
経営発達支援計画の概要 

実施者名 
(法人番号) 

大館商工会議所 （法人番号 7410005002860） 

大館北秋商工会 （法人番号 1410005003583） 

大館市     （地方自治体コード 052043） 

実施期間  令和２年４月１日～令和７年３月３１日 

目  標 

 市の将来像や小規模事業者の振興のあり方を見据え、商工会議所・商工会が市と一つに

なって、小規模事業者の「承継」「挑戦」「創造」の”３つの力”を伸ばす支援を強化する。 

《大館市の将来像を見据えた経営発達支援事業の目標》 

（１） 匠と歴史を伝承し    ➡「承継していく」事業承継・第２創業支援の強化 

（２） 誇りと宝を力に変えていく  ➡「挑戦していく」経営力向上・経営革新支援の強化 

（３） 未来創造都市          ➡「創造していく」ブランド力強化・創業支援の強化 

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 

事業計画の策定に必要な地域の経済動向データを的確に提供するため、国のビッグデ

ータ等を活用した分析や管内景気動向調査により地域の強み・弱みを「見える化」すると

ともに、市内通行量・交通量調査を行い、分析結果を小規模事業者に情報提供する。 

２．経営状況の分析に関すること 

セミナーと巡回訪問等により、事業計画策定の手始めとなる経営分析を行う小規模事

業者を掘り起こし、経営分析を実施するとともに、結果をフィードバックする。特に事業

承継の課題を抱える事業者を重点的に支援する。 

３．事業計画策定支援に関すること 

経営分析を踏まえ、セミナーと個別フォローにより経営力向上や経営革新等の事業計

画策定を支援する。創業希望者に対する「創業計画策定」の支援も行う。 

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すべての事業者に対し、計画を実現させるための「実行支援」とし

て、経営課題に応じた方法・頻度により巡回を実施。進捗状況を確認するとともに、売上

増や利益率増加を実現できるよう導く。 

５．需要動向調査に関すること 

地域特産品「きりたんぽ鍋」、伝統的工芸品「大館曲げわっぱ」や「観光客」を対象と

したニーズアンケート調査を行うほか、外部環境の調査支援を実施し、“大館ブランド”

を活かした新商品開発や販路開拓を目指す事業者の後押しをする。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

県内外の大規模物産展・商談会等への出展機会の提供を拡大し、新たな受発注機会の

創出につなげる。「ふるさと納税寄付金制度」を活用した新たな販路開拓・売上拡大につ

なげる支援を行う。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

７．地域経済の活性化に資する取り組みに関すること 

金融機関や関係団体との連携をさらに深め、小規模事業者の新商品開発や販路開拓も

含めた経営力向上・競争力強化を図る。具体的には次のような活動を行う。 

〇「えだまめのまち大館連絡協議会」と連携した新商品開発促進等の活動 

〇「ふるさと納税推進会議」と連携した地場産品の需要拡大のための活動 

 〇「（一社）秋田犬ツーリズム連絡調整協議会」と連携したインバウンドの拡大と地域資

源を活用した地域活性化を図るための活動 

 〇「大館食の祭典協議会」と連携した交流人口拡大のための活動 

 〇「『地域限定商品券』発行事業」を通じた地元消費喚起のための活動 

〇「高等学校職業指導連絡会議」と連携した若者の地元就職促進のための活動 

連絡先 

大館商工会議所 中小企業相談所 〒017-0044 大館市御成町二丁目 8-14 

TEL 0186-43-3111 FAX 0186-49-0556 info@odatecci.or.jp 

大館北秋商工会 比内本所       〒018-5701大館市比内町扇田字新大堤下 93-11 

TEL 0186-55-0406 FAX 0186-55-0755 oodatehokusyu@skr-akita.or.jp 

大館市産業部商工課             〒017-8555 秋田県大館市字中城 20番地 

               TEL 0186-43-7071 FAX 0186-49-3133  syoko＠city.odate.lg.jp 
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また、年齢 3区分別で人口割合を比較すると、年少人口の割合が低下し、全体の 1割以下になる

一方で、老年人口の割合が増加し、生産年齢人口の割合に近づくと推計されている（いずれも「大

館市人口ビジョン」より）。 
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［観光に関する取り組み、イベント等］ 

  大館市への平成 30年の観光入込客数は 94万人にのぼる。 

内訳をみると、本場大館きりたんぽまつりが最も多く約 13％を占めている。同まつりは平成 19

年には来訪者が 2.6 万人であったが、平成 24年に会場を変更するなど広く集客できる工夫を行っ

たところ、ここ 10年で来訪者が 4.6倍にも膨らんだ。 

また、平成 27 年から始まった大館食の祭典は 5万人を超える規模となっており、食に関するイ

ベントの人気が高いことがうかがえる。 

 

 
出典：秋田県観光統計 

 

［共同申請の意義］ 

大館商工会議所、大館北秋商工会は、管轄区域は分かれているものの、同一行政区域内であり、

経済圏や生活圏は同一である。事業者が抱える課題も共通であることから、これまで小規模事業者

経営改善資金融資に係る「推薦団体連絡協議会」や「大館食の祭典協議会」に両団体とも参画した

り、大館市プレミアム付商品券事業や小規模事業者を対象としたキャッシュレス決済セミナーな

どを共同開催したりするなど、常日頃から情報共有をし、垣根のない経営支援体制を展開してき

た。 

また、営業活動の広域化を背景として、大館商工会議所・大館北秋商工会のどちらにも属してい

る事業者も少なくない。 

内外の社会経済情勢の変化に応じて商工会議所・商工会に期待される役割も大きく変わってき

たという共通認識のもと、小規模事業者の持続的な事業発展のため、小規模事業者が新たな需要を

獲得するための事業への再構築を促すことが最優先課題であり、これまで以上に経営戦略に踏み

込んだ支援を実施する必要がある。 

経営発達支援事業の実施にあたっては、行政との連携強化や従来実施してきた経営改善普及事

業と比べて高度で専門的な内容も含まれるため、大館商工会議所と大館北秋商工会がそれぞれ実

施するのではなく、限られたマンパワーを活かしつつ、お互いの強みや施策・事業の継続性を活か

した共同実施体制を築き、実行力を高めなければならない。本計画は、行政・商工団体が一つとな

った確かな「支援計画」のもと、大館市の産業政策との一体的推進はもとより、他の支援機関と連

携により事業の効果的かつ適切な実施を目指すものである。 

  また、大館商工会議所には職員が 13名、大館北秋商工会には 9名の職員が在籍しているが、年

齢構成や経験も多様であり、各団体の各職員が保有する情報、会計、労務等の資格を得意分野で相

互補完することにより、小規模事業者に対する支援力の向上が期待できる。 
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〇大館商工会議所               〇大館北秋商工会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［産業構造］ 

経済センサスによると、平成 28年調査時点で、小規模事業者数は 2,461 事業所である。平成 24

年の 2,732 事業所、平成 26 年調査時の 2,644事業所と比較して、小規模事業者数は減少傾向にあ

る。 

小規模事業者数を業種別にみると、サービス業が最も多く 1,081 事業者で全体比 43.9％。この

サービス業をさらに細分化すると、「宿泊業、飲食サービス業」が 305 事業者で 12.3％、「生活関

連サービス業、娯楽業」が 354事業者で 14.3％次に卸売業、小売業 624事業者 25.3％、建設業 312

事業者 12.6％と続く。 

事業所数では、すべての業種で減少。特に、卸売業・小売業が顕著である。これは、事業主の高

齢化による廃業や、コンビニエンスストアの増加による影響によるものが大きいと推測される。 

人口減少によるマーケットの縮小・売上減少や、経営者の高齢化や後継者不在による廃業も少な

くなく、今後も厳しい状況が続くことが予想される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

強 み 

〇「ふるさと納税返礼品事業」や「地域限

定商品券事業」など、小規模事業者が参

画する地域内経済循環事業で高い実績

がある 

〇経営指導員の市域を越えた異動がな

く、連続性のある個社支援体制が確保さ

れている 

 弱 み 

〇経営指導員 1 人当たり 500 人超の小規

模事業者を抱える等、負担が大きい 

〇管内小規模事業者の業種業態が多種多

様であり、対応に時間がかかるととも

に必要な専門知識が及ばない 

強 み 

〇平成 29年度に策定した「商工会創生プ

ラン」により既に個社支援の強化策に着

手しており、チーム支援や PDCA を回す

仕組みが整備済み 

〇全国連・県連・商工会の三層支援体制や

人事交流など人材育成体制が充実 

弱 み 

〇地域振興のための事業がイベント中心

となっている。規模が小さいため地域経

済への波及効果が薄い 

〇農業や観光との 6次産業化策が低調 

経営発達支援事業の共同実施体制を確立 

お互いの強みを伸ばし、相乗効果により“実行力“を向上 
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 ＜市内事業者数の推移＞ 

 
 

 
出典：経済センサス 

 

＜参考データ＞ 

当市産業の労働生産性について 

（全産業及び労働者数の多い 6業種を抜粋：地域経済分析システム RESASより、 

データは平成 28年のもの） 

   ・全産業：3,497千円／人  全国比約 64.2%【全国平均 5,449千円／人】 
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   ・製造業：4,904千円／人  全国比約 66.5％【全国平均 7,378千円／人】 

   ・卸売業、小売業：2,602千円／人  全国比約 50.5%【全国平均 5,148千円／人】 

   ・医療・福祉：3,650 千円／人  全国比約 118.4％【全国平均 3,084千円／人】 

   ・建設業：4,110千円／人  全国比約 69.9％【全国平均 5,877千円／人】 

   ・サービス業（他に分類されないもの）：1,942千円／人 

  全国比約 58.4%【全国平均 3,325千円／人】 

   ・宿泊業・飲食サービス業：1,891千円／人  全国比約 89.9%【全国平均 2,103千円／人】 

 

  上記データは小規模事業者だけでなく中小企業まで含んだものであるが、域内の傾向として大

きな相違はないと推測される。医療・福祉以外の分野では全国平均を大きく下回っており、抜本的

な生産性の改善が求められる。 

  当計画は小規模事業者の持続的経営発達のために大館商工会議所・大館北秋商工会・大館市が共

同で取り組む事業内容等を記した内容であるが、当計画の実施を通し、小規模事業者の生産性向上

にも結び付けていきたい。 

 

②課 題 

○製造業 

  医療機器製造、車載製品製造等の企業が設備投資・雇用面において好調で管内景気を支えてい

る。しかしながら、労働力の確保が難しく、外国人労働者を受け入れている事業者が増加傾向に

ある。また、地域の伝統的工芸品である「大館曲げわっぱ」製造業者は、事業所数は 4 社と大き

くはないものの、大館市の“顔”として、各社とも幅広く認知されている。独自の製法により、

他地域との差別化が図られていることや、近年の弁当ブームや「ふるさと納税寄付金制度」の返

礼品として人気が高いことから受注が伸びてきていることが強みではある。しかしながら、職人

の確保や販売促進が課題となっている。 

   このほか、主に「きりたんぽ」に関わる食料品製造業について、季節変動による売上変動への

対応が課題である。年間の売上の大半を秋～冬で確保している事業者が多く、通年での売上確保

が求められている。 

 

