
 

 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

河辺雄和商工会（法人番号      ４４１０００５００１２７９ ） 

秋田市    （地方公共団体コード ０５２０１９        ） 

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）個社支援強化による戦略的経営の実現 

（２）地域の強みを最大限に活かした創業支援 

（３）交流人口拡大によるビジネスチャンスの創出 

（４）地域経済の持続的発展のための事業承継 

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 

   地域の経済動向を把握するため「中小企業景況調査」「課題抽出調

査」を実施し、情報の収集と分析を行い、有効活用を図る。 

 ２．経営状況の分析に関すること 

   小規模事業者等の経営状況を把握するため「課題抽出調査」から 

対象者の掘り起こしを行い、経営分析の支援を行う。 

 ３．事業計画策定支援に関すること 

   経営環境の変化に対応するため、事業計画策定を支援するほか、 

事業承継、創業計画、６次産業化の策定についても支援を行う。 

 ４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

   事業計画を策定した事業者に対し、計画的で確実な事業実施支援

を行い、持続的発展、経営力向上への意欲醸成に寄与する。 

 ５．需要動向調査に関すること 

   アンケート調査内容の検討から実施、分析、課題解決に至るまで 

サポートし、販路開拓、売上増加に繋げる支援を実施する。 

 ６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

   販路開拓のための商談会参加について、入念な事前準備、参加後

の課題解決支援し、商談会参加の効果を高める。 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

   芸術の里としてより一層広く認知されるよう、芸術家の共同作品

展示会等を開催し、連携事業者による情報発信拠点の整備等を行い、

交流人口の拡大による地区内事業者のビジネスチャンス拡大や創出

につなげる。 

連絡先 

河辺雄和商工会 

〒019-2601 秋田県秋田市河辺和田字上中野１７６番地３ 

TEL：018-882-3523 FAX:018-882-3774 

E-mail：kawabeyuwa@skr-akita.or.jp 

 

秋田市 産業振興部 商工貿易振興課 

〒010-8560 秋田県秋田市山王一丁目１番１号 

TEL：018-888-5728 FAX：018-888-5727 

E-mail：ro-inpr@city.akita.lg.jp 
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 基幹産業は稲作を中心とした農業であり、地域世帯の 22.8％が農家（兼業含む）、地域人口の 29.0％

が農業に従事している。 

農林水産省の「世界農林業センサス・農林業センサス」によると当地域の農家数、農業人口はとも

に減少しており労働力不足が顕著となっている。 

そこで、農地を集約し作業効率と収益力を高めようと、農業法人の設立が進んでいる。 

こうした農業法人は農産物の生産だけでなく、近年では「農産物」を地域資源と捉え、直接販売の

ほか農商工連携や６次産業化による商品開発に取組む動きがみられて、本会においても農業・林業に

関連する会員が増加傾向にある。 

 

河辺地域 823 124 76 623 2,359 1,176 506 118 64 324 1,301 702 △ 317 △ 6 △ 12 △ 299 △ 1058 △ 474

雄和地域 904 95 124 685 2,652 1,287 620 149 74 397 1,637 878 △ 284 54 △ 50 △ 288 △ 1015 △ 409

計 1,727 219 200 1,308 5,011 2,463 1,126 267 138 721 2,938 1,580 △ 601 48 △ 62 △ 587 △ 2073 △ 883

※農林水産省「世界農林業センサス・農林業センサス」より

地区別

H17 H27 増減（H17年対比）
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【河辺雄和地域の農家数・農業人口の推移】 

 

また、当地域には、英語力では東京大学と肩を並べるとも言われる国際教養大学（平成 16年 4月

開学）があり、県内外から進学した学生のほか海外留学生が多く在籍している。国際教養大学生の中

には秋田県内において創業する卒業生もおり、高い学力と英語力、教養力を活かした経営で成長を遂

げている。さらに、旧秋田市地域には公立美術大学があり、県内外の芸術を学ぶ学生が多く在籍して

いる。 

このように、当地域には商工業者となり得る農家、創業者となり得る学生が存在している。 

  

 ②課題 

 当地域の商工業者数は平成 30年度末時点で 562事業所（うち小規模事業者は 513事業所）であり、

平成 19 年度末と比較して減少している。特に卸・小売業者の減少が顕著であり、これは後継者不在

による余儀なき廃業が主な要因であると考えられる。 

 

