに、特に売上・利益等の

検証を踏まえ事業成果を意識したフォローアップ支援を実施する。 

尚、計画と進捗状況とがズレが生じている場合や、新たな問題・課題が発生している事業

者に対しては、宮城県よろず支援拠点等の専門家と連携しながら、ズレが発生した要因や対

応方策等を検討し、フォローアップの頻度変更や計画の見直しを図るなど、支援対象事業者

の状況に応じた適切な支援を伴走型で実施する。 

 

 （３）事業内容 

①事業計画を策定した既存事業者へのフォローアップ支援 

事業計画を策定した全ての事業者を対象に、原則四半期に１回、経営指導員が定期的に巡

回し、計画進捗状況の確認と成果の検証を行う。集中して支援すべき事業者と事業計画どお

り順調に事業を遂行し成果が出ている事業所を見極め、フォローアップ支援の回数を設定す

る。ある程度順調と判断し、訪問回数を減らしても支障がないと判断できた場合、半期に一

度定期巡回を行う。但し、事業所の求めや状況に応じて柔軟に対応する。 

 

②創業・第二創業予定者に対するフォローアップ支援の実践 

創業・第二創業予定者に対しては、２ヶ月に１回以上の頻度で巡回等を行い、補助金・

融資制度等の活用による資金繰り支援や税務・労務等諸手続きの支援を行い、先ずは計画

したビジネスプランに基づき開業準備に向けた支援を行う。開業後も、経営が軌道に乗る

までの間は２ヶ月に１回以上、経営指導員による定期的な巡回訪問を実施し、金融・税務・

労務等に関する基本的経営支援に加え、計画の進捗状況や経営の状況、新たな問題・課題

等を確認するとともに、宮城県商工会連合会サポーティングリーダーや宮城県よろず支援

拠点等の専門家等と連携しながら、課題解決に向けた必要な支援を実施する。 

 

③事業承継計画策定事業者に対するフォローアップ支援 

事業承継計画を策定した小規模事業者に対しても、四半期に１回以上、経営指導員が巡回

訪問し、計画の進捗状況を確認するとともに、事業承継が計画通りに進んでいない場合には、

事業者に対するヒアリングにより、その要因と問題・課題等の分析・抽出を行い、専門家等

と連携しながら課題解決に向けた伴走型の支援を行う。 

事業承継の具体的支援については、後継者の選定や継承方法、相続・贈与・譲渡等の税金

問題、譲渡条件等、多岐にわたる問題・課題が発生してくることから、宮城県事業承継ネッ
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トワークの構成機関である宮城県事業引継ぎ支援センターと連携し、弁護士や税理士等の専

門家の支援を受けながら、円滑な事業承継計画実施の支援を行う。 

 

（４）目標 

目標項目 現行 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

① 事業計画策定フォロー

アップ対象事業者数 
１０社 ２０社 ２０社 ２０社 ２０社 ２０社 

頻度（延回数） ５０回 ８０回 ８０回 ８０回 ８０回 ８０回 

売上増加の事業者数 ― １０社 １０社 １０社 １０社 １０社 

利益率２％以上増加

の事業者数 

― ７社 ７社 ７社 ７社 ７社 

② 創業計画策定フォロー

アップ対象事業者数 
 ３社  ４社  ４社  ４社 ４社 ４社 

頻度（延回数） ９回 ２４回 ２４回 ２４回 ２４回 ２４回 

売上目標達成の事業 

所数 

― １社 １社 1社 1社 １社 

③事業承継計画策定支援

者フォローアップ 

対象事業者数 

 ０社  ２社  ２社  ２社 ２社 ２社 

頻度（延回数） ０回 ８回  ８回 ８回 ８回 ８回 

売上増加の事業者数 ― １社 １社 １社 １社 １社 

 

６．需要動向調査に関すること 
（１）現状と課題 

第１期計画の取り組みとしては、名取市内の小売業者及び水産加工業等製造業者を対象

とした経営状況調査と名取市内消費者を対象とした購買動向調査の２つの調査により、

地域内事業者側並びに消費者側から捉えた地域の需要動向を調査し、経営計画策定にお

ける参考資料として提供してきたが、マクロ的な統計とはなっても、小規模事業者が提

供する商品・役務の販路開拓に直接的に結び付けられるデータとはならなかった。 

本計画では、マーケットインの観点により事業者の販売する商品及び提供する役務に

対して、買い手である消費者及び取引先（バイヤー）のニーズ等の需要動向の提供を行

うための調査を行い、小規模事業者に対する「売れる商品づくり」や「消費者ニーズを捉

えたサービスの展開」等による新たな販路の開拓を支援する。 

 