 ○建設業 

日本海沿岸東北自動車道の建設等、公共工事の受注が順調に推移してきたが、近年は国や地方

公共団体財政の厳しい状況からの公共工事が減少傾向にあるとともに、原価の上昇に加え、事業

者同士の競争により請負金額が低下してきている。また、職人の人手不足、働き方改革や消費税

率の引き上げに対応しながら、いかに収益確保ができるかが課題となっている。 

 

○卸売業、小売業 

   小規模事業者は地域密着度が高く、地元消費者ニーズに柔軟に対応できる強みはあるものの、

インターネットの普及や幅広く安価な商品展開を可能にしている大手・大型資本企業との差別

化や、差別化した商品・サービスの販売促進・情報発信ができておらず、売上減少傾向にあるこ

とが課題である。特に小売業については、郊外の商業集積地へ市内消費者の多くが買い物へ行く

ようになっていることや、コンビニエンスストアの増加が大きく影響している。 

    

  ○サービス業（生活関連サービス・娯楽業） 

   全国的にも秋田県は、理容・美容業者数が多い地域であるが、当地域も同傾向である。近年は、

人口比率に対する店舗の過剰感から、低価格競争・顧客の奪い合いが起こりつつあることや、後

継者がいないことにより廃業に追い込まれる事業者が後を絶たない状況にあることが課題であ

る。 
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○サービス業（宿泊業・飲食サービス業） 

   宿泊業については、市内宿泊施設の定員稼働率を見ると、定員稼働率は 31.4％（平成 30年 1-

12 月、大館市調査）であり、秋田県全体の 29.0％（平成 30 年 1-12 月、観光庁統計）を若干上

回る。平時からビジネス利用が堅調であるが、全国の 40.8％（同）と比べると大きく劣る。 

「本場大館きりたんぽまつり」や「肉の博覧会 in おおだて」等の大型イベントにより、地域

の交流人口は年々拡大傾向にあるが、日帰りやイベントでの飲食の完結により、宿泊施設や飲食

店への経済波及効果が薄い状況である。インバウンドの需要が増えてきているが飲食店での Wi-

Fi 環境、外国語表記等の整備が遅れていることも課題として挙げられる。 

 

［大館市総合計画の引用、整合性］ 

  大館市は「第 2次新大館市総合計画」（平成 28年度～令和 5年度）を策定。関連する内容を次の

通り転記する。 

 

（施策大綱の記載より） 

・地域の活性化と賑わいづくりを推進するため、新分野の展開や販路の拡大により、時代変化に

即した地元企業や商店による商業の振興を図るほか、市の賑わい、活気を生む商業の取り組み

を支援します。 

・農産物や特産品の PR、地産地消、販路の拡大に努め、農業と商工業及び観光関連産業との連

携による 6 次産業の振興とともに、本市の基幹産業である資源リサイクル産業や健康産業に

加え、豊富な地域資源を生かした畜産系企業や新エネルギー関連企業など新たな柱となりうる

産業の育成・誘致を目指します。 

・観光が市内産業の有力な産業の柱となるよう、「忠犬ハチ公」、「きりたんぽ」、「比内地鶏」、「曲

げわっぱ」など、観光資源のブランド力の向上、伝統的工芸品を生かした体験型観光や多彩な

地域資源を生かしたグリーン・ツーリズムなどの滞在型観光の促進、海外からの教育旅行の誘

致など、観光による地域活性化へ向けた取り組みを支援し、市全体を歴史的観光資源と捉え、

「物語」のある観光地として、広域連携を図りながら、地域の魅力の向上と交流人口の拡大を

図ります。 

 

（具体的な取り組み） 

・賑わいのある商業の振興 

〇まちの賑わいの創出や市民の買い物環境の確保に大切な役割を担っている商店街の維持・活

性化を図るため、地域に密着したサービスの展開や魅力ある特産品の開発・販売のほか、空

き店舗を活用する商業団体の運営を支援するなど、魅力ある商業の形成を進めます。 

   〇地元商工団体と連携し、商店や事業所への経営指導の強化を図り、後継者の育成、住民の日

常生活に密着した商品・サービスの提供等の促進を図ります。 

〇付加価値の高い農畜産品の生産や販路拡大に向けて、インターネットを活用し、都市部への

PR等による特産品の販路拡大に取り組みます。 

   〇地元商工団体や福祉関係団体等と協議し、市内商店による交通弱者、買い物弱者に配慮した

販売方法を検討し、地元商店街が活性化する環境づくりを推進します。 

   〇購買流出の抑制を図るため、商工団体等の関係機関と協議を進め、地域独自の買い物用 IC

カード（ポイント付与機能付きの電子マネー等）の導入を目指します。 

 ・既存商工業の経営支援 

〇市内中小企業の事業継続や経営安定化に必要となる資金調達の環境を整えるため、商工団

体・金融機関等の関係機関との連携により、景気動向や為替変動など経済情勢の変化を的確

に捉え、各種制度融資や信用保証料の補助など、効果的な金融支援を行います。 

・新たな地域産業の育成 

〇地元農畜産品を使用した特産品の開発・販売、農村体験や食育等、他産業と新たな産業の育
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成を推進します。 

   〇市内における産業間での連携実績を踏まえ、地域資源を生かした地元での生産、加工、流通

を担う、6次産業の実現に受けて取り組みを進めます。 

   〇匠の技の継承や原材料の確保、情報発信などへの支援により、伝統工芸品のブランド力の向

上を図るとともに、異業種間の連携による新たな商品開発を支援します。 

   〇展示会への出展や業界認証取得等に支援し、地元企業の販路拡大を推進します。 

   〇新設や移転に対する支援メニューの創設などを行い、研究機関の誘致を推進します。 

・起業・創業の支援 

   〇産業の新陳代謝を進め、民間活力を高めるため、商工団体や金融機関等との連携、国・県等

の支援策の活用を図り、起業・創業希望者のニーズに応じた総合的な支援を行います。 

   〇若者や女性をはじめとする起業・創業の意欲が旺盛な人へ支援するため、創業支援補助金の

創設や情報提供、各種相談など、起業・創業しやすい環境を整備します。 

 

これらの内容は大館商工会議所、大館北秋商工会の事業計画とも合致するものであり、関係機関

一丸となって取り組むべきものと認識している。 

 

 

（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 

これから 10 年先、人口減少によるマーケットの縮小をはじめ、経営者の高齢化や後継者不在

により、存続の危機にさらされる事業者が増え続けることが予想される。多くの小規模事業者が

「生き残り」という深刻な課題に向かっていかなければならないと考えられる。 

こうした厳しい地域環境だからこそ、商工会議所・商工会は、地域の経済社会・雇用を支える

小規模事業者を守り、持続的な発展を支えることにチャレンジし続けなければならない。 

地域経済発展のためには、地域経済を支えている小規模事業者の経営力・競争力強化が重要課

題であるが、上記「（１）地域の現状及び課題 ②課題」で記載したような商工業構造の特性の

変化や、消費者の購買動向の変化など、小規模事業者に取り巻く環境は日々変容し続けている。

このため、環境変化を的確に捉えつつ、自社の強みを発見し、自社の強みを生かしたブランディ

ングにより、自立経営を実践できるよう経営力の向上図る必要がある。 

また、大手・大型資本企業の競合に負けない競争力を磨き上げ、消費者にとって魅力があり、

選ばれる事業者であり続ける必要がある。 

そのためには、小規模事業者が抱えている様々な経営課題に対し、経営指導員をはじめとする

職員一人ひとりが、スキルアップの向上に努めることはもちろん、他の支援機関・専門家等との

連携により相談体制を整備し、事業者に寄り添った経営支援を実施していかなければならない。 

このほか、繰り返しにはなるが、人口減少による域内マーケットの縮小は避けられないと考え

られることから、関係機関との連携により、地域特産品を活用した新商品開発・ブランド化など、

地域の魅力を積極的に域外へ発信する取り組みを行い、地域経済への波及効果を促す必要があ

る。魅力的な地域産品を発信することで、大館市への交流人口の増加と、それに伴う消費活動の

拡大を目指す。 

 

②大館市総合計画との連動性・整合性 

大館商工会議所・大館北秋商工会が目指す将来の姿は、「10年後の厳しい地域環境下にあって

も、事業者とともに挑み続ける商工会議所・商工会」を名実ともに実現している姿である。 

 一方、大館市総合計画では「「匠と歴史を伝承し、誇りと宝を力に変えていく“未来創造都市”」

を 10 年後の将来像に掲げ、一人ひとりが、ひとやまちを未来に継承する持続可能なまちづくり

を目指している。特に、匠の技をはじめ今日の地域の発展を支えたこの良き歴史とともに継承し、

まちの誇りとして受け継がれた地域特性（「宝」）を将来のまちづくりの活力（「力」）に変え、未

来へ向けてさらなる発展を目指していくこと、その重要な主人公の一人が小規模事業者である。 
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挑み続ける商工会議所・商工会が、市の将来像の実現も見据えて、小規模事業者振興のために

足並みを揃えて強化・推進する経営発達支援の基本的な目標は次のとおりである。 

 

 

《大館市の将来像》 

匠と歴史を伝承し  誇りと宝を力に変えていく “未来創造都市” 
       ↓               ↓               ↓ 

《経営発達支援計画の基本目標》 

承継していく      挑戦していく      創造していく 
事業承継・第 2創業支援強化 経営力向上・経営革新支援強化 ブランド力強化・創業支援強化 

 

 

大館市は、2016(平成 28)年度から 2023(令和 5)年度までの 8 年間を計画期間とする「第 2 次

新大館市総合計画」（以下「総合計画」という。）を 2016(平成 28)年 4 月に策定し、将来都市像

を明らかにしてその実現に向け、施策の進展を図っている。 

総合計画では「匠と歴史を伝承し、誇りと宝を力に変えていく“未来創造都市”」を目指して

おり、この中の 6 つの政策大綱のうち、商工業の振興に関連する施策では「《ものづくり》地域

の特性を活かし暮らしを支える“産業創造都市”」、「《物語づくり》暮らしとまちなかに賑わいと

交流を生む“多文化交流都市”」の 2つを基本目標に掲げている。 

 

③商工会議所・商工会としての役割 

大館商工会議所・大館北秋商工会は、ともに創設以来、小規模事業者の全体的な底上げを図

るための身近な相談窓口として事業者を支援する役割を中心に、地域活性化事業にも積極的に

取り組んできた。近年では、大館商工会議所が持続化補助金等、各種補助金等の支援制度の活

用に特に力を入れているほか、大館北秋商工会では 10年先を見据え「個別支援を徹底的にサポ

ート」することを柱とした「商工会創生プラン・アクションプログラム」を 2017（平成 29）年

度から 5年計画で進めるなど、特に個社企業の支援活動を強化し、地域全体の活性化に結び付

けていくための取り組みを進めている。 

 しかし、人口減少や少子高齢化が進む中、商工会議所・商工会には、地域経済を支え地域活

性化の基礎となる小規模事業者が将来にわたって事業を継続・発展させていくために、更なる

支援の強化をはじめ、地方創生への取り組みを加速させることが求められており、その役割を

果たしていかなければならない。 

 こうした課題や商工会議所・商工会に課せられた役割・期待をしっかりと受け止め、行政の

産業施策と方向をひとつにしながら、特に小規模事業者が新たな需要を獲得するための事業へ

の再構築を促すため、これまで以上に経営戦略に踏み込んだ支援の強化を果たしていく。その

ため、将来のあるべき姿を共有し、それぞれの役割を明確にしながら相互に連携し、令和 2年

4 月から大館市の「後期基本計画」と「第 2 期総合戦略」とともに「経営発達支援計画」を一

斉にスタートさせることで、相乗効果を発揮し実効性を高めていきたい。 

そのためにも、市、商工会議所、商工会は「経営発達支援計画」を三者共同で作成し取り組

んでいくが、商工会議所・商工会の主な役割は次の 3つである。 

① 行政ではできない商工会議所・商工会ならではの踏み込んだ個社支援を徹底すること。 

② 行政の施策と小規模事業者とを結び付ける役割をしっかり果たすこと。 

③ 地域経済の活性化事業においても、大館市を含め、秋田県や国の各機関等の行政や、各商

工団体の上部組織に対し、地域の小規模事業者の声を届け、施策に反映させるとともに、し

っかりと協働していくことである。 
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（３）経営発達支援事業の目標 

