
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

男鹿市   （地方公共団体コード 052060） 

男鹿市商工会（法人番号 8410005001721） 

実施期間 令和２年４月１日～令和７年３月３１日 

目標 

１．伴走型支援により小規模事業者の経営力向上を図る。 

事業承継支援により小規模事業者の事業継続を推進する。 

男鹿市総合計画に則った地域経済活性化に資する取り組みを行う。 

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 

（１）景気動向調査・地域経済分析システムを活用しての現状把握、 

分析結果公表 

３．経営状況の分析に関すること 

（１）巡回による経営分析ツール活用支援・自己分析推進、専門家との 

連携した支援 

４．事業計画策定支援に関すること 

（１）事業計画・事業承継計画策定支援、セミナー・個別相談会開催 

（２）創業者の掘り起こしと創業計画策定支援 

５．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支援、専門家との連携した支援 

６．需要動向調査に関すること 

（１）需要動向調査実施、需要の掘り起こし・地域資源商品開発・ 

既存商品改良 

（２）観光客のニーズ調査実施、分析結果公表、利益創出への活用 

７．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

（１）商談会・展示会・即売会出展支援、インターネット販売システム 

の活用支援 

（２）商品・サービスのブラッシュアップによる需要開拓への取り組み 

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取り組み 

８．地域経済の活性化に資する取り組みに関すること 

（１）男鹿市複合観光施設を拠点とした地域経済活性化への取り組み 

（２）男鹿駅周辺商店街空き店舗の活用促進 

連絡先 

①男鹿市 観光文化スポーツ部男鹿まるごと売込課 

〒010-0595秋田県男鹿市船川港船川字泉台 66-1 TEL0185-24-9142 

E-mail：urikomi@city.oga.akita.jp 

②男鹿市商工会 

 〒010-0511秋田県男鹿市船川港船川字新浜町 50 TEL0185-24-4141 

E-mail：oga@skr-akita.or.jp 

 

mailto:oga@skr-akita.or.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位置  

男鹿市は秋田県の中央部に属し、平成１７年３月に旧男鹿市

と旧若美町の合併で誕生した。東西及び南北ともに約２４㎞、

面積２４１．０９㎢で、日本海に突き出た半島の大部分が市域

である。ＪＲ男鹿線と国道１０１号線が市内を通っており、県

都秋田市までは鉄道距離で３９．６㎞、車で約４５分の距離に

ある。 

男鹿半島は米代川と雄物川の運搬土砂が堆積して出来た砂州

によって本陸と結ばれた「陸繋島」で、西部は山岳地形を呈し

て周囲は海岸段丘となっており、東部は沖積地及び砂丘となっ

ている。海と山、そして湖と変化に富んだ美しい自然環境に恵

まれている事から、昭和４８年５月、国定公園の指定を受けて

いる。気候は日本海岸式気候区（日本海の気候）に属し、内陸

部より降雪も少なく、比較的温暖である。 

人口は昭和３０年の５９，９５５人（旧男鹿市）がピークで

あり、それ以降は減少が続き、平成３１年３月末では旧若美町

の人口を足しても２７，３６１人で、人口減少は今後も続くものと推察されている。 

又、本地域は恵まれた自然景観や文化財など観光資源が多く、東北地域における主要な観光地に

位置付けられているものの、観光客が減少するなど低迷している状況にある。 

当地域では人口の減少及び高齢化が進んでおり、交流人口の減少とも併せて地域経済は縮小傾向

にある。 

 

 

（２）地域産業の現状と課題 

人口減少、高齢化の進展等により、小規模事業者については平成２０年度末１２２０事業所が、

平成３０年度末には９１２事業所と３０８事業所が減少している。 

特に小売業・飲食業などの地域内を市場としている小規模事業者については、地域経済縮小に伴

う顧客数減少や郊外型大型店の進出によって閉店に追い込まれる事業者が目立っている。加えて、

当会が平成２６年度に実施した中小企業経営実態調査によると、「後継者が決まっていない」という

回答が７割近くあり、後継者不足の実態が顕著となっている。 

今後も地域内小規模事業者の経営環境は非常に厳しい状況が続くものと思われる事から、後継者

不在による余儀なき廃業を円滑な承継に繋ぎ、併せて創業を支援する事で事業者数を維持し、地域

経済の活力を維持する事は喫緊の課題である。 

 

 

 

 

 

 

  

図表 １ 
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                 「図表２」出典：RESAS（地域経済分析システム） 

 
 

   
      「図表３」出典：県商工会連合会提供資料 

 

（市内商工業者数等「年度末」の推移:男鹿市商工会基幹システム）           

   製造業 建設業 卸小売業 サービス業 その他 計 会員数 

 

H24 

 

 

商工業者数 64 276 349 394 52 1,135 

611 (うち小規模事

業者数) 
(55) (255) (319) (349) (48) (1,026) 

 

H26 

 

商工業者数 65 270 341 384 53 1,113 

575 うち小規模

事業者数 
(56) (250) (310) (347) (49) (1,012) 

 

H30 

 

商工業者数 56 279 291 338 46 1,010 

512 うち小規模

事業者数 
(48) (259) (262) (302) (41) (912) 
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決まっている
12%

予定者がいる
19%

決まっていな
い
69%

    
「図表４」（後継者について：平成 26 年度経営実態調査） 

 

業種別の現状と課題は以下の通り。 

 

①商業（卸小売業）における現状と課題 

各地区に点在する小規模零細（家族経営）の個店が多く占めており、地域住民の買い物客が郊

外の大型店へと流出し大型店からの購入が主流で地域の商店は減少傾向にある。特に中心市街地

である船川地区においては男鹿駅前周辺を中心とした既存商店街の衰退が顕著であり、他の地区

でも商店の閉店が目立っている。 

 

（市内小規模事業者卸小売業者数：男鹿市商工会基幹システム） 

平成 24 年 平成 26 年 平成 30 年 

319  310  262 

 

 