（２）事業内容 

 ①消費者ニーズを捉えるための需要動向調査 

東日本大震災により被災し販路回復に苦慮している水産加工業者を対象に、消費者ニーズ

を捉えた新商品の開発及び既存商品の改良等による売れる商品づくりによる新たな販路の

開拓を支援することを目的に、水産加工業者が主催で行っている「閖上しらすまつり」（９

月開催）に来場する消費者に対して、提供する水産加工品について次の方法により需要動向

調査を実施する。 
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項 目 内        容 

支援対象事業者 閖上地区の水産加工業者 

調査商品数 上記対象事業者が提供する既存商品及び新商品のうち毎年度

２商品を選定し調査する。 

調査方法 毎年９月に開催される「閖上しらすまつり」に来場する消費

者を対象に、試食等を通して下記項目について経営指導員等

が聞き取りのうえ調査する。 

【来場者数】10,000名（令和元年度実績） 

調査項目 調査項目については、以下を基本としながら、事前に調査対

象事業者の意向を確認するとともに、専門家の指導を頂きな

がら設定する。 

【基本属性】居住地域、性別、年代、交通手段等 

【商品評価】味・見た目・値段・食べやすさ(大きさや形状)・

ボリューム感・パッケージデザイン・満足度等

について５段階評価、土産品としての評価、改

善提案 等 

実施時期 毎年度９月 

サンプル数 １商品５０部（２商品×50部 計 100部） 

分析方法 調査結果は専門家に意見を聞きつつ経営指導員等が商品毎に

調査項目を整理分析する。 

分析結果の活用方法 支援対象事業者へ直接提供し、消費者ニーズに対応した商品

等の見直しや新商品開発を通じた売上拡大等の具体的な販路

開拓戦略を見出すための事業計画策定に繋いでいく。 

 

②商談会におけるバイヤーへの需要動向調査 

商談対象の商品の評価や改善点を把握するため、事業計画策定を行った事業所のうち新た

な販路開拓に取り組む小規模事業者を対象に、１１月に開催される（一社）東北ニュービジ

ネス協議会等が主催する「ビジネスマッチ東北」（首都圏等バイヤー50社参加）への出展を

促し、商談対象の商品について、参加するバイヤーに対して次の方法によりヒアリング調査

を実施する。 
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項 目 内        容 

支援対象事業者 ①事業計画に基づき新たな販路開拓に取り組む小規模事業者 

②閖上地区の水産加工業者 

調査商品数 毎年度、上記対象事業者のうち商談会毎に 2 商品を選定し調

査する。 

調査方法 経営指導員が出展事業所のサポート役として参加し、来場す

るバイヤー及び商談交渉するバイヤーに対し、試食等を通し

て下記項目について直接ヒアリングを行う。 

調査項目 調査項目については、以下を基本としながら、事前に調査対

象事業者の意向を確認するとともに、専門家の指導を頂きな

がら設定する。 

・味 ・容量 ・形状 ・パッケージ・価格 ・消費者嗜好 

・類似商品の動向 ・改善提案 ・取引条件 等 

実施時期 毎年度１１月 

サンプル数 バイヤー５名 

分析方法 宮城県よろず支援拠点等の専門家と連携して行う。 

分析結果の活用方法 調査結果は、支援対象事業者へ直接提供し、既存商品の改良、

新商品の開発、他の商談会等への出展する際の参考資料とし

て活用するとともに、売上拡大等の具体的な販路開拓戦略を

見出すための事業計画策定に繋いでいく。 

（３）目標 

目標項目 現行 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

①消費者に対する需要動 

向調査対象事業者数 
― ２社 ２社 ２社 ２社 ２社 

②バイヤーに対する需要 

動向調査対象事業者数 
― ２社 ２社 ２社 ２社 ２社 

 