目標１．「承継していく」 事業承継・第 2創業支援の強化 
 

目標２.「挑戦していく」 経営力向上・経営革新支援の強化 
  

目標３．「創造していく」 ブランド力強化・創業支援の強化 

 

（４）目標の達成に向けた方針 

目標１．「承継していく」 事業承継・第 2創業支援の強化 

事業承継・第 2創業支援の実施にあたっては、個別の要請・相談を受けてから行うのではな

く、経営指導員自らがあらかじめ小規模事業者の実態を把握した上で、事業に取り組むきっか

けをつくり、必要な準備期間を十分確保して早期の着手が可能となるよう支援していく。 

大館商工会議所・大館北秋商工会は、地域の小規模事業者にとって最も身近な支援機関とし

て、これまで経営相談等支援業務を行ってきた。これからは、把握している小規模事業者の情

報をもとに、更に踏み込んで「継ぎたい」「継がせたい」「業態転換や新分野へ進出したい」と

思うような経営体質の強化を図るとともに、事業承継・第 2創業を考えている人への支援を中

心に、承継のきっかけづくりからその後のフォローまで、商工会議所・商工会ならではの一貫

した事業承継支援に取り組むこととする。 

 

 目標２.「挑戦していく」 経営力向上・経営革新支援の強化 

急速なグローバル化、ICT化の推進、農業の 6次産業化、インバウンド需要の増大、人手不

足に伴う高齢者や外国人材の活用など、環境変化に伴い企業の経営スタイルも大きく変化し

ている。こうした中で、将来、成長が期待されるビジネスモデルへの再構築を図るためには、

地域の強みである、農業、観光産業、鉱業・資源リサイクル産業、畜産系企業との連携による

高付加価値化、全国や海外市場を視野に入れた域外への販路拡大、ICT 活用による効率化や顧

客の囲い込み・新規客の獲得などの視点が重要である。 

そこで、本業の成長を促す「経営力向上」や新分野等の進出をめざす「経営革新」への取り

組みを促し、小規模事業者の「稼ぐチカラ」を伸ばす支援体制と仕組みを構築するものとす

る。 

 

 目標３．「創造していく」 ブランド力強化・創業支援の強化 

（ブランド力強化） 

    将来にわたって持続的に経営をしていくには、売上の維持・向上は欠かせない。このために

は、多様化する消費者ニーズを的確に捉えた上での商品ブランディングが求められる。「目標

２.『挑戦していく』 経営力向上・経営革新支援の強化」に掲げた「経営力向上」・「経営革

新」にも通じるが、事業所の“顔”となりうる商品・サービスを「作り上げる／磨き上げるこ

と」で、「稼ぐチカラ」を伸ばす仕組みを構築する。ブランド力強化は域外への波及が見込ま

れるほか、域内においても同業他社への良い刺激となることを期待している。 

 

（創業支援の強化） 

創業支援の強化に関する取り組みの核としては、大館市、大館商工会議所、大館北秋商工

会、日本政策金融公庫、秋田銀行、北都銀行、秋田県信用組合、秋田県信用保証協会が参画す

る「おおだて創業ネットワーク会議」を更に機能させることが挙げられる。 

具体的には、緊密な連携を図りながら潜在的創業者を掘り起こす取り組みや、商工会議所と

商工会がそれぞれワンストップ相談窓口として機能させ、各支援機関の充実した支援策の提

供や適切な支援機関の紹介により、課題解決に向けたサポートを一元的に受けることができ

るよう整備する。 
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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 

  大館商工会議所、大館北秋商工会が抱える現状と課題は以下の通り。 

（大館商工会議所） 

管内事業所の巡回訪問、移動相談所(6カ所)により事業者の経営上の課題確認、国、県、市

等の施策の情報提供などを行っている。その際に得た、事業者の悩みや困りごと、先行き等の

景況感について聞き取りしているものの、一元的に管理・蓄積する仕組みがなく、職員間の情

報共有も不十分であった。 

また、独自に実施していた年 4回の景気動向調査も、平成 26年度途中から実施していない。

そのため、金融機関などが提供しているデータを活用してきたが、管内事業者のニーズに必ず

しも沿ったものが提供できない現状にあるため、事業計画策定など小規模事業者への支援に不

都合が生じていた。 

 

  （大館北秋商工会） 

地域の経済・消費動向等の把握に関しては、自治体、金融機関、シンクタンク等が公表して

いる資料をはじめ、新聞・インターネットにて情報を収集・把握し、必要な分析等を行ってき

た。しかしながら、これらは、個別の小規模事業者の求めに応じて随時行っているものであり、

管内小規模事業者に対して広く提供することを前提とした取り組みは行っていない。また専門

的な分析についても十分とはいえない現状にある。 

 

それぞれの現状を踏まえ、次のように改善した上で実施する。 

① 収集・整理、分析を行う項目や手段・手法を具体化し、共同実施体制についても構築する 

② ビックデータ等の活用など専門的な分析を行う 

③ 景況調査を復活させ、より詳細な実態を把握できるよう調査項目を追加する 

④ 景況調査と通行量調査については、区域を商工会地区にまで拡大する 

⑤ ホームページで広く公開するなど成果の活用方法を具体化する 

 

（２）事業内容 

①RESAS等の活用 

お金や人の流れや地元産業の優位性や課題から地域経済動向を「見える化」して、小規模事業

者の事業計画策定等に反映させるため、国が提供するビックデータ RESAS を活用した専門的な地

域経済動向分析を行い、年 1回、9月に分析成果を両団体のホームページにて公表する。これに向

けて、日本商工会議所が RESASを活用して行っている「地域診断サービス」の提供を受けるほか、

経営指導員全員が RESASの活用方法を習得することや、両団体の経営指導員代表各 2名による「調

査分析班」を設置した体制整備のもと、的確な分析ができるよう専門家の助言も受けながら実施

する。 
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調 査 項 目 地域経済のお金や人の流れ、地元産業の優位性や課題 

分 析 手 法 ○「地域経済循環マップ・生産分析」 →何で稼いでいるかを分析 

○「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 

 

②管内景気動向調査 

管内の景気動向をより詳細に把握するため、日本商工会議所・全国商工会連合会が行う「小規

模企業景気動向調査」に独自の調査項目を追加し、調査・分析を行う。年 2 回、6 月と 12 月に成

果を両団体のホームページにて公表する。 

調 査 対 象 管内小規模事業者 120社 

（製造業、建設業、卸売・小売業、サービス業から 30社ずつ） 

調 査 項 目 売上高、採算、仕入れ単価、資金繰り、雇用、設備投資 等 

業種に応じた動向把握のため次の調査項目を追加する 

〇共 通：経営上の問題点・支援ニーズ、ICT導入予定、人手不足の状況 

〇製造業：取引先の増減傾向 

〇建設業：公共工事の増減傾向 

〇卸・小売業：客数・客単価の増減傾向 

〇サービス業：客数・客単価の増減傾向 

調 査 手 法 調査票を郵送し、返信用封筒及び FAX、メール、巡回訪問で回収する。 

分 析 手 法 調査分析班が外部専門家と連携し分析を行う。 

 

③市内通行量・交通量調査 

消費者の買物行動を左右する指標の一つとなる交通量の実態を把握するため、市内主要幹線道

路での歩行者と車輌の通行量調査を年 1回、7月に調査・分析を行い、成果を両団体のホームペー

ジにて公表する。 

調 査 対 象 歩行者、車輌 

調 査 項 目 〇歩行者通行量調査 4地点（御成町二丁目、御成町四丁目、大町、比内町扇田） 

〇車輌交通量調査 6地点（上記に加え、清水町、大田面） 

調 査 手 法 調査員による実地計測(7時間)を平日と休日の 2日間実施する。 

分 析 手 法 経営指導員が地点・対象ごとにまとめ、過去のデータと比較する等の分析を行い、

特徴的な傾向等を導き出す。 

 

 

（３）成果の活用 

 ①ホームページ掲載による周知の徹底 

情報収集・調査、分析した結果は、両団体のホームページに掲載し、広く管内事業者等に周知す

る。 

 

 ②経営指導への活用 

巡回指導、窓口相談を行う際の参考資料として活用する。特に、管内景気動向調査においては、

経営上の問題点や ICT 導入予定、人手不足の状況についても把握することから、経営上の問題を

抱える事業者に対して、調査、分析で得られた好事例等の紹介もできるよう活用を図る。 
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（４）目 標 

 現行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

①RESAS徹底活用

結果公表回数 
― 1回 1回 1回 1回 1回 

②管内景気動向調

査公表回数 
― 2回 2回 2回 2回 2回 

③通行量・交通量

調査公表回数 
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 

  大館商工会議所・大館北秋商工会とも、巡回訪問等で管内小規模事業者の経営状況の把握に努め

ているが、経営分析に関しては、分析範囲が財務分析にとどまっており非財務分析までは行ってい

ない場合が多い。また、経営分析を行うきっかけも融資相談や補助金活用を前提としたケースが多

く対象者が限定的である。 

また、担当する経営指導員の知識や経験によって分析件数や分析の精度にバラつきがあり、専門

家の助言を得た高度な分析も行っていない。更には、分析結果の一元管理や職員間の共有も進んで

いない。 

加えて、地域の大きな課題となっている事業承継支援については、「継ぎたい」「継がせたい」と

思うような経営体質の強化に導く支援の必要性や緊急性が高いものの、事業承継の課題を抱える

小規模事業者の多くが、経営状況の分析が進んでいない実態にある。 

 

これらの現状を踏まえ、次のように改善した上で実施する。 

① 広く対象者を拡大するため、セミナーと巡回による対象者の掘り起こしを行う。 

② 「調査分析班」を中心に、補助員、記帳専任職員、経営支援員、一般職員を含めて組織的

に掘り起こしを行う。 

③ 特に事業承継の課題を抱える小規模事業者を重点的な対象に位置付ける。 

④ ローカルベンチマークなど共通のツールを用いて非財務分析を含む詳細な経営分析を行う 

⑤ 分析は複数の経営指導員で多角的に検証し精度を確保する 

⑥ 必要に応じて、専門家を活用した高度な分析も行うこととする 

⑦ 分析結果の共有により職員のスキルアップに活かす 

 

