
経営発達支援計画の概要 

 

実施者名 会津若松商工会議所（法人番号 9380005007969） 

会津若松市        （地方公共団体コード 072028） 

実施期間 令和２年４月１日～令和７年３月３１日 

目    標 当所は地域ブランド形成に資する産業、業種への重点支援を掲げ、会津ブランドのさ
らなる伸長を目指す。しかしながらブランド形成はモノだけでなく、そこで営まれる暮
らしそのものがブランドを構成する要素であり、生活を支える業種もブランド形成の重
要な基礎となっている。こうした企業を地域の住民生活の「インフラ」として捉え、地
域存続の基盤となるべき存在として経営体質の改善・強化を進めていく。以上をもとに
「会津地域ブランド向上に向けた支援の体系化」の視点から①地場産業の振興 ②経済
循環の推進 ③経営基盤の強化を図る。 

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 

   会員実態調査とそれを補完する調査を定期実施、またＲＥＳＡＳの活用による外部
比較の視点も入れて地域経済動向の正確な把握に努める。さらに結果もホームページ
で公開する。 

 
 ２.経営状況の分析に関すること 
   融資相談等の個別対応が主だった従来の取り組みから、経営分析の必要性を訴えて

の対象者掘り起こしの重点化へ転換。その上で経営分析セミナーを開催して小規模事
業者への動機付けを促し、売上向上・販路拡大だけでなく事業承継、後継者確保を含
む企業全体の課題に注目してもらい事業計画策定へ結びつける。 

 
 ３.事業計画策定支援に関すること 
   巡回による掘り起しに加え、当所主催の様々なセミナー・相談会が経営課題である

との視点からこれらセミナー等の参加者に積極的に計画策定を呼び掛ける。また持続
化補助金をはじめとした、国や福島県、会津若松市の同種補助制度申請を策定の入り
口として積極的活用を事業者に呼び掛ける。 

 
 ４.事業計画策定後の実施支援に関すること 
   従来は計画完結を見届けたり、その上で新たな計画を策定したりするという一連の

流れが構築されていなかった。この点から計画遂行上の確認、訪問回数を具体的な数
字として掲げる。また必要に応じたハンズオン支援に当市立地のＩＣＴ企業の知見を
活用する。 

   
 ５.需要動向調査に関すること 
   事業者の商品開発を後押しする場として、当市開催の物産フェアでテスト販売の場

を設ける。来場者へのアンケート調査を実施し、市場投入へ向けて課題をフィードバ
ックする。また地域外（流通）の視点からは当市に本社を持つ流通業者に新商品・サ
ービス等の情報を提供し、市場可能性を評価してもらう。 

 
 ６.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 
    各種見本市への出展を事業計画の検証の機会と位置付け、出展働き掛けと事前、

事後フォローに努める。ほかＥＣサイトへの出品促進により販路拡大を後押しする。 
  現在、展開中のヤフー「全国おもてなしギフト」への 

Ⅱ.地域経済の活性化に関する取組 
  会津若松市は会津地方の中心都市として地域経済をけん引してきたが、全国的な傾向
と同様に人口減少、後継者不足による廃業の増加を背景とし、地域活力の低下が著しく
なっている。さらに平成２３年の東日本大震災とそれに伴う風評被害は、地域経済に大
きな被害を与えた。こうした中、地場産業の振興や観光による交流人口の増加、ＩＣＴ
産業の集積による新産業創出、現状の把握とともに今後の経済振興等をテーマに関係機
関が情報共有する機会を設けている。  

連絡先 会津若松商工会議所経営サービス部 企画開発課 
〒965-0816 福島県会津若松市南千石町 6-5 
TEL：0242-27-1212 FAX：0242-27-1207 E-mail：info@aizu-cci.or.jp 

会津若松市観光商工部 商工課 
〒965-8601 福島県会津若松市東栄町 3-46 
TEL：0242-39-1252  FAX：0242-39-1433  E-mail:shoko@tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp 

mailto:info@aizu-cci.or.jp
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会津若松市の位置 