建設業 158 152 143 142 149 148 △ 9 △ 4

製造業 52 36 47 34 46 36 △ 6 0

卸・小売業 180 165 169 155 150 138 △ 30 △ 27

飲食店・宿泊業 33 31 35 33 27 27 △ 6 △ 4

サービス業 110 94 118 102 134 119 24 25

農業・林業 2 2 2 2 7 7 5 5

その他 39 24 43 32 49 38 10 14

計 574 504 557 500 562 513 △ 12 9

組織率 57.7% 57.9% ― ―54.8% 55.2%

商工業者数 小規模事業者数

68.5% 70.8%

商工業者数 小規模事業者数商工業者数 小規模事業者数

増減（H19年対比）

商工業者数 小規模事業者数

H24 H30
業種

H19

 
【河辺雄和地域の商工業者等の推移】 
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（２）小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

 前述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支援のあり方

として、秋田市の「新・県都『あきた』成長プラン（第 13次秋田市総合計画）」に沿って、成長プラ

ンに示す将来の都市像の一つ「豊かで活力に満ちたまち」の実現に向けて、戦略的経営の実現により、

地域経済の持続的発展を図るものとする。 

支援に当たっては、秋田市中小企業振興基本条例の基本理念にある「小規模企業者等の事業環境の

整備」と連動し、とりわけ「個社支援強化による戦略的経営の実現」、「地域の強みを活かした創業支

援」、「交流人口拡大によるビジネスチャンスの創出」「地域経済の持続的発展のための事業承継」な

ど、地域に密着した支援機関、経済団体だからこそできる支援を行っていく。 

 

 【新・県都『あきた』成長プラン 関係部分抜粋】 

 将来都市像１．豊かで活力に満ちたまち 

  「政策１．商工業の振興」のもと取組む施策 

     ○企業立地・事業拡大の推進  ○企業の活性化の推進 

  「政策２．農林水産業の振興」のもと取組む施策 

     ○戦略的で多様な農林水産ビジネスの創出１ 

  「政策３．交流人口の拡大と移住促進」のもと取組む施策 

     ○にぎわいの創出       ○移住の促進 

 

 

（３）経営発達支援事業の目標と目標達成に向けた方針 

 小規模事業者に対する長期的な振興のあり方をふまえ、本計画期間における目標と方針は以下のと

おりとする。 

①個社支援強化による戦略的経営の実現 

小規模事業者の事業が持続的に発展できるよう、多くの小規模事業者が事業計画の策定・実行

に取組み、ＰＤＣＡサイクルが回るように継続的に支援する。 

【具体的な方針】 

地域内事業者を対象に実施する「課題抽出調査」から、個々の経営課題を把握したうえで、積

極的・計画的に事業計画の策定から販路開拓等への取組みを伴走型で支援する。 

また、高度な課題に対しては、専門家派遣やチーム支援による複数の視点で協議し課題解決へ

と取組む。 

 

②地域の強みを最大限に活かした創業支援 

当地域には、農業従事者や「芸術の里かわべゆうわ」プロジェクトにより移住した芸術家等、

潜在的な創業者が多いという強みを活かし、創業を支援し、商工業者の創出を図るとともに、地

域資源の活用、農商工連携や６次産業化を促進する。 

【具体的な方針】 

「秋田中央地域地場産品活用促進協議会」と連携し、地域資源を活用して６次産業化を目指す

農業者を発掘する。 

創業を目指す農業者及び芸術家等については、「創業塾」や「事業計画策定セミナー」への参

加を促し、創業計画の策定から実行まで、関係機関と連携しつつ計画的・継続的に支援する。 

【参考】秋田中央地域地場産品活用促進協議会 

  農産加工品の生産を行う農林漁業者又は秋田市・男鹿市・潟上市で生産される一次産品を

主な原材料とする加工品の製造、販売を行う商工業者等を構成員とする団体。 

   【参考】「芸術の里かわべゆうわ」プロジェクト 

     本会が平成 25 年度より実施している芸術家の移住定住を促進するプロジェクト。芸術家

が創作に適した場として当地域を選び、アトリエを構える傾向にあることを強みと捉え、

地域の魅力発信、移住の呼びかけ、空き家の紹介、移住支援、創業支援を行っている。こ
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れまでに写真家やミュージシャンなど 6名の創業、事業展開を支援し、現在では 11名の芸

術家がアトリエを構え活動している。 

 

