
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

三種町商工会（法人番号 4410005003985） 

三種町   （地方公共団体コード 053481） 

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.小規模事業者の自発的な経営力向上に対する取り組みを支援する 

２.事業承継の支援により小規模事業者数の維持を図る 

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)三種町産業の経済動向調査を実施する 

(２)公表されている経済データと三種町産業の経済動向調査との

比較分析を実施する 

２．経営状況の分析に関すること 

(１)経営状況分析セミナーを開催する 

(２)経営状況分析の個社支援を実施する 

３．事業計画策定支援に関すること 

(１)事業計画策定マニュアルを作成する 

(２)事業計画策定の個社支援を実施する 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

(１)定期的な巡回訪問により目標達成に向けた支援を実施する 

(２)困難な課題には専門家を活用した支援を実施する 

(３)円滑な事業承継の支援を実施する 

５．需要動向調査に関すること 

(１)小規模事業者の来店客(購買者)に対するアンケート調査を実

施する 

(２)需要動向に関して公表されているデータを提供する 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

(１)商談会に出展する小規模事業者を対象に販路開拓セミナーを

実施する 

(２)商談会への出展による販路開拓を支援する 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

１．消費喚起と購買力流出防止のためのプレミアム付商品券発行 

事業を実施する 

２．「三種町森岳じゅんさいの里活性化協議会」に参画し地域資源

活用による地域活性化に取り組む 

連絡先 

三種町商工会 

〒018-2303 秋田県山本郡三種町森岳字岩瀬１８８－２ 

TEL：0185-83-3010 FAX：0185-83-3014 

E-mail：mitane@skr-akita.or.jp 

三種町 商工観光交流課 

〒018-2401 秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子８ 

TEL：0185-85-4830 FAX：0185-72-1536 

E-mail：shoko@town.mitane.lg.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 

三種町は、秋田県北西部

に位置し、東は北秋田郡上

小阿仁村と、南は男鹿市、

南秋田郡大潟村、八郎潟

町、五城目町、西は日本海、

北は能代市と接している。

地積は、東西が約 26 ㎞、

南北が約 21㎞で、247. 98

㎢の面積を有し、この内、

森林が 134 ㎢と全体面積

の 54％を占め、農用地が

24％、宅地が３％となって

いる。房住山に源を発する

三種川が町のほぼ中央を

流れ、八郎湖へ注ぎ、東部

の丘陵地から西部の平坦

地までゆるやかに傾斜し

た地勢となっている。 

気候は、対馬暖流の影響

により、年間の平均気温は 10℃～11℃前後と温暖だが、冬は日本海側特有の冷たい北西の季

節風が強く吹き、四季の移り変わりが明瞭である。降雪日数は 40～50 日で、積雪は平野部で

10～50㎝、山間部では 100㎝以上になる所もある。 

平成 27 年(2015

年)の国勢調査にお

ける三種町の人口

は 17,078 人となっ

ている。人口の推移

を見ると年々減少

してきており、年齢

別では 64 歳以下の

減少、65 歳以上の

増加が顕著であり、

平成 27 年には 65

歳以上の構成比が

40％近くを占め少

子・高齢化が進んで

いる。人口減少によ

り消費動向の低迷

につながっていく

ことが予想される。 
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三種町では、豊かな自然が残る房住山や森林資源、森岳温泉郷、日本海といった多様な観光

資源に恵まれ、四季を通じて様々なイベントが開催されている。特に、森岳温泉郷やサンドク

ラフトでは、県内外からの観光客も多く観光の柱となっている。しかし、ここ数年来観光客の

入り込み数は横ばい状況にある。このような中、町の特産品である、「じゅんさい」の摘み採

り体験者が増えており、町の特性を活かした、体験・滞在型観光を推進するためには、クアオ

ルト
※１

等の自然と観光をリンクした拠点の整備が重要となっている。また、観光ニーズの多様性、

広域化が進むなかで世界遺産白神山地、十和田湖、男鹿温泉郷など周辺地域との広域的な連携

が求められている。特産品としては、メロン・じゅんさい・梅・アスパラ･豆板醤・そら豆の

ほか農産物の加工品が豊富にある。農産物のなかで「じゅんさい」は生産量日本一であるが、

平成３年の生産量 1,260 ㌧・販売額約 11 億円から平成 26 年には生産量 466 ㌧・販売額約 5

億円へと生産量及び販売額とも大きく減少している。これは生産者及び摘み手不足によるもの

であり、摘み手の育成や生産体制の整備が課題となっている。 

三種町の産業別に見た売上高では、建設業が 35.1％を占め秋田県及び全国の割合を大きく

上回っている。次いで医療・福祉 19.0％、卸売業・小売業の 18.5％となっているが卸売業・

小売業は秋田県及び全国の割合を大きく下回り、他地域と比較してみると建設業に依存した産

業構造となっている。 

 
産業大分類別に見た売上高(企業単位)の構成比 

 

※１ クアオルト：自然環境や温泉を生かした健康保養地 
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また、付加価値額でも、医療・福祉、建設業が高い数値であり、特化係数も全国平均を大き

く上回り、三種町を支える産業となっていることがわかる。それに対し製造業、卸・小売業は、

付加価値額が低く特化係数も全国平均の半分程度となっている。 

 
産業大分類別に見た付加価値額(企業単位) 

※特化係数が１より大きな産業は全国平均より構成比が大きくなっており特徴的な産業 
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当商工会の調査では、商工業者数は平成 31年 3月 31日で 591、小規模事業者数は 563とな