 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 

第１期計画の取り組みとしては、特に震災で販路を失った水産加工業者等をはじめとする

市内特産品等製造事業者を対象に、ＪＲ仙台駅構内での「仙南ブランド市」や市内にある東

北最大規模の大型ショッピングセンター内での定期的な特産市開催による販売機会の提供、

他の支援機関が実施する商談会への出展支援による新たな需要開拓を支援するとともに、仙

台国際ホテルのシェフを活用した特産品の試作発表会を開催し、地域資源を活用した新たな

特産品の開発を支援してきた。しかし、前述の第１期における需要動向調査ではマクロ的調

査となったこともあり、買い手の需要を直接反映した商品づくりに結び付かなった点や、バ

イヤーとの商談に慣れていない小規模事業者への事前のサポートが不足していたこともあ

り、新たな需要開拓の支援としては十分な成果が上がったとは言い難い状況である。 

 

（２）支援に対する考え方 

本計画では、未だ販路の回復に苦慮している水産加工業者等を中心に、事業計画を策定し

て新たな販路の開拓に取り組む小規模事業者に対して、需要動向調査で得た消費者及びバイ

ヤー等のニーズを踏まえた商品力・販売力の向上をサポートし、本会が開催するＪＲ仙台駅

での販売会や宮城県商工会連合会をはじめ県内支援機関が開催する商談会への出展支援、等
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を行うとともに、ＩＴを活用したチャネルの拡大による新たな需要の開拓を支援する。 

 

（３）事業内容 

  ①販売会開催による販路開拓支援（ＢtoＣ支援） 

閖上地区の水産加工業者をはじめ市内食品製造業者等の商品のブランド力向上と新

規顧客開拓に向けた販売機会の創出を目的に、広域連携体制にある岩沼市商工会と連

携して、１日の乗降者数が９万人を超えるＪＲ仙台駅構内において「仙南ブランド特

産市」を開催する。 

こうした機会は、新たな需要の獲得はもちろん、仙台駅は首都圏等からの利用客も

多いことから、商品に対する首都圏等消費者の声や反応も直接聞くことができ、商品

改良等の契機になる。また、出展する事業者の販売及び展示技術の向上を図るため、

需要動向の調査結果を踏まえ、宮城県よろず支援拠点等の専門家と連携し、出展効果

を更に高めるための商品選定やプロモーション手法等の事前指導を行い、「仙南ブラン

ド特産市」当日は、販売ブースの展示方法や装飾及び商品説明を含む接客などについ

て会場での個別指導を行うことで、販路開拓を支援する。 

〇仙南ブランド特産市  

【開 催 時 期】毎年度１０月の３日間 

 【開 催 場 所】ＪＲ仙台駅構内（中央改札口前広場） 

 【出展対象者】名取市内の水産加工業者や菓子・酒等食品製造事業者及び小売業者 

６事業所 

     【出展者数】 仙南地域（４市９町の水産加工業者や食品製造事業者及び小売業者 

１５社（令和元年度実績）） 

 

②県内支援機関等が実施する商談会への出展支援と商談成約率向上に向けた支援 

 （ＢtoＢ支援） 

閖上地区の水産加工業をはじめ食品製造事業者や小売事業者等の新たな販路開拓支援

を目的に、宮城県商工会連合会が主催する「グルっとＭＩＹＡＧＩ ちょっといいもの食

の商談会」、（一社）東北ニュービジネス協議会」が主催する「ビジネスマッチ東北」等へ

の出展を支援する。 

出展する事業者に対しては、商談技術や商品アピール手法の向上、ＦＣＰシート作成等、

宮城県よろず支援拠点等の販路開拓専門家と連携した事前相談会を開催するとともに、商

談会当日は経営指導員も出展者に帯同しバイヤー等の意見や商品の評価等を整理し、商談

後においては、その内容を小規模事業者へ提供しながら、商品開発・改良等、バイヤーと

の成約に向けた取組みを継続的に支援するなど小規模事業者の販路開拓を支援する。 

（ｲ）「グルっとＭＩＹＡＧＩ ちょっといいもの食の商談会」 

【概  要】 東日本大震災や関連する風評被害等によって販路を失った水産加工

業者や新たな販路の拡大を担っている県内食品製造業者等を対象

に県内スーパー等のバイヤーとの商談会 

      【開催時期】 毎年度９月 

       【来場者数】 バイヤー１８社 ２７名（平成３０年実績） 

       【出展者数】 ３３社（平成３０年実績） 
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（ﾛ）「ビジネスマッチ東北」 