③交流人口拡大によるビジネスチャンスの創出 

 創作に適した場として当地域を選び、アトリエを構える芸術家が徐々に増えていることから、当

地域の「創作に適した環境」「空き家」「芸術家」を地域資源と捉え、活かすことで地域内外から人

を呼び込み、交流人口を増やす事により地区内の小規模事業者のビジネスチャンスの拡大や創出を

図る。 

【具体的な方針】 

本会が芸術家と地域内事業者を繋ぎ、地域の事業所・店舗が、芸術家の活動や作品を紹介する情

報発信拠点となることで、「芸術の里かわべゆうわ」への来街者の増大を図る。また、地域の店舗

等で芸術家の作品（陶器・絵画等）を実際に使用したり、展示販売したりすることで、訪れる方々

が気軽に芸術家の情報を入手し、また作品を鑑賞・購入できる体制を整備するとともに、小規模事

業者にとっては芸術作品を来店のきっかけとすることで、芸術家・事業者双方のビジネスチャンス

の拡大や創出に繋げる。 

 

 ④地域経済の持続的発展のための事業承継 

  地域経済を担う小規模事業者の事業承継を円滑に進めるため、事業承継計画の策定・実行を支

援する。 

 【具体的な方針】 

「課題抽出調査」などをもとに事業承継リストを作成し、個々の経営課題を把握したうえで、必

要に応じて関係機関と連携しつつ計画的・継続的に事業承継計画の策定から実行までを伴走型で支

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 

１．地域の経済動向調査に関すること 

（１）現状と課題 

これまでは当地域の事業所を業種ごとに分類して「中小企業景況調査」を行ってきたものの、調

査対象事業者にのみ調査結果を提供しており、当地域の小規模事業者に対しては調査結果の情報提

供を行っていなかった。また、事業者が抱える経営課題の把握や地域経済動向の把握も充分とは言

えなかった。 

そのため、今後は地域の経済動向や小規模事業者の経営課題を把握するために「中小企業景況調

査」のほか、「課題抽出調査」を実施し、その調査分析結果を経営力向上に繋げるよう活用する。 

 

（２）事業内容 

①中小企業景況調査の活用 

中小企業庁が実施する本調査については、年 4 回 15 社を対象に調査している。調査結果から、

当地域の景況感について業種別・項目別に分類し、経営分析・事業計画策定などの比較資料等とし

て事業者が活用しやすいように整理・分析する。分析結果は「商工会報」やホームページに掲載し、

広く事業者へ情報提供する。また、経営指導員の巡回・窓口相談時に経営力向上に向けた取組みに

活用する。 

【調査対象】 

当地域の中小企業（製造業、建設業、卸売業、小売業、サービス業の各 3社）合計 15社 

【調査項目】 

「業況」「売上」「受注残」「資金繰り」「採算」「従業員」「設備投資」「経営上の問題点」 

「付帯調査（為替変動、消費税率引上げ、コスト増の影響等）」 

 【調査手法】 

経営指導員・経営支援員が巡回してヒアリングし、不在時には調査票への記入を依頼し、巡回

して回収する。 

 【分析手法】 

経営指導員が外部専門家と連携して業種別・項目別に整理・分析を行う。 

 

②課題抽出調査の実施 

広く課題を把握するため「経営課題」「事業計画の有無」「将来展望」等の項目について年 1回全

商工業者を対象に調査し、経営分析・事業計画策定などの比較資料等として事業者が活用しやすい

ように整理・分析する。調査結果は「商工会報」やホームページに掲載し、広く事業者へ情報提供

する。 

また調査結果を経営分析・事業計画策定支援対象事業者の絞り込みに活用するほか、事務局で共

有し経営力に応じた経営支援を行う。 

【調査対象】 

全商工業者（平成 30 年度末:562事業所） 

【調査項目】 

「従業員数」「ＩＣＴ導入活用状況」「後継者有無」「経営課題」「将来展望」 

「希望支援策」「事業計画の有無」「売りたい商品」「売りたい商品のマーケット」等 

【調査手法】 

経営指導員・経営支援員が巡回してヒアリングし、不在時には調査票への記入を依頼し、巡回

して回収する。 
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ウハウ等を職員間で共有し意見交換をすることで、効果的な実行支援を行う。 

 