っており、商工業者の構成比では、建設業が 28.6％を占め、次いで卸売業・小売業の 25.7％、

生活関連サービス・娯楽業 13.4％、製造業 10.0％となっている。また、事業者数の推移では、

平成 27年から商工業者が 161 件減少(△21.4％)、小規模事業者は 158件減少(△21.9％)して

いる。業種別では、建設業が 60件の減少、卸売業・小売業が 48件の減少と構成比の上位を占

めている業種で商工業者数が大きく減少している。商工業者の企業規模を見ると、全体の

95.2％が小規模事業者となっている。 

 

また、平成 28年の会員ニーズ調査では、前期と比較し売上が減少した会員が 57％、増加し

た会員は 14％であった。経営課題の 1 位は売上減少で 33％、2 位は人材の確保 21％、3 位は

販路拡大の 10％であり、売上の確保が大きな課題となっている。 

会員ニーズ調査(平成 28年 12月実施) 

事業承継計画については、計画がある会員が 38％、計画がない会員が 35％、未定の会員は

27％であった。事業承継課題の１位は後継者の資質・能力不足で 41％、２位は取引先との関

係維持で 19％、３位は相続税・贈与税の負担で 16％であり、約６割の会員が事業承継計画を

作成していなかった。 
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業種別の現状と課題として、建設業は、公共事業や地域外の需要に大きく左右され、事業縮

小や廃業に追い込まれている。さらに、人手不足が深刻化しており、新卒採用の減少や離職率

の上昇により若年労働者が減少している。また、収益率が低下しており、売上が減少しても確

実に収益を取れる経営体質への改善が求められている。 

卸・小売業は、景気の低迷や消費者ニーズの変化、大型小売店舗・コンビニエンスストアの

出店、他地域への消費者の購買流出に加えて、後継者難等厳しい状況にある。さらに、高齢化

により、自力で買い物等に出かけられない買い物難民への支援も必要となっている。今後も厳

しい状況が続くものと推測される中、大型店等との差別化を図るため、消費者ニーズを捉えた

きめ細やかなサービスなど、独自の経営戦略を推進する必要がある。 

生活関連サービス・娯楽業 79件のうち理・美容業が 63件を占めている。理・美容業は、客

数の減少により売り上げが低下しており、後継者難から閉店する店舗が増加している。今後は、

多様な顧客ニーズへの対応や接客サービスの充実が求められている。 

製造業では、求人募集を行っても応募が少なく、採用後の離職が多いため人手不足となって

おり、人材の確保が課題となっている。また、三種町の特産である「じゅんさい」加工業者は、

天候不順や摘み手の不足により原材料が不足し、売上が減少傾向にあるため、付加価値を高め

る取組みが必要となっている。 

飲食サービス業は、少子高齢化による需要の減退、低価格志向による売上の減少、コンビニ

やスーパーなどの中食業者との競合があり、経営者の高齢化による後継者難から廃業に至って

いる。今後は、メニュー・店舗施設・接客サービスの工夫による顧客の誘引が必要となってい

る。 

これまで当商工会では、小規模事業者支援で巡回訪問事業を強化し、地域経済動向や当該事

業者の経営状況等の情報を吸い上げ、各事業者が抱える経営課題を把握するとともに、各施策

を活用した支援を行ってきた。その結果として経営革新計画認定企業 1社、経営力向上計画認

定企業 3社、先端設備導入計画認定企業 2社、小規模事業者持続化補助金採択 50 事業所とい

う一定の成果を挙げることができた。しかし、各種施策等を活用した小規模事業者からは支援

に対する高い評価を得ているものの、まだまだ一部の小規模事業者の支援しかできておらず、

支援する内容や方策も経営指導員任せだったことは否めず、商工会組織を挙げて統一した小規

模事業者支援が出来ていなかったことが大きな課題であった。 

 

（２）小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

小規模事業者の持続的発展と活力ある地域づくりを目指し、向こう 10 年の長期的な振

興の柱として、(１)小規模事業者が経営改善に取り組み自社の経営基盤を安定させる。

(２)経営革新を推進し成長企業の創出により付加価値を向上させる。の２項目を掲げ、事
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業計画の策定とその実行による売上増加・利益の確保、販路開拓支援、新たな事業への取

組み支援を実施し、地域の総合経済団体として小規模事業者に寄り添い持続的発展を支援

し、地域経済の活性化に取り組んでいく方針である。 

三種町総合計画商工業振興基本施策 

三種町総合計画で

は、時代の変化に対応

できる商工業振興を

促進するため、商工

業、農林水産業、観

光・サービス業、福祉

医療の関連産業など、

広域連携も視野に入

れ、企業の活性化に向

けた取り組みを支援

するとしており、これ

らの取り組みは商工

会の活動方針、商工会

の果たす方向性と概

ね一致しているものであり、小規模事業者の支援については、商工会が小規模事業者の窓

口となり意見集約し、行政や支援機関・支援団体等と連携しながら取り組んでいくものと

する。 

 