（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 

  ・概要  

会津若松市は、福島県の西部に位置

する会津地方１７市町村の中心的な都

市で、人口約１２万人、地場産業とし

て古くは藩政時代より漆器製造業、醸

造業をはじめ、会津木綿、絵ろうそく

など小規模工芸品等の伝統的なものづ

くり産業が営まれてきた。特に酒造業

は全国新酒鑑評会において史上初とな

る七年連続の金賞受賞蔵数全国一位を

達成し、本県の酒造業の中心地となっ

ている。一方、昭和４０年代以降は、

豊富な水資源と電力供給体制を背景に

半導体関連企業が立地し、伝統産業と

合わせて本市の中心的・特徴的な産業となったが、近年は半導体関連工場の再編・縮小が続いて

おり、少子高齢化による生産年齢人口の減少による人手不足もあり、地域経済の成長が鈍化して

いる。 

 

    ・人口 

会津若松市の人口は昭和３０年代に１０万人を超え、以降、平成１８年に約１３万人に増えた

のをピークに徐々に減少傾向にある（下図参照）。直近の本年８月１日現在の現住人口は１１万

９９３４人と２０年ぶりに１２万人台を割り込んだ。なお国勢調査の３区分別人口でみると、６

５歳以上は平成７年が１７．２％に対し、平成２７年は２８．１％と１０ポイント増加、同年の

全国平均と比較しても１．４ポイント高く、かなり速いペースで高齢化が進んでいる。市はこう

した人口減少に対して平成２７年に策定した地方創生計画「市まち・ひと・しごと創生人口ビジ

ョン」において、将来的に人口１０万人規模の維持を打ち出し、産業面ではＩＣＴ技術や観光を

核として交流人口の増加を図ることとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 国勢調査より（Ｈ３０年は市現住人口） 



２ 

 

・産業  

 主要産業として１６世紀末から伝わる会津漆器や会津清酒に代表される伝統的地場産業が受け

継がれており、当地の伝統的な歴史文化の残るマチとしての地域ブランドイメージを形成してい

る。また半導体産業の退潮の一方で電子デバイス・精密機械・非鉄金属産業など、高い技術を擁

する企業が多数立地しており、伝統工芸と合わせて「ものづくり地域」としての側面もみられる。

コンピューター・ＩＴの専門大学である福島県立会津大学の立地を背景に近年はＩＴ産業を中心

としたベンチャーの創業も盛ん。同大学はコンピューター理工学の専門大学として学生数当たり

の大学発ベンチャー企業数で、公立大学として全国１位を誇る。商業については、会津地域全域

を対象とした中核としての役割を担っているが、会津地域の人口減少や消費者の購買形態の多様

化等に伴い、求心力が低下している。 

観光資源に恵まれており、鶴ヶ城や白虎隊士が自刃した飯盛山、東山・芦ノ牧両温泉等がある。

年間で約３００万人が訪れており、地域経済の柱となっている。なお大正ロマン風の街並み形成

を進める「七日町通り」や隣接する「野口英世青春通り」エリアも観光客を取り込んで賑わい創

出を図っている。 

  

②課題 

人口減少を背景に当市の商工業者数もその数を減らしている。商工業者（医業等を除く）の約

８割を占める小規模事業者数は平成１８年に 5,605 件（企業統計調査）を数えたが、平成２４年

の経済センサスでは 4,455 件まで減っており、この傾向は現在も続いている。業種別にみても一

部で横ばいの業種はあるものの全体としては減少傾向にある。当所の会員事業数も平成１４年度

に最多となる 3,566 件をピークとし、平成３０年度は 2,667 件となった。新規加入を退会者が大

きく上回っており、純減傾向が続いている。（下表１、２、次項の表３参照） 

当所が平成３０年に実施した会員事業所実態調査によると、事業承継をしない（できない）と

の回答が２割に上る。また経営課題について「売上確保」「人材確保」「利益率向上」が挙げられ

ている。こうした課題解決に商工会議所の支援が求められており、これらを実現できなければ会

員離れが進み、当所組織基盤の弱体化、さらには地域経済の衰退が危惧される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１：会津若松商工会議所管内商工業者数（H18 企業統計調査、H24 経済センサスより） 