②観光関連産業における現状と課題 

観光客数は、イベント等の効果により平成２４年から日帰り客数は回復基調になったが、宿泊

客数は減少傾向にあり、平成２６年の観光入込数に占める宿泊率は５．０％と低迷しており冬季

の観光客においても厳しい状況にあります。 

 

（観光客数及び宿泊者数の推移：男鹿市統計調査） 

 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 

観光客数        （千人） 2,207 1,917 2,058 2,475 2,861 1,901 1,868 1,874 

 内 宿泊者数  （千人） 176 139 155 149 142 136 129 127 

 内 日帰り客数 （千人） 2,031 1,778 1,903 2,326 2,719 1,765 1,739 1,747 

宿 泊 率（％）   8.0 7.3 7.5 6.0 5.0 7,2 7.0 6.8 
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③建設業における現状と課題 

介護業、建設業、運輸業が特に就職希望者が少なく人材不足に陥っている。その中でも特に建

設業は若年層不足が深刻であり計画通り受注が取れない状況にある。再雇用やハローワークとの

協力で人材確保に繋げており事業所自体の平均年齢化が高くなってきている。 

又、女性を雇用して、女性の働きやすい職場環境をづくりを形成して人材確保に努めているが、

受注をこなしていくには対応が厳しい状況は変わらない。若年層が確保出来ないと技術の継承が

途絶えてしまう状況になり建設業の維持が出来ないと危惧している声も聞こえる。 

 

（市内小規模事業者建設業者数：男鹿市商工会基幹システム） 

平成 24 年 平成 26 年 平成 30 年 

255  250  259 

 

 

④工業（製造業）における現状と課題 

食料品製造業は以前と比較し海からの幸である魚介類が減り原材料確保が厳しくなってきて

いる。又、製造商品の需要に対し人口減少での商品の消費不足、経営者の高齢化での事業縮小、

大型店への納入段階の低価格交渉で納入を断念する場面もある。 

デバイス・縫製関係では取引先から需要の減少や受注減少により閉鎖や本社移転などを余儀な 

  くされている。今後も厳しい状況で下降気味と予想されます。 

 

（市内小規模事業者製造業者数：男鹿市商工会基幹システム） 

平成 24 年 平成 26 年 平成 30 年 

55  56  48 

 

 

（３）小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

①男鹿市総合計画 

男鹿市総合計画においては、産業振興について以下の目標と方針を掲げている。 

 

【まちづくりの基本目標】 

本市の魅力を存分に発揮出来る観光の振興や、産業として魅力と誇りを感じる事の出来る農林 

水産業の振興を図ると共に、資源を活かした地場産業の活性化や起業の支援等産業の振興を目指

します。 

 

【産業振興の方針】 

ナマハゲやハタハタなど地域資源の発掘や磨き上げにより地域のブランド力を高め、本市の魅 

力を存分に発揮出来る観光の振興や、産業として魅力と誇りを感じる事の出来る農林水産業の振 

興を図ると共に、資源を活かした地場産業の活性化や起業の支援等を図る事で産業の振興を推進 

します。 

 

【商工業の振興】 

男鹿駅周辺の整備により、新たな人の流れに繋げる事で中心市街地における賑わいやふれあい 

を創出し、既存商店街の振興を図ります。又、空き店舗の利活用を促進し、賑わいあふれる商店 

街づくりを推進します。 

 

 



 

５ 
 

 

②小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

地域産業の現状と課題を踏まえ、今後１０年程度の期間を見据えた小規模事業者に対する長期 

的な振興のあり方は以下の通りとする。 

長期的な振興のあり方は男鹿市総合計画と方向を一にしており、商工会は男鹿市総合計画の方 

針に沿って本事業を進める。 

 

 【小規模事業者の経営安定と活性化及び創業支援】 

【商業環境の整備と小規模店舗の経営近代化の促進】 

 

 

（４）経営発達支援事業の目標  

長期的な振興のあり方を踏まえて今後５年間の目標を以下の通り設定する。 

経済動向の変化に耐えられる「持続的に発展する小規模事業者」の育成を基本目標として「経営分

析をして事業計画を策定・実行する事で経営力強化」、「地域資源を活用した食品等を開発・販拡し

て観光関連産業を活性化」、「事業承継支援による小規模事業者数の維持を図る」を中心に行う。  

 

①商業（卸小売業）における経営発達計画の目標 

地元と共存して必要とされるお店となるように個店の魅力向上による顧客確保と、他店舗と連 

携した共同事業により活気のある商業活動の推進に向けた支援を行う。 

又、男鹿駅前周辺整備を更に進め、中心市街地の空き店舗対策と賑わいが創出出来る商業環境

整備で魅力ある商店街を形成する。 

 

②観光関連産業における経営発達計画の目標  

  ＪＲ男鹿駅近隣の「道の駅おが」に隣接する男鹿市複合観光施設（オガーレ）では、農水産物・

お土産品の販売や観光情報の発信を行っており、男鹿市の魅力を発信する拠点となっている。商

工会としてもオガーレと連携して、イベントの開催や男鹿版ＤＭＯにより地域外資金の獲得に取

り組み交流人口の増加を図る。 

 

③建設業における経営発達計画の目標  

継続的に人材確保に努めていく事が重要で、事業存続には技術を継承する若年層の確保も必要 

としており、男女問わず働きやすい職場の環境づくりや待遇面で考慮していかなければならず、 

働きがいのある職場環境づくりを目指す。 

 

④工業（製造業）における経営発達計画の目標  

製造業では食料品製造が多く、薄利多売な大型店と距離を置き、顧客のニーズに答える地域資

源を活用した商品を開発して生産性向上により売上増加を図る。 

将来的には、小規模事業者が連携して加工施設を構築して生産力を強化する構想も必要と思わ 

れる。 

 

 

（５）目標達成に向けた方針  

上記（４）の目標達成に向けた方針を下記により明確化する。 

  

基本目標に対する方針  

巡回相談の質的向上による課題解決型支援を推進すると共に、当会独自で実施する「経済動向調 

査」に外部調査の客観データを指標として活用することで、より具体的な事業者ニーズや課題の把 

握に努める。  
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更に「持続的に発展する小規模事業者」の育成のために、記帳指導を通した経営状況分析や地域 