（３）経営発達支援事業の目標と方針 

当商工会では、これまで金融、税務、労務相談等の経営改善普及事業に対応し、小規模事業

者への基礎的支援に携わってきたが、地域の小規模事業者は厳しい経営環境にあり、課題も事

業者ごとに複雑化・多様化していることを踏まえ、今後はひとつひとつの経営課題に伴走型支

援で、成長発展を目指す事業者はもちろん、持続的な発展を目指す事業者の支援も実施してい

かなければならない。このため経営指導員の資質向上を図り、秋田県、三種町、秋田県商工会

連合会、全国商工会連合会、地域金融機関等と連携し地域内小規模事業者の持続的発展を目指

す。 

また、地域の特性、課題を踏まえながら町の総合計画との整合性を図り、従来、当商工会が

取り組んできた事業を含めＰＤＣＡサイクルを実施し、事業の評価・見直しを行い、事業をチ

ェックしながら改善することにより、当地域の商工業の振興を図ることを目標とする。10 年

の長期的な振興のあり方を踏まえ、当会では今後 5年の計画期間で、以下２つの目標及び実施

方針により重点的に取り組むものとする。 

（１）【目標】小規模事業者の自発的な経営力向上に対する取り組みを支援する 

【方針】小規模事業者自らが、需要動向や経営分析結果を事業計画に落とし込むことで

事業計画策定の重要性を認識し経営課題の把握に努め、自社の強み・弱み等を

理解したうえで経営改善につなげ、経営基盤を安定させ事業継続できるよう、

経営力向上に向けた支援を伴走型で実施する。 

（２）【目標】事業承継の支援により小規模事業者数の維持を図る 

【方針】小規模事業者にとって後継者の確保は非常に困難となっており、廃業による事

業者の減少は地域衰退に直結する問題である。早期に現状把握を行っていただ

き、事業承継計画を作成するよう誘導するとともに、関係機関、専門家との迅

速な連携を図り、各種相談会・セミナー・専門家派遣等の施策を活用し、スム

ーズな事業承継を支援する。 
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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 

当商工会では経営指導員による巡回訪問・窓口相談等により、会員事業者の事業見通しにつ

いて状況を把握しているものの、三種町産業全体については把握できていない。特定の事業所

の状況を基に「地域（三種町）の経済動向」や「業種毎の経済動向」を踏まえているため、管

内全体（三種町全域）の実情を知るには情報の偏りがあった。 

また、管内の経済の動向に変化をもたらす要因（地域高齢化、少子化、管内・近隣地域での

公共事業の動向、近隣内外地域の大型商業施設等の動向、求人動向、秋田県全域の景況等）に

ついて事前に収集し、分析した上で管内の経済に「与える影響」を予測するには至っていない。 

 

（２）課題 

経営指導員による事業者の事業見通しのみでなく、三種町全域・全産業（業種毎）の状況把

握に務め、管内の経済動向に影響を与える要因について観察することにより、その影響を予測

し、広く管内の（三種町内の）事業者に公開することで、経営への「脅威」について周知して

いかなければならない。 

 

（３）事業内容 

①三種町産業の経済動向調査の実施 

三種町の全産業の動向、業種毎の動向等について調査（年１回）を行い、この内容を分析す

ることにより、特性や弱点・課題等を明確にし、業種・業態毎の解決支援に繋げていく。 

【調査対象】 管内小規模事業者 300社を対象とする。調査対象事業者の選定においては、三

種町の産業を担う建設業、卸・小売業、生活関連サービス・娯楽業、製造業の

産業構成比を考慮する。 

【調査項目】 当年度の実績・次年度の見通しについて次の項目を調査項目とする。 

①売上高②営業利益③設備投資内容④資金繰り⑤仕入価格⑥販売価格⑦業

績⑧従業員数⑨事業承継状況 

【調査手法】 郵送により調査票と返信用封筒を同封し回収する。業種毎の課題を考慮した調

査票を作成し実施する。 

【目標回収率】回収率 30％超で有効回答 100 社以上を目指す。郵送による返信が少ない場合

には、経営指導員による個社訪問により回収する。 

【分析手法】 専門家の助言の下、三種町経済全体の景況と見通し、三種町産業の業種毎の景

況と見通しについて整理・分析する。また、業種毎の課題を考慮した整理・分

析を心掛ける。 

 

②公表されている経済データと三種町産業の経済動向調査との比較分析の実施 

三種町に関わる各種 2次データや、間接的に三種町に関わる各種 2次データを抽出、加工、

分析し、管内の全産業の事業者の経営判断に役立ててもらう。管内経済に影響を与える要因に
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ついて調査（年１回）を行い、この内容を分析することにより、特性や弱点・課題等を明確に

し、業種・業態毎の個別解決支援に繋げていく。 

【引用元】  日本政策金融公庫(中小企業の経営指標)、TKC(TKC経営指標)、中小企業庁(中

小企業の経営指標)、経済産業省(商業統計表、商業動態統計等)、経済産業省(工

業統計表、各種出荷指数等)、経済産業省(特定サービス業実態調査、電子商取

引実態調査等)、国土交通省(旅行・観光動向調査)、日本フードサービス協会(外

食産業市場規模推計等)、総務省(事業所統計)、厚生労働省(有効求人倍率)、

総務省(家計消費支出)、RESAS(地域経済分析システム) 

【調査手法】 経営指導員毎に対象とする調査項目（対象とする 2次データ）を設定し、各々

の指導員が収集する。 

【分析手法】 各種統計情報を専門家に適時助言を求めながら、「三種町産業の経済動向調査」

の結果と可能な限り対比し差異を検討し分析する。 

 

（４）成果の活用 

・「三種町産業の経済動向調査」と「三種町産業に関わる各種 2次データ」を対比させた、「三

種町経済動向調査」として取りまとめる。 

・取りまとめた「三種町経済動向調査」は、地域小規模事業者がいつでも活用できるように、

当商工会のホームページからダウンロードできるように掲載する。 

・取りまとめた「三種町経済動向調査」の「サマリー」を作成し、「三種町商工会報」及びホ

ームページに公開し、小規模事業者がいつでも見られるようにする。 

・経営指導員が巡回指導や窓口相談の際に、指導の基礎知識として活用する。 

・調査では、三種町の特性や弱点・課題等が明確になることから、業種・業態毎の個社指導の

基礎知識として活用する。 

・個社の事業計画策定の外部環境分析の指導に役立てる。 

 