（２）事業内容 

①経営分析を行う事業者の掘り起こし 

管内の小規模事業者に対して経営分析を行うこととし、経営分析を行う事業者の掘り起こしは

経営分析セミナーの開催や巡回訪問による。経営分析の必要性・重要性を周知することで、対象事

業者を掘り起こす。 

中でも事業承継の課題に直面している事業者に対しては、個別の申し込みを待つのではなく、経

営指導員自らが積極的に働きかけ、経営分析をきっかけとして、早期に課題解決のために必要な事

業に着手することを促すよう重点的に実施する。 
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ア．経営分析セミナーの開催 

募 集 方 法 窓口・巡回相談時のほか、ホームページなどを活用して広く小規模事業者に周知し

募集する。 

開催回数・ 

参加者数 

年１回、定員を 20 事業者程度にして一人ひとりの理解度を確認できる丁寧なセミ

ナーとする。計画開始 2 年間はこの目標とするが 3 年目には 1.5 倍、5 年目には開

催回数を 2回に増やし、2倍の 40社を目指す。 

 

イ．巡回訪問による掘り起こし 

 人手不足などの影響により、近年、様々なセミナーを開催しても、参加者が集まらない傾向が

続いているため、当該対象者の発掘に関しては、セミナーだけでは不十分であり、セミナー参加

者以外にも分析の重要性を周知するため巡回訪問による方法についても積極的に実施する。 

実 施 方 法 巡回訪問時に、経営指導員、補助員、記帳専任職員、経営支援員、一般職員が、経

営分析の必要性を周知し、特に補助金等の活用に興味がある事業者を中心として対

象者を発掘する。また、重点支援先である事業承継の課題を抱える事業所は、現経

営者のみならず後継者についても対象者とするよう配慮する。 

実施回数・ 

対象者数 

巡回訪問は、管内全ての小規模事業者約 2,800社を対象とし、経営指導員 1人当た

り平均 350社となるが、知識や経験の浅い経営指導員もいることから、補助員等の

協力を得ながら計画開始後 2 年間は 1 人当たり 10 社、延べ 80 社を目標とする。3

年目には 1.5倍、5年目には 2倍を目指す。 

 

②経営分析の実施 

対  象  者 上記①ア・イによって発掘された事業者（目標 100社）の中から、意欲的で販路拡

大の可能性の高い事業者 80 社を選定する。計画開始 2 年間はこの目標とするが 3

年目には 1.5倍、5年目には 2倍を目指す。 

分 析 項 目 「財務分析」と「非財務分析」の双方を行う。 

〇財務分析 

売上増加率、営業利益率、損益分岐点、労働生産性、EBITDA、有利子負債倍率、

営業運転資本回転期間、自己資本比率など 

〇非財務分析 

強み・弱み・脅威・機会等の「SWOT分析」、技術力・販売力、市場規模・シェア、

顧客リピート率など 

分 析 手 法 ア．「ローカルベンチマーク」活用による分析 

「売上高増加率」「営業利益率」「労働生産性」「EBITDA」「 有利子負債倍率」「営

業運転 資本回転期間」「自己資本比率」の 6つの指標から財務分析を行う。分析し

た各事業者と業界標準数値を比較することや総合評価点の分析を行うことで、事業

者の財務上の問題点を把握する。 

また、小規模事業者は自らの強みや弱みを正確に把握していない場合も多いこと

から、上記の財務分析に加えて「ローカルベンチマーク」の「非財務ヒアリングシ

ート(商流・業務フロー)」と「非財務ヒアリングシート(4 つの視点)」などを活用

し、事業者の強みと弱みをヒアリングする。強みは小規模事業者の成長のため特に

重要なので、事業者が気付いてない強みを発見できるように心がける。 

イ．その他のツールの補完的活用 

上記のツールを中心に活用し、別途、中小機構「経営計画つくるくん」、経営支援

基盤システム「BIZミル」、「ネット de 記帳による経営分析」についても、補完的に

活用する。 
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（３）成果の活用 

①分析結果は当該事業者にフィードバックするとともに、経営上の改善点や事業計画策定支援

に取り込めるよう提案する。 

②データベース化し共有することで、経営指導員のみならず、全職員のスキルアップに活用す

る。 

③分析により課題が発見され、経営指導員では解決が難しいと判断した場合は、エキスパート

バンク事業やミラサポ制度を活用して、中小企業診断士や税理士などの外部専門家により解

決を図る。 

 

（４）目 標 

 現行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

①ア. 経営分析セミ

ナーの開催回数 
― 1回 1回 1回 1回 2回 

①ア. 経営分析セミ

ナーの参加者数 
― 20社 20社 30社 30社 40社 

①イ．巡回による対

象者掘り起し数 
― 80社 80社 120社 120社 160社 

②上記ア＋イのうち 

経 営 分 析 件 数 
― 80件 80件 120件 120件 160件 

 

 

４. 事業計画策定支援に関すること 
 

（１）現状と課題 

大館商工会議所・大館北秋商工会とも、経営分析と同様に、事業計画策定を行うきっかけについ

ても融資相談や補助金活用を前提としたケースが多く対象者が限定的である。 

また、担当する経営指導員の知識や経験によって、計画の精度にバラつきがあり、専門家の助言

を得た高度な計画策定も例が少ない。更には、策定した事業計画の一元管理や職員間の共有も進ん

でいない。 

これらの現状を踏まえ、次のように改善した上で実施する。 

① これまで実施しなかったセミナーを開催し効率的な支援を行う 

② 経営分析を行った事業所の 5割は事業計画策定を目指す 

③ 「策定支援班」を中心に複数の経営指導員で多角的に支援し計画精度を確保する 

④ 必要に応じて、専門家を活用した高度な計画策定も行うこととする 

⑤ 策定した事業計画を共有することによって職員のスキルアップに活かす 

 

（２）支援に対する考え方 

小規模事業者は、自社の課題解決のために事業計画策定の必要性についての意識はあるものの、

日々の経営活動に追われ、頭に描いた計画を書面に落とすスキルやノウハウが乏しく、実質的な行

動につながっていないことが多いのが実態である。経営分析を行わないままでは、実現可能性のあ

る計画が描けず、事業計画を策定する動機すら芽生えないものと考えられる。 

そこで、事業計画策定支援の前提として、まずは経営分析を行うことが必須であることを念頭に

置いて、経営分析を行う事業者を拡大する取り組みを強化するとともに、「事業計画作成支援セミ

ナー」を新たに開催することとし、カリキュラムを工夫するなどして、経営分析セミナーとの連続

性を持たせ、経営分析を行った事業者の 5割／年の事業計画策定を目指すこととする。 

加えて、特に事業承継の課題を抱える小規模事業者を重点的な対象に位置付けるほか、国の小規
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模事業者持続化補助金、IT 導入補助金、ものづくり補助金、県の元気づくり補助金などへの補助

金申請を契機として事業計画の策定を目指す事業者の中から、実現可能性の高いものを選定し、経

営分析の実施とともに事業計画の策定支援につなげていく。 

 

（３）事業内容 

①事業計画策定支援事業者の掘り起こし 

ア．事業計画策定支援セミナーの開催 

事業計画策定の必要性について啓発・動機付けを行うだけでなく、より具体的にイメージで

きるよう、実際の補助金の申請様式を教材として用いて事業計画策定演習を行う。 

募 集 方 法 経営分析を行った事業者 

回   数 年 2回 

内   容 持続化補助金申請の様式を教材とした策定演習を中心に行う。 

企業概要、顧客ニーズと市場の動向、自社や自社の提供する商品・サービスの強

み、経営方針・目標と今後のプラン、事業の具体的内容、事業の効果、経費の明

細、資金調達計画など申請様式に従いながら、考え方・記入のポイントを習得で

きる内容とする。外部講師をメイン指導者とするが、経営指導員が参加者のフォ

ローアップを行う。 

定   員 1回当たり 20名程度 

イ．セミナー不参加者への個別巡回・相談フォロー 

経営分析を行った事業者のうち、上記セミナーに参加できなかった事業者には、個別・巡回相

談にて支援を行う。内容はセミナーと同様のものとする。 

 

②事業計画の策定支援 

支援対象者 経営分析を行った事業者 80 社を対象として、経営分析を行った事業者の 5 割／

年の 40 社の事業計画策定を目指すなど確実な策定につなげていく。計画開始 2

年間はこの目標とするが 3年目には 1.5倍、5年目には 2倍を目指す。 

手段・手法 〇担当者の配置 

 事業者ごとの担当者を決め、メインとサブの経営指導員 2人以上を配置しチー

ムで協力して一貫した支援を行う。 

〇支援の基本的考え 

事業計画は本来、事業者が独自に作成するものである。そこで、事業者自身が

自分で考え、自分の言葉で計画を策定できるよう、側面から支援を行う。 

計画策定後の実行支援もあらかじめ具体化する。 

〇支援の方法 

ほとんどの小規模事業者が事業計画を策定したことがない現状を鑑み、まずは

比較的取り掛かりやすいと考えられる持続化補助金をはじめとした補助事業計

画書策定を中心に提案する。このほか、対象事業者の「３．経営状況の分析に関

すること」で分析した具体的課題に応じ、「ビジネスモデルの転換」「経営課題の

解決」なども内容に盛り込む。 

また、事業承継の課題を抱える事業者に対しては、現経営者が将来の事業承継

を見据え、本業の強みを伸ばす経営改善を行うことで、第三者を含めた後継者が

後を継ぎたくなるような経営状態への引き上げを目指した事業計画策定を促す

こととする。 

〇関係支援機関との連携 

内容が専門的で、経営指導員だけでは支援の限界がある場合は、あきた企業活

性化センターや秋田県よろず支援拠点などの専門支援機関や外部専門家と連携

し、確実な計画策定につなげていく。 
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③創業者向け支援 

大館市は、産業競争力強化法に基づく「大館市創業支援事業計画」に従い「おおだて創業支援ネ

ットワーク」を構築している。このネットワークでは、大館市と大館商工会議所、大館北秋商工会、

大館市内の各金融機関が連携し、創業希望者に対する窓口相談事業や創業前の個別経営指導、創業

後のフォローアップなどを行っている。このような取り組みの中で、商工会議所や商工会へ相談に

来る創業者・創業希望者が年々増えてきている。そこで、相談に訪れる創業希望者に対し、創業計

画の策定支援を行う。経営指導員がそれぞれの行動計画の実現可能性を客観的に確認するなど、創

業後に確実に事業展開できるような計画づくりを支援する。 

 

（４）目 標 

 現行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

①事業計画策定 

セミナー開催回数 
― 2回 2回 3回 3回 4回 

①事業計画策定 

セミナー参加者数 
― 40社 40社 60社 60社 80社 

②事業計画策定 

事業者数  
28社 40社 40社 60社 60社 80社 

③創業計画策定 

者数 
4社 8社 8社 8社 10社 10社 

 