 商工業者数

（A） 
増減 

小規模事業者数

（B） 
増減 

小規模事業者の割合 

（B／A：％） 

H18 6,707  5,605  83.5％ 

H24 5,757 ▲950 4,455 ▲1,150 77.3％ 

表２ 

会津若松市の主な産業の小規模事業者数の推移 

（経済センサスより抜粋） 

業種 H21 H24 増減 

建設業 716 641 ▲75 

製造業 543 479 ▲64 

卸売業、小売業 1,397 1,252 ▲145 

金融業、保険業 115 128 13 

不動産業、物品賃貸業 397 422 25 

宿泊業、飲食サービス業 1047 943 ▲104 

サービス業 312 320 8 
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【業種別（主なもの）】 

・小売業…経済センサスの推移をみると減少幅は最大級。従業員規模でみても全区分で前回調

査よりも減少しているが、特に５人以下の事業所で１０％以上の事業者が減少しており、よ

り小規模になるほど存続が厳しくなっている。人口減少や中心市街地の集客力の低下という

外部環境の変化に加え、後継者不足が顕著であり、廃業を選択せざるを得ない事業者が急増

している。新規創業を廃業が大きく上回り、新陳代謝が進んでいないのが現状である。 

 

・製造業…先に挙げた半導体関連企業の再編以降、全体的に縮小傾向にあるが、特に当市の伝

統産業の一翼を担う漆器製造業で高齢による廃業が目立ち、業界全体が苦境に立たされてい

る。同じく伝統産業の食品製造関係では酒造業が注目されているが、日本酒離れが進む現状

で全体的には苦しい状況が続いている。 

 

・建設業…当地域は公共工事への依存度が高く、同事業費の削減によって地元大手の建設会社

も倒産、合併を余儀なくされた。この時期を経て、近年は地域外での東日本大震災の復興需

要に支えられてきたが、復興関連事業がピークアウトを迎え、地域内の需要低迷で先行きは

不透明になっている。 

 

・観光業…飲食を含む幅広い裾野の産業であり、地域の中核産業のひとつとなっている。平成

３０年は年間３０６万人（会津若松市調査）が当市を訪れ、東日本大震災後の落ち込みから

回復傾向にある。インバウンドが増加している中、観光消費の増大を目指す取り組みが求め

られている。 

     

地域全体が「縮む経済」に直面する中、交流人口の拡大は必須の取り組みで、伝統産業と観光業

による相乗効果で地域の魅力向上、域外需要の取り込みのために、さらなる強力なブランド化等の

対策が急務となっている。こうした動きを加速するためにＩＣＴ導入を模索する動きが出ている。

当市は県立会津大学の開学を背景に地元ベンチャーをはじめとしたＩＴ産業クラスターが形成さ

れつつあり、平成３１年４月にはＩＴ企業が入居する拠点ビル：ＡｉＣＴ（アイクト）が整備され、

同年１０月現在で２１企業が入居している。こうした全国に先駆けた動きを域内の地域資源と結び

つけ有効活用を図り、地域経済を拡大すること、さらに小規模事業者の存続・発展へ波及させてい

くことが求められている。 

 

表３ 

会津若松商工会議所部会別会員数   （各年度末部会員数） 

部会名 H14 H22 H30 

小売商業部会 852 646 566 

卸物流部会 195 159 134 

工業部会 237 128 120 

漆器部会 263 163 119 

建設部会 810 582 573 

醸造・食品製造部会 60 62 56 

観光・旅客運送部会 474 402 377 

金融部会 76 73 86 

文化情報・サービス業部会 599 624 636 

合計 3,566 2,839 2,667 



４ 

 

（２）小規模事業者に対する長期的な振興の在り方 

   

①会津若松市の支援との関わり 

   会津若松市は第７次総合計画（Ｈ２９年度～Ｈ３８年度）において、市の目標として将来人口

の１０万人程度の維持（現状より約２万人減）を掲げ、その手法として産業面においてＩＣＴ技

術や観光を核とした交流人口の増加を掲げている。具体的には（１）会津大学を中心としたアナ

リティクス産業・ＩＣＴ産業の集積（２）歴史・文化観光、産業・教育観光による地域連携と交

流促進（３）既存産業・資源を活用した効率化・高付加価値化による仕事づくり（４）伝統とＩ

ＣＴを融合させた人・企業が定着するまちづくり（５）結婚・出産・子育て支援と教育環境の整

備を挙げている 

特に経済（中小企業振興）に関しては、①地場産業の振興 ②経済循環の推進 ③経営基盤の

強化の３点を重点化している。また本年４月に施行された「会津若松市中小企業及び小規模企業

振興条例」において、その施策実施について商工会議所等の協力を求めている。同条例では事業

者の自助努力を基本としており、地域経済の担い手でありながらも経営基盤が脆弱な小規模事業

者を多面的に支援していくことが商工会議所の果たすべき長期的な役割と認識する。 

 