（５）目標 

内  容 現行 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6 年度 

ホームページ掲載回数 － 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 

小規模事業者の経営状況については、巡回訪問や窓口相談等で把握しているが、詳細な経営

状況の分析指導は行っていない。そのため、小規模事業者は、自らが製造・販売する商品や、

提供するサービスの内容、保有する技術などの強みや弱み、事業機会や脅威、財務諸表を通じ

た経営分析に触れる機会は少ない。 

また、経営状況の把握が不充分なため、事業運営上での問題点が見過ごされ、経費負担によ

る業績悪化や、資金繰り難、さらには売上獲得機会の損失等々、当商工会からの助言や指導が

不足する場合もあった。 

 

（２）課題 

自らの経営状況や事業価値を把握できていない小規模事業者に対し、経営状況の分析意義や

手法を理解していただく必要がある。そのためには、適切な頻度で啓発啓蒙、さらには学習機

会を提供し、それぞれが自らの経営状況を認識できるようにしなければならない。 

 

（３）事業内容 

小規模事業者の持続的発展に向けて、経営状況分析の意義と手法を啓発する。多くの事業者

を１度に啓発啓蒙できる分析セミナーの開催と、巡回による助言・指導により経営状況分析を
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実施する。 

①経営状況分析セミナーの開催 

【実施手法】 ・専門家を招き経営状況の分析セミナー(年１回、参加者 10 名程度)を開催す

る。 

⇒小規模事業者に経営状況分析の重要性を啓蒙する。 

⇒実際の算定手法やその指標の持つ意味を理解していただく。 

・テキストは、「三種町経済動向調査」を活用し、分析セミナー講師の助言を

受けながら経営指導員が作成する。 

・事業者が算定や分析を行うことを想定し、単なる計算方法や手法の紹介にと

どまらないようにする。 

・経営指導員が分析セミナー後、参加事業者へ訪問し分析の実施を促す。 

・経営分析については、経済産業省の「ローカルベンチマーク」、中小機構の

「経営計画つくるくん」を活用する。 

【留意事項】 専門家に適時助言を求め進めるが、経営指導員が主体になって、テキスト作成

を実施する。将来は専門家の助けを借りずに、経営指導員がセミナーを実施で

きるようにする。 

 

②経営状況分析の個社支援 

【実施手法】 ・原則として、経営状況分析セミナーに参加した個社を対象に、経営指導員が

巡回訪問により助言、指導する。 

・分析項目は、財務分析(売上高・経常利益・損益分岐点・粗利益率)と SWOT

分析(強み・弱み・脅威・機会)とする。 

・セミナーに参加していない事業者も対象とするが、その場合、経営分析の重

要性や指標の持つ意味などを説明しながら分析を行う。経営分析に関して

は、セミナー参加者同様に経済産業省の「ローカルベンチマーク」、中小機

構の「経営計画つくるくん」を活用する。 

・事業承継を考えている事業者については、経営指導員が訪問し、経営分析を

実施し事業承継計画の策定を促す。 

【留意事項】 経営状況の分析を実施していない個社が多いと考えられるため、経営状況の分

析意義やメリットを理解していただくことに力点を置く。一方、不慣れな個社

に対し経営指導員は完成するまで辛抱強く寄り添う。また、経営指導員による

対応が困難な課題に対しては、専門家を活用し支援する。 

 

（４）成果の活用 

・経営状況の分析結果や個別の改善策は事業者へフィードバックするとともに、事業者情報を

「三種町経済動向調査」に反映していく。 

・経営指導員の個社指導に論理性を持たせることに繋がるので、説得力や説明力の向上が期待

される。 

・経営状況の分析結果を、後述の「事業計画策定支援に関すること」に活用していく。 

・売上の課題を持つ事業者をピックアップし、後述の「新たな需要の開拓に寄与する事業に関

すること」の取組みに引き継いでいく。 

・専門家の活用は、OJT にて経営指導員を教育してもらうように進める。ここで記載のセミナ

ーやテキストのブラッシュアアップは可能な限り内製化を目指す。 

 

（５）目標 

支 援 内 容 現行 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

経営状況の分析件数 － 20件 20件 20件 20件 20件 
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４．事業計画策定支援に関すること 

 

（１）現状 

小規模事業者が事業計画を策定するのは、主に経営革新計画申請や小規模事業者持続化補助

金等の補助金申請時に、必要に迫られて策定することが多く、事業計画を策定している事業者

は少数であり、経営が計画的に運営されていない状況となっている。 

また、事業計画を策定済みの事業者であっても、経営状況の分析等を踏まえ策定している事

業者は一部に限られている。 

このことから、当商工会ではこれまで売上の先細りや、現経営者の不幸時の後継者擁立等、

症状が悪化してからの係わりが多く、効果的な助言や解決への支援をすることが出来ていない

状況にある。 

 

（２）課題 

小規模事業者の持続的発展のためには、事業計画策定が必要不可欠であることを理解してい

ただかなければならない。計画があれば傷口が大きくなる前に、対処や改善が可能であり、当

会の助言や解決策の道筋も「より効果的」に実行することができる。 

 