①事業計画に関する実施支援 

  「３．事業計画策定支援に関すること（３）②」により策定支援をした事業計画の進捗状況が思

わしくなく、事業計画と進捗状況がずれていると判断する場合は、複数目線によるチーム支援の

実施やミラサポやよろず支援拠点、県商工会連合会などの専門家による支援を受けながら、より

効果的な実行支援を行う。 

 

②事業承継に関する実施支援 

  「３．事業計画策定支援に関すること（３）③」により事業承継計画策定支援をした小規模事業

者に対しては、現代表が築き上げた大切な「知的資産」の承継が必要となることから、丁寧な実施

支援が求められると考えられる。 

そこで、巡回訪問の際に代表者、後継者の双方の考えや想い、これまでの実績をヒアリングし、

それらを両者に伝えながら確実な承継の実施支援をする。 

また、後継者が承継後も円滑に事業が継続できるよう、巡回訪問の際に税務、労務、財務、ＩＣ

Ｔ活用、顧客獲得などの経営の基礎を習得できるよう伴走しながら支援する。 

進捗状況が思わしくなく、事業計画と進捗状況がずれていると判断する場合は、複数目線による

チーム支援の実施やミラサポやよろず支援拠点、秋田県事業引継ぎ支援センター、秋田県事業承継

相談センターなどの専門家による支援を受けながら、より効果的な実行支援を行う。 

 

③創業者に関する実施支援 

「３．事業計画策定支援に関すること（３）④」により創業計画策定支援をした小規模事業者に

対しては、巡回訪問で事業の進捗状況を確認しながら、税務、労務、財務、ＩＣＴ活用、顧客獲得

など経営の基礎を習得できるように伴走支援を行うことで経営の安定化をサポートし、経営者とし

て次なる企業のライフステージに進めるよう支援する。 

進捗状況が思わしくなく、事業計画と進捗状況がずれていると判断する場合は、複数目線による

チーム支援の実施やミラサポやよろず支援拠点、県商工会連合会などの専門家による支援を受けな

がら、より効果的な実行支援を行う。 

 

④農商工連携・６次産業化に関する実施支援 

「３．事業計画策定支援に関すること（３）⑤」により新たに農商工連携・６次産業化に取組む

ための事業計画・創業計画策定支援をした小規模事業者（生産者等）に対しては、農商工連携先も

併せて、進捗状況、課題点などを確認しながら、円滑な連携、事業実施ができるよう支援する。 

また、事業実施支援においては小規模事業者が新サービスや商品開発、税務、労務、財務、ＩＣ

Ｔ活用、顧客獲得等の経営の基礎の習得ができるよう支援するほか、原価計算、適正価格の設定、

商品カルテの作成等、利益創出のための支援を行う。 

進捗状況が思わしくなく、事業計画と進捗状況がずれていると判断する場合は、複数目線による

チーム支援の実施やミラサポやよろず支援拠点、秋田市６次産業化専任指導員、フードコーディネ

ータなどの専門家による支援を受けながら、より効果的な実行支援を行う。 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

１．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 

本会では、静かな自然環境や素晴らしいロケーションなど、当地域の魅力を訴求し、芸術家の集

積を高め、地域内外からの誘客促進と交流人口拡大を目的に、「芸術の里かわべゆうわプロジェク

ト」を平成 25 年度から実施し、これまでに写真家やミュージシャンなど 6 名の創業、事業展開を

支援し、現在では 11名の芸術家がアトリエを構え活動している。 

こうした本会の取組みは、秋田県や秋田市からも着目されており、秋田市においては平成 27 年

度独自に「空き家バンク」を開設するなど、移住に対する行政の理解も高まってきた。本会は秋田

県・秋田市ほか自治協議会等の関係団体と連携した「空き家」や「空き店舗」「空き工場」につい

ての情報収集を進め、芸術家のみならず事業者の誘致に向けて情報発信している。 

プロジェクトに賛同する地域内事業者には、事業所・店舗を情報発信拠点として芸術家の活動や

作品を紹介していただくほか、事業所・店舗において芸術家の作品（陶器・絵画等）を実際に使用

したり、展示販売したりすることで、来店客が気軽に芸術家の情報を入手し、作品を鑑賞・購入で

きるよう、様々な取組みを実施している。 

また、交流人口拡大に向けて、芸術家のアトリエや地域の景勝地等、「芸術の里」という地域の

魅力を紹介するパンフレットを発行している。 

今後は、芸術の里としてより一層広く認知されることで、地域内外からアトリエへの訪問者や体

験教室の参加者などの交流人口を拡大させ、地域内事業者のビジネスチャンスの拡大や創出に繋げ

る必要がある。 

 