【概  要】 東北地域に所在する様々な業種・業態の企業・団体の新たな技術や

商材・サービスを展示しながら、販路拡大や新事業創出の可能性を

産み出す東北最大級の展示・商談会 

【開催時期】 毎年度１１月 

【来場者数】 ７４０７名（平成３０年実績） 

【出展者数】 ４９７事業所・団体（平成３０年実績） 

 

③ＩＴを活用した販路開拓支援（ＢtoＣ支援） 

    上記の展示会や商談会は、効果が大きい反面、単発的であり機会も限られていることか

ら、日常的な販路開拓機会の提供の場として、全国連が運営するＥＣ販売サイト「ニッポ

ンセレクト.com」の出展支援を行い、インターネット販売等ＩＴを活用した販路開拓を支

援するとともに、小規模事業者はＩＴの活用が遅れていることから、事業者自ら

「Instagram」や「Twitter」等のＳＮＳを活用し、企業及び商品の情報発信の取組みが実

践できるよう支援する。 

（ｲ）ＥＣ販売サイト「ニッポンセレクト.Com」を活用した販路開拓支援 

食品等製造事業者や小売事業者等のＩＴを活用した新たな販路開拓を支援するこ

とを目的に、全国商工会連合会が開設しているＥＣ販売サイト「ニッポンセレクト．

com」への出品勧奨を行うとともに、専門家と連携してのＥＣサイトにおける商品訴

求に関するノウハウの提供やその対策、売上拡大事例の紹介などを通じて出品効果を

高めるための支援を行い、ネット販売による販路開拓を支援する。 

 

（ﾛ）ＳＮＳ活用による販路開拓の取り組み支援 

地域小規模事業者に対し「Instagram」や「Twitter」等ＳＮＳを活用した企業商品

情報等の発信の有効性等について、経営指導員等の巡回訪問を通じて理解の促進に務

める。また、導入を希望する小規模事業者に対しては、宮城県商工会連合会が実施し

ているＳＮＳの活用効果や活用方法等を学ぶセミナーからＩＴ専門家が実際にＳＮ

Ｓ立上げまで支援する「ＳＮＳ活用による販路拡大支援事業」への参加を通じてＳＮ

Ｓ活用の取り組みを支援する。 

（３）目標 

 現行 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

①ＪＲ仙台駅構内販売会 

出展事業者数 

６社 ６社 ６社 ６社 ６社 ６社 

売上額／社 ― １０万 １０万 １０万 １０万 １０万 
②ちょっといいもの食の 

商談会参加事業者数 
０社 ２社 ２社 ２社 ２社 ２社 

成約件数／社 ０件 １件 ２件 ２件 ２件 ２件 
②ビジネスマッチ東北 

参加事業者数 
２件 ２社 ２社 ２社 ２社 ２社 

成約件数／社 ２件 １件 １件 ２件 ２件 ２件 

③ ﾆｯﾎﾟﾝｾﾚｸﾄ.com 

出品者数 

０社 ２社 ２社 ２社 ２社 ２社 

 売上増加率 

（前年度比／社） 

― １０５％ １０５％ １０５％ １０５％ １０５％ 
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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 