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 

大館商工会議所・大館北秋商工会とも、補助事業の採択事業者が中心となってしまい、補助対象

期間内の経費支出の確認をはじめ、実績報告のための売上や利益目標の進捗の把握など、フォロー

アップの対象や中身が限定的であった。また、計画と進捗との間にズレが生じていることを見過ご

してしまうケースがあるなど、訪問回数の頻度についても十分ではなかった。 

これらの現状を踏まえ、次のように改善した上で実施する。 

① 対象については事業計画を策定した全てを支援対象とする 

② 事業者毎に担当を決め、複数の経営指導員で対応する 

③ 定期的な巡回訪問を基本として計画的に実施する 

④ 訪問頻度は、事業者毎の事業計画の進捗等により必要性を判断し幅をもって設定する 

⑤ 事業計画の進捗にズレが生じた場合は、専門家等の第三者の意見も取り入れて対策する 

 

（２）事業内容 

①定期巡回訪問によるフォローアップ 

（対象事業者） 

計画策定事業者全てを対象にフォローアップを行う。 

対象事業者毎に担当を決めることとし、8人の経営指導員が 1人 5社を担当する。フォローの

精度を高めるため、原則として複数担当制とし経営指導員 2人がペアをつくり、1人当たり主担

当 5社に加え、副担当として 5社についても受け持つこととする。また、創業者 8社に対しても

主担当 1社、副担当 1社を受け持つこととする。 

（フォローアップの方法と頻度） 

フォローアップは、定期巡回訪問によるものとし、2カ月に 1回、年 6回を基本とする。40社

に対して年 6回、延回数は年間 240回を目標とする。また、創業者向け支援についても同様に、

8社に対して年 6回、延回数は年間 48回を目標とする。 
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（事業計画の進捗状況等による頻度の増減） 

事業計画の進捗状況等により、訪問回数を増やして集中的に支援すべき事業者と、ある程度順

調と判断し訪問回数を減らしても支障ない事業者を見極めた上で、フォローアップ頻度を設定

する。 

具体的には、事業計画策定 40 社のうち、10 社は毎月１回、10 社は 2 カ月に 1 回、10 社は四

半期に 1回、10社については年 2回とする（延回数は年間 240回）。ただし、事業者からの申し

出等により、臨機応変に対応することとする。また、創業計画策定者 8 社に対しては 2カ月に 1

回（延回数は年間 48 回）とする。 

 

（計画と進捗状況とがズレている場合の対応） 

計画の実施が何らかの理由により遅れている、停滞しているなど、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、外部専門家や県商工会連合会の専門

経営指導員など第三者の視点を必ず投入し、当該ズレの発生要因及び今後の対応方策を検討の

うえ、フォローアップ頻度の変更等を行う。 

 

 （支援した事業者の売上や利益率の増加等の目標設定） 

   フォローアップ対象事業者のうち、売上額・利益率の増加等の目標値を次のとおり設定する。 

指 標 目 標 値 

売 上 増 
前年同期比で、売上金額の増加を達成した事業所数の割合がフォローアップ対

象事業者の 70％以上 

利益率増 
前年同期比で、営業利益率 3％以上の増加を達成した事業所数の割合がフォロ

ーアップ対象事業者の 70％以上 

 

②支援機関との連携及び専門家の活用 

フォローアップで明らかになった専門的な課題は、各種支援機関との連携やエキスパートバン

ク等の専門家派遣事業を活用するなどして解決に向けたサポートを行う。 

また、重点支援先である事業承継に課題を抱える事業者に対しては、財務や税務等に関する専門

的な助言が必要になることが想定されるため支援機関や専門家を積極的に活用する。 

 

（３）目 標 

 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 

（創業計画策定者

含む） 

32社 48社 48社 68社 70社 90社 

フォローアップ 

頻度（延回数） 

（創業計画策定者

含む） 

96回 288回 288回 408回 420回 540回 

売上増加事業者数 ― 28社 28社 42社 42社 56社 

利益率 3％以上の

増加事業者数 
― 28社 28社 42社 42社 56社 
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６.需要動向調査に関すること 
 

（１）現状と課題 

大館商工会議所、大館北秋商工会とも、需要動向の把握に関しては、展示会等に出展する事業者

が来場者向けにアンケート調査を行う際の様式作成等に関する助言など、個別の支援ニーズに応

えることが中心であり、支援の対象や中身が限定的であった。 

また、地域ブランドの形成や観光地の知名度向上につながる調査など、必要性が高い調査につい

ても、これまで実施できなかった。 

これらの現状を踏まえ、次のように改善した上で実施する。 

① 経営分析や事業計画策定を行うことと連動制をもった調査を行う 

② 調査はマーケットインの考え方を浸透させることに配慮する 

③「経済活性化班」を中心に、地域ブランドの形成や観光地の知名度向上につながり、結果的

に事業者の商品等に対する需要動向に資する調査を実施する 

 

（２）事業内容 

①特産品ニーズアンケート調査 

ア． 地域特産品「きりたんぽ鍋」のニーズアンケート調査 

   地域のイベントや「ふるさと納税寄付金制度」の返礼品を通じ、「きりたんぽ鍋」の産業・販

路拡大に注力している。管内の「きりたんぽ鍋」に関わる製造・販売業者の多くは小規模事業者

であり、独自にマーケティング調査を行っている事業者はほとんどいない。そこで、消費者の声

を収集するため、毎年 10月、県内外より 10万人を超える来場がある大規模な食のイベント「本

場大館きりたんぽまつり」で「きりたんぽ鍋」についてのアンケート調査を実施する。調査結果

を分析した上で、対象事業者へフィードバックすることで、新商品開発、商品改良をする基礎資

料にする。また、当該調査の分析結果を事業計画に反映する。 

調査対象事

業 者 数 

「きりたんぽ鍋」の販売・製造業者 8社 

（経営分析や事業計画策定を行う） 

調 査 

サンプル数 

きりたんぽまつり来場者延べ 480人 

（1事業者当たり 60人の来場者に調査を行う） 

調 査 項 目 年代・性別・居住（出身）地・きりたんぽの認知度・価格満足度・きりたんぽの大

きさ及び味・スープの濃さ及び味・食材のバランス・購入頻度・購入チャンネル・

いつ食べるか・その他改善点等 

調 査 手 段 

・ 手 法 

3日間の開催期間中に 8事業者それぞれの「きりたんぽ鍋」を購入し食べていただ

いた来場者に対して、調査員が聞き取りのうえ、アンケート票へ記入する 

分析手段・ 

方 法 

アンケート票を集計ツールにて集計、グラフ化、クロス集計などを行った後、事業

者毎に全体の傾向との比較を含めた傾向等を専門家の助言を求めながら経営指導

員等が分析して導き出す。 

分析結果の

活 用 

対象事業者へフィードバックし、商品開発、商品のブラッシュアップ、販路拡大に

役立てる。また、事業計画策定等に反映させる。 
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イ．伝統的工芸品「大館曲げわっぱ」のニーズアンケート調査 

「大館曲げわっぱ」は「曲げ物」の工芸品に分類される。「曲げ物」の呼称は地域により異な

るものの、青森県藤崎町の「ひばの曲げ物」、静岡県静岡市の「井川メンパ」、長野県塩尻市の木

曽ヒノキを使用した「メンパ」など、全国に各種存在する。この中で「大館曲げわっぱ」が唯一

伝統的工芸品として国の指定を受けており、独自に認証マークを作るなど、差別化が図られてい

ることが大きな強みである。メディアへの露出頻度が多いほか、購入者がインスタグラムなどの

SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）へ画像発信することが多く、知名度が高い。 

半面、市内曲げわっぱ製造事業者はそのほとんどが小規模事業者であり、中小企業者であって

も決して規模は大きくない。スタッフも限られており、独自に消費者動向の調査に至ることはほ

とんどないのが現状である。 

当市においては、毎年 10 月に、大館市周辺地域の商工業・農林業・地元特産品などを一堂に

展示した「大館圏域産業祭」を開催。新商品や販売促進に力を入れており、特産品の PR の場に

なっている。来場者数は毎年 3万人超。一般来場者に対して特産品の伝統的工芸品「大館曲げわ

っぱ」製品についてのアンケートを実施し、調査結果を分析して対象事業者へフィードバックす

ることで、より消費者ニーズに沿った新商品開発、商品改良をする基礎資料とする。 

調査対象事業

者 数 

伝統的工芸品「大館曲げわっぱ」製造事業者 4社 

（経営分析や事業計画策定行う） 

調 査 

サ ン プ ル 数 

大館圏域産業祭来場者延べ 200人 

（1事業者ごとに 50人の来場者に調査を行う） 

調 査 項 目 年代・性別・居住（出身）・価格満足度・商品の新しさ・斬新さ・形状(デザイ

ン)・質や大きさ・類似商品の利用状況・その他改善点 

調 査 手 段 

・ 手 法 

2 日間の開催期間中に一般来場者に対して、4 事業者 8 商品を「見て」、「触っ

て」、「使って」もらう。調査員が聞き取りのうえ、アンケート票へ記入する 

分 析 手 段 

・ 方 法 

アンケート票を集計ツールにて集計、グラフ化、クロス集計などを行った後、事

業者毎に全体の傾向との比較を含めた傾向等を専門家の助言を求めながら経営

指導員等が分析して導き出す。 

分 析 結 果 の 

活 用 

対象事業者へフィードバックし、商品開発、商品のブラッシュアップ、販路拡大

に役立てる。また、事業計画策定等に反映させる。 

 

 

②観光客ニーズ調査 

大館市観光協会、秋田犬ツーリズム、大館市物産協会と連携し、多くの観光客が集まる大館市

観光交流施設「秋田犬の里」（令和元年 5月の開館から同 9月までで来館者 20万人超）、「道の駅

ひない」（平成 29年の秋田県観光統計で来館者年 12万人超）で年に 1回ヒアリング調査を行う。 

調査対象は、観光客を対象に地域資源を活用した特産品や土産品等を製造・販売している小規

模事業者とし、調査項目は、①大館市で購入したいお土産品、②忠犬ハチ公（秋田犬）、大文字、

秋田杉、比内地鶏、大館さくら豚、えだまめ、大館とんぶり等の地域資源をモチーフ・原材料に

用いた既存商品の評価、③小規模事業者が開発した新商品等の評価の 3 点とする。 

調査結果を分析し、①の大館市で購入したいお土産品のニーズについては、分析結果をホーム

ページ等で広く小規模事業者に公表することとし。②の既存商品の評価、③の新商品の評価につ

いては当該小規模事業者にフィードバックし、商品等のブラッシュアップ・ブランディングにつ

なげる。 

調査対象事業

者 数 

観光客を対象に地域資源を活用した特産品等を製造・販売している小規模事業

者 4社（経営分析や事業計画策定行う） 

調 査 

サ ン プ ル 数 

秋田犬の里・道の駅ひない来場した観光客 延べ 200人 

（1事業者ごとに 50人の来場者に調査を行う） 
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調 査 項 目 ① 大館市で購入したい特産品や土産品等とは 

→予算、旅行前に購入しようと考えていた特産品・お土産品 

② 地域資源を活用した既存商品の評価 

→味（非食品の場合はデザイン・機能等）、パッケージ、分量、価格 等 

③ ②の事業者が開発した新商品等の評価 

→味（非食品の場合はデザイン・機能等）、パッケージ、分量、価格 等 

調 査 手 段 

・ 手 法 

春又は秋の行楽時期を選定して、来場した観光客に対して調査員が聞き取りの

うえ、アンケート票に記入する。 

分 析 手 段 

・ 方 法 

アンケート票を集計ツールにて集計、グラフ化、クロス集計などを行った後、事

業者毎に全体の傾向との比較を含めた傾向等を専門家の助言を求めながら経営

指導員等が分析して導き出す。 

分 析 結 果 の 

活 用 

①の大館市で購入したいお土産品のニーズについては、分析結果をホームペー

ジ等で広く小規模事業者に公表することとし。②の既存商品の評価、③の新商

品の評価については当該小規模事業者にフィードバックし、商品等のブラッシ

ュアップ・ブランディングにつなげる。 

 