動向を踏まえたセミナーの開催により、事業計画の策定支援へと繋げていく。計画策定後は、必要 

な資金確保に向けた支援の他、計画の進捗状況を確認する事でフォローアップを徹底し、経営力向 

上に向けた伴走型支援による小規模事業者の育成を図る事を基本とする。 

目標に向けて８名（事務局長１名、経営指導員５名、経営支援員２名、）により、限られた力を

小規模事業者の個社支援に傾注出来るように、スピード・効率的な商工会づくりを目指し経営発達

支援計画の達成に向けて事業を効率化的に進めていく。 

 

①商業（卸小売業）に対する方針  

中心市街地の活性化を図り、男鹿駅前周辺整備を再生の中心として推し進め、賑わいやふれあ 

いを創出できる商業環境の整備等で魅力ある商店街を形成していかなければならない。 

又、交通の足が確保出来ない高齢者の方々にとっては地元商店が絶対必要である事から、点在 

する個店も消費者の需要に答える等、共存する為の経営者意識を変えていかなければならない。 

地区内の小規模事業者の様々な課題（大型店への流出、人口減少等）と弱み（経営者の高齢 

  化と後継者不足）の中で厳しい経営を余儀なくされている事から、持続的な経営へと繋がる経営 

の取り組みを支援する。  

・経済動向調査により地域の商業環境を把握しその結果をフィードバックする。  

・他の経済指標等も活用し消費者ニーズに応える個店の事業計画策定を支援する。  

・個店の魅力を向上させ、共同事業も含めた販路拡大に向けた取り組みを伴走型支援する。  

 

②観光関連産業に対する方針  

観光イベントの充実、スポーツ大会やスポーツ合宿、教育旅行の誘致や、新たな需要を創出す 

  る為のインバウンドの誘致等により、宿泊客の増加を目指す必要がある。 

又、二次交通の充実、ホスピタリティの向上等により、受入態勢の強化を図ると共に、周辺地 

域との連携や冬期間の観光資源の掘り起こしを進め、誘客宣伝活動を一層強化する必要がある。 

更に、観光地としての特色を出す為に、複合観光施設を拠点に、農林水産業などの関連産業と連 

携し、地域資源と結びついた観光を構築して推進していかなければならない。 

・地域資源を活用した特産品や地域食の販路の開拓・拡大の取組を支援する。  

・冬期間の観光客減少をカバーする事を目的に、当会が開発した特産品ブランドや地域食材 

 の販路開拓を目的とした展示商談会等需要開拓事業を実施する。  

・男鹿市複合観光施設では、男鹿市の魅力を発信する拠点としてイベント実施。 

・男鹿版ＤＭＯにより新たな観光振興を進める。 

 

 ③建設に対する方針 

事業所は男女問わず働きやすい職場の環境づくりや待遇面で考慮していかなければならず、や 

りがいのある業種を目指すことが重要である。 

   ・人材確保のためのハローワーク等関連機関との情報交換 

   ・学生との交流や職場見学 

 

④工業（製造業）に対する方針  

新たな需要を見出すため新商品の開発等で技術力の強化により既存課題を打開する必要があ 

り、更に経営基盤の脆弱な小規模事業者の経営の活性化を図る為、必要な資金の斡旋など金融の 

円滑化、基盤整備及び製品需要の拡大促進の支援に努めながら経営安定と振興を図る必要があ 

る。 

・地区内製造業の経済動向を把握し、その結果を巡回訪問等でフィードバックする。  

・各種調査結果を基礎資料として経営革新や新事業展開等の事業計画策定を支援する。  

・計画を実施するための伴走型支援と具現化に必要な各種施策の情報を提供する。  

・需要動向把握のための調査やセミナーの開催等情報収集に関する支援する。  
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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 

地域経済動向の把握に関しては、建設業、製造業、小売業、サービス業の小規模事業者から４業種

１５社を選定して全国商工会連合会の中小企業景況調査を実施しているが、回収した調査結果を分析

して地域経済動向を把握するには至っていない。又、全国商工会連合会から提供される中小企業景況

調査報告書についても同様で、データが充分に活かされていない状況である。 

小規模事業者の事業計画策定支援等、的確な支援に資するよう改善して実施する。 

 

（２）事業内容 

①中小企業景況調査の実施 

四半期に１回、全国商工会連合会の中小企業景況調査を活用し、地域の経済動向を把握すると

共に全国との比較を行う。 

【調査対象】管内小規模事業者３２社 

（建設業、製造業、小売業、サービス業の４業種から各８社） 

【調査項目】売上額、客単価、利用客数、資金繰り、仕入単価、採算（経常利益）、従業員数、自

社の業況、借入難度、借入金額の「増加（好転）・不変（適正）・減少（悪化）」状況 

【調査手法】経営指導員が巡回により調査票を配布して事業者から記載して頂く。数日後、ヒアリ

ングにより確認しながら回収。 

      商工会ネット de 記帳利用者については、経営指導員及び経営支援員がネット de 記帳

の「経営計数分析表」「月別売上実績表」「損益分岐点図表」「経営分析レーダーチャ

ート」を活用して財務データを記載し、巡回で確認する。併せてデータで把握出来な

い項目については事業者からヒアリングする。 

【分析手法】経営指導員が調査結果を項目別・業種別に整理すると共に、全国商工会連合会から提

供される中小企業景況調査報告書から全業種及び建設業、製造業、小売業、サービス

業の４業種について項目別に整理し、男鹿市と全国のデータを比較・分析する。 

 

②国が提供するビッグデータの活用 

  年１回、経営指導員が「ＲＥＳＡＳ」（地域分析システム）を活用して、男鹿市の地域経済動

向の分析を行う。 

  又、隣接している潟上市や商圏である秋田市についても同様の分析を行い、外部環境を把握す

る。 

【分析手法】「地域経済循環マップ・生産性分析」→何で稼いでいるか等を分析 

「まちづくりマップ・From-to 分析」→人の動き等を分析 

「産業構造マップ」→産業の現状等を分析 

上記を総合的に分析し、事業計画策定支援等に反映する。 

 

