
経営発達支援計画の概要 

実施者名 
（法人番号） 

羽後町商工会（法人番号 5410005002557） 

羽後町   （地方公共団体コード 054631） 

実施期間 令和 4年 4月 1日～令和 9年 3月 31日 

目標 

【目標①】 

経営環境の変化へのスピード感のある対応への支援による地域の産業基盤の維持 

【目標②】 

小規模事業者の技術や特産品を活かした地域外展開の支援による外貨の獲得 

【目標③】 

「道の駅うご端縫いの郷」の集客力を活用した販路開拓支援による観光消費獲得 

【目標④】 

小規模事業者の DXに向けた取組を支援することによる地域の新たな活力創出 

事業内容 

 

3.地域の経済動向調査に関すること 

 ①地域経済分析システム（RESAS）を活用した経済動向分析 

 ②観光地別入込客数調査（月別観光地点別観光入込客延べ数）の分析 

 

4.需要動向調査に関すること 

 ①観光客向け商品の調査 

 ②地元客向け商品の調査 

  

5.経営状況の分析に関すること 

 ①小規模事業者の経営分析 

 

6.事業計画策定支援に関すること 

①DX推進セミナーの開催・IT専門家派遣の実施 

②事業計画策定支援 

③創業計画策定支援 

 

7.事業計画策定後の実施支援に関すること 

 ①事業計画のフォローアップ 

 ②創業計画のフォローアップ 

 

8.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 ①「スーパーマーケット・トレードショー」の出展支援（BtoB） 

 ②商工会青年部運営の地域情報紹介サイト「仮称:UGOログ」による販路開拓（BtoC） 

 ③「DX推進セミナー」後の実行支援（BtoB，BtoC） 

 

連絡先 

 

羽後町商工会 指導課 

〒012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字福田 18-18 

TEL: 0183-62-1157  FAX: 0183-62-1159  E-mail: ugo@skr-akita.or.jp 

 

羽後町 みらい産業交流課 商工班 

〒012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野 177 

TEL: 0183-62-2111  FAX: 0183-62-2120  E-mail: shoko@town.ugo.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 

①現状 

ア 羽後町の概況 

 羽後町（以下、当町）は、秋田県南部雄勝郡の西部に位置し、総面積 230.78㎢、東西約 21 ㎞、南北約

20 ㎞の略正方形を成している。町面積全体の 70.7％を山林原野が占め、17.4％を農用地が占めている。 

 地形は、雄物川水系に属する東部地域と、子吉川水系に属する西部地域に大きく分けられ、東部は標高

60～100m の典型的な扇状地で水稲を主に栽培する豊かな穀倉地帯であり、西部は標高 200～350m の出羽丘

陵八塩山塊に属する山間・高原地帯となっている。 

 当町一帯は古くから居住地として開けた地帯であると見られ、五把出山及び足田遺跡から後期旧石器時

代の石器が出土されており、縄文から古代までを中心とする多くの遺跡も散在するなど、既に 1～2 万年

前から先住民が生活していたものと推定される。 

 現在の羽後町は、昭和 30 年に全国的に推進された市町村合併により、西馬音内町、三輪村、新成村、

明治村、元西馬音内村、田代村、仙道村の１町６村が合併して誕生した。 

 羽後町商工会（以下、当会）は、当町唯一の商工団体である。 

 

  
 

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ja/8/82/%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BD%93%E4%BD%8D%E7%BD%AE%E5%9B%B3_05463.svg
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イ 人口 

令和 3 年 9 月末時点の人口は 14,055 人（住民基本台帳）。 

 人口推移をみると、人口は昭和 55（1980）年以降、減少傾向を続けており、今後も減少傾向が続くこと

が見込まれている。年齢別人口をみると、年少人口および生産年齢人口は減少傾向、老年人口は横ばいか

ら減少傾向となっている。高齢化率は、平成 27（2015）年の 35.2％から令和 27（2045）年には 55.2％に

上昇する見込み。生産年齢人口比率は、平成 27（2015）年の 55.0％から令和 27（2045）年には 38.6％に

低下する見込みである。 
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出典：RESAS 

 

ウ 特産品 

 羽後町産米の稲わらで牛を大きく育て、JA うご肉用牛組合所属 18 生産者から出荷される黒毛和牛「羽

後牛（うご牛）」の高級ブランド牛があり、その他農産物は、あきたこまち・ひばり野オクラ・ふくたち

などが有名である。また、「西馬音内そば（冷かけ）」は、文政元年（1818）に創業した「弥助そばや」が

有名であり各店が味を競って独自の追及を重ねている。お土産品としては、長年愛され続ける特色豊かな

「まんじゅう」があり平成 29（2017）年から「まんじゅう博覧会」が開催されるなどまんじゅう文化も豊

かである。 

 

■主な特産品 

農産物 羽後牛（うご牛）・スイカ・ひばり野オクラ・あきたこまち・ふくたち 

酒類 羽後麦酒（地ビール）・七曲り峠（純米吟醸）・端縫い（純米吟醸） 

食 西馬音内そば（冷かけ）・あきたおがち野チーズ・いぶりがっこ 

お菓子 西馬音内まんじゅう・そば饅頭・若がえりまんじゅう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

羽後牛（うご牛） 西馬音内そば（冷かけ） 

ひばり野オクラ そば饅頭 端縫い（純米吟醸） 
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エ 観光資源 

 当町の主な観光資源は下表のとおりである。 

 

■主な観光資源 

西馬音内盆踊り会館 

 

西馬音内盆踊り会館は、「西馬音内盆踊り」の活動拠点として、さらには町の

観光交流拠点として、平成 17 年 8 月にオープン。館内には、100 年を超える

歴史を持つ古い踊り衣装のほか、盆踊りの様子を人形で再現したものや、藍

染めの大きな壁掛け、キルトのタペストリーなど、120 人を超す地元の女性

たちによる手作り作品が展示されている。踊りの練習などにも使われる体験

交流ホールでは、200 インチの大型スクリーンで盆踊りの映像資料を鑑賞で

きる。 

道の駅うご端縫いの郷 

 

秋田県内 31 番目の道の駅として平成 28（2016）年 7 月にオープン。当町名

物の布海苔（フノリ）をツナギに使った「西馬音内そば」や地元食材を使い

施設内で手作りするジェラートなど、レストランやカフェスペースで提供す

るメニューも評判を呼んでいる。令和 3 年 4 月 26 日には、「そば打ち体験場」

がオープン、職人の手ほどきを受けながら作ることができ、自分で打ったそ

ばはその場で味わうことができる。 

 

 

オ 観光入込客数の推移 

当町には前項の観光資源により多くの観光客が訪れている。 

令和 2（2020）年の観光入込客数は 75 万人である。推移をみると、平成 28（2016）年に「道の駅うご

端縫いの郷」が開業して以降、観光客数が急増しており、近年は 80 万人前後で推移していることが読み

取れる。 
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出典：秋田県 観光文化スポーツ部 観光戦略課「秋田県観光統計」 

 