③外部環境の調査支援 

小規模事業者は、その経営資源の少なさから、独自に自社を取り巻く環境を客観的に調査する

ことが難しい。そこで、主に事業計画策定時において、事業者の外部環境を調査する支援を実施

する。 

   現状、小規模事業者持続化補助金等の事業計画作成時において、事業者の外部環境を調査支援

しているが、これを今後の事業計画策定時にも継続実施する。さらに、資料の収集幅を拡大し、

より事業者の状況にあった情報を提供できるように努める。 

調査対象事業

者 数 

事業計画を策定する全事業者 

（計画開始 2年間は 40社、3年目以降 60社、5年目以降は 80社） 

収 集 目 的 事業者が事業計画を策定する際の基礎資料として活用する。また、多方面から

の情報を収集することで、事業者が新たな需要を開拓するための新たな需要開

拓の方向性の決定や、新商品・新サービスの開発に活用する。 

収 集 対 象 小規模事業者の販売する商品・サービスに関する需要動向 

調査手段・方法 新聞、雑誌、書籍、インターネット等から、商工会議所・商工会以外の機関が実

施する調査等を利用し収集する。 

分 析 手 段 小規模事業者が提供する商品におけるトレンドを把握し、業界動向や市場シェ

ア等の分析等を経営指導員による分析チームを結成し行う。 

調 査 項 目 インターネット・書籍以外の以下の資料から、事業者の商品等に類似する商品の

ニーズ情報（売れ筋情報）・販売事例・販売量などの情報を収集する。 

・日経新聞・日経流通・日刊工業新聞・日経テレコン・POSEYESなど 

→ 味、パッケージ、分量、価格 等 

分析結果の活

用 

経営指導員が対象事業者に分析結果をフィードバックし、事業計画等に反映さ

せる。 
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（３）目 標 

 現行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

① ア．きりたんぽ鍋

のニーズアンケ

ート調査対象事

業者数 

― 8社 8社 8社 8社 8社 

① イ．曲げわっぱの

ニーズアンケー

ト調査対象事業

者数 

― 4社 4社 4社 4社 4社 

② 観光客ニーズ調

査における支援

対象事業者数 

 4社 4社 4社 4社 4社 

③ 外部環境の調査

支援の事業者数 
― 40社 40社 60社 60社 80社 

上記①～③による事

業計画策定事業者数 
― 40社 40社 60社 60社 80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 

 大館商工会議所・大館北秋商工会ともに、主に持続化補助金など小規模事業者向け施策を踏まえ

た事業計画の進捗支援を進めてきた。後掲「８.地域経済の活性化に資する取り組みに関すること」

で触れるが、当市の郷土料理である「きりたんぽ鍋」や「枝豆および枝豆の加工品」については、

関連団体と連携した取り組みが奏功し、需要創出や消費拡大を図ることができたなど、一定の成果

を上げたものもある。 

  半面、「きりたんぽ鍋」「枝豆および枝豆の加工品」に関連する事業者を含め、当市の事業者は、

ほとんどが小規模であり、販路開拓や需要拡大の取り組みに限界がある。売上の減少や利益確保等

の経営課題が大きな問題となっている。 

 

（２）事業内容 

（支援に対する考え方） 

大館市、小坂町、JA、商工団体等で構成する実行委員会が主催する「大館圏域産業祭」、全国

商工会連合会が主催する「ニッポン全国物産展」等において、地域資源を活用した商品のボトム

アップを図り、“売れる商品”を目指した新たな需要の開拓を支援する。両物産展等は、地域資

源や伝統技術を活かした新しい商品開発など、地域の特色を生かした商品を集め、流通業者や消

費者等に紹介し市場開拓を支援する機会である。 

また、全国的に注目を集めている「ふるさと納税寄附金制度」の仕組みを活用し、当地域の事

業者や地域の逸品（農産物関連商品、伝統工芸品など）の知名度向上を図り、小規模事業者の販

路および売上拡大へつなげることを目的とした支援を行う。 
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（具体的支援内容） 

  次の①②の催事等に対しては、具体的に次のような支援を行うこととする。 

〇「需要開拓班」を中心に、提供する商品・サービス、事業規模等を勘案した物産展等の情報

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規模事業者の意欲向上 

〇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 

〇催事に向けた経営指導員によるロールプレイングを実施 

〇専門家による販売・展示のブースデザインを支援 

〇催事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支援 

 

①大規模展示会（物販）への出展支援 

  ア．大館圏域産業祭への出展支援 

対 象 小規模事業者（食品・非食品製造業者） 

実 施 内 容 地域特産品（食品・非食品）の展示・販売・商談会 

主 催 者 大館圏域産業祭実行委員会 （事務局：市商工課内） 

時 期 10月下旬 2日間 

実 施 場 所 ニプロハチ公ドーム 

来 場 者 約 32,000人 

支 援 出 展 数 5社 

 

  イ．ニッポン全国物産展 

対 象 小規模事業者（食品・非食品製造業者） 

実 施 内 容 地域特産品（食品・非食品）の展示・販売・商談会 

主 催 者 全国商工会連合会 

時 期 11月中旬 3日間 

実 施 場 所 東京池袋サンシャインシティ 

来 場 者 約 150,000 人 

支 援 出 展 数 1社 

 

②展示商談会等への出展による新たな受発注機会の創出 

ア．秋田広域商談会 

対 象 小規模事業者（県外の受発注企業及び県内の受発注登録企業） 

実 施 内 容 非鉄金属・鉄鋼業・板金・製缶・機械加工・電気機器・樹脂・ゴム・機械

設計等の展示・ビジネスマッチング 

主 催 者 公益財団法人 あきた企業活性化センター 

時 期 10月上旬 1日間 

実 施 場 所 秋田県秋田市内ホテル 

来 場 者 県外の発注企業 90社と 県内の受注企業 180社 

支援出展数 3社 
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  イ．「伊達な商談会 in AKITA」 

対 象 小規模事業者（県外の受発注企業及び県内の受発注登録企業） 

実 施 内 容 東北を中心とした百貨店等のバイヤーとのマッチングを目的とした商談会。

事前予約制であり、バイヤーとサプライヤーが一対一で商談を行う逆見本市

的な商談会である。 

主 催 者 秋田商工会議所（共催 秋田県商工会議所連合会） 

時 期 10月上旬 1日間 

実 施 場 所 秋田県秋田市内ホテル 

来 場 者 百貨店等のバイヤー4社 サプライヤー30社 

支援出展数 3社 

 

  ウ.ビジネスマッチ東北 

対 象 小規模事業者（金属部品加工業等） 

実 施 内 容 東北最大級の地域特産品（食品・非食品）の展示・商談会 

主 催 者 (一社)東北ニュービジネス協議会ほか 

時 期 11月上旬 1日間 

実 施 場 所 宮城県仙台市「夢メッセみやぎ」 

来 場 者 約 7,400人 招へいバイヤー約 50社 

支援出展数 2社 

 

  エ．FOODEX JAPAN／国際食品・飲料展（秋田県合同ブース） 

対 象 小規模事業者（食品加工業等） 

実 施 内 容 日本最大級の食品の国際展示・商談会 

主 催 者 (一社)日本能率協会（秋田県ブース主催者：秋田県） 

時 期 3月上旬 4日間 

実 施 場 所 千葉県幕張「幕張メッセ」 

来 場 者 約 80,000人 うち海外来場者約 11,000人 

支 援 出 展 数 秋田県ブース約 25社のうち 1社 

 

③「ふるさと納税寄附金制度」を活用した販路開拓・売上拡大支援 

全国的に注目を集めている「ふるさと納税寄附金制度」だが、大館商工会議所において事業者へ

の返礼品の受発注・プロモーションに係る業務を大館市の委託業務として行っている。また、大館

北秋商工会は返礼品登録事業者の募集や発掘などで協力、連携している。 

この制度の活用のほか、独自に首都圏で「大館ふるさと感謝祭（仮称）」を開催。返礼品の展示

や試食による PR を行うことで、商品の認知度向上や新たな需要の開拓、商品の改良につなげるこ

とを目的とした支援を行う。 

また、返礼品への登録事業者の多くは、独自で EC サイトを構築されていない事業者がほとんど

であることから、大館市独自の「ふるさと納税特設サイト」を構築し、特産品のテストマーケティ

ングを行うことで、ECサイトの効果と必要性を認識してもらい、各事業者での ECサイトの構築の

推進を後押しする支援も行う。EC サイトに掲載するにあたり、消費者の目を引く写真やライティ

ングなどについても指導を行う。 

 

④マスメディアへのプレスリリース支援 

小規模事業者の多くはメディアとのつながりが少なく、プレスリリースまで至ることは稀であ

るため、プレスリリースによる商品や製品 PRの支援を実施する。 
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具体的には、NHK秋田放送局、ABS秋田放送、AKT秋田テレビ、AAB秋田朝日放送、大館ケーブル

テレビなどの放送局、北鹿新聞社、秋田魁新報社などの地域紙のほか、全国紙、情報誌などへも広

く情報発信し、会見場所を提供する。また、各社に取り上げてもらいやすいプレスリリースの書き

方などを経営指導員がサポートし、取材につながる確率を上げる。さらに、取材後は一時的に顧客

の増加が見込まれることが予想されることから、適切な販売方法や増加した顧客をどのようにリ

ピーター化するかの取り組みについても支援する。 

 

（３）目 標 

 現行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

①ア．大館圏域産

業祭への出展支援 
2社 5社 5社 6社 6社 7社 

売上額／社 5万円/社 5万円/社 8万円/社 8万円/社 
10万円/

社 

10万円/

社 

①イ．首都圏物産

展等への出展支援 
0社 1社 1社 2社 2社 3社 

売上額／社 0社 
10万円/

社 

10万円/

社 

10万円/

社 

10万円/

社 

10万円/

社 

②ア．秋田広域商

談会 
0社 3社 3社 3社 3社 3社 

成約件数／社 0社 1社 2社 2社 2社 2社 

②イ．「伊達な商談

会 in ＡＫＩＴＡ」 
2社 3社 3社 4社 4社 5社 

成約件数／社 0社 1社 1社 2社 3社 3社 

②ウ．ビジネスマ

ッチ東北 
0社 2社 2社 2社 2社 2社 

成約件数／社 0社 1社 1社 1社 1社 2社 

②エ．FOODEX JAPAN

／国際食品・飲料

展（秋田県合同ブ

ース） 

1社 1社 1社 1社 1社 1社 

成約件数／社 0社 1社 1社 1社 1社 1社 

③「ふるさと納税

寄附金制度」を活

用した販路開拓・

売上拡大支援 

0社 5社 5社 8社 8社 8社 

売上額／社 0社 
18万円/

社 

18万円/

社 

18万円/

社 

18万円/

社 

18万円/

社 

④マスメディアへ

のプレスリリース

支援 

2社 2社 3社 3社 4社 4社 
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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り組みに関すること 
 