 ③地域経済動向分析会議 

経営指導員５人で構成する「地域経済動向分析会議」を四半期に１回開催し、①の調査結果 
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に「融資斡旋状況（資金使途等）」や「巡回で得た景況情報」及び「ＲＥＳＡＳの結果」を加え、 

地域の経済動向について全国商工会連合会の中小企業景況調査実施要領に基づきＤＩ値（景気動 

向指数）を算出し、より詳細に分析する。 

 

（３）分析結果の公表（成果の活用） 

情報収集・調査、分析した結果及び把握した情報を新たに「地域経済動向レポート」として四半 

期ごとに分かりやすくまとめる。うち年１回は②の結果を加味した情報とする。レポートは商工会

報及びホームページへの掲載により、幅広く地域事業者等へ発信して今後の事業展開の参考として

頂く。また、巡回により情報提供する。 

 

（４）目標 

内  容 現状 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5年度 Ｒ6年度 

「地域経済動向レポート」

ホームページ公表回数 
なし 年 4回 年 4回 年 4回 年 4回 年 4回 

※レポートは、①・③については年４回全て、②については年１回のみ掲載。商工会報へは調査 

２回分をまとめて年２回掲載する。 

 

３．経営状況の分析に関すること 

 

（１）現状と課題 

これまでは決算指導・金融斡旋指導・補助金申請等の機会に経営分析を行ってきたが、分析デー

タに対する小規模事業者の理解は一時的で薄く、継続的で自主的な経営状況の把握・分析には繋が

っていない。又、少人数で複数の業務を行っている事から、収入に直結する業務が最優先となり、

本来重視しなければならない収支状況等の数字的な把握・分析が疎かとなっている。 

この状況を改善する為にも小規模事業者が自主的に簡易な経営分析が行えるように経営分析ツー

ルの活用を推進しながら支援する。 

尚、経営分析対象事業者の掘り起こしについては、将来的に「経営分析セミナー」の開催も視野

に入れるが、近年開催のセミナーの実績では参加者が集まらず費用対効果も悪い事から、本計画に

おいては巡回により行う。 

 

（２）事業内容 

①巡回訪問による経営状況分析の推進 

巡回によるヒアリングや経営分析ツール活用のチラシ配布を通して、意欲的な小規模事業者や 

経営分析が必要な小規模事業者を掘り起こす。 

ヒアリング内容は「経営状況（強み・弱み・機会・脅威）」、「経営者の年齢・後継者の有無」、

「事業の方向性（拡大・縮小・廃業）」、「経営課題」とする。 

ヒアリングにより掘り起こした小規模事業者を対象に経営指導員が伴走型で経営分析支援を 

行う。 

【対象者】 管内小規模事業者から年間５０社を選定して２年間支援する。 

【分析項目】定量分析「財務分析」、定性分析「ＳＷＯＴ分析」の双方を行う。 

≪財務分析≫売上高、経常利益、損益分岐点、粗利益率 等 

≪SWOT 分析≫強み、弱み、脅威、機会 等 

 【分析手法】商工会「ネット de 記帳」、経済産業省「ローカルベンチマーク」、中小機構「経営計

画つくるくん」等経営分析ツールを活用して、１年目は経営指導員が経営分析を行い、

２年目は経営指導員が事業者に対して経営分析ツールの利用方法を分かりやすく説

明しながら、事業者自らの経営分析を支援する。３年目からは事業者自らで経営分析

を行う。 
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②専門家との連携した支援 

経営状況の分析の結果、更なる高度な事業への発展が期待出来る事業者、又は課題解決に専門

的な知見が必要と判断した事業者に対しては、秋田県商工会連合会等と連携を図って専門家を派

遣する事で、事業者の更なる事業展開の支援及び経営上で抱える課題解決の支援を行う。 

 

（３）成果の活用 

経営指導員が分析した結果は、当該事業者にフィードバックして事業計画の策定等に活用すると

共に、データベース化して内部共有する事で、商工会職員のスキルアップに活用する。 

 
（４）目標 

内  容 現状 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5年度 Ｒ6年度 

 

経営状況分析件数 

 

21 件 50 件 

 

100 件 
(内 50 件は

Ｒ2 年度分 

2 年目） 

 

 

100 件 
(内 50 件は

Ｒ3 年度分 

2 年目） 

 

 

100 件 
(内 50 件は

Ｒ4 年度分 

2 年目） 

 

 

100 件 
(内 50 件は 

Ｒ5 年度分 

2 年目） 

 

 

 

４．事業計画策定支援に関すること 

 

（１）現状と課題 

これまでの事業計画策定支援は、融資を目的とした資金調達時、あるいは補助金申請等に係る策

定支援が中心となっており、事業者の持続的・将来的発展に寄与した支援とはいいがたい状況であ

った。計画策定に際しても、商工会のみが行う一時的かつ初期段階的な支援にとどまっており、外

部専門家を招聘し、意見を参考にした計画策定には至っていない状況である。 

また、必要に応じてセミナー等の受講機会を創出しているものの参加率が低く、事業計画策定の意

義や重要性の理解が十分に浸透していないことが大きな課題である。そこで、事業計画策定の重要

性についての意識啓発を図るため、セミナー等の開催内容、開催方法等を見直し、実施する必要が

ある。 

 
（２）支援に対する考え方 

地域経済動向調査を踏まえ、小規模事業者の売上増加及び利益確保につながる事業計画の策定に

ついて指導・助言を行う。事業計画の策定にあたっては、創業者を除き経営分析を前提として取り

組むこととする。 

小規模事業者に対し、事業計画策定の意義や重要性の理解を図ることは非常に困難である。そのた

め、事業計画策定セミナーの実施にあたっては、カリキュラム内容を工夫して開催すると共に、補

助金等の申請を契機として、事業計画策定の意義や重要性に対する意識啓発・改革につなげていく。 

また、事業計画の策定に向けて個別相談会や担当を定めての個別支援等、具体的な策定支援を行う。 

 