カ 産業 

(a)景況感 

 当会が平成 29 年に実施した「経済動向調査（n=372）」より景況感をみると、前年同期比の売上高は、

増加が 15.8％、横ばいが 35.2％、減少が 49.0％となっている。また、経常利益は、増加が 10.8％、横ば

いが 40.0％、減少が 49.2％であり、売上高・経常利益ともに、約半数の事業者が前年同期比で前年割れ

していることが読み取れる。 

出典：羽後町商工会「経済動向調査（平成 29 年実施）」 
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(b)業種別の商工業者数（小規模事業者数）の推移 

当町の商工業者数（566 社）に占める小規模事業者（519 社）の割合は 91.7％である。 

令和 3 年 3 月末の産業別の商工業者数割合をみると、建設業 19.6％、製造業 12.5％、卸・小売業 27.0％、

宿泊・飲食業 8.8％、医療・福祉 1.6％、その他サービス業 26.3％となっている。 

 小規模事業者数は平成 29 年 3 月末が 507 社、令和 3 年 3 月末が 519 社であり、4 年間で 2.4％増加して

いる。産業別にみると、建設業や製造業は減少、その他の業種では増加がみられる。 

 

 建設 製造 卸・小売 宿泊・ 
飲食 

医療、 
福祉 

他サー
ビス 

その他 計 

平成 29 年 3 月末 

商工業者数 118 74 152 46 6 141 16 553 

小規模事業者数 114 60 137 43 6 131 16 507 

令和 3 年 3 月末 

商工業者数 111 71 153 50 9 149 23 566 

小規模事業者数 107 58 138 45 9 139 23 519 

増減 

商工業者数 △7 △3 1 4 3 8 7 13 

小規模事業者数 △7 △2 1 2 3 8 7 12 

 

 

(c)事業者の現状および経営課題（アンケート結果より） 

前述の「経済動向調査」より事業者の経営課題をみると、「売上（受注）不振」が 48.2％で最も高く、

「顧客・消費者ニーズの変化」が 38.3％、「原材料（仕入）価格の上昇」が 24.1％と続いている。 

上位 2 位が売上高に関する問題点であり、販路開拓等に課題を持つ事業者が多いことが読み取れる。 

 

 
出典：羽後町商工会「経済動向調査（平成 29 年実施）」の「経営上の問題点」より上位 3 位抜粋 

 

 

(d)業種別の課題（経営課題） 

ⅰ_商業 

 平成 28 年 7 月オープンした「道の駅うご端縫いの郷」は、開業から令和 2 年までの延べ来場数が 283

万人を超えるなど、交流、にぎわい創出の拠点として大きな成果を出しており、出店事業所の販売チャネ

ルとなっているが、来場者の地元中心商店街への誘導が低い状況である。 

また、商業活性化策として購買意欲の向上、地区外への購買流出防止による地域商業の活性化を図る「羽

後町共通商品券」事業を継続してきたが来年度事業補助が検討されることから、今後消費者をどのように

して地元商店に繋ぎ止めるかが大きな課題となっている。 

町内中心に3店舗目のドラックストアが進出し食料品全般を取扱う事業規模の小さい店舗はキャッシュ

レスに対応できていない現状にあり、経営者の高齢化や後継者不足により今後も更に減少が予測される。 

新型コロナウイルス感染症の影響は今後も続くことが予想され、イベント等の中止や延期など飲食店の

落込みが激しく、新たな生活様式に対応した顧客獲得に向け提供するサービスの見直しや消費者ニーズを

踏まえた新たなサービスの確立が必要となっている。 
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ⅱ_工業 

 景気低迷により新規の企業誘致が厳しい中、平成 30 年に㈱村田指月が秋田指月㈱の隣接地へ開業。従

業員 35 名の地元採用などで「電子・デバイス製造業」は羽後町にとって付加価値額・従業員数・移輸出

入収支額から見ても大きな割合となっている。一方、縫製業については、従業員の高齢化などによる人材

不足など雇用問題に加え、新型コロナウイルス感染症の影響による受注減少などが課題となっている。 

 

ⅲ_観光業 

 当町最大の地域資源である国指定重要無形民俗文化財「西馬音内盆踊り」の来場者数は平成 28 年の 80

千人から令和元年の 58 千人と 22 千人減少している。このなかで、新型コロナウイルス感染症の影響によ

り令和 2 年は 75 年ぶりに中止となるなど、各イベント開催による観光客数が激減している。今後は、ア

フターコロナを見据え、年間通じた交流人口の増加を図る取組が必要である。 

当町は宿泊施設が少ないため滞在型観光に対応が出来ず、宿泊を望む観光客は町外の宿泊施設に依存し

ており滞在型観光の支障となっている。町には、観光資源として活用できる歴史的素材があるが、行政や

観光物産協会と連携する機能が弱く、有形、無形の文化財を含めた地域資源を効果的に連携活用していく

必要がある。 

 
キ 第 6 次羽後町総合発展計画 

  「第 6 次羽後町総合発展計画（令和 2 年度から令和 6 年度）」の商工・観光に該当する箇所は下表のと

おりである。 

商業では、『集客力のある「道の駅」を活用した、地元商店街の売上増加』、観光では、『食や農、西馬

音内盆踊りを中心とした伝統文化などの身近な観光資源を活用した観光客の誘客』などが掲げられてい

る。 

 

■第 6 次羽後町総合発展計画（令和 2 年度～令和 6 年度） 

基本構想 基本目標 4 新たな時代を担う産業づくり 

農業の担い手不足や観光客数の減少、商店数および販売額の減少が進んでおり、従来 

以上に売り上げ増加に直結する施策が求められています。 

 農林業においては、農林業・農村の維持に向けて、担い手の確保や経営基盤の強化を 

図るとともに、農地や森林の地域資源の活用と保全管理に努めます。 

 商業においては、集客力のある「道の駅」を活用して、地元商店街の売上増加につな 

がる施策を実現することにより、町全体の活性化に努めます。 

 工業においては、経済情勢の変化へ対応できる施策の展開および誘致企業の環境基盤 

整備等に努め、新たな雇用の場の創出に努めます。 

 観光においては、食や農、西馬音内盆踊りを中心とした伝統文化などの身近な観光資 

源を活用しながら、観光客の誘客増加に努めます。 

 移住・定住においては、学生、町在住在勤者にとっての「しごと」を魅力化するとと 

もに、魅力的な住環境整備を推進することで、地域に帰りたくても帰れない、あるいは 

地方で夢を叶えたい若い世代の移住・定住を図ります。  

基本計画 

基本計画 1 豊かな自然と活力ある農林業・農村づくり 

基本計画 2 活力と魅力ある産業づくり 

基本計画 3 観光資源を活かしたまちづくり 

 

 

②課題 

これまで記述した内容から小規模事業者にとって対策が必要な地域の課題をまとめる。 

まず、人口をみると、当町の人口は減少しており、今後も減少傾向が続くことが見込まれている。商業

事業者にとっては、人口減少による消費の減衰への対応や、高齢化率が上がることによる消費構造の変化

への対応が課題となっている。また、技術や特産物を活かした地域外展開等も視野に入れる必要がある。

さらに、年齢 3 区分別人口をみると、生産年齢人口の減少が見込まれる。働き手の不足が予測されること

から、事業者にとっては生産性向上等への取組（DX による生産性向上等）が課題となる。 
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当会が平成 29 年に実施したアンケートから経営課題をみると、「売上（受注）不振」が 48.2％で最も高