（２）事業内容 

①芸術家を交えた地域振興専門委員会の開催（年 1回） 

芸術の里かわべゆうわプロジェクトを核とした交流人口拡大など、地域内経済の活性化等を協

議するため、商工会の主催により「地域振興専門委員会」（参画者：地域内事業者、地域内芸術

家）を定期的に年 1回開催する。 

 

②芸術家の共同作品展示会等の支援 

  地域内芸術家の認知度向上および交流人口拡大を目的として、共同作品展示会等を実施するた

めに河辺の郷自治協議会、雄和市民協議会が定期的に年に 4～5回に開催する会議に参加する。 
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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 

 

１．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 

  これまでも定期的な会議の場などで他の支援機関と組織的に情報交換を行っているものの、支援

案件が生じた際に担当者間で情報交換を行うことが多く、個別案件解決に向けた情報交換が主とな

っており、直接的に小規模事業者の経営力強化に結び付く支援ノウハウ等の情報交換にまで至って

いないと思われる。 

 今後は、会議等での定期的な情報交換、担当者同士による情報交換においては、支援ノウハウの

向上を意識して実施することとする。 

 

（２）事業内容 

①他の商工会等との支援ノウハウの共有とストック・シェア 

  本会を含む近隣 4 商工会（男鹿市商工会、湖東３町商工会、潟上市商工会、本会）の経営指導員

による「経営支援会議」に毎年 1回参加し、支援の現状や課題解決等事例を基に情報交換を行う。

近隣 4 商工会に株式会社日本政策金融公庫秋田支店、秋田県信用保証協会を交え、金融支援に役

立つ支援事例、ノウハウについての情報交換会を年 1 回開催し、小規模事業者の資金繰り円滑化

支援等に活用する。 

  また、年 1回秋田県商工会職員協議会が主催する「経営支援事例発表」へ職員が参加することに

より利益創出や販路開拓についてノウハウを共有し支援力向上に繋げる。 

 

②秋田市等との連携、情報共有及び情報提供 

  秋田市、中小企業者、中小企業支援団体、金融機関、大企業者、大学等、市民等で組織する「秋

田市中小企業振興推進会議」の委員として参画し、年 3～4 回開催される会議に参加することで、

より具体的な意見交換を行い、支援力向上に繋げる。 

  また、秋田市産業振興部とは年 1 回「行政懇談会」を開催し、地域内商工業者や商工業者となり

得る農業者、創業希望者に関することのほか、商工業者、とりわけ小規模事業者の持続化な発展を

図るため施策、経営発達支援事業の進捗などについて情報交換を行い、支援力向上に繋げる。 

 

③あきた企業活性化センター、秋田県事業引継ぎ支援センターとの連携・情報交換 

  事業承継支援や、取引契約に関する事項をはじめとして、小規模事業者の事業継続や販路開拓等

に関する課題解決に資する施策や専門家派遣等について、あきた企業活性化センター、秋田県事

業引継ぎ支援センターと年 1 回以上（適宜回数は増やす）情報交換を行い、情報蓄積により支援

力向上に繋げる。 

 

④地域内金融機関との連携、情報共有及び情報提供 

資金繰りの支援はもちろんのこと、商談会等、小規模事業者の事業継続や販路開拓等に関する課

題や解決策を探るため、地域内の金融機関（株式会社秋田銀行河辺支店、同雄和支店、株式会社北

都銀行河辺支店）や株式会社日本政策金融公庫との情報交換会を年 1回開催し、相互に情報共有を

行い、支援力向上に繋げる。 

 

⑤秋田中央地域地場産品活用促進協議会との連携 

秋田市・男鹿市・潟上市の食品製造業者、飲食業者、小売業者などの商工業者や農業者、行政、

ＪＡ、商工会などの支援機関で組織する「秋田中央地域地場産品活用促進協議会」の会議・研修に

年 1 回以上参加し、商工業者となり得る農業者の掘り起こしと創業支援、販路開拓に向けた情報交

換を行い、支援力向上に繋げる。 
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２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