（３）事業内容 

①事業計画の策定支援 

本地域の小規模事業者が経営環境の変化に対応し、持続的に発展するための計画づくりを支援

するため、秋田県商工会連合会等と連携を図って事業計画策定セミナー・個別相談会を実施して

支援先の掘り起こしを行う。セミナー参加者は経営分析を行った事業者を中心に、【巡回・チラ

シ配布等】により募集する。また、融資・補助金等の相談があった際にも勧奨する。なお、地域

資源を活用した食品等を製造・販売して「男鹿ブランド」確立を目指す小規模事業者については、

重点的に勧奨する。 
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   セミナーは年１～３回、一回あたり５～１０名程度の参加により開催し、事業計画策定の意義

や重要性を理解すると共に、必要な知識を得られるカリキュラムとする。セミナー後に個別相談

会を開催し、個別に事業計画の策定を支援する。 

【対象】   経営分析を行った事業者 

【手段・手法】受講者に対し、経営指導員等が担当制で張り付き、事業計画の策定に繋げる。 

       特に高度な事業展開を検討する事業者や重い経営課題を抱える事業者に対しては 

       秋田県商工会連合会等と連携して専門家派遣により計画策定を支援する。 

       セミナー・個別相談会に出席出来ない事業者については、別途巡回等により策定支 

援する。 

 

②事業承継計画の策定支援 

平成２６年に実施した経営実態調査及び巡回等により聴き取りした最新情報をまとめた基幹

システムをデータベースとして対象者をピックアップする。後継者がいる小規模事業者に対して 

は、事業承継計画策定について支援し、円滑な承継が行えるようにする。また、事業継続意欲が 

あっても後継者がいない小規模事業者に対しては、秋田県事業承継相談センターと連携した支援 

を行う。 

【対象】事業承継を検討する事業者 

【手段・手法】経営指導員等が担当制で張り付き、事業承継計画の策定に繋げる。専門的知見を必

要とする場合は、秋田県事業承継相談センターと相談の上、外部専門家等を交え事

業計画の策定に繋げる。 

 

③創業計画の策定支援 

小規模事業者数の減少を少しでも食い止めるため、男鹿市・秋田県商工会連合会等と連携を図

り創業個別相談会を実施して創業者の掘り起こしを行う。また創業者に対しては、経営に関する

知識の向上を図りつつ、創業計画の策定について支援する。 

【対象】創業予定者及び創業して３年以内の事業者 

【手段・手法】経営指導員等が担当制で張り付き、また地元金融機関等からの協力により創業者 

の掘り起こし・創業計画策定に繋げる。 

 

（４）目標 

 現状 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5年度 Ｒ6年度 
①事業計画策定セミナー・ 

個別相談会開催回数 
なし 1 回 1 回 3 回 3 回 3 回 

②事業計画策定件数 なし 10 企業 15 企業 15 企業 15 企業 15 企業 

③事業承継計画策定件数 10 企業 10 企業 10 企業 10 企業 10 企業 10 企業 

④創業計画策定件数 2 企業 3 企業 3 企業 3 企業 3 企業 3 企業 

 

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 

事業計画策定後のフォローアップについては、担当経営指導員が個別にフォローアップに当たっ

ており、現状では十分な体制が構築されていない状況である。事業計画策定後の実施は基本的には

事業者が主体となって進めているため、一時的な解決提案支援に対応することはできるが、継続

的・計画的・包括的なフォローアップによる事業計画遂行に対応できていない。 

  

（２）事業内容 

事業計画の策定を行ったすべての小規模事業者に対し、確実に事業計画を遂行できるよう担当経

営指導員を中心とし、経営支援員も含めたチーム支援によるフォローアップ体制を構築し支援す
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る。事業計画の着実な実現に向けて、定期的な巡回訪問により事業進捗状況を確認するとともに、

情報を共有して事業者との相互理解を図る。また事業の進捗状況を把握しながら伴走型の指導・助

言を継続的に行い、ＰＤＣＡサイクルによるブラッシュアップにより小規模事業者の持続的発展を

図る。 

 

①事業計画策定後のフォローアップ支援 

事業計画及び事業承継計画を策定したすべての事業者には四半期に一度担当経営指導員が巡 

回訪問して進捗状況を確認し、事業計画の実現に向けて伴走支援を行う。 

また、国・県・市の各種支援策等について情報提供しながら、計画の実現に向けたフォローア 

ップ支援を実施する。 
 

②創業計画策定事業者への支援 

創業計画の策定支援をした事業者に対する創業後のフォローアップ支援として、２か月に一

度、定期的に巡回訪問し、事業計画の実現に向けて伴走支援を行う。 

また、各種支援策等について情報を提供すると共に、先輩経営者との交流の場の提供、課題解

決のための秋田県商工会連合会等と連携した支援、単に税務申告にとどまらない計数管理経営の

ための記帳などについて重点的に支援する。 

 

③課題解決のための専門家派遣 

事業計画を遂行する上で、経営課題が顕在化した場合や、進捗状況が思わしくなく、事業計

画との間にズレが生じていると判断する場合には、秋田県商工会連合会等と連携を図り外部的

視点を投入し、当該ズレの発生要因及び今後の対応策を検討し、フォローアップ頻度を増やす

などの対応を行う。 

 

（３）目標 

 

６．需要動向調査に関すること 

 