（１）現状と課題 

大館商工会議所・大館北秋商工会は、地域の総合経済団体として、行政と事業者、事業者同士の

橋渡しをする役割を担ってきた。これまで、第 6次産業化の視点から秋田県が進める「えだまめ日

本一」への取り組みに関連した事業や「ふるさと納税寄附金制度」を活用した地場産返礼品の全国

に発信する事業などに取り組んできたが、まだまだ小規模事業者の利益の向上に十分貢献できて

いない。 

また、「本場大館きりたんぽまつり」「肉の博覧会 in おおだて」などの地域のまつりやイベント

について、両団体とも構成団体の一員として参画してきたが、これらのイベントは、一過性の賑わ

いの創出にしかなっておらず、小規模事業者の継続的な事業基盤構築に役立っていたかといえば、

効果が十分であるとは言い切れない。 

さらには、商店街の活性化からの見た支援事業や、若者の地元定着促進に係る取り組みも、十分

とは言い難い。 

今後は、両団体の連携深化はもちろん、金融機関等、関係団体との連携をさらに深め、地域活性

化に向けた取り組みや、小規模事業者の新商品開発や販路開拓も含めた経営力・競争力の向上のた

め、魅力ある“大館ブランド”の構築をしていかなければならないと考える。 

 

（２）事業内容 

①「えだまめのまち大館連絡協議会」と連携した新商品開発促進等の活動（年 1回） 

 

②「ふるさと納税推進会議」と連携した地場産品の需要拡大のための活動 （年 2回） 

 

 

実 施 概 要 秋田県を挙げて「えだまめ日本一」の取り組みが推進されている中、平成 27 年

に「えだまめ」を利活用した活動を行う組織、企業等が連携し設立。 

各組織、企業等において情報共有を図りながら市内菓子業者に、えだまめを使っ

た新商品開発のための、原材料確保の支援等、えだまめを活用した地域振興活動

の支援をしている。定期的に年１回の会議を開催。 

構 成 団 体 秋田県北秋田地域振興局、大館市、あきた北農業（協）、大館商工会議所、大館

北秋商工会、日本政策金融公庫大館支店、日本政策金融公庫秋田支店農林水産事

業、(一社)秋田犬ツーリズム、秋田県立大館国際情報学院高等学校、秋田県立大

館桂桜高等学校、秋田県立比内支援学校、大館市立成章小・中学校、㈲アグリ川

田、陽気な母さんの店（株）、（株）伊徳、（株）あきたベジタブルサポート、秋

田比内や（株）、（株）東北センバ、（株）しんこや、（株）山田桂月堂、斎作屋菓

子舗、大正堂、特別養護老人ホーム山館苑、三ツ倉煎餅店、（有）菓子舗一ノ関、

（有）菅原餅店、その他 1個人 

実 施 概 要 地域産業・観光の活性化につながる「ふるさと納税寄附金制度」の推進、拡大、

強化について情報共有を図るために開催。定期的に開催をすることで、地場産品

の返礼品や取扱い事業者の創出・充実化等が図られ、企業の育成・支援につなげ

ている。定期的に年 2回開催。 

構 成 団 体 大館市（企画調整課・農林課・商工課・観光課・移住交流課）、大館商工会議所、

大館北秋商工会 
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③「（一社）秋田犬ツーリズム連絡調整協議会」と連携したインバウンドの拡大と地域資源を活用

した地域活性化を図るための活動（年 2回） 

 

④大館食の祭典協議会と連携した交流人口拡大のための活動（年 4回） 

 

⑤「『地域限定商品券』発行事業」を通じた地元消費喚起のための活動（通年）  

 

 

 

 

実 施 概 要 秋田県北部の大館市、北秋田市、小坂町、上小阿仁村の 4市町村で構成される地

域連携 DMOが（一社）秋田犬ツーリズムである。平成 28年 4月に発足し、同 29

年 11 月に観光庁から日本版 DMO 法人として登録。各自治体や関係機関との連携

を図るために連絡調整協議会を設立し、情報共有を図りながら、インバウンドの

誘客と地域資源の活用により地域活性化を目指している。定期的に年 2回開催。 

構 成 団 体 大館市、北秋田市、小坂町、上小阿仁村、秋田県北秋田地域振興局、秋田県鹿角

地域振興局、大館商工会議所、大館商工会議所青年部、大館北秋商工会、(一社)

大館青年会議所、(一社)大館市観光協会、大滝温泉観光協会、(公益)法人秋田犬

保存会、大館旅館組合、大館市物産協会、秋田名物本場大館きりたんぽ協会、大

館曲げわっぱ(協)、(一社)秋田県ハイヤー協会、東日本旅客鉄道㈱大館駅、秋北

バス（株）、あきた北農業(協)、特定非営利活動法人大館・小坂鉄道レールバイ

ク、大館食の祭典協議会、大館市まるごと体験推進協議会、北秋田市商工会、北

秋田市観光物産協会、秋田内陸縦貫鉄道（株）、大館能代空港ターミナルビル（株）、

特定非営利活動法人森吉山、かづの商工会、小坂まちづくり（株）、十和田湖西

湖畔整備誘客促進協議会、こさかまちかつらーめん Boo 会、（株）秋田銀行大館

支店、（株）北都銀行大館支店、秋田県信用組合大館支店、三井住友海上火災保

険（株）大館支社、秋田比内や（株）、（有）松橋商事 伊勢堂岱温泉縄文の湯、

秋田内陸活性化本部 

実 施 概 要 若手経営者が中心となって組織している。「本場大館きりたんぽまつり」、「肉の

博覧会 in おおだて」など、交流人口の拡大と域外からの外貨獲得を図るイベン

トを開催している。各イベントを通じて、観光振興と地域産業の活性化に加えて

ふるさとキャリア教育の推進にも注力。継続的な事業運営をしていくために、関

係機関との連携を図っている。定期的に年 4回開催。 

構 成 団 体 大館市、秋田県北秋田地域振興局、大館市教育委員会、大館商工会議所、大館北

秋商工会、(一社)大館市観光協会、秋田名物本場大館きりたんぽ協会、あきた北

農業（協）、大館市物産協会、大館食品衛生協会、ニプロハチ公ドーム、(一社)

大館青年会議所、大館市 PTA連絡協議会、東日本旅客鉄道（株）大館駅、協賛企

業 15社 

実施概要 市外への消費流出を抑え、地元消費を喚起し、地域の振興と経済活性化に資する

ことを目的に実施。具体的には、市の航空券運賃助成事業や長寿祝金贈呈事業、出

産祝い贈呈事業、一般企業の福利厚生等において「地域限定商品券」を活用するも

の。平成 29年 5月より販売・換金をしており、年間 3,600万円販売。商品券取扱

い事業所の掘り起こし等について、定期的に年 2 回の会議を開催。加盟店舗（大

館市内 432店）。 

構成団体 大館市、大館商工会議所、大館北秋商工会 
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⑥「高等学校職業指導連絡会議」と連携した若者の地元就職促進のための活動（年 1回） 

 

 

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 

  これまでも他の支援機関等と日常的な情報交換を実施。小規模事業者の経営動向や他地域に

おける支援内容・支援課題について情報収集し、支援ノウハウの相互共有により、地域の実情に

沿った経営支援に活かしてきた。 

例えば金融支援に関しては、巡回訪問や窓口相談業務で得た支援ニーズに関し、日本政策金融

公庫大館支店や秋田県信用保証協会と情報交換を行い、ノウハウの共有を図っている。しかしな

がら、限られた人員体制の中では目前の支援ニーズの解決による単発的な案件対応にとどまり、

小規模事業者の持続的な業績向上に繋がる中長期的な視点に立った支援に結び付いていないケ

ースがあった。 

   この課題に対応するため、今後は下記のとおり他の支援機関との定期的な意見交換を行い、経

営指導員の専門的知識の習得による支援ノウハウの向上を図り、これまで以上に小規模事業者

へ迅速かつ適切な指導・助言を行い、連携して高度な経営課題へ対応する。 

 

（２）事業内容 

①「おおだて創業支援ネットワーク会議」への参画（年 1回） 

   大館市、大館商工会議所、大館北秋商工会、日本政策金融公庫、秋田銀行、北都銀行、秋田県

信用組合、秋田県信用保証協会が参画する「おおだて創業支援ネットワーク会議」において、市

内の創業動向、創業者のフォローアップ状況の共有はもとより、最新の経済動向等を把握すると

ともに、参加者相互の情報共有を行うことで、支援ノウハウの一層の向上に努める。  

本経営発達支援計画では、創業支援強化を目標の一つに掲げ、年 8件以上の創業実現を目指し

ている。創業予定者を発掘し、支援機関との接点をつくりつつ施策の活用に結びつけるために

は、ネットワーク構成員のさらなる連携強化が必要である。このため、経営指導員を積極的に参

加させ、支援ノウハウ向上のため特に各金融機関との情報交換に主眼を置く。 

 

②日本政策金融公庫大館支店との連携（年 1回） 

    小規模事業者に対する金融支援の中で、日本政策金融公庫主催のマル経融資に係る「推薦団体

連絡協議会」（年 1 回開催）へ出席し、支援スキルの一層の向上に努める。同協議会は、公庫大

館支店管内の 1商工会議所・6商工会、県連合会が参画するもので、地域の経済動向、企業の業

況、資金動向について情報交換などを行っている。本会議は経営指導員の人材育成の場として位

置付けており、経験年数が浅い経営指導員を積極的に参加させ、公庫担当者や他の商工会等との

人脈形成とノウハウ向上に主眼を置く。 

 

実施概要 少子高齢化と若者の流出による労働力人口が減少している中、高等学校生の地元

就職を促進するため、管内の景気動向や雇用情勢等について情報を共有して、地

元企業の人材確保の支援を行う。定期的に年 1回開催。 

構成団体 秋田県、秋田県北秋田地域振興局、大館市、北秋田市、大館公共職業安定所、大

館職業安定所鷹巣出張所、大館商工会議所、大館北秋商工会、大館北秋雇用開発

協会、秋田県立大館鳳鳴高等学校、秋田県立大館国際情報学院高等学校、秋田県

立大館桂桜高等学校、秋田県立北鷹高等学校 
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③秋田県主催による「中小企業の振興に関する支援団体意見交換会」への出席（年 1回） 

   秋田県産業政策課が主催し、全県 6 商工会議所・21 商工会・県商工会連合会、県中小企業団

体中央会、県信用保証協会、あきた企業活性化センター、秋田県よろず支援拠点、県事業引き継

ぎ支援センター、県事業承継相談センター等、全県の支援機関が一堂に会する唯一の機会であ

る。各支援団体の最新の動向や課題等を把握できるほか、毎年 3月末に開催されるため、県の新

年度施策に関する最新情報をいち早く入手できる。 

 

④秋田県よろず支援拠点との連携（月 1回） 

当拠点の利用時は、支援担当の経営指導員も同行し、高度な支援ノウハウ、支援テクニック等

の収集及び情報交換を図る。 

  また、大館市、大館商工会議所、大館北秋商工会と共催し、「サテライト巡回相談会」を毎月

1回実施。定期開催する相談会を通じて、小規模事業者の経営相談の掘り起こしや国・県の施策

に結びつける取り組みを行い、相互の支援ノウハウの交換等を行うことで、知識の一層の向上に

努める。 

 