名取市は東日本大震災の津波により閖上地区が壊滅する大きな被害があったものの、仙台空

港アクセス鉄道の開通に伴う新たな街づくりによる住宅建設が進み、更に交通アクセスの利便

性もあり、仙台市のベッドタウンとして人口が増加している。但しその消費購買は、名取市内

に相次いで出展した東北最大級の大型ショッピングセンターや中規模専門店へ吸収されてい

ることに加え仙台商圏に流出している状況にあり、更に観光による吸引力も弱く、地域小規模

事業者にとっては厳しい経営環境にある。 

そうした状況の中で第１期計画の取り組みとしては、名取市内での需要及び地域に呼び込む

需要の喚起を図る方策等について、名取市及び農協、漁協、観光物産協会等の多様な関係機関・

団体と検討するとともに、今後の地域の方向性について共有し、中心市街地の賑わい創出や交

流人口の増加に向けた各種イベント事業を実施してきた。しかし、イベント効果の評価が明確

になっていないことから毎年のイベントがマンネリ化し、一時的な効果はあったものの、地域

経済活性化には繋がっていない状況にあった。 

本計画では、日本一と称される閖上赤貝や北限のシラス等の水産物、「仙台せり」としてブ

ランド力の高いセリ等の農水産物、日・祝日のみの開催であるが１日最大２万人を集客する「ゆ

りあげ港朝市」や賑わいを見せている新商業施設「かわまちてらす閖上」等魅力的な観光資源

があることから、そうした経営資源を活かした今後の地域経済活性化の方向性について、引き

続き関係機関で検討・共有し、強力な連携のもと効果的な事業を推進していくことが必要であ

る。 

 
 （２）事業内容 

  ①「地域経済活性化懇談会」の開催による活性化に向けた方向性の共有・検討 

当会が主催で名取市、（一社）名取市観光物産協会、名取岩沼農業協同組合、宮城県漁

業協同組合仙南支所（閖上）、閖上水産加工業組合、商店会等地域団体が参加する「地域

経済活性化懇談会」を年２回開催する。各組織の横の繋がりを強化するとともに、地域の

現状等を踏まえた地域経済の活性化の方向性を共有・検討するとともに、地域資源を活用

した交流人口の拡大や地域ブランドの構築、地域商店街の賑わい創出等に向けた効果的な

イベント事業の方策を検討・実施し、小規模事業者の事業機会の創出による地域経済活性

化を推進する。 

    特に、年間３００万人以上の利用客がある仙台空港からどのように誘客するかが大きな

課題であり、閖上地区に再建するサイクルスポーツセンター等の観光施設、県内でも有数

の歴史的文化資産、そして閖上赤貝やしらす等の「食」のブランドの魅力などを組み合わ

せた誘客策を関係機関一体となって検討し、交流人口増加による観光振興を図る。 

 

②イベント実施による地域経済活性化の推進 
下記イベントの実施においては、上述①で記載した「地域経済活性化懇談会」で共有・

検討された地域経済活性化の方向性について、各イベントにおいて設置する実行委員会等

においても共有を図り、「中心市街地の賑わい創出」「交流人口の増加」「地域ブランドの

創出」というそれぞれの目的達成に向け、より効果的な手法を検討しながら実施すること

で地域経済活性化の推進を図る。 
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ア．中心市街地の賑わい創出を図るための事業 
事  業  名 開催月 内   容 

なとり駅前ｄｅ春ま
つり 

５月 名取市商工会増田西地区の事業者２７社とサッポロビール仙
台工場と連携し実行委員会を組織し（年３回（程度）／開催）、
名取駅西口のサッポロビール工場敷地内にて、出来たてサッ
ポロビールの提供と地場産品の販売、郷土芸能等を披露。 
来場者約 3,000人 

なとポップ  ５月 名取市商工会増田地区の事業者１８社が主催となり、中心市
街地の防災公園を会場に、アーティストによるライブや地場
産品を販売し地域住民の憩いの場として提供。来場者約 500
人 

神社 deバザール １０月 名取市商工会増田地区の事業者１８社が主催となり、中心市
街地の増田神社及び防災公園にて、地元の小学生によるブラ
スバンドやアーティストによるライブや地場産品の販売。来
場者約 1,000人 

名取ＪＡＺＺ＆ＢＥ
ＥＲフェスティバル 
 

１０月 名取市と（一社）名取市観光物産協会が実行委員会を組織し
本会が運営に協力し、ＪＡＺＺを中心としたステージ演奏や
多数の地場産品等を販売。来場者 2,500人 

 

イ．交流人口の増加を図るための事業 
事  業  名 開催月 内   容 

なとり春まつり ４月 名取市、名取市商工会、（一社）名取市観光物産協会、宮城県
漁業協同組合仙南支所（閖上）等で実行委員会（年３回（程
度）／開催）を組織し、名取市役所前にて水産加工品、野菜
等の産直の地場産品の販売、飲食業組合や商店街の露店出店、
植木・種苗・花木の販売、郷土芸能・趣味の会の披露、フリ
ーマーケットなどを開催。 
来場者約 9,000人 

名取夏まつり ８月 名取市、名取市商工会、（一社）名取市観光物産協会、宮城県
漁業協同組合仙南支所（閖上）等にて実行委員会（年３回（程
度）／開催）を組織して実施する花火大会。震災以前は閖上
地区にて開催していたが、現在は下増田小学校に会場を移し、
地場産品等の露店をはじめ、閖上太鼓等の郷土芸能、浴衣コ
ンテスト等多数のイベントを開催。来場者約 25,000人 