（１）現状と課題 

小規模事業者においては、取引先からの要請に応じた商品・サービスの開発が中心であり、売れ

る商品を作るというマーケットインの視点からの商品開発は十分とは言えない状況にあった。ま

た、当会における需要動向に関する調査は、巡回時に個別事業所から最近の売れ筋や業界のトレン

ドを聞き取りにより把握することに留まっており、情報の共有の仕組みや提供方法もバラバラであ

った。 

このため、小規模事業者が事業計画を策定、また商品・役務等をブラッシュアップするうえで不

可欠である需要動向の把握には至らず、外部環境の変化によるビジネスチャンスを十分に捉えるこ

とができない状況である。 

今後は、地域資源である「ハタハタ」や「しょっつる」を活用し、「男鹿産ブランド」の確立を

 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 

（計） 
12 企業 23 企業 28 企業 28 企業 28 企業 28 企業 

①事業計画対象事業者数  なし 10 企業 15 企業 15 企業 15 企業 15 企業 

頻度（延回数） 0 回 40 回 60 回 60 回 60 回 60 回 

②事業承継計画対象事業者数 10 企業 10 企業 10 企業 10 企業 10 企業 10 企業 

頻度（延回数） 40 回 40 回 40 回 40 回 40 回 40 回 

③創業計画対象事業者数 2 企業 3 企業 3 企業 3 企業 3 企業 3 企業 

頻度（延回数） 12 回 18 回 18 回 18 回 18 回 18 回 

利益率増加事業者数 3 企業 3 企業 5 企業 5 企業 5 企業 5 企業 
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目指す小規模事業者の商品等に関する需要の動向調査を実施する。 

また地域内のマーケットの縮小を見越し、観光客のニーズなどについても調査を実施し、観光地

としての男鹿市の知名度向上とこれまで以上にマーケットインの視点を強めた観光関連の商品・サ

ービスの改良・開発や事業計画策定に活用していく。 

 

（２）事業内容 

①地域資源として活用が有望視される製品・商品に関する需要動向調査 

地域資源である「ハタハタ」や「しょっつる」を活用した加工食品であって、「男鹿産ブラン

ド」の確立を目指す製品・商品について、以下の調査を行う。 

 

  １）首都圏等での物産展等への参加によるニーズ調査 

【サンプル数】来場者 ３０人 

【調査手段・手法】首都圏等において開催される物産展等へ参加し、出展者及び経営指導員等

が来場者に試食提供を行い、聞き取り調査を実施する。 

【調査項目】ア）基本項目 「居住地域」、「年齢」、「性別」等 

       イ）商品内容 「味」、「量」、「パッケージデザイン」、「価格」等 

              （試食後全項目５段階評価） 

              「地域産品の購入目的・動機」、「改善点や要望などの具体的意見」 

【分析手段・手法】調査結果は小規模事業者毎にそれぞれの項目について収集、整理し、日経

テレコンや業界専門誌から得た競合品や市場の情報を加味して分析し、販

路開拓等の専門家と経営指導員が連携して分析を行う。 

【分析結果の活用】巡回訪問等を通じて個別に事業者にフィードバックすることで、既存商品

の見直しや新商品の開発など、販路拡大に繋げる事業計画に反映させる。 

 

  ２）地域内観光拠点施設でのニーズ調査 

【サンプル数】来場者 ３０人 

【調査手段・手法】男鹿市複合観光施設「オガーレ」において、出展者及び経営指導員等が観

光繁忙期である７～８月に観光客に試食提供を行い、聞き取り調査を実施

する。 

【調査項目】ア）基本項目 「居住地域」、「年齢」、「性別」等 

       イ）商品内容 「味」、「量」、「パッケージデザイン」、「価格」等 

              （試食後全項目５段階評価） 

              「地域産品の購入目的・動機」、「改善点や要望などの具体的意見」 

       ウ）地域性  「観光目的」、「男鹿市への観光頻度」等 

【分析手段・手法】調査結果は小規模事業者毎にそれぞれの項目について収集、整理し、日経

テレコンや業界専門誌から得た競合品や市場の情報を加味して分析し、販

路開拓等の専門家と経営指導員が連携して分析を行う。 

【分析結果の活用】巡回訪問等を通じて個別に事業者にフィードバックすることで、既存商品

の見直しや新商品の開発など、販路拡大に繋げる事業計画に反映させる。 

 

②観光客のニーズ調査に関する分析とレポートの活用 

当地域への観光客に対して他の機関が実施している下記アンケート等の結果を提供いただき、

その情報を整理・分析して、通過型観光から滞在型観光への転換を図るための基礎資料とする。 

分析は年１回、経営指導員・専門家等で組織する「観光商品需要予測会議」において実施し、

その結果を「滞在型観光に向けた需要動向レポート」として、会報やホームページに掲載し、広

く観光関連の事業者及び関係機関の参考に資する。また、巡回等の機会に観光関連業者に説明し、

事業計画に反映させると共に新商品・新サービスの開発の支援に役立てる。 

【調査対象】・県内外の観光施設等や各種イベントで配布している男鹿市総合パンフレットか
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ら誘導するＷＥＢアンケート（男鹿市観光協会） 

・男鹿版ＤＭＯによる観光客の動向等に関するＳＮＳの分析など、各種マーケテ

ィング分析結果（男鹿市観光協会） 

・観光入込客数や宿泊者数などをまとめた「秋田県観光統計」（秋田県） 

・都道府県の観光客に関する調査「観光入込客統計」（国土交通省観光庁） 等 

 

（３）目標 

支 援 内 容 現状 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5年度 Ｒ6年度 
①１）調査対象事業者数 未実施 3 企業 3 企業 4 企業 5 企業 5 企業 
２）調査対象事業者数 未実施 3 企業 3 企業 4 企業 5 企業 5 企業 

②情報提供事業者数 都度 小規模事業者 909 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 

小規模事業者が抱える大きな課題である新たな需要の開拓について、当会では全国商工会連合会

の開発した無料ホームページツールを活用したネット販売を支援してきた。ネット販売について

は、システム登録に主眼を置いた支援であり、活用については事業者の自主的な取り組みに委ねて

きたため、ホームページの更新頻度に事業者ごとに差が出ている。 

また、商談会等の出展についても積極的な支援とは言いがたい。 

 