 ⑤事業承継に係わる秋田県内支援機関との連携（年 4回） 

   秋田県事業承継引継ぎ支援センター及び秋田県事業承継相談センターの事業承継の支援専門

機関との連携により、年 4 回開催される連絡会議において支援機関相互の更なる連携向上を図

り、事業承継支援のノウハウや専門家の協力派遣に関する情報交換を行い、事業承継問題を抱え

た小規模事業者のフォローアップ支援を行う。 

 

 

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 

大館商工会議所・大館北秋商工会ともに、これまではキャリア別・担当業務に関連する研修会

（Off-JT）などに参加し、資質向上に努めてきたが、経営指導員をはじめ、職員間で知識・情報等

の共有が図られておらず、職員個々の情報収集と知識の固定化にとどまり、研修成果が職員全体の

能力向上と小規模事業者への支援能力向上に繋がっていなかった。経験年数の違いにより指導能

力に差異が生じるケースもあり、小規模事業者への指導ノウハウの共有化が図りにくいことも課

題として挙げられる。 

今後は、従来からの Off-JT のみならず、職員個々の「成長プラン」に応じた外部研修や通信教

育など、職員の自主的かつ主体的な学習意欲を奨励し、それぞれの組織全体で支援スキル向上に向

け学習する雰囲気を醸成していく。また、チーム支援をはじめとする職場内教育(OJT)の実践によ

り、日常業務を通じた支援ノウハウの習得を図るほか、定期的に行う「事務局長・経営指導員会議」

や「経営支援員会議」等の内部会議や、「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」でも挙げた各種会議等での情報交換の場を活用し、組織の垣根を越えたノウハ

ウの共有を図る。これらの取り組みにより、小規模事業者に対する伴走型支援の体制強化につなげ

ていく。 

  また、個々が抱える案件の経営課題について、事業者ごとにデータベース化していなかったた

め、経営指導員同士はもとより、一般職員も含めた職員間の情報共有も十分ではなかった。 

以上から、情報のデータベース化をはかり、組織全体の経営支援能力の拡充につなげる。 

 

（２）事業内容 

①一般職員を含めた全職員の支援能力の向上を図るための各種研修会への参加 

ア．各団体主催研修への参加 

上部団体等が開催する義務的研修への派遣のみならず、関係機関等が主催する支援スキルの
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強化のための研修会については、経営指導員から一般職員に至るまで全職員が年 1 回以上参

加する。 

イ．中小企業大学校研修（経営革新、販路開拓、ものづくり支援等）への参加 

特に経営指導員経験が1～2年目の若手職員においては中小企業支援担当者等研修を受講し、

以降 5年間で 1回以上受講する機会を設ける。 

ウ．「WEB研修」の実施 

 スクール形式の研修だけでなく、受講場所・時間の制限のない「WEB 研修」を積極的に活用

し、経営指導員のみならず一般職員も含めた全職員が受講し、支援レベル向上を図る。 

エ．自主研修の推奨 

外部機関や通信教育、参考図書などを通じた新たな知識の習得や支援施策の情報収集等、職

員の自主的かつ主体的な学習意欲を全職員に奨励する。 

オ．研修報告会の実施 

研修受講後には研修報告会を行うこととし、広く全職員を対象として情報共有を図り、組織

員全体の支援能力向上を目指す｡ 

 

②組織全体のレベルアップを図るための支援ノウハウの共有 

ア．指導員会議の開催 

商工会議所・商工会毎に週 1回、両団体合同では月 1回開催する「経営指導員会議」におい

て、個人に帰属しがちな支援ノウハウの共有を行い、効果的な支援方法について相互研鑽し、

指導員全体で共有する。 

イ．チーム支援による OJT 

事業計画の策定等の支援については、複数の経営指導員によるチーム支援体制により取り

組むことで、若手職員が経営発達支援に必要な能力の向上が図られるよう OJTを実施する。 

ウ．グループウェアを活用した組織全体で支援ノウハウを共有 

習得したノウハウや参考となる支援事例等については、グループウェアを活用して組織内共

有するほか、支援ノウハウをデータベース化し両団体で共有することにより、経営指導員のみ

ならず一般職員も含めた組織全体のレベルアップを図る。 

 

 

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 

（大館商工会議所） 

これまで、年度毎の各事業の必要性、効率性、有効性、妥当性などについて評価、検証する仕組

みがなかった。今後は、経営発達支援計画を進めるにあたり、PDCA サイクルを適切に回していく

ためにも、評価機関を設けて、外部有識者からの客観的な意見を聞き、事業の適正化を図る。 

 

（大館北秋商工会） 

平成 29年度から商工会創生プラン・アクションプログラムを 5年計画で推進しており、PDCAサ

イクル適切に回す仕組みとして年 1回の「評価委員会」を開催し、結果についても、総代会資料に

掲載して公表を行ってきた。しかしながら、評価委員会のメンバー構成は関係者のみであり、公表

も内部に留まっているため、仕組みの見直しが必要である。 

 

（２）事業内容 

 ①「大館市経営発達支援推進チーム（仮称）」の設置 

経営発達支援事業を推進し、進捗状況等について評価・見直しを行う機関を設置する。 

メンバーは、法定経営指導員のほか、大館市商工課長、外部有識者として中小企業診断士、日

本政策金融公庫、秋田銀行、北都銀行、秋田県信用組合の各大館支店長等とする。更に、各商工
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団体の経営指導員全員が参加のもと、毎年度１回評価会議を開催する。 

チームの下に、実働部隊として「調査分析班」「策定支援班」「需要開拓班」「経済活性化班」

を置き、各事業の実施にあたる。 

 

②評価結果の見直し結果、変更が必要となった場合について 

推進チームにおいて評価・見直しを行った結果、計画の変更が必要になった場合は、経営発達

支援計画の申請ガイドラインの「認定を受けた経営発達支援計画を変更しようとするとき」に

該当しない軽微な変更に関しては、東北経済産業局に事前に相談のうえ、事業内容の軽微な変

更を推進チームにおいて決定する。一方で軽微な変更に該当しない場合については、市、商工会

議所、商工会の三者で協議を行った上、改めて推進チームに諮ったうえで、常議員会・役員会に

て決定し東北経済産業局へ変更申請するものとする。 

 

 ③評価結果の常議員会・役員会へのフィードバック 

評価・見直し結果については、大館商工会議所の常議員会、大館北秋商工会の理事会に報告し、

PDCA 評価プロセスの適切性を確認してもらいつつ、経営発達支援計画の事業実施方針や各団体

の事業計画に反映させるフィードバックについても的確に行うこととする。 

 

④評価結果の公表 

評価・見直し結果は、両団体のホームページに年 1回掲載するほか、関係書類の事務所への常

時備え付けを行い、地域の小規模事業者が常に閲覧可能な状態にする。 
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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 6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） 

〇大館商工会議所                     〇大館市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇大館北秋商工会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇商工会議所・商工会及び市が共同で事業を実施するための体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局長  商工課 

経営指導員  2名 

中小企業相談所長 

法定経営指導員 1名 

補助員    1名 

記帳専任職員 2名

 

商業観光課 総務企画課 

補助員 1名 

一般職員   2名 

※相談所長は経営指導員を兼務 

経営指導員 3名 

経営支援員 2名 

経営支援員 1 名 

花矢支所 1名 田代支所 2名 

（法定経営指導員 1 名） 

経営支援員 1名 

比内本所 5名 

※副事務局長は経営指導員（田代支所）と兼務 

※経営支援員は、補助員・記帳専任を統合した商工会独自の県補助対象職員の呼称である。 

 

経営発達支援推進チーム（事業の評価・見直し機関） 

〇大館市：商工課長  〇商工会議所・商工会：法定経営指導員 

〇外部有識者：中小企業診断士、各金融機関支店長（4 行） 

調査分析班 策定支援班 需要開拓班 経済活性化班 

会議所 2名 

商工会 2名 

大館市 1名 

〇RESAS等分析 

〇各種調査集約・分

析 

〇HP等の公表、周知 

〇分析資料の作成 

会議所 4名 

商工会 4名 

 

〇経営分析項目策定 

〇各種事業の企画 

〇事業計画の策定の

実行支援 

 

会議所 2名 

商工会 2名 

 

〇ニーズ開拓 

〇プレスリリース 

〇フィードバック先

の選定 

 

会議所 2名 

商工会 2名 

大館市 1名 

〇関係機関との連携

調整  

〇調査の活用・提起 

〇ブランド構築 

 

副事務局長  

事務局長  

経営支援課 
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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当該経営指導員の氏名、連絡先 

（大館商工会議所） 

■氏 名 柴田 宜史 

   ■連絡先 TEL 0186-43-3111 

 

（大館北秋商工会） 

   ■氏 名 金田 憲高 

   ■連絡先 TEL 0186-55-0406 

 

②当該経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度 等） 

 大館商工会議所、大館北秋商工会の各法定経営指導員が、随時経営発達支援事業の進捗状況を

管理する。各班に対し、指導及び助言を行いながら、目標達成に向けた進捗管理、事業の評価・見

直しを実施する。四半期ごとに、状況を確認できるチェックシートを作成、「見える化」し、情報

共有を図る。 

 

 

（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 

（大館商工会議所） 

 中小企業相談所 

〒017-0044 秋田県大館市御成町二丁目 8-14 

TEL 0186-43-3111 FAX 0186-49-0556 

     info@odatecci.or.jp 

 

（大館北秋商工会） 

 比内本所  

    〒018-5701秋田県大館市比内町扇田字新大堤下 93-11 

TEL 0186-55-0406 FAX 0186-55-0755 

oodatehokusyu@skr-akita.or.jp 

 

②関係市町村 

大館市 

産業部 商工課 

     〒017-0897 秋田県大館市字中城 20番地 

TEL 0186-43-7071 FAX 0186-49-3133 

syoko@city.odate.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） 

 
Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

必要な資金の額 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 

 

 

地域の動向調査 

 

 

経営状況の分析 

 

 

事業計画の策定支援 

 

 

事業計画の策定支援後の

実施支援 

 

需要動向調査 

 

 

需要動向に寄与する取組 

 

 

地域経済の活性化 

 

 

支援力向上への取組 

 

 

事業評価・見直し 

 

 

 

500 

 

 

300 

 

 

1,000 

 

 

200 

 

 

500 

 

 

3,000 

 

 

200 

 

 

200 

 

 

100 

 

 

500 

 

 

300 

 

 

1,000 

 

 

200 

 

 

500 

 

 

3,000 

 

 

200 

 

 

200 

 

 

100 

 

 

500 

 

 

300 

 

 

1,000 

 

 

200 

 

 

500 

 

 

3,000 

 

 

200 

 

 

200 

 

 

100 

 

 

500 

 

 

300 

 

 

1,000 

 

 

200 

 

 

500 

 

 

3,000 

 

 

200 

 

 

200 

 

 

100 

 

 

500 

 

 

300 

 

 

1,000 

 

 

200 

 

 

500 

 

 

3,000 

 

 

200 

 

 

200 

 

 

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、特商負担金、国補助金・県補助金、市補助金、事業収入、事業委託費 

 

（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 

 

 