（１）現状と課題 

 これまでは担当業務を変える事がなく、また、職員会議などの情報共有の機会もなかったため、担

当職員以外の職員は業務内容を把握していなかった。また、業務引継ぎは人事異動による職員交代の

時のみ、引継者、引受者だけで行われており、全職員が業務全体を把握していなかった。 

 職員個々の資質向上については、上部団体が主催する研修に参加するのみに留まり、自主的な受講

促進を行っていなかった。 

 業務遂行体制、業務の効率性などの見直し、改善により、担当職員が不在であっても変わらず業務

が遂行できる体制づくりが課題である。 

 また、職員自らが資質向上への意欲を高めるための仕組みづくりが課題である。 

 

（２）事業内容 

①職員の資質向上に関する事 

1）ＯＦＦ-ＪＴによる資質の向上 

特に戦略的経営に向けた支援能力の向上が必要であることから、県連合会、中小企業大学校、産

業能力大学等が主催する各種研修を年 1回以上受講し支援スキル向上を図る。 

受講にあたっては、まずは税務、労務、財務、金融、経営分析、経営計画のスキルを補い、その

先は時代のニーズを捉えた受講テーマを職員自らが選定し受講することで受講意義の醸成を図り

効果を高める。 

受講テーマは時代のニーズを捉えたものとし、環境変化に応じた支援ができるようにする。 

受講内容は全職員参加の職員会議において共有するほか、基幹システム内「指導カルテ」、ネッ

トワーク上に蓄積することで全職員の資質の向上を図る。 

 

②ＯＪＴによる資質の向上 

1）業務の多能工化 

職員の担当業務を 1 年ごとに代え、一人一人が多くの業務をこなすことができる「業務の多能

工化」を図る。 

そうすることで、人事交流に伴う職員の入れ替わり、巡回等による担当職員の不在があっても変

わらず支援できるようにする 

また、「業務の多能工化」は以下の方法で行う事で組織の支援レベルの平準化、ひいては高度化

を図る。 

・業務引き継ぎによるＯＪＴ 

   前任者が後任者にＯＪＴをしながら直接サポート、業務引継ぎをする。 

このことからは「業務の多能工化」だけでなく、職員のコーチングスキル、説明スキル、コミ

ュニケーション能力の向上が期待できる。 

・業務マニュアルの作成、整備 

業務の引き継ぎにおいては「業務マニュアル」を作成、整備しながら引き継ぎをする。 

このことからは、業務の見える化、共有化が期待できるほか、業務遂行の効率化が期待できる。 

・業務改善 

業務引き継ぎにおいては改善点の確認、修正をしながら業務効率化を図る。 

 

2）経営支援の高度化 

 経営分析にあたっては経営指導員と経営支援員がペアを組み、経営自己診断システムなどの経営

分析ツールを活用し、経営支援員の経営分析能力の向上を図るとともに、事業者に対するコミュニ

ケーション能力、提案力、助言力の向上を図る。 
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（３）組織内の情報共有等に関すること 

  事業者への支援状況、各種業務の要領、進捗状況、各種施策情報等の共有を徹底し、業務の効率

化、効果的かつ突破力のある経営支援、高度な経営相談への迅速な対応の実現のため、以下の方法

で情報共有を図ることで、個人に帰属しがちな支援ノウハウを組織の共有財産とする。 

  ①基幹システム内「相談カルテ」のデータベース化（随時） 

  ②業務マニュアルのデータベース化（随時） 

  ③経営指導員等による「経営支援会議」・全職員参加の職員会議の開催（月 1回） 

 

 

３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

毎年度終了後、本計画に記載の事業の実施状況及び成果について、以下の方法により評価・検証を

行う。 

（１）「評価委員会」の設置・開催 

外部有識者を含めた評価委員会を設置し、事業の実施状況、成果の評価を年 1回行う。 

委員…外部有識者（学識経験者、金融機関）、秋田市商工貿易振興課長、法定経営指導員等で構成 

 

（２）計画に対する見直し案の作成 

「評価委員会」の評価及び指摘をもとに、事務局は計画の見直し案を作成する。 

 

（３）理事会への報告と評価結果の公表 

「評価委員会」の評価及び指摘と、それにより事務局が作成した計画の見直し案は、本会理事会に

報告し承認を受けるとともに、本会のホームページ（URL：http://kawabe-yuwa.com/）に掲載する

ことで、地域の小規模事業者等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４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） 

秋田市 産業振興部

商工貿易振興課

法定経営指導員 １名

経営指導員 ２名

経営支援員 ３名

事務局長

 
 

（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 春樹 

  ■連絡先： 河辺雄和商工会 TEL：018-882-3523 

 