ふるさと名取秋まつ
り 

１１月 名取市、名取市商工会、名取岩沼農業協同組合、宮城県漁業
協同組合仙南支所（閖上）、（一社）名取市観光物産協会にて
実行委員会（年３回（程度）／開催）を組織し、地元で採れ
た新鮮な農産品や農産加工品等を展示販売する秋の収穫祭。
地元企業の工業展も開催。来場者 17,000人 

 

ウ．地域ブランド創出を図るための事業 
事  業  名 開催月 内   容 

閖上しらす祭り ９月 閖上水産加工業組合が主催となり、「北限のしらす」と銘打ち、
新たなブランドを創出し、「しらす」を知って、食べていただ
く機会として販路拡大を狙うイベント。 
来場者 10,000人 

 

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）現状と課題 

第１期計画の取り組みとしては、市内金融機関との懇談会において地域内の景気動向や金

融支援の状況、支援ノウハウ等の情報交換を行うとともに、宮城県よろず支援拠点コーディ

ネーター等の専門家からは、事業者支援終了後にその事業者に対する問題解決の手法等につ
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いて情報共有を図るなど、他の支援機関との連携強化に努め、支援ノウハウ等の情報交換の

機会の拡大を図ってきた。また、年１回開催される県内商工会の経営指導員による経営支援

事例発表会において、経営力向上に導いた事例を共有し、実践的な支援ノウハウや新たな需

要開拓による売上・利益の向上策等、他の経営指導員が実践した手法等を共有することで支

援スキルの向上に努めた。 

本計画では、第１期の取り組みを継続するとともに、創業支援に関する支援ノウハウや、

更に大きな課題になっている事業承継の効果的支援の手法等についても、他の支援機関の取

り組みについて情報交換を図り、提案型支援能力の向上に努めることが必要である。 

 
（２）事業内容 

①管内金融機関等との連携及び支援ノウハウ等の情報交換（年２回） 

名取市が主催する市内金融機関（七十七銀行増田支店・閖上支店・増田西支店、仙台銀行

名取支店、宮城第一信用金庫名取支店、仙南信用金庫名取支店、東邦銀行名取支店）及び宮

城県信用保証協会が参加する金融懇談会に参加し、地域内における景況や金融情勢、小規模

事業者に対する課題解決に向けた支援ノウハウに加え、創業支援や事業承継支援の状況や効

果的取り組み等について情報交換を行い、連携体制の構築を図る。 

また、㈱日本政策金融公庫仙台支店店と管内商工会の経営指導員との間での開催される

「小規模事業者等経営改善資金貸付連絡会議」を通じて、地域企業の設備投資動向、業種別

動向などの地域金融状況と、各商工会地域の商工業の現状・課題を踏まえた支援ノウハウ等

について情報交換を行い、小規模事業者の需要を見据えた支援能力の向上を図る。  

 

②県内商工会支援事例の共有によるチーム支援強化 （年１回） 

宮城県商工会連合会が主催する「経営力向上支援事例発表会」を通して、県内の各商工会

経営指導員がチーム支援による経営力向上に導いた支援事例を共有し、各商工会での成功指

導事例の共有を通じて、小規模事業者支援能力の向上を図る。 

 

③支援機関及び専門家との連携及び情報交換 （年６回） 

宮城県商工会連合会が主催する「管理者養成研修」「小規模企業支援能力向上研修」や中

小企業基盤整備機構が主催する「中小企業支援担当者等研修」に計６回出席し、研修後に

研修の講師である専門家から、新たな需要開拓による売上及び利益率の向上などのノウハウ

や新たな施策の情報収集を行う。また、他の商工会等の経営指導員等との情報交換を行い、

他地域の現状や地域の特性を活かした取組事例等について広く情報収集し、小規模事業者支

援能力の向上を図る。 

宮城県よろず支援拠点及び専門家派遣事業（エキスパート・ミラサポ等）による小規模事

業者への支援案件において、専門家から提案された個別の課題解決策や今後の支援方向性等

について本会経営指導員と共有・検討するための支援連絡会議を随時開催して、支援ノウハ

ウ向上に向けた具体的な情報交換を行う。 

 