く、「顧客・消費者ニーズの変化」が 38.3％と続いている。これらはいずれも売上高に関する問題点であ

り、ターゲットの見直し（顧客ターゲットの変更）や販路開拓等に課題を持つ事業者が多いことが読み取

れる。 

業種別の経営課題をみると以下のとおりとなる。 

【商業】 

平成 28 年 7 月オープンした「道の駅うご端縫いの郷」は、交流、にぎわい創出の拠点として大きな成

果を出していることから、このビジネスチャンスを活用した事業展開が課題となる。加えて、道の駅の来

場者を地元中心商店街に誘導できていないという弱みがあることから、個々の店舗が魅力的な店舗づくり

を行い、商店街全体の集客を向上させることが課題となっている。 

また、町内中心に 3 店舗目のドラックストアが進出し、食料品全般を取扱う店舗の新たな競合となって

いることから、小規模店舗においては、これら大手チェーン店との差別化が課題となる。 

令和 2 年から拡大した新型コロナウイルス感染症の影響は今後も続くことが予想され、イベント等の中

止や延期などによる飲食店の落込みが激しくなっている。一方、一定の収束の兆しも見えていることから、

アフターコロナ（新たな生活様式）に対応した顧客獲得に向け提供するサービスの見直しや消費者ニーズ

を踏まえた新たなサービスの確立が必要となっている。 

 

【工業】 

当町の基幹産業のひとつである縫製業では、従業員の高齢化などによる人材不足など雇用問題に加え、

新型コロナウイルス感染症の影響による受注減少などが課題となっている。当町の産業基盤・雇用基盤を

維持・確保するためにも、新たな販売方法の模索や事業承継など、直面する課題に対応する必要がある。 

 

【観光業】 

当町には、観光資源として活用できる歴史的素材や、特産品（農産物、酒類、食、お菓子等）があるが、

小規模事業者の多くがこの強みを活かせていない。そこで、地域資源・観光資源を活かした新商品などの

開発が課題となっている。また、地域資源・観光資源を活かし、近年需要が拡大している体験型観光サー

ビスなどの開発も期待される。 

 

 

(2)小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

①10 年程度の期間を見据えて 

小規模事業者のほとんどは町内・近隣市町村に商品・製品・サービスを販売している。前述した人口推

移でもわかるとおり、羽後町の人口は今後、減少していくため今までと同様の顧客ターゲットを対象にビ

ジネスを行っていれば売上高は徐々に減少していくことが考えられ、顧客ターゲットの変更が必要となっ

てくる。具体的には、小規模事業者が持つ技術や特産物を活かして地域外展開等を行うことにより、新た

な市場を開拓していくことが求められ、そのためには、小規模事業者が自らの経営計画を作成し、実施し

ていくことが必要である。また、新型コロナウイルスの影響が地域経済に及ぼす影響が長期化する可能性

を踏まえ、個々の小規模事業者の経営環境の変化に対しスピード感のある対応をする必要がある。 

上記の小規模事業者のあるべき姿を実現するため、当会においては、小規模事業者の課題を明確にし、

解決に至るまでの支援を継続し、複雑化・高度化した経営課題については支援機関と連携しながら高度な

支援をしていく。また、従来の税務・金融等の基本的な支援に留まらず、商工会としての強みである伴走

型支援の特色を活かしながら他の支援機関と連携し、新たな事業展開・創出支援を実施する。 

 

②第 6 次羽後町総合発展計画との連動性・整合性 

羽後町では令和 2 年 2 月に、第 6 次羽後町総合発展計画を策定し「新たな時代を担う産業づくり」を産

業振興に係る基本目標とし「活力と魅力ある産業づくり」を基本計画に掲げて推進している。 

当会は、小規模事業者のあるべき姿として、「顧客ターゲットの変更（地域外展開、観光客商品の獲得

等）」「技術や特産品の活用」「計画経営」「経営環境の変化に対したスピード感のある対応」等を定めてい

るが、これらはいずれも新たな産業を担う産業づくりに資する目標であると考える。そのため、総合発展

計画との連動性・整合性はあるといえる。 
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③商工会としての役割 

当会は、地域に密着した唯一の商工団体である。地域の小規模事業者を取り巻く経済環境・経営状況を

正確に把握するとともに、経営課題を抽出することが第一の役割であり、各事業者の経営分析に基づいた

経営基盤強化（商品開発・販路開拓・後継者育成）を継続的に支援することにより、地域小規模事業者の

事業継続を目指すことが重要な役割である。 

第 1 期経営発達支援計画では、以下の目標を掲げ、小規模事業者支援を実施してきた。今後は第 2 期経

営発達支援計画を定め、小規模事業者の活性化に向けて全職員一丸となり取り組む。 

 

目標（第 1 期経営発達支援計画） 

1）小規模事業者の持続的な経営 

2）小規模事業者の積極的な需要拡大と新分野進出 

3）地域のにぎわい創出 

 

 
(3)経営発達支援事業の目標 

 

【目標①】経営環境の変化へのスピード感のある対応への支援による地域の産業基盤の維持 

当町の小規模事業者の多くは旧態依然としたビジネスモデルを維持していることが多く、顧客・消費

者のニーズに対応できていない（当会アンケートでは約 4 割の事業者が「顧客・消費者ニーズの変化」

を問題点として認識）。一方、新型コロナウイルス感染症の拡大、「道の駅うご端縫いの郷」の開業、

大手チェーン店の開店など、小規模事業者を取り巻く環境は急速に変化している。そこで、各社が環

境の変化に合わせて、スピード感を持ってターゲット顧客の見直しなどを事業計画に沿って行い、将

来も持続的に経営をできるような態勢を作ることを目指す。当会においてもこれを実現するための支

援を実施し、事業者を活性化させることで、産業基盤の維持に繋げる。 

 

【目標②】小規模事業者の技術や特産品を活かした地域外展開の支援による外貨の獲得 

当町には、地域資源として活用できる歴史的素材や特産品（農産物、酒類、食、お菓子等）といった

強みがある。また、小規模事業者の中には独自の技術等を持つ事業者も多い。一方、これらの強みを

活かせている小規模事業者は少ないのが現状である。近年は、インターネットの普及や物流網の整備

等により、地域外展開も一般的になっている。そこで、今後は、小規模事業者が“地域外展開”とい

う視点を持って、事業展開を行うことを目指す。当会においても、地域外需要を獲得する事業者を重

点的に支援し、外貨獲得に寄与する。 

 

【目標③】「道の駅うご端縫いの郷」の集客力を活用した販路開拓支援による観光消費獲得 

当町の「道の駅うご端縫いの郷」は、交流・にぎわい創出の拠点として安定した観光客を集客してい

る。一方、小規模事業者の多くはこのビジネスチャンスを活用した事業展開ができていない。また、

道の駅の来場者を地元中心商店街に誘導できていないという課題もある。そこで、「道の駅うご端縫

いの郷」の集客力を活用した販路開拓支援を実施し、地域としても観光消費の拡大を目指す。 

 