②法定経営指導員による情報の提供及び助言 

   経営発達支援計画事業の実施・実施に係る指導及び助言、目的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 

〒019-2601 

秋田県秋田市河辺和田字上中野 176番地 3 

河辺雄和商工会 

TEL：018-882-3525 ／ FAX：018-882-3776 

E-mail：kawabeyuwa@skr-akita.or.jp 

   

②関係市町村 

〒010-8560 

秋田県秋田市山王一丁目 1番 1号 

秋田市 産業振興部 商工貿易振興課 

TEL：018-888-5728 ／ FAX：018-888-5727 

E-mail：ro-inpr@city.akita.lg.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 2,307 3,213 3,249 3,849 3,249 

 
1.地域の 

経済動向調査 
366 146 146 146 146 

 
2.経営分析・ 

需要動向調査 
230 180 240 240 240 

 
3.経営計画の策定

及び支援 
165 331 497 497 497 

 

4.創業・第二創業 

（経営革新）・ 

事業承継支援 

0 0 0 0 0 

 
5.小規模事業者 

販路開拓支援 
1,126 1,426 1,726 1,726 1,726 

 
6.地域経済の活性

化に資する取組 
300 900 300 900 300 

 

7.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 

120 230 340 340 340 

（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、秋田県補助金、秋田市補助金、手数料、受託事業収入 

（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 

 

名称：公益財団法人あきた企業活性化センター 理事長 妹尾 明 

住所：秋田市山王三丁目１番１号 

 

名称：秋田県事業引継ぎ支援センター 

住所：秋田市山王二丁目１番４０号 田口ビル５階 

 

名称：株式会社日本政策金融公庫 代表取締役総裁 田中 一穂 

住所：東京都千代田区大手町一丁目９番４号 大手町フィナンシャルシティ ノースタワー 

（名称：株式会社日本政策金融公庫秋田支店 国民生活事業 支店長兼事業統轄 白石 幸雄） 

（住所：秋田市中通５丁目１番５１号 北都ビルディング１階） 

 

名称：秋田県信用保証協会 会長 堀井 啓一 

住所：秋田市旭北錦町１番４７号（秋田県商工会館内）  

 

名称：株式会社秋田銀行 代表取締役頭取 新谷 明弘 

住所：秋田市山王三丁目２番１号 

（名称：株式会社秋田銀行 河辺支店 支店長 林 照恭） 

（住所：秋田市河辺和田字北条ヶ崎１２番地） 

（名称：株式会社秋田銀行 雄和支店 支店長 浅野 文男） 

（住所：秋田市仁井田本町５丁目１１番３号） 

 

名称：株式会社北都銀行 代表取締役頭取 伊藤 新 

住所：秋田市中通三丁目１番４１号 

（名称：株式会社北都銀行 河辺支店 支店長 鈴木 理之） 

（住所：秋田市仁井田本町５丁目８番２５号） 

 

名称：秋田中央地域地場産品活用促進協議会 

住所：秋田市山王一丁目１番１号 

 

名称：河辺の郷自治協議会 

住所：秋田市河辺和田字北条ヶ崎３８番地２ 

 

名称：雄和市民協議会 

住所：秋田市雄和妙法字大部４８番地１ 
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連携して実施する事業の内容 

１．事業計画策定支援に関すること 

（１）事業者の掘起しとして「秋田中央地域地場産品活用促進協議会」から農商工連携や６次産業化

に取組む農業者の情報提供。 

（２）事業承継計画策定にあたり、後継者不在の小規模事業者に対して「秋田県事業引継ぎ支援セン

ター」の「後継者人材バンク」の活用と公認会計士等専門家の派遣。 

 

２．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

（１）「秋田中央地域地場産品活用促進協議会」が主催する商談会への参加。 

 

３．地域経済の活性化に資する取組に関すること 

（１）地域活性化の事業を実施するために「河辺の郷自治協議会」「雄和市民協議会」が開催する会

議への参加。 

 

４．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）「株式会社日本政策金融公庫秋田支店」「秋田県信用保証協会」と連携し、支援ノウハウの共有