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 

第１期における経営指導員等の資質向上の取組は、宮城県商工会連合会等が実施する専門

研修等の参加を中心に支援知識の習得を図っており、また定期的に開催している職員会議等

において、習得した支援知識や地域内小規模事業者の支援状況、事業のスケジュール等につ

いて職員間で情報共有を行ってきたものの、職員ごとに支援内容や能力に偏りが見られ、更

に職員の退職による職員の入替が激しかったこともあり、組織全体の支援能力の向上は大き
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く上がったとは言い難い状況にある。 

地域小規模事業者が抱える経営上の問題は、より複雑化・高度化しているなかで一貫性の

ある伴走型の支援が求められていることから、職員個人の資質向上はもちろん、職員全体に

よる支援ノウハウ等の共有を図るなど、更なる支援能力の向上必要である。 

 

 （２）事業内容 

宮城県商工会連合会が主催する研修会への参加に加え、中小企業庁や中小企業基盤整備機

構、中小企業大学校が主催する小規模事業者支援研修等へ経営指導員を派遣させ、必要とな

る知識・能力の習得、支援ノウハウの共有など、支援スキルの向上を図る。 

また、事務職員については、経験年数や能力に応じた研修計画を設定し、計画に基づいた

支援能力のレベルアップを図るとともに、毎月開催している職員会議において支援ノウハウ

の共有と小規模事業者支援システムを活用した支援情報の集約により、組織全体の支援能力

向上に努める。 

①職員別の目指すべき能力の設定 

従来の金融・税務・記帳指導の基本的な能力に加え、次に掲げる能力を身に付けるための

資質向上を図る。 

職  種 目指すべき能力 

経営指導員 ・経営分析や取り巻く環境に基づき事業計画を策定支援する能力 

・社会動向や消費者ニーズを察知し、新たな需要開拓を提案する能力 

・導いた経営戦略に基づき、具体的な戦術を提案する能力 

・ＰＤＣＡサイクルを意識し、計画検証と軌道修正できる能力 

・上記能力を含めた創業・事業承継に関する支援能力 

・支援内容に合った専門家や外部支援機関を有効活用できる能力 等 

事 務 職 員 
 

(補助員・記

帳専任職員) 

・小規模事業者の相談内容を捉え、経営指導員に明確に繋げる能力 

・決算関係書類に基づき事業所の経営状況が把握できる能力 

・小規模事業者の課題に関する基礎的な分析や方向性を提案する能力 

・経営指導員をサポートする能力 

   

②外部研修会等への参加による資質向上 

経営指導員や経営支援スタッフである事務職員の小規模事業者の事業計画策定や生産性

向上、事業承継などの小規模事業者の実態に応じた伴走型支援のスキル向上を図るため、宮

城県商工会連合会が実施する小規模企業支援能力研修（事業計画策定・創業支援・事業継承

支援等）の参加に加え、中小企業庁（全国商工会連合会へ委託）が実施する経営指導員等向

け小規模事業者支援研修（経営発達支援・ＩＴスキル向上・販路開拓手法等）、中小企業基

盤整備機構や中小企業大学校が主催する中小企業支援担当者研修会等へ経営指導員を計画

的に参加させ、特に環境変化を捉えた事業計画の策定、新たな需要開拓による売上・利益の

確保を重視した支援能力の向上に努める。 

また、宮城県商工会連合会が実施する小規模企業支援能力向上研修等の各コースへの職員

派遣については、課長(経営指導員)が職員各個人の経験年数・能力等に応じ、不足している

スキル・身に付けてほしいスキル等の習得に向けた研修計画を策定し、計画的に能力向上を

図る。特に本計画の目標に掲げた「事業計画の策定と、それに基づく経営の推進」のため、

「経営計画策定支援コース」は経営指導員及び事務職員全員を参加させ、事業計画策定数の

増加と実現性の高い計画策定の支援が出来るよう支援スキルの向上に努める。 
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③ＯＪＴによる資質向上 