【目標④】小規模事業者の DX に向けた取組を支援することによる地域の新たな活力創出 

地域内の小規模事業者の多くはオンラインによる販路開拓等に関心があるものの、「知識不足」「人材

不足」等の理由により、IT を活用した販路開拓等の DX に向けた取組が進んでおらず、商圏が近隣の

限られた範囲にとどまっているという課題がある。DX 化が実現すれば、販売面では商圏を広範囲に

広げることができ、生産面では生産性向上が期待できる。そこで、今後は DX 支援を強化することで、

地域に新たな活力を創出することを目指す。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

2.経営発達支援事業の実施期間、目標の達成方針 
 

（１）経営発達支援事業の実施期間（令和４年４月１日～令和９年３月３１日） 

 

（２）目標の達成に向けた方針 

 
【目標① 経営環境の変化へのスピード感のある対応の支援による地域の産業基盤の維持】 

 小規模事業者の持続的な経営の実現のために、まずは経営分析により各事業者の経営状況を明らかにす

る。同時に、地域経済分析システム（RESAS）による地域データの分析を通じて外部環境を整理する。こ

れらの分析結果を活用しながら、新たな経営の方向性を定め、結果を事業計画にまとめる。さらに、策定

後は伴走型でフォローアップを行い、事業計画を実現させる。将来的には、事業者が独自にこれらの取組

を行えるようにすることで、経営環境の変化へスピード感のある対応ができるようにする。 

 

【目標② 小規模事業者の技術や特産品を活かした地域外展開の支援による外貨の獲得】 

 当会ではこれまでも特産品を活かした魅力的な商品・サービスづくり等の支援を実施してきた。一方、

これまでの支援はスポットでの支援に留まることも多く、商品等のブラッシュアップ等まで見据えた継続

的な支援ができていなかった。今後は事業者が開発した商品等について、観光客向け商品調査を通じて需

要動向調査を実施。また、スーパーマーケット・トレードショーの出展や IT を使った販路開拓の支援を

通じて域外への販路開拓を実現する。 

 

【目標③ 「道の駅うご端縫いの郷」の集客力を活用した販路開拓支援による観光消費獲得】 

 経済動向調査として、観光地別入込客数調査（月別観光地点別観光入込客延べ数）の分析により観光客

の動向を明らかにする。加えて、需要動向調査として観光客向けの調査を実施する。これらの情報を活用

しながら、事業計画策定を通じて「道の駅」の来場者を掴むための取組を支援する。また、商工会青年部

運営の地域情報紹介サイト「仮称:UGO ログ」により、販路開拓の支援も併せて実施する。 

 

【目標④ 小規模事業者の DX に向けた取組を支援することによる地域の新たな活力創出】 

DX に関する意識の醸成や基礎知識を習得させること、実際に DX に向けた IT ツールの導入や Web サイト

構築等の取組を推進していくことを目的にセミナーを開催する。セミナーを受講した事業者のなかから、

取組意欲の高い事業者に対しては、経営指導員等による相談対応・経営指導を行うなかで、必要に応じて

IT 専門家派遣を行う。さらに、DX を活用した販路拡大を志向する事業者に対しては、売上拡大が実現す

るまで伴走型で支援を実施する。これらの支援を実現するため、経営指導員が DX に関する資質向上を行

い、より実効性の高い支援を可能にする。 

 

 

Ⅰ.経営発達支援事業の内容 

 

3.地域の経済動向調査に関すること 
(1)現状と課題 

[現状]小規模事業者が経営環境の変化へのスピード感のある対応を行うためには、まずは外部環境の変化

を捉える必要がある。当会ではこれまでも、管内の経済動向に関する各種データを収集してきたが、

分析・公表が十分でなく、小規模事業者にそのデータが届いていないという現状がある。 

[課題]収集したデータの分析・公表ができていなかったため、今後は、地域経済分析システム（RESAS）

や観光地別入込客数調査（月別観光地点別観光入込客延べ数）のデータを分析し、公表することで、

広く小規模事業者に提供する。また、事業計画策定時などに役立てる。 
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(2)目標 

項目 公表方法 現行 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 

①地域経済分析システム（RESAS）を活

用した経済動向分析結果の公表回数 
HP 掲載 - 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

②観光地別入込客数調査の分析結果の 

公表回数 
HP 掲載 - 4 回 4 回 4 回 4 回 4 回 

 

(3)事業内容 

①地域経済分析システム（RESAS）を活用した経済動向分析 

事業名 地域経済分析システム（RESAS）を活用した経済動向分析 

目的 地域の小規模事業者に当町の経営環境を周知することで、小規模事業者が今後の事業

展開を検討する際の基礎資料とする。 

調査の内容 地域経済分析システム（RESAS）の内容のなかで、地域の小規模事業者に活用してもら

いたい項目を分析し、レポートにまとめたうえで公表する。 

調査を行う 

項目 

1. 現状分析（RESAS より） 

 地域経済循環図、産業別純移輸出額、産業構造マップ、労働生産性、 

観光地点等入込客数 等 

2. 地域の課題抽出 

3. 小規模事業者にとってのビジネスチャンス 

調査の手段・

手法 

RESAS の情報を網羅的にみて、地域の現状分析を実施。その結果をもとに町内の小規

模事業者にとってのビジネスチャンスをまとめる。調査は、経営指導員が秋田県商工

会連合会と連携して実施する。 

調査結果・成

果の活用方法 

調査報告は当会ホームページで公表し、広く管内事業者に周知。特に分析結果と関連

が深い業種については、巡回訪問を通じて直接説明する。また、事業計画作成時の基

礎資料としても活用する。 

 

②観光地別入込客数調査（月別観光地点別観光入込客延べ数）の分析 

事業名 観光地別入込客数調査（月別観光地点別観光入込客延べ数）の分析 

目的 当町には観光客も多く、小規模事業者にもビジネスチャンスとなっている。このビジ

ネスチャンスを掴みたいと考える観光業や小売業の事業計画策定や経営判断に活かせ

るよう、観光客数の推移や季節ごとの観光客数等のデータを分析・公表する。 

調査の内容 町が毎月調査している観光地別入込客数調査（月別観光地点別観光入込客延べ数）の

結果を分析・公表する。 

調査を行う 

項目 

以下の地点の月別観光客数を調査する 

・西馬音内盆踊り会館 ・道の駅うご 端縫いの郷 

調査の手段・

手法 

経営指導員が地点ごとの月別の観光客数の推移をグラフにする。これにより、観光客

数の増減や季節変動を分析する。 

調査結果・成

果の活用方法 

上記グラフは、当会ホームページで公表。また、観光客をターゲットにする事業者の

事業計画策定支援時に基礎資料として活用する。 

 

 

4.需要動向調査に関すること 
(1)現状と課題 

[現状]小規模事業者（商業）のターゲット顧客の多くは地元客である。また、本計画では管内の人口が減

少するなかで、地域外展開（観光客向けの販売含む）の支援を目標としている。一方、当会では、

地元客や観光客向けの商品開発をする事業者に対し、商品等のブラッシュアップに資する取組を提

供できていないという現状がある。 

[課題]これまで商品等のブラッシュアップに資する取組を提供できていなかったため、今後は、小規模事

業者の商品の需要動向調査として、地元客・観光客向けの商品調査機会を提供し、売れる商品づく
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りを支援する。また、事業計画策定時などに役立てる。 