（２）事業内容 

今後は、ネット販売システムを活用した商品等の販売拡大を支援する。 

また、物産展等への出展についても、提供する商品・サービス、事業規模等を勘案した商談会等

の情報を経営指導員等が巡回訪問により提供し、出展に対する小規模事業者の意欲を向上させると

共に、積極的に出展前後の支援を行い、商品ＰＲと新たな需要開拓に繋げる。 

需要動向調査に基づく情報提供を実施することにより、商品やサービスのブラッシュアップを継続

的に実施し、新たな需要にも対応していく。 

 

①首都圏物産展等への出展支援 

 首都圏などの大都市圏において、小規模事業者が直接参加することは困難なため、全国商工会連 

合会主催の「ニッポン全国物産展」に当会ブースを確保し、新たな需要の開拓を支援する。 

【ニッポン全国物産展 概要】地域資源や伝統技術を活かした新しい商品づくりなど地域の特色を

生かした産品の展示・販売・商談会。流通業者や消費者等に紹介することにより、市

場開拓を支援するもの。池袋サンシャインシティ（東京）にて開催され、来場者は約

１５万人、出展者約３５０社。 

【支援内容】１）提供する商品、事業規模等を勘案して適していると判断される小規模事業者に対 

する情報提供及び出展手続きの支援 

２）商品のパッケージデザイン等の改善など、専門的知識が必要な場合には専門家と 

連携支援 

３）専門家による物産展販売場所のブースデザインを支援 

４）物産展出展後の経営指導員による巡回訪問を通じた商談結果の整理・分析を行い 

来場者の改善要望等に対するフォローアップや商品改良を支援 

 

②ネット販売システムを活用した販路開拓支援 

人口減少が顕著な地域にとって新たな販路として活路を見出すため、小規模事業者に対して、

全国商工会連合会が運営するＥＣサイト「ニッポンセレクト．ｃｏｍ」への出品勧奨を積極的に
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行う。また、登録手続き、出品商品の選定、価格設定、効果的な商品紹介等について支援する。 

また、ＧＭＯペパボ株式会社（全国連提携会社）の運営する「Ｇｏｏｐｅ(グーペ)」のシス

テムを利用して誰でも、いつでも、何処からでも小規模事業者に発注・予約できるホームペ

ージの作成の支援をし、小規模事業者の販路開拓を図る。 

 

（３）目標 

支 援 内 容 現状 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5年度 Ｒ6年度 
①ニッポン全国物産展 

出展事業者数 
未実施 3 企業 3 企業 4 企業 5 企業 5 企業 

売上額／社 未実施 50 千円 50 千円 50 千円 50 千円 50 千円 
②ネット販売システムを

活用した販路開拓支援

事業者数 

33 企業 35 企業 35 企業 40 企業 45 企業 50 企業 

売上増加率／社 未実施 1％ 1％ 3％ 3％ 5％ 

 

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 

これまで当会は、小規模事業者に対して市場拡大を目的とした個社支援や、地域イベント及び商

品券事業等地域振興に取り組んだが、経営環境が継続的に改善されるまでには至っていない。 

平成３０年７月、男鹿市複合観光施設（オガーレ）がオープンし、男鹿駅も新しく整備された事

で、男鹿駅周辺の雰囲気が明るくなり賑わいが創出されている。こうした状況から、男鹿駅周辺の

商店街において起業を希望する相談もある。そのような相談に対しては空き店舗の活用も視野に入

れ、店舗の改修費や賃借料を補助する男鹿市の「男鹿市商店街パワーアップ支援事業補助金」を紹

介するなど、男鹿市と商工会が連携して商店街を再構築する。 

男鹿駅周辺商店街の賑わいを創出して、波及効果や成功事例により男鹿市内の他地区商店街の活性

化に繋げるように取り組む。 

 

（２）事業内容 

①男鹿市複合観光施設（オガーレ）を拠点とした地域経済の活性化 

ＪＲ男鹿駅近隣の「道の駅おが」に隣接する男鹿市複合観光施設では、農水産物・お土産品の

販売や観光情報の発信を行っており、男鹿市の魅力を発信する拠点となっている。商工会として

も男鹿市複合観光施設を運営する（株）おがと連携して、イベントの開催等により地域外資金の

獲得に取り組んでいる。 

定期的に年１回、男鹿市及び（株）おがとの連絡会議を開催し、農水産物や観光関連の資源を

活用した地域活性化について関係機関との認識を共有する。 

将来的には、秋田なまはげ農業協同組合、秋田県漁業協同組合、一般社団法人男鹿市観光協会、

男鹿温泉郷協同組合等の関係機関に対しても会議への参加を促し、関係者が一丸となって地場産

業の活性化や観光振興に向けて同じ方向性で取り組む。 
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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）現状と課題 

これまで地域金融機関とは常日頃、情報交換を密にし、「金融懇談会」を開催している。また、経

営指導員については、秋田県商工会連合会、秋田県商工会職員協議会、日本政策金融公庫秋田支店等

が開催する会議等に積極的に参加して小規模事業者の経営課題や景気動向などの情報を共有し、小規

模事業者の支援にあたってきた。 

今後は、支援ノウハウや小規模事業者の需要開拓や販路拡大に向けて物産展やビジネスマッチング

商談会等の情報も共有し、連絡調整することで小規模事業者の支援に繋げていく。 

 

（２）事業内容 

①関係機関との情報交換会（年１回） 

秋田県商工会連合会、あきた企業活性化センター、秋田県よろず支援拠点、秋田県事業引継ぎ 

支援センター等の支援機関と年１回情報交換会を開催し、地域内の小規模事業者の高度な経営課

題に対する支援ノウハウの習得を図る。 

 

②金融情報交換会（年 1回） 

秋田銀行、北都銀行、秋田信用金庫と「金融情報交換会」を年１回開催し、地域全体における

金融環境についての認識を共有し、地域内の小規模事業者に対する金融支援を円滑に進めるため

の支援力の向上に努める。 

 