とストック・シェアを図る。 

（２）「公益財団法人あきた企業活性化センター」「秋田県事業引継ぎ支援センター」と連携し、取引

契約に関する事項をはじめとして、小規模事業者の販路拡大等に関する課題解決に資する施策や

専門家派遣等の情報蓄積を行う。 

（３）「地域内金融機関（株式会社秋田銀行河辺支店、同雄和支店、株式会社北都銀行河辺支店）」と

資金繰りの支援はもちろんのこと、商談会等、小規模事業者の事業継続や販路拡大等に関する課

題解決に資するための連携を行い、互いに情報を提供し合える体制を構築し、小規模事業者の事

業継続・発展に資する。 

 

連携して事業を実施する者の役割 

 

連携者：公益財団法人あきた企業活性化センター 

役 割：「４．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」の（２）に

おいて、小規模事業者の事業継続や販路拡大等に関する課題解決に資する施策や専門家派遣

等の情報蓄積を行うことで、支援力の向上が期待できる。 

 

 

連携者：秋田県事業引継ぎ支援センター 

役 割：「１．事業計画策定支援に関すること」の（２）において、 

事業承継計画策定にあたり、後継者不在の小規模事業者に対して「後継者人材バンク」の活

用と公認会計士等専門家の派遣を受けることで、円滑な事業承継が期待できる。 

役 割：「４．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」の（２）に

おいて、小規模事業者の事業継続や販路拡大等に関する課題解決に資する施策や専門家派遣

等の情報蓄積を行うことで、支援力の向上が期待できる。 

 

 

連携者：株式会社日本政策金融公庫（秋田支店） 

役 割：「４．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」の（１）に 

おいて、金融支援スキルなどについて協議し、ノウハウの共有とストック・シェアを図るこ 

とで支援力の向上が期待できる。 
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連携者：秋田県信用保証協会 

役 割：「４．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」の（１）に 

おいて、金融支援スキルなどについて協議し、ノウハウの共有とストック・シェアを図るこ 

とで支援力の向上が期待できる。 

 

 

連携者：株式会社秋田銀行（河辺支店・雄和支店） 

役 割：「４．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」の（３）に

おいて、資金繰り支援、商談会等、小規模事業者の事業継続や販路拡大等に関する課題解決

に資するための連携を行うことで、支援力の向上が期待できる。 

 

 

連携者：株式会社北都銀行（河辺支店） 

役 割：「４．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」の（３）に

おいて、資金繰り支援、商談会等、小規模事業者の事業継続や販路拡大等に関する課題解決

に資するための連携を行うことで、支援力の向上が期待できる。 

 

 

連携者：秋田中央地域地場産品活用促進協議会 

役 割：「１．事業計画策定支援に関すること」の（１）において、 

農商工連携や６次産業化に取組む農業者の情報提供を受けることで、本会による事業計画等

の策定支援が実施され、計画的な取組みが期待できる。 

役 割：「２．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること」の（１）において、 

主催する商談会（秋田市食のマッチングフェア）へ参加することで、販路開拓に意欲的な小

規模事業者が取引先等のニーズを直接聞くことが可能となる機会を得ることができる。 

 

 

連携者：河辺の郷自治協議会 

役 割：「３．地域経済の活性化に資する取組に関すること」の（１）において、 

地域活性化の事業を実施するための会議へ参加し、連携することで「芸術の里かわべゆうわ」

のより一層の認知度向上、交流人口の拡大、ビジネスチャンスの創出等が期待できる。 

 

 

連携者：雄和市民協議会 

役 割：「３．地域経済の活性化に資する取組に関すること」の（１）において、 

地域活性化の事業を実施するための会議へ参加し、連携することで「芸術の里かわべゆうわ」

のより一層の認知度向上、交流人口の拡大、ビジネスチャンスの創出等が期待できる。 
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．事業計画策定支援に関すること 

・秋田中央地域地場産品活用促進協議会 

・秋田県事業引継ぎ支援センター 

２．新たな需要の開拓に寄与する事業 

に関すること 

・秋田中央地域地場産品活用促進協議会 

秋田市 

河辺雄和商工会 

 

対象者の 

掘起し・ 

専門家 

による支援 

３．地域経済の活性化に資する取組に

関すること 

・河辺の郷自治協議会 

・雄和市民協議会 

商談会 

の開催 

地域活性化

事業の実施 

４．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 

・日本政策金融公庫 秋田支店 

・秋田県信用保証協会 

・あきた企業活性化センター 

・秋田県事業引継ぎ支援センター 

・秋田銀行 河辺支店 

・秋田銀行 雄和支店 

・北都銀行 河辺支店 

販路開拓 

専門家派遣 

資金調達 