 

(2)目標 

項目 現行 4 年度 5 年度 6 年度 7 年度 8 年度 

①観光客向け商品の調査 調査対象事業者数 - 3 者 3 者 3 者 3 者 3 者 

②地元客向け商品の調査 調査対象事業者数 - 2 者 2 者 2 者 2 者 2 者 

 

(3)事業内容 

①観光客向け商品の調査 

事業名 観光客向け商品の調査 

目的 当町には観光客が多いものの、小規模事業者による観光客向けの商品開発等（お土産

品等）は盛んとはいえず、目立ったヒット商品もみられない。そこで観光客向けの商

品について需要動向調査を実施。観光客に売れる商品づくりを目指す。 

対象 主に特産品を活用した食品（お土産品、食べ歩き商品、軽食等）、3 商品/年（1 者あた

り 1 商品）を対象とする。 

調査の手段・

手法 

観光客が集まる「道の駅うご端縫いの郷」にて年 1 回アンケート調査を実施する。調

査にあたっては、事前準備として、経営指導員が調査票の設計を支援する。調査は道

の駅と当会が協力して実施し、1 商品あたり 30 名以上の観光客等からアンケート票を

回収する。 

調査を行う 

項目 

□商品の総合評価（直感的な評価） □味 □パッケージ  □羽後らしさ 

□独自性  □価格  □購入意向 □お土産としてどうか □その他改善点 

分析の手段・

手法 

アンケート収集後は経営指導員が分析を行う。分析では、各項目について男女別、年

齢別にクロス集計を実施。結果から商品のターゲット顧客や改良点などを抽出する。 

調査・分析 

結果の活用 

分析結果は、経営指導員が簡易なレポートにまとめ事業者にフィードバックする。そ

の後、事業者とともに改善点を抽出し、商品のブラッシュアップに活用する。ブラッ

シュアップにあたっては、事業計画を策定し、経営指導員が伴走型で支援する。 

 

②地元客向け商品の調査 

事業名 地元客向け調査 

目的 小規模事業者の主な顧客は地元客である。そこで、小規模事業者に地元客向け商品調

査の機会を提供する。これにより、地元で売れる商品づくりを支援する。 

対象 地元での販売を強化したい商品（主な調査対象商品は食品を想定）、2 商品/年（1 者あ

たり 1 商品）を対象とする。 

調査の手段・

手法 

調査は、当会の女性部・青年部を活用する。具体的には、女性部や青年部の集まりの

際に、調査を希望する事業者から商品を持ち寄って頂き、試食・アンケート調査を実

施する。調査にあたっては、事前準備として、経営指導員が調査票の設計を支援する。

調査は当会の職員が担当し、1 商品あたり 20 名以上からアンケート票を回収する。 

調査を行う 

項目 

□商品の総合評価（直感的な評価） □味 □パッケージ □独自性 □価格 

□購入意向 □その他改善点 等 

分析の手段・

手法 

アンケート収集後は経営指導員が分析を行う。分析では、各項目について男女別・年

齢別にクロス集計を実施。結果から商品のターゲット顧客や改良点などを抽出する。 

調査・分析 

結果の活用 

分析結果は、経営指導員が簡易なレポートにまとめ事業者にフィードバックする。そ

の後、事業者とともに改善点を抽出し、商品のブラッシュアップに活用する。ブラッ

シュアップにあたっては、事業計画を策定し、経営指導員が伴走型で支援する。 
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5.経営状況の分析に関すること 
(1)現状と課題 

[現状]小規模事業者が経営環境の変化に対応することや、地域外展開を行うためには、自社の経営状況（強

み等）を把握する必要がある。当会ではこれまでも小規模事業者の経営分析を実施してきたが、事

業計画策定支援や金融支援の際に実施するに留まっており、財務分析のみ、非財務分析のみといっ

た部分的な経営分析もみられたという現状がある。 

[課題]これまで部分的な経営分析もみられたため、今後は、財務分析および非財務分析の多面的な経営分

析を実施するだけでなく、DX に関する分析を追加で実施するなど、分析の幅を拡大させる。結果は、

事業計画策定時などに活用する。 

 

(2)目標 

現状の経営分析事業者数は 30 者/年であるが、この分析の内容をみると、財務分析のみ、非財務分析の

みといったものもみられた。今後は、財務分析および非財務分析の多面的な経営分析を 30 者/年実施する

ことを目標とする。なお、30 者/年の内訳は、一般経営指導員 1 名×20 者/年＋管理職兼経営指導員 1 名

×10 者/年＝30 者/年（管理職兼経営指導員は、経営指導の現場にでられる時間が業務時間の約半分程度）

と算出している。 

項目 現行 4 年度 5 年度 6 年度 7 年度 8 年度 

①経営分析事業者数 30 者 30 者 30 者 30 者 30 者 30 者 

 

(3)事業内容 

①小規模事業者の経営分析 

事業名 小規模事業者の経営分析 

目的 小規模事業者の財務状況や強み・弱みなどの経営状況を把握・分析し、結果を当該事

業者にフィードバックする。 

支援対象 小規模事業者（業種等問わず） 

対象事業者の

掘り起こし 

巡回訪問・窓口相談、セミナー開催時などに訴求する。また、記帳代行支援や金融支

援、補助金支援の際などの個社支援の際に経営分析を提案する。 

分析の手段・

手法 

経営分析は、経営指導員が事業者からのヒアリング・提供資料を基に実施する。具体

的な分析内容は以下のとおりであり、定量分析たる「財務分析」と定性分析たる「非

財務分析」の双方を行う。 

財務分析 ：直近 3 期分の収益性・生産性・安全性および成長性の分析 

非財務分析：強み・弱み（商品・製品・サービス、技術・ノウハウ 等） 

機会・脅威（競合、業界動向 等） 

デジタル化・IT 活用の状況、事業計画の策定・運用方法 等 

また、当会では支援内容や事業者の経営課題把握が属人的になっており、十分な情報

活用ができていないという課題があった。そこで、上記経営分析と合わせ、事業者の

経営課題・支援ニーズ等をヒアリングなどにより収集し、データベース化（デジタル

化）する。このデータベースを創業から事業承継・廃業までのライフサイクル別等で

分析することで、組織として効果的な支援施策を構築する。 

〔データベース整備する項目（事業者にヒアリングを行う項目）〕 

 ・企業実態はどうか ・企業を取り巻く経済動向はどうか 

・経営課題（市場・顧客、財務会計、人事労務 等）はなにか 等 

分析結果の 

活用方法 

・経営分析の結果は事業者にフィードバックする。また、事業計画策定の際に活用す

る。経営分析により経営課題が顕在化した場合は、経営指導員が解決策を提案する。

専門的な経営課題の場合は、専門家派遣により解決を図る。 

・分析結果は、当会内の会議で共有する。また、クラウド型支援ツール（BIZ ミル等）

上に分析結果を集約し、すべての経営指導員・職員が内容を確認できるようにする。

これらの取組により、経営指導員以外も含めた組織としての支援能力の向上を図る。 
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6.事業計画策定支援に関すること 
(1)現状と課題 