（３）事業内容 

事業計画策定の意義と手法・活用方法を啓発する。事業計画策定マニュアルの作成と、これ

を活用した巡回による個社支援を実施する。 

①事業計画策定マニュアルの作成 

【実施手法】 ・専門家を招き「事業計画策定マニュアル」を作成する。 

⇒計画書への記載すべき項目や内容を分かりやすく解説する。 

・個社が事業計画策定時の記載で課題を解決できるよう「Q&A」も作成し、「事

業計画策定マニュアル」と「Q&A」はホームページで公開する。 

【留意事項】 「事業計画策定マニュアル」は、「三種町経済動向調査」の内容を踏まえたも

のとする。また、「事業計画策定マニュアル」と「Q&A」は、専門家の助言を踏

まえ経営指導員が作成する。この Q&Aは「事業計画策定マニュアル」の中に盛

り込む。専門家には必要に応じて適時助言を求め進めるが、経営指導員が主体

になって、事業計画策定の機運創りや、策定に取組む事業者への助言が適切に

行えるように作成する。 

 

②事業計画策定の個社支援 

【支援対象】 経営分析を行った事業者を対象とする。 

【実施手法】 ・巡回により経営指導員が事業計画策定の啓発を行うともに、事業計画を策定

する事業者への助言指導を行う。 

⇒事業計画策定の意義や手法・活用法を啓発啓蒙する。 

・経営分析を行った事業者のうち、事業承継を考えている事業者に対しては、

承継までの期間が長期化する場合が多いため、早期に事業承継計画を策定し

ていただき、後継者が新たな経営をスタートしやすいよう助言指導を行う。 

・事業計画策定に取組む事業者が策定時や記載時に課題解決が難しく、最後ま

で記載することができない場合には、「事業計画策定マニュアル」や「Q&A」

を活用する。 

・より専門性が必要な質問等への対応は専門家を活用し対応する。 

【留意事項】 巡回時に相談された内容は、「事業計画策定マニュアル」や「Q&A」に反映し更

新する。 
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（４）目標 

支 援 内 容 現行 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6 年度 

事業計画策定件数 

（事業承継計画含む） 

－ 16件 16件 16件 16件 16件 

事業計画策定マニュアル作成

（Q&A含む） 
－ 作成 － － － － 

事業計画策定マニュアル更新 － － 更新 更新 更新 更新 

 

５．事業計画策定後の実施支援に関すること 

 

（１）現状 

これまでの事業計画は、補助金申請や融資の際に策定され、補助金の事業期間が終了すると

事業計画自体も終了することが多く、事業計画策定の最大の目的である事業の持続的発展が十

分に活用されないことが多かった。 

 

（２）課題 

本経営発達支援計画においては、事業計画策定段階で活用方法を意識して策定いただくこと

から、必要に応じて修正しながら進捗管理をして目標を達成することが重要である。 

 

（３）事業内容 

事業計画を策定した小規模事業者に対して、経営指導員等が巡回訪問等を実施し、進捗状況

の確認を行うとともに、事業計画に基づく経営の「ＰＤＣＡ」が、計画通りに遂行し実現でき

るように支援する。 

経営者の目標達成に対する意欲の維持や、後継者対策等も含めて持続的発展ができるよう、

融資制度をはじめ諸施策を活用してフォローアップを実施する。 

①定期訪問 

経営指導員等は、事業計画書（事業承継計画含む）を策定したすべての事業者を対象に巡

回訪問及び窓口相談対応により、事業計画の目標と実績の差異を４半期毎の頻度で確認す

る。 

目標の達成に向け、事業者が事業内容の改善方法を立案・実施する支援を行う。目標達成

小規模事業者には、更なる高度な目標を目指すよう支援し、目標未達成（事業計画との間に

ズレが生じている等）小規模事業者には、訪問頻度を増やすと共に専門家の活用も積極的に

行い、達成のための改善方法や目標見直しの支援を実施する。 

 

②専門家活用 

事業計画の進捗状況確認により明らかになった課題について、経営指導員等では対応が困

難な課題に迅速に対応するため、専門家派遣制度を利用し支援する。 

 

③資金手当て 

事業計画遂行における資金手当ては、日本政策金融公庫等の融資制度、更には各種補助金

を活用し事業計画の円滑な実施を促す。 

 

④円滑な事業承継 

事業承継計画を策定した事業者については、下記の内容のフォローも行う。 

・若手後継者の資質向上のために中小企業大学校のセミナー参加等、研修機会の充実を図

る。 

・事業計画の進捗管理の際、若手後継者の積極的関与を促す。 
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・若手後継者に対し経営革新支援制度をはじめとする施策活用を推進し、成長の動機づけ

を行う。 

・後継者不在の事業者に対しては、事業譲渡も含め相談を行い、専門的支援を必要とする場

合は専門機関へ協力を依頼する。 

 

（４）目標 

支 援 内 容 現行 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 － 16社 16社 16社 16社 16社 

頻度（延回数） － 64回 64回 64回 64回 64回 

利益率増加事業者数 － 4社 4社 4社 4社 4社 

 

６．需要動向調査に関すること 

 

（１）現状と課題 

小規模事業者の多くは、自社の提供する商品構成や商品需要に関する情報を持たず、需要や

市場動向を検証することなく、これまでどおりの経営を行っているのが現状である。 

商工会でも、巡回の際に事業者から聴取した大まかな需要動向を把握する程度で、口頭によ

り情報提供するにとどまり、個社の販路開拓や新商品・新サービスの開発に活用できるような、

絞り込んだ需要動向調査は行ってこなかった。 

これからは、小規模事業者が行う事業計画の策定や新商品・新サービス、販路開拓など新た

な取り組みの資料とするために、個社の業種・業態、取り扱う商品等を対象に需要動向調査を

実施する。 

収集したデータは整理、分析したうえで対象事業者へ提供し、事業計画の策定や見直し、新

商品等の企画やブラッシュアップに活用し、より実効性の高い計画策定や事業実施を支援す

る。 

 