経営指導員及び事務職員の支援力を高めるために積極的にＯＪＴの機会を設け、巡回・窓

口相談時において、必要に応じて若手職員はベテラン職員とともに小規模事業者の支援にあ

たり、指導・助言の内容、情報収集の方法について互いのスキルを学ぶとともに、支援ノウ

ハウを指導員全体で共有するなどＯＪＴによる伴走型支援能力の向上を図る。 

更に、本計画で実施する小規模事業者を対象とした経営計画セミナーや創業セミナー等も

支援スキル向上のための絶好の機会と捉え、担当経営指導員のみならず事務職員の受講にも

努める。 

 

④職員全員による支援ノウハウ等の共有 

毎月 1回定期的に職員会議を開催し、全職員が研修会等で得られた支援ノウハウや国・県

等の新たな支援策、巡回訪問で得られた地域内小規模事業者の経営状況や課題、支援の状況

等の情報を職員全員で共有することで、組織全体における支援能力向上を図るとともに、効

果的な小規模事業者支援の推進を図る。 

また、小規模事業者の支援情報等については、適時・適切に商工会基幹システムにデータ

入力を行い個別に集約・蓄積し、支援中の状況が全職員で相互共有できる状態にすることに

より、経営指導員が不在の場合や人事異動等があった場合でも、小規模事業者への支援の質

を落とさずに継続的な対応ができるよう組織全体で支援ノウハウや小規模事業者の情報の

共有を図る。 

 

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 

  第１期における事業の評価及び見直しをするための仕組みについては、名取市担当職

員、本会三役、外部有識者として中小企業診断士で構成する事業評価委員会を事業年度終

了後に年１回開催し、本会が実施した事業の内容及び成果について評価、見直し案の提示

を受けている。その内容は職員会議で共有・協議した後、理事会へ報告を行い、次年度に

向けた事業の見直し及び今後の方向性を決定している。 

  本計画では、第１期の仕組みを継続実施していくが、名取市は、震災復興の進捗ととも

に小規模事業者の経営環境も大きく変化していくことが考えられることから、小規模事業

者の経営状況の動きを常に把握している金融機関の担当職員を外部有識者として追加す

ることで、環境変化に対応した効果的な事業へと改善・見直しが出来るよう強化を図る。 

 

（２）事業内容 

◯事務局内部における実施方法及び進捗状況の管理 

    毎月、事務局会議において、事業の実施方法の確認を行うとともに、事業の進捗状況

及び実施した事業の検証等を行う。 

  ◯「事業評価委員会」設置による事業の評価・検証・見直し案の検討 

     宮城県商工会連合会担当職員、名取市生活経済部商工観光課担当職員、法定経営指導

員、本会三役、外部有識者として中小企業診断士と日本政策金融公庫担当課長で構成す

る「事業評価委員会」を年１回開催し、事業の実施状況、成果の評価・検証を行うとと

もに、必要に応じ見直し案の検討を行う。  

 ◯理事会での事業評価・検証及び見直し 

上記検討委員会で提示された事業評価・見直しの結果については理事会に報告し承認

を受ける。 
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◯計画の評価及び見直し結果の公表 

上記理事会で決定した事業の成果・評価・見直し等の結果について、地域小規模事業

者に広く公表するために、本会ホームページ、商工会報に掲載する。(年１回) 
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（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：小嶋  誠 

  ■連絡先：名取市商工会    TEL.022-382-3236 

 

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／商工会議所、関係市町村連絡先 

   

①商工会 

〒981-1224 

  宮城県名取市増田字柳田 243 

  名取市商工会 経営支援課 

TEL022-382-3236 FAX022-382-3406 

E-mail natori1@io.ocn.ne.jp 

 

  ②関係市 

〒981-1292 

  宮城県名取市増田字柳田 80 

  名取市生活経済部商工観光課 

TEL022-724-7150 FAX022-384-4150 

E-mail syousui@city.natori.miyagi.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 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

 

Ⅰ．経営発達支援事業の概要 

２．地域の経済動向調査 

３．経営状況の分析 

４．事業計画策定支援 

５．事業計画策定後の実施支援 

６．需要動向調査 

７．新たな需要の開拓に寄与する事業 

８．地域経済活性化に資する取組 

  

 

200 

200 

600 

200 

200 

500 

100 

 

200 

200 

600 

200 

200 

500 

100 

 

200 

200 

600 

200 

200 

500 

100 

 

200 

200 

600 

200 

200 

500 

100 

 

200 

200 

600 

200 

200 

500 

100 

（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、手数料、国補助金、県補助金、市補助金 

（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及び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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