[現状]小規模事業者の経営環境の変化に対応した顧客ターゲットの見直しや DX への取組等を成功させる

ためには、事前の事業計画策定が重要である。一方、当会では、事業計画の策定支援は実施してい

るものの、支援の内容をみると、補助金申請のための計画策定支援が大半であり、経営の方向性に

まで踏み込んだ支援ができていなかったという現状がある。 

[課題]これまでは経営の方向性にまで踏み込んだ支援ができていなかったため、今後は、経営分析実施事

業者に対し、事業計画策定の意義や必要性を周知し、顧客ターゲットの見直しや DX への取組に資

する事業計画策定を支援する。創業希望者に対しては創業計画の計画策定を支援する。 

 

(2)支援に対する考え方 

「地域の経済動向調査」、「経営状況の分析」及び「需要動向調査」の結果を踏まえ、事業計画の策定支

援を実施する。事業計画の策定支援では、経営分析事業者数の半数の事業計画策定を目標とする。 

また、創業計画についてもこれまで同様、継続して支援を実施する。 

なお、当町の小規模事業者は DX の視点が弱く、今後強化が必要なことから、事業計画策定前段階にお

いて、DX に向けたセミナーを行い、小規模事業者の競争力の維持・強化を目指す。 

 

(3)目標 

項目 現行 4 年度 5 年度 6 年度 7 年度 8 年度 

①DX 推進セミナーの開催回数 - 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

②事業計画策定事業者数 15 者 15 者 15 者 15 者 15 者 15 者 

③創業計画策定事業者数 3 者 3 者 3 者 3 者 3 者 3 者 

創業塾の開催回数 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

 

 (4)事業内容 

①DX 推進セミナーの開催・IT 専門家派遣の実施 

事業名 DX 推進セミナーの開催・IT 専門家派遣の実施 

目的 DX に関する意識の醸成や基礎知識を習得させるため、また実際に DX に向けた IT ツー

ルの導入や Web サイト構築等の取組を推進していくために、セミナーを開催する。 

支援対象 小規模事業者（業種等問わず） 

支援内容 DX 推進セミナーを開催する。また、セミナーを受講した事業者のなかから、取組意欲

の高い事業者に対しては、経営指導員等による相談対応・経営指導を行うなかで、必

要に応じて IT 専門家派遣を行う。 

 

■DX セミナー 

募集方法 チラシ・ホームページ・巡回等による周知、関連機関による周知 

回数 年 1 回 

講師 秋田県商工会連合会エキスパートバンク専門家もしくは、地元シ

ステム会社を想定 

カリキュラム DX 総論、DX 関連技術（クラウドサービス、AI 等）や具体的な活

用事例 / 各種 IT を使った販路開拓手法 

想定参加者数 10 人/回 

  

支援の手段・

手法 

IT の利活用を行う事業者に対しては、導入前に事業計画の策定を行い、経営指導員が

伴走型で支援する。 

 

②事業計画策定支援 

事業名 事業計画策定支援 

目的 「地域の経済動向調査」「需要動向調査」「経営状況の分析」を踏まえ、小規模事業者



１３ 

 

の持続的発展や成長発展に資する事業計画の策定を支援する。 

支援対象 ・経営分析において事業計画策定の必要性を感じた事業者 

・金融相談において事業計画の必要性が顕在化した事業者 

・観光客の集客や地域外展開を目指す事業者 

・補助金や DX 支援において、事業計画策定支援を必要とする事業者 等 

対象事業者の

掘り起こし 

対象事業者は、経営分析のフィードバック時に事業計画策定を提案することで掘り起

こす。その他にも、金融相談や、羽後町が実施する補助事業（助成金）をはじめとす

る補助金・助成金を契機とした掘り起こしを実施する。 

支援の手段・

手法 

①小規模事業者が作成した事業計画に対し経営指導員がアドバイスする方法、②小規

模事業者からのヒアリングをもとに経営指導員が作成する方法の 2 つの方法で実施す

る。 

 

③創業計画策定支援 

事業名 創業計画策定支援 

目的 創業者のビジネスが成功するよう、創業計画の策定を支援する。 

支援対象 創業者・創業希望者 

対象事業者の

掘り起こし 

創業支援セミナーや国や県の創業補助金、当会への創業相談を契機に支援対象者を掘

り起こす。 

 

■創業塾 

募集方法 チラシ・ホームページ・巡回等による周知、関連機関による周知 

回数 年 1 回（4 日間） 

カリキュラム 起業の心構え/データで見る起業最前線/起業実例/成長産業にヒ

ントがある、トレンドビジネスモデルの紹介/強みを活かしてチャ

ンス（機会）を捉える起業/ビジョンの創造と起業目的/起業プラ

ンをイメージする/ビジネスコンセプトを明確にする/売れる仕組

みを考える（マーケティング）/プロモーションミックス（販売促

進策）/ビジネスモデルの構築/ビジネスモデルのブラッシュアッ

プ/資金計画と売上計画の立案/収支計算（利益）/市場規模と調査

データの探し方           ※2020年のカリキュラム 

想定参加者数 10 人/回 

  

支援の手段・

手法 

創業者が作成した創業計画をベースに、経営指導員・専門家が一緒になってブラッシ

ュアップを行う方法にて実施する。 

 

 

7.事業計画策定後の実施支援に関すること 
(1)現状と課題 

[現状]当会内で、事業計画策定後の支援について明確なルールがなく、担当者任せとなっていた。そのた

め、事業計画が形骸化することがあった。また、「売上が増加したか」や「利益が増加したか」と

いった結果にまで着目したフォローアップを実施してこなかったという現状がある。 

[課題]フォローアップのルール作りや成果目標がなかったため、今後は、原則として四半期ごとにフォロ

ーアップを実施。すべての事業計画に対し、伴走型で支援することで、計画の成果をあげることを

目指す。また、結果のアウトカムを明確化させる。 

 

(2)支援に対する考え方 

計画策定を支援したすべての事業者を対象に、四半期ごとのフォローアップを実施する。これにより、

事業計画では、フォローアップ対象事業者の売上増加割合が 25％、経常利益増加割合が 20％※（売上増加

事業者と経常利益増加事業者は重複する場合もある）になることを目標とする。 
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また、創業計画のフォローアップではすべての創業者の事業が軌道に乗り、事業継続が実現するよう、

伴走型支援を実施する。 

 

※当会実施の経済動向調査（平成 29 年実施）によると、当会管内において前年同期比で売上が増加して

いる小規模事業者の割合は 15.8％、採算が増加している小規模事業者の割合は 10.8％であった。そこ

で、本事業においては、伴走型のフォローアップを実施することで、事業計画策定およびフォローアッ

プを実施した対象事業者について、売上増加事業者割合が 25％、経常利益増加事業者割合が 20％（売

上増加事業者と経常利益増加事業者は重複する場合もある）となることを目標とする。 

 

(3)目標 

項目 現行 4 年度 5 年度 6 年度 7 年度 8 年度 

①事業計画のフォローアップ対象事業者数 15 者 15 者 15 者 15 者 15 者 15 者 

頻度（延回数） 60 回 60 回 60 回 60 回 60 回 60 回 

売上増加事業者数 － 4 者 4 者 4 者 4 者 4 者 

経常利益増加事業者数 － 3 者 3 者 3 者 3 者 3 者 

②創業計画フォローアップ対象事業者数 3 者 3 者 3 者 3 者 3 者 3 者 

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

 