（２）事業内容 

①自店の来店客(購買者)に対するアンケート調査 

小規模事業者が、需要を見据えた事業計画の策定や需要を確保するためには、地域におけ

る消費者ニーズを捉えて需要動向を分析する必要がある。 

事業計画を策定した事業者を優先し、小売業、飲食店、サービス業、食品製造業について

利用者に対するお客様アンケートを実施し、自店で取り扱う商品、メニュー、サービス等に

対する評価とニーズについて把握していただく。調査方法は、お客様の個店利用時及び商品

購入時にアンケート用紙を配布又は送付し、お客様が回収用(返信用)封筒に封入した状態

で、お客様の帰り際や次回の来店時または郵送により個店が回収する。回収の際は、粗品（ボ

ックスティッシュ等）の提供で回収数を確保する。回収したアンケートは、経営指導員が整

理・分析して支援する個社にフィードバックし、事業計画策定や商品構成、地域資源を活用

した新メニューの開発・新サービスなど販売促進に活用する。 

小売業 

【サンプル数】２社×５０枚  

【対  象】小売業者２社 

【調査方法】アンケート方式（１社当たり５０枚、個店利用時のお客様にアンケート用紙

を配布し回収用封筒に封入した状態で個店が回収） 

【調査項目】性別、年代、買物手段、買物頻度、品揃え、商品構成、価格、店の雰囲気、

要望、意見など 

【分析結果の活用】分析結果は個社にフィードバックし、事業計画策定や商品構成、新サ

ービスなど販売促進に活用する 
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飲食店 

【サンプル数】１店×５０枚  

【対  象】飲食店１店 

【調査方法】アンケート方式（１社当たり５０枚、個店利用時のお客様にアンケート用紙

を配布し回収用封筒に封入した状態で個店が回収） 

【調査項目】性別、年代、飲食頻度、来店頻度、味、量、価格、サービス内容、接客、店

の雰囲気、要望、意見など 

【分析結果の活用】分析結果は個社にフィードバックし、事業計画策定や商品構成、新サ

ービスなど販売促進に活用する 

サービス業 

【サンプル数】１社×５０枚  

【対  象】サービス業１社 

【調査方法】アンケート方式（１社当たり５０枚、個店利用時のお客様にアンケート用紙

を配布し回収用封筒に封入した状態で個店が回収） 

【調査項目】性別、年代、来店頻度、価格、サービス内容、接客、店の雰囲気、要望、意

見など 

【分析結果の活用】分析結果は個社にフィードバックし、事業計画策定や新サービスなど

販売促進に活用する 

食品製造業 

【サンプル数】１社×５０枚  

【対  象】食品製造業１社 

【調査方法】アンケート方式（１社当たり５０枚、通販サイト等を利用し商品購入された

お客様に、商品を送る際アンケート用紙と返信用封筒を同封し返送していた

だき回収） 

【調査項目】性別、年代、購入頻度、商品構成、味、量、価格、要望、意見など 

【分析結果の活用】分析結果は個社にフィードバックし、事業計画策定や商品構成、新商

品開発など販売促進に活用する 

 

②需要動向に関する公表データの活用 

小規模事業者が、自社で提供する商品の全国的な需要動向や売れる商品構成を把握するた

め、一般公表されている業界情報から、商品ランキング・消費者動向・観光動向等について、

支援する個社の事業内容に応じた情報をピックアップして収集・整理・分析の上、年１回情

報提供し、事業計画策定や新商品開発、新サービス・販路開拓に活用する。 

①日経テレコン２１（全国的な売れ筋商品、ヒット商品・サービス、消費トレンド） 

②４７ＣＬＵＢ（全国地域毎の特産品ランキング） 

③観光白書（全国的な観光動向、観光トレンド） 

 

（３）目標 

支 援 内 容 現行 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6 年度 

アンケート調査実施事業者数 － 5社 5社 5社 5社 5社 

需要動向情報の提供事業者数 － 5社 5社 5社 5社 5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 

 

（１）現状と課題 

これまでは、小規模事業者に対して商談会出展やアンテナショップ出店などの情報提供にと

どまり、小規模事業者の意欲に任せた状態で計画的な取り組みがなされておらず、必ずしも新

たな需要開拓に繋がっていなかった。 

一方で商工会が単独で商談会を開催することは困難であることから、これからは秋田県、全

国商工会連合会などが主催する展示会や商談機会を、小規模事業者へ積極的かつ計画的に提案

する。 

商談会へは、事業計画を策定した事業者を優先に出展していただき、新たな需要の開拓を支

援する。商談会出展前には販路開拓セミナーを実施し、小規模事業者の販路拡大と商談成約率

の向上に向けて支援を行う。 

 

（２）事業内容 

①販路開拓セミナーの開催 

商談会に出展する小規模事業者を対象に、需要開拓（販路開拓）の取組みが効果的なもの

になるよう、ターゲット、手順・段取り、媒体の選択をどのようにすれば良いのかを、個社

それぞれに理解していただく。 

【実施手法】 ・専門家を招き販路開拓セミナーを開催する。 

⇒小規模事業者に効果的・効率的な需要開拓の取組みを理解していただく内

容とする。 

・セミナーのテキストは、「販路開拓の取組みマニュアル」として取りまとめ、

専門家を活用して経営指導員が作成する。 

【留意事項】 「販路開拓の取組みマニュアル」に記載の無い新たな課題は、年度末に「Q&A」

としてとりまとめ本マニュアルに反映していく。 

 