③会議等への出席 

経営指導員が、日本政策金融公庫秋田支店の開催する「小企業者経営改善貸付推薦団体協議会」

（年１回）、秋田県商工会連合会が開催する「経営指導員セミナー」（年１回）、「経営支援事例発

表会」（年１回）、秋田県商工会職員協議会が開催する「経営改善普及事業関係研究会」（年１回）

などの会議や研修会に積極的に参加し、小規模事業者の課題解決や景気動向、各種の需要動向等

の情報や支援ノウハウを取得すると共に、当会の経営指導員が互いに認識を共有しながら小規模

事業者の支援にあたる。 

 

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 

これまでは中小企業大学校が開催する支援機関職員を対象とした研修への派遣、秋田県商工会連

合会や秋田県職員協議会等が開催するセミナー、研修会等への参加及び職場内でのＯＪＴにおいて

支援スキル向上を図ってきた。 

セミナーや研修会等で学んできた職員は支援スキル向上が図れてきたものの、それ以外の全職員

に得た知識を共有するには至らず、組織全体の支援スキル向上にはなかなか結び付かなかった。 

 

（２）事業内容 

①外部講習会等の積極的活用 

経営発達支援事業に係る職員の支援能力の一層の向上のため、秋田県商工会連合会主催のセミ

ナーや研修等に対し、必ず職員を派遣する。そのほかの各種セミナーや研修等についても、計画

的に職員を派遣する。事務局長は、秋田県商工会連合会が主催する事務局長セミナーに必ず参加

し組織マネジメントの向上に努め、事務局が一体となった事業遂行が可能となるような事業運営

に努めるとともに経営指導員や経営支援員の支援環境の整備に努める。 
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②ＯＪＴ制度の導入 

案件によっては先輩職員と後輩職員がチームを結成して支援に当たり、巡回指導や窓口相談の

機会を活用して指導・助言を受け情報収集等の手法を学ぶＯＪＴを積極的に実施し、組織全体と

しての支援能力の向上を図る。 

 

③職員会議及び経営指導員会議の実施 

研修会等へ出席した職員が全職員へ情報提供することで職員全体の支援能力向上に繋げてい

く。商工会の全職員が参加する月１回の職員会議において、各種の情報等を共有し、共通認識を

持って事業を遂行していく。 

これに加えて、職員会議終了後に伴走型支援スキル向上のため、経営指導員が全員で会合を持

ち、それぞれが支援した案件について、経営状況の分析結果や課題解決のための取り組み状況、

景気動向、各種需要状況等について意見交換をして、組織内での支援スキルの共有化を図る。同

時にモチベーションの向上にも取り組み、経営指導員のキャリアごとに必要とされる職務遂行能

力を強化する。 

 

④データベース化 

担当職員が基幹システム上のデータ入力を適時・適切に行い、支援中の小規模事業者の状況等

を職員全員が相互共有できるようにデータベース化することで、支援ノウハウを組織内で共有

し、担当外の職員でも一定レベル以上の対応ができるようにする。 

 

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 

本計画の取組状況の把握とその成果について毎年度評価する事により、次年度以降の課題を整理

し事業計画へ反映する等、本計画の推進を適正化する。 

 

【評価・検証方法】 

①男鹿市、秋田銀行、北都銀行、秋田信用金庫、一般会員企業、外部有識者（中小企業診断士等）、 

法定経営指導員で構成する「事業評価委員会」を年１回開催して、経営発達支援事業の進捗状況 

等について評価を行う。 

②「事業評価委員会」の評価を受けて事務局内で事業の取組方針等の見直し案を作成する。 

③「事業評価委員会」での事業の評価及び見直し案については、当会の理事会並びに総代会等へ報 

告し承認を受ける。承認を受けた評価結果及び計画については当商工会ホームページに事業期間

中掲載する事で、地域の小規模事業者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 

（令和元年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法定経営指導員の氏名、連絡先 

  ■氏 名：三浦 達也 

  ■連絡先：男鹿市商工会 TEL：０１８５－２４－４１４１ 

 

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・

見直しをする際に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 

  〒０１０－０５１１ 

秋田県男鹿市船川港船川字新浜町５０ 

男鹿市商工会 

    TEL：０１８５－２４－４１４１ ／ FAX：０１８５－２３－２１０８ 

     E-mail:oga@skr-akita.or.jp 

 

②関係市町村 

〒０１０－０５９５ 

秋田県男鹿市船川港船川字泉台６６－１ 

男鹿市 観光文化スポーツ部 男鹿まるごと売込課 

    TEL：０１８５－２４－９１４２ ／ FAX：０１８５－２４－９１５９ 

     E-mail:urikomi@city.oga.akita.jp 

 

 

事 務 局 長 

経営指導員  ４名 
経営支援員  ２名 

男鹿市 

観光文化スポーツ部 

男鹿まるごと売込課 副事務局長 
（法定経営指導員） 
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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  

 

 

2,679 

 

2,776 
 

3,710 

 

 

4,020 

 

 

4,220 

 

２．経済動向調査 

 

３．経営状況分析 

 

４．事業計画策定支援 

 

５．事業計画実施支援 

 

６．需要動向調査 

 

７．需要開拓事業 

 

８．地域経済活性化への取組 

 

９．支援ノウハウ等情報交換 

 

10．経営指導員等の資質向上 

 

11. 事業評価 

 

80 

 

82 

 

212 

 

145 

 

     320 

 

1,080 

 

600 

 

52 

 

48 

 

60 

 

 

80 

 

154 

 

212 

 

170 

 

320 

 

1,080 

 

600 

 

52 

 

48 

 

60 

 

 

80 

 

154 

 

636 

  

170 

 

320 

 

1,390 

 

800 

 

52 

  

48 

 

60 

 

80 

 

154 

 

636 

  

170 

 

320 

 

1,700 

 

800 

 

52 

 

48 

 

60 

 

80 

 

154 

 

636 

  

170 

 

320 

 

1,700 

 

1,000 

 

52 

 

48 

  

60 

 

調達⽅法  

会費収⼊、秋⽥県補助⾦、男⿅市補助⾦、事業受託費等 
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（別表４） 

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

営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

 

 

 

 

連携して実施する事業の内容 

 

 

 

 

 

連携して事業を実施する者の役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