(4)事業内容 

①事業計画のフォローアップ 

事業名 事業計画のフォローアップ 

目的 計画を伴走型支援することで、計画どおりの成果を上げる。 

支援対象 事業計画の策定を支援したすべての事業者 

支援内容/ 

支援の手段・

手法 

四半期ごとのフォローアップを実施する。ただし、ある程度計画の推進状況が順調で

あると判断できる事業者に対しては訪問回数を減らす。一方、事業計画と進捗状況と

がズレている場合（計画実施が何らかの理由により遅れている、停滞している等）は、

訪問回数を増やすだけでなく、専門家派遣などを活用しながら軌道に乗せるための支

援を実施する。 

 
②創業計画のフォローアップ 

事業名 創業計画のフォローアップ 

目的 計画を伴走型支援することで、計画どおりの成果を上げる。 

支援対象 創業計画の策定を支援したすべての事業者 

支援内容/ 

支援の手段・

手法 

四半期ごとのフォローアップを実施する。ただし、ある程度計画の推進状況が順調で

あると判断できる事業者に対しては訪問回数を減らす。一方、事業計画と進捗状況と

がズレている場合（計画実施が何らかの理由により遅れている、停滞している等）は、

訪問回数を増やすだけでなく、専門家派遣などを活用しながら軌道に乗せるための支

援を実施する。 

 

 

8.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 

[現状]町内の多くの小規模事業者は「販路開拓」を経営課題としている。一方、小規模事業者の多くは経

営資源が少なく、自社独自での取組には限界がある。また、地域内の小規模事業者の多くはオンラ

インによる販路開拓等に関心があるものの、「知識不足」「人材不足」等の理由により、IT を活用し

た販路開拓等の DX に向けた取組が進んでおらず、商圏が近隣の限られた範囲にとどまっていると

いう課題もある。当会では、これまでも事業者の販路開拓を支援してきたが、これらの支援が事業

者の販路拡大に寄与してきたかという実績までは確認できていないという現状もみられた。また、

DX についての支援が実施できていなかった。 
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[課題]各事業の成果が明確でなかったことから、今後は、その成果目標を明確にし、成果がでるまで継続

的な支援を実施する。また、これまで実施できていなかった DX に関する支援を実施する。 

 

(2)支援に対する考え方 

小規模事業者が独自に実施することが難しく、かつ売上拡大効果（新たな需要獲得効果）が高い取組の

支援をする。特に、地域内の小規模事業者の多くは IT を使った販路開拓等が遅れていることから、IT を

活用した販路開拓として、自社独自では IT の利活用が難しい事業者に対しオーダーメード型の支援を実

施する。なお、本事業は、事業者が新たな需要を獲得するきっかけづくりを提供するという考え方で実施

する。実際に効果が上がることを示しながら、将来的には事業者が自主的に取り組めるよう道筋を作る。 

 

(3)目標 

項目 現行 4 年度 5 年度 6 年度 7 年度 8 年度 

①「スーパーマーケット・トレードショー」 

出展事業者数 
 2 者 2 者 2 者 2 者 2 者 

成約件数/者  1 件 1 件 1 件 1 件 1 件 

②商工会青年部運営の地域情報紹介サイト 

「仮称：UGO ログ」による販路開拓実施事業者数 
- - 3 者 3 者 3 者 3 者 

売上額/者 - - 3 万 5 万 7 万 10 万 

③DX 推進セミナー後の実行支援 - 4 者 4 者 4 者 4 者 4 者 

（BtoB の場合）成約件数/者 - 1 件 1 件 1 件 1 件 1 件 

（BtoC の場合）売上額/者 - 10 万 10 万 10 万 10 万 10 万 

 

(4)事業内容 

①「スーパーマーケット・トレードショー」の出展支援（BtoB） 

事業名 「スーパーマーケット・トレードショー商談展示会」の出展支援 

目的 小規模事業者は専門の営業人員がおらず、域外への販路開拓ができていないことも多い。

そこで、域外への販路拡大を支援することを目的に商談会の参加支援を実施する。 

支援対象 食料品製造業 ※自社商品を全国展開したいと考える事業者 

訴求相手 全国のスーパーマーケットおよび商社等のバイヤー 

展示会等

の概要 

（一社）全国スーパーマーケット協会が主催する商談展示会である。食品流通業界に最新

情報を発信することを目的としており、全国のスーパーマーケットを中心とした小売業を

はじめ、卸・商社、中食、外食などから多数のバイヤーが参加する。令和 2 年 2 月の開催

時は、出展者 1,308 社・団体（スーパーマーケット・トレードショー単独）、入場者数 26,385

名（全展合算）であった。 

支援の手

段・手法 

出展者の募集、事前準備におけるパンフレット等の整備、短時間での商品等アピール方法、

商談相手の事前アポイント、出展後の商談相手に対するフォロー等をワンストップで支援

する。これらの支援により成約数の拡大を目指す。 

 

②商工会青年部運営の地域情報紹介サイト「仮称:UGO ログ」による販路開拓（BtoC） 

事業名 商工会青年部運営の地域情報紹介サイト「仮称:UGO ログ」による販路開拓 

目的 消費者向け商品（BtoC）の販売促進、とりわけ観光客の獲得のためにはインターネットに

よる集客が有効である。当会でもホームページ作成等のインターネットの活用を勧めては

いるが、個社がホームページを作成しても即効性は低い。そこで、商工会青年部が運営す

る地域情報紹介紹介サイト「仮称：UGO ログ」にて商品等を掲載し、集客増加を目指す。 

支援対象 消費者向け商品を販売している事業者 ※事業計画を策定した事業者を重点的に支援 

訴求相手 町内の消費者、観光客 

支援内容 現在、当会青年部では、地域情報デジタルガイドブックのような EC サイトの開設を予定し

ている。本 EC サイト立ち上がり後に、掲載を希望する事業者を募集する。 

支援の手 本事業は、小規模事業者への IT を活用した販路開拓のきっかけづくりを提供するものであ
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段・手法 る。そのため、実際に受注が発生しないとその意味を持たない。そこで、当会では、経営

分析、需要動向調査、事業計画策定支援を通じて、事業者の商品の魅力等の整理を実施。

整理した魅力をウェブサイトに掲載し、集客強化を目指す。 

 

③「DX 推進セミナー」後の実行支援（BtoB，BtoC） 

事業名 「DX 推進セミナー」後の実行支援 

目的 現代において、IT を使った販路開拓は有効な手段であるが、小規模事業者の多くは取組が

遅れている。そこで、自社独自では IT の利活用が難しい事業者に対しオーダーメード型の

支援を実施し、新規取引先の獲得を目指す。 

支援対象 小規模事業者（業種等問わず） ※事業計画を策定した事業者を重点的に支援 

訴求相手 各事業者の訴求相手 

支援内容 IT を活用した販路開拓といっても、実施したい内容は各事業者で異なる。そこで、各事業

者の実施したい内容を基にオーダーメード型の支援を実施する。具体的には、『6.事業計画

策定支援に関すること』で実施する「DX 推進セミナー」において紹介した IT による販売

促進の方法（ホームページ制作、EC 販売、SNS の活用等）から事業者が選択した内容につ

いて、経営指導員や IT 専門家によるハンズオン支援を実施する。 

支援の手

段・手法 

「DX 推進セミナー」の個別相談において、IT を活用した販路開拓を行いたい事業者を掘り

起こす。その後、経営指導員や IT 専門家による支援を実施する。支援にあたっては、IT

を活用した販路開拓に関する事業計画を策定し、事業計画に沿った IT 導入から運用支援を

行う。これらの支援により新規顧客の獲得を目指す。 

 