②商談会を活用した販路開拓支援 

主な商談会として「ニッポン全国物産展」（出展事業者約 350、特産品約 3,000 点、人出

約 16 万人、参加バイヤー約 15 社、東京都内）や、「グルメ＆ダイニングスタイルショー」

（出展社数 250、来場者数約 2.5万人、東京都内）、「外食 FOODTABLE」（来場者数約 8.8万人、

東京都内）では、全国からご当地グルメや特産品が集結し、ＢtoＣ（対首都圏消費者への販

売）やＢtoＢ（首都圏流通バイヤーとの商談）による販路開拓が行われている。（当商工会

としては、ＢtoＢの支援を重視する）また、その他にも各支援機関が販路開拓を支援する目

的で開催する展示会、商談会、及び百貨店やスーパーなどバイヤーによるＢtoＢの商談会を

実施しており、これらの周知を積極的に行い、商談会を活用して販路拡大に繋がるよう支援

する。 

また、出展後は経営指導員等が巡回訪問により商談結果や販売実績の整理・分析を行い、

課題や問題点を抽出し改善に向け継続的に支援する。 

 

（３）目標 

支 援 内 容 現行 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6 年度 

商談会参加事業者数 － 2社 4社 4社 4社 4社 

成約件数/社 － 1件 2件 2件 2件 2件 
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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）事業内容 

①消費喚起と購買力流出防止のためのプレミアム付商品券発行事業 

当商工会では、地元消費の喚起を目的に地域内のみで流通する「プレミアム付商品券」を

毎年期間限定で発行するため、三種町、秋田銀行鹿渡支店、北都銀行三種支店、羽後信用金

庫森岳支店、羽後信用金庫八竜支店、森岳郵便局による運営委員会を年 1回開催し、地域内

資金循環を通じた地域活性化に取組んでいく。 

商品券は、地域内で消費される通貨であり、地元消費が促進され購買力の流出を防止でき

ることから、地区内小規模事業者への売上貢献度が高い事業である。 

【事業概要】 「三種町プレミアム付商品券」を発行し、額面 1,000円の券 11枚を 1セッ

ト 1万円で販売、購入者は町内の取扱店舗で利用することができる。 

【発行総額】 1億 6,500 万円(令和元年度)、プレミアム率 10％ 

 

②地域資源活用による地域活性化のための三種町森岳じゅんさいの里活性化協議会事業 

日本一の生産量を誇る三種町の「じゅんさい」を核とした産業を活性化し、地域全体の活

性化を図るため、三種町、三種町商工会、秋田やまもと農業協同組合、秋田県、三種町観光

協会、秋田銀行、北都銀行、森岳じゅんさい加工業者組合、秋田森岳じゅんさい鍋倶楽部、

じゅんさい加工業者、ＪＧＡＰ指導員などがメンバーとなり、年１回開催される「三種町森

岳じゅんさいの里活性化協議会」に参画し、「じゅんさい」の生産強化と担い手育成、マー

ケティング活動、新商品開発のための加工に取り組んでいく。 

 

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 

これまでは、小規模事業者への支援手法、ノウハウの習得について、秋田県商工会連合会の

職員研修会への参加、小規模事業者経営改善資金推薦団体連絡協議会、小企業者記帳指導協議

会等への参加が主であり、それらから得た情報の共有はされていなかった。 

これからは、他の支援機関で行われている支援の現状・支援メニュー・支援手法について、

個々の職員が習得した支援ノウハウを全職員で共有し、商工会全体の支援力向上に繋げ、職員

全員が経営発達支援事業にあたれるよう取り組んで行く。 

 

（２）事業内容 

①金融機関との情報交換の実施 

㈱日本政策金融公庫秋田支店との「推薦団体連絡協議会」（秋田支店管内 15商工会参加、年

１回開催）や、㈱日本政策金融公庫秋田支店及び秋田県信用保証協会能代支所との情報交換を

通じて地域の経済動向や資金動向について情報収集し、伴走型支援に必要な基礎情報として活

用する。 

 

②経営支援事例発表会等への参加 

県商工会連合会が主催する「経営支援事例発表会」（年１回、全県の事務局長・経営指導員

が一堂に会する）への参加など、県連合会が主催する諸会議において先駆的な支援事例を収集

するほか、他の商工会の経営指導員との情報交換を通じて他地域の支援状況や支援施策の活用

策を把握・収集し、新たな支援ノウハウの蓄積に取組む。 



- 16 - 

 

 

③支援機関との情報交換の実施 

秋田県よろず支援拠点やあきた企業活性化センターと連携し、各機関が有する小規模事業者

の実態情報や需要動向、支援ノウハウ、取組み事例等について定期的（年 2回）な情報交換に

より、新たな需要開拓と伴走型支援に必要なノウハウの蓄積に取組む。 

また、秋田県事業引継ぎ支援センターや秋田県事業承継相談センターと連携・協力し、秋田

県後継者人材バンク（後継不在者と承継希望者とのマッチングを支援する施策）の活用状況や

支援状況、マッチング後の課題等について定期的（年 2回）な情報交換のほか、小規模事業者

の円滑な事業承継に向けた支援ノウハウの蓄積に取組む。 

 

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、能力や資質向上に向けた外部研修を受講してきたものの、受講目的や習得スキ

ルの目標を持つことなく受講してきた。そのため経営状況の分析や事業計画を策定するスキル

を十分に習得することができなかった。これからは、職員の職歴やスキルに合わせた研修機会

を設定し、資質向上を図ることで支援に必要なスキルを習得していく。 

 

（２）事業内容 

①経営指導員向けＷＥＢ研修などの活用 

経営指導員及び経営支援員の支援スキルを向上させるため、各種研修会や経営指導員向け

WEB研修や中小機構の「ちょこっとゼミナール」の受講によるスキルアップを図る。また、自

分なりに考えどのような支援方法があるかを知ることが大切であるため、専門家の窓口相談等

に支援対象者と同席して共に考えるという経験を積むことでスキルの向上に繋げる。 

 

②ＯＪＴの活用 

困難な課題に対しては複数の職員がチーム（経営指導員と経営支援員）を組み、巡回指導や

窓口相談の機会を活用した OJTを積極的に実施し、組織全体としての支援能力向上を図る。 

 

③外部研修会の活用 

秋田県商工会連合会の職員研修会への参加、及び中小企業大学校が実施している研修の中

で、支援に必要なテーマの研修がある時は、積極的に参加し専門知識習得に努め、支援のため

のノウハウとスキルを習得する。また、研修に参加できるよう組織内で業務をカバーしあう体

制を構築し人材育成を図る。 

 

④組織内の情報共有を図る 

経営相談情報として経営指導カルテ（基幹システム）に入力し、毎日、業務日誌として出力

し、職員間で回覧することにより情報共有を図る。これに加え、月１回職員会議を開催し、各

職員が自身のスキルアップに繋がった支援事例や受講した研修内容を発表し、職員相互の支援

能力向上を図る。 
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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 

これまでの商工会事業は、総会、理事会、監査会等への結果報告により事業が完結し、その

結果に対する評価と改善が、明確に実施されてこなかった。 

今後は、支援事業の実施状況・成果について、内部会議での報告・評価はもちろん、外部の

有識者等にも評価・検証を委ね、広く意見等を集約し支援事業の更なるレベルアップに向け活

用していく。 

 

（２）事業内容 

①商工会正副会長、三種町商工観光交流課長、法定経営指導員、外部有識者として中小企業診断

士等、秋田銀行鹿渡支店長をメンバーとする「協議会」を年１回開催し、経営発達支援事業の

進捗状況等について評価を行う。 

②外部による評価・検証の結果を受け、職員による「支援調整会議」で、今後の方針及び改善策

を検討の上「経営発達支援事業評価報告書」を作成し職員全員が評価を共有する。 

③事業の成果・評価・見直しの内容については、理事会で報告・承認を受けるとともに、毎年度

終了後には総会へも報告し承認を受ける。 

④事業の成果・評価・見直し結果は、年１回商工会ホームページ・会報等で公表し、得られた評

価意見等は、次年度以降の事業計画に反映させ必要に応じて支援方法等の再検討を行う。 
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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４月現在） 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の経営発達支援事業実施に係る体制／関係市町村の経営発達

支援事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制／経営指導員の関与

体制 等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第７条第５項に規定する経営指

導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

①当該経営指導員の氏名、連絡先 

■氏 名：伊藤 公人 

■連絡先：三種町商工会 TEL：0185-83-3010 

 

②当該経営指導員による情報の提供及び助言 

経営発達事業の実施・実施に係る指導及び助言、目標達成に向けた進捗管理、事業の評価・

見直しをする際の必要な情報の提供を行う。 

 

（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

①商工会／商工会議所 

〒018-2303 

秋田県山本郡三種町森岳字岩瀬１８８－２ 

三種町商工会 

TEL：0185-83-3010 / FAX：0185-83-3014 

E-mail：mitane@skr-akita.or.jp 

 

②関係市町村 

〒018-2401 

秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子８ 

三種町 商工観光交流課 

TEL：0185-85-4830 / FAX：0185-72-1536 

E-mail：shoko@town.mitane.lg.jp 

 

 

 

副事務局長(法定経営指導員)１名 

経営指導員３名 

経営支援員５名 

事務局長 三種町商工観光交流課 
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（別表３） 

経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                      （単位 千円） 

 
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

必要な資金の額 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

 

地域経済動向

調査 

 

経営状況分析 

 

事業計画策定

支援 

 

事業計画策定

実施支援 

 

需要動向調査 

 

需要開拓支援 

 

地域経済活性

化 

 

支援機関連携 

 

経営指導員等

資質向上 

 

事業評価見直

し 

500 

 

 

300 

 

300 

 

 

200 

 

 

300 

 

800 

 

100 

 

 

100 

 

300 

 

 

100 

500 

 

 

300 

 

300 

 

 

200 

 

 

300 

 

800 

 

100 

 

 

100 

 

300 

 

 

100 

500 

 

 

300 

 

300 

 

 

200 

 

 

300 

 

800 

 

100 

 

 

100 

 

300 

 

 

100 

500 

 

 

300 

 

300 

 

 

200 

 

 

300 

 

800 

 

100 

 

 

100 

 

300 

 

 

100 

500 

 

 

300 

 

300 

 

 

200 

 

 

300 

 

800 

 

100 

 

 

100 

 

300 

 

 

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 

会費収入、国補助金、県補助金、町補助金、手数料収入、受託料収入 

（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 

 

 

 

連携して事業を実施する者の役割 

 

 

 

連携体制図等 
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