 

Ⅱ.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.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 

[現状]現状、経営発達支援計画の評価を「経営発達支援計画評価委員会」により実施。事業の評価に加え

て、より成果を出すための助言を受け、事業の見直しを進めてきた。 

[課題]これまでのところ特段の課題はないため、今後も継続して事業を実施する。 

 

(2)事業内容 

①羽後町みらい産業交流課長、法定経営指導員、外部有識者（中小企業診断士等）をメンバーとする「経

営発達支援計画評価委員会」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。ま

た、評価結果をもとに事業の見直しを行うなど、経営発達支援事業の PDCA を回す。 

②当該「経営発達支援計画評価委員会」の評価結果は、役員会にフィードバックした上で、事業実施方針

に反映させるとともに、当会ホームページ（https://r.goope.jp/ugo0546310000/）へ掲載（年 1 回）

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。 

 

 

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 

[現状]現状、経営指導員を中心に経営発達支援計画の実行に必要な資質向上に取り組んでいる。そのため、

経営分析や事業計画策定などの一定のスキルはある。一方、これまでの計画実行は経営指導員が中

心となり実施してきたため、経営指導員以外の職員を含めた組織全体としての資質向上ができてい

なかった現状がある。 

[課題]本計画では新たに、「事業者の売上や利益を向上させること」「効果の高い販売促進を実施すること」

「DX に向けた相談・指導能力を習得すること」などの資質向上が課題となるため、習得を図る。ま

た、経営指導員のみならず他の職員も含めた組織全体の支援力向上という課題に対し、組織全体の

資質向上を実現し、より効果の高いレベルの支援を行える体制をつくる。 
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(2)事業内容 

①経営発達支援計画の実行に向けた資質向上 

参加者 経営指導員、経営支援員等 

目的 経営発達支援計画の実行に必要な知識・ノウハウを習得する 

内容 経営発達支援計画の実行に必要な「事業者の売上や利益を向上させること」「効果の高い販

売促進を実施すること」「DX に向けた相談・指導能力を習得すること」等の知識・ノウハウ

を習得する。具体的には、秋田県商工会連合会の経営指導員研修等の上部団体等が主催する

研修、産業能率大学の研修に参加する他、外部講師を招聘した会内研修などを開催する。 

また、DX 関連の動向は日々進化していることから、以下の＜DX に向けた IT・デジタル化の

取組＞のような、DX 関連の相談・指導能力向上に資するセミナー・研修会等の開催情報の収

集を行い、資質向上に繋がるものがある場合は、積極的に参加する。 

＜DX に向けた取組＞ 

ア）事業者にとって内向け（業務効率化等）の取組 

 RPA システム、クラウド会計ソフト、電子マネー商取引システム等の IT ツール、 

 テレワークの導入、補助金の電子申請、情報セキュリティ対策 等 

イ）事業者にとって外向け（需要開拓等）の取組 

 ホームページ等を活用した自社 PR・情報発信方法、EC サイト構築・運用、 

 オンライン展示会、SNS を活用した広報、モバイルオーダーシステム 等 

ウ）その他の取組 

 オンライン経営指導の方法 等 

これらの研修・セミナーへの参加は、今までは経営指導員が中心に参加していたが、今後は、

経営支援員等も含めて積極的に参加する。 

 

②OJT 制度 

目的 経営指導員個々の支援能力向上や経営支援員等も含めた組織全体の支援能力向上を図る 

内容 経験年数の浅い経営指導員や経営支援員等と、ベテラン経営指導員等がチームで小規模事業

者を支援することを通じて OJT を実施し、組織としての支援能力の底上げを図る。また、専

門家を活用した支援を行う際は、経営指導員等の同行を徹底させ、専門家のノウハウを習得

する。 

 

③職員間の定期ミーティング 

参加者 職員全員 

目的 組織内で研修内容を共有する 

内容 月 1 回の会議にて、研修等へ参加した経営指導員等が順番で講師を務め、経営支援手法や IT

等の活用方法、具体的な IT ツール等について紹介し、会議内で意見交換を行う。また、同

会議内で、各人の支援状況等を共有し、経営発達支援計画の進捗管理を実施する。 

 

④データベース化 

目的 担当外の経営指導員等でも一定レベル以上の対応ができるようにする 

内容 担当経営指導員等がクラウド型支援ツール（BIZ ミル等）に支援に関するデータ入力を適時・

適切に行う。これにより、支援中の小規模事業者の状況等を職員全員で相互共有し、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とともに、支援ノウハウを蓄積し、組

織内で共有することで支援能力の向上を図る。 
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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 3 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） 

 

法定経営指導員　1名（兼 副事務局長）

経営指導員　　　1名

経営支援員　　　2名

嘱託職員　　　　1名

羽後町

みらい産業交流課
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： 鎌田 通広 

連絡先： 羽後町商工会 TEL 0183-62-1157 

 

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／商工会議所 

〒012-1131 

秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字福田 18-18 

羽後町商工会 指導課 

TEL： 0183-62-1157 ／ FAX： 0183-62-1159 

E-mail： ugo@skr-akita.or.jp 

 

②関係市町村 

〒012-1131 

秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野 177 

羽後町 みらい産業交流課 商工班 

TEL： 0183-62-2111 ／  FAX: 0183-62-2120 

E-mail： shoko@town.ugo.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４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

必要な資金の額 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

 

地域経済動向調査 

 

 

需要動向調査 

 

 

経営状況の分析 

 

 

事業計画策定支援 

 

 

事業計画策定支援後

の実施支援 

 

 

新たな需要の開拓に

寄与する事業 

 

 

事業の評価・見直し 

 

 

経営指導員等の資質

向上 

 

 

100 

 

 

600 

 

 

300 

 

 

500 

 

 

200 

 

 

 

3,000 

 

 

 

100 

 

 

 

200 

100 

 

 

600 

 

 

300 

 

 

500 

 

 

200 

 

 

 

3,000 

 

 

 

100 

 

 

 

200 

100 

 

 

600 

 

 

300 

 

 

500 

 

 

200 

 

 

 

3,000 

 

 

 

100 

 

 

 

200 

 

100 

 

 

600 

 

 

300 

 

 

500 

 

 

200 

 

 

 

3,000 

 

 

 

100 

 

 

 

200 

 

100 

 

 

600 

 

 

300 

 

 

500 

 

 

200 

 

 

 

3,000 

 

 

 

100 

 

 

 

200 

（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、町補助金、県補助金、国補助金 等 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

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

営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携して実施する事業の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携して事業を実施する者の役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