 ②当所としての長期的振興のあり方    

   当市を中心とした会津地方は豊かな自然と奥深い歴史を背景に全国に知られた観光地となって

いる。地域間競争が激化する現在、地域ブランドをいかに構築、育成していくかが地域存続のカ

ギを握っている。幸いにも当市は一定程度の知名度を持つ地方都市ではあるが、地域資源を磨き

上げ続けなければ、競争の中に埋没する恐れが常にある。このため当所は地域ブランド形成に資

する産業、業種への重点支援を目標の第一に掲げ、会津ブランドのさらなる伸長を目指す。また、

地域ブランド形成は特産品、観光地、地域イメージ等の有形・無形の地域資源によって構成され

るが、こうした地域資源は、地域で営まれる暮らしがあってこそ創出されるものであり、地域住

民の生活を支えるサービス業や小売業なども地域ブランド形成の重要な基礎となっていると考え

られる。こうした事業者を地域生活の「インフラ」として捉え、地域存続の基盤となるべき存在

として経営体質の改善・強化を推し進めていく。この考えは市の総合計画における小規模事業者

支援の方向性に沿ったものであり、市と会議所が一体となって計画を推進していく基盤となるも

のである。以上をもとに本支援事業に通底する基本的視点を「会津地域ブランド向上に向けた支

援の体系化」とし、次の具体的目標を掲げる。 

 

（３）経営発達支援事業の目標 

  

上記までの地域の現状と課題や長期的な振興のあり方をふまえ本計画期間における、当所の支援・

当計画の目標を以下のように掲げる。 

 市の施策 商工会議所の支援 

①地場産業の振興 ・技術後継者の育成支援 

・販路開拓への支援 

・地場産業のＰＲ推進 

・伝統産業の担い手である小規模事業者の

経営課題分析による販路拡大の支援 

②経済循環の推進 ・異業種および産官学の連携 

・会津ブランドの推進 

・流通業者との連携による地域外流通

の拡大 

・事業者への的確な情報提供に向けた地域

内外の経済動向・消費トレンドの把握 

③経営基盤の強化 ・商工業団体との連携による支援充実 

・各種支援制度、融資制度。相談制度

の充実 

・経営品質向上の取組 

・具体的、個別的な経営課題解決に向けた

個社、伴走型支援による事業者の経営力向

上 



５ 

 

 

 特に計画第一期は「会津地域ブランド向上に向けた支援の体系化」に掲げたよう、対象事業者の経

営課題の内容・段階に応じた支援、支援の後のフォロー等、場当たりではない支援のサイクル構築を

強く意識して事業に当たるものとする。 

    

 具体的目標 

 

   ①地場産業の振興  

     １）伝統産業である醸造や食品製造、漆器等の伝統工芸をはじめとした地域資源の「ブラ

ンド化」を進め、付加価値の高い産業育成に資する。 

     ２）地域のニーズに応じた事業所存続に向けた後継者育成・事業承継への意識付け 

     ３）伝統産業とＩＣＴの連携による業務効率化をはじめとした事業所の近代化推進 

    

②経済循環の推進 

     １）最適かつ最新の知見による経済動向の調査による地域経済把握 

     ２）地域の強みを把握した「地域ブランド化」に向けた事業展開 

 

③経営基盤の強化 

     １）調査によるエビデンスに基づいた支援の「仕組み」構築 

     ２）経営指導員のレベルアップによる高度な支援の実施 

     ３）専門機関との連携による事業者支援 

      

（４）目標の達成に向けた方針 

    

   目標達成に向けた取り組みを以下の方針で実施する。 

 

①地場産業の振興 

   事業所への巡回、窓口相談等を通じて経営分析、事業計画策定の重要性を認識してもらい、

事業所の強みや弱みを分析し、自社の企業価値を高める支援策を行うことを積み重ねて地

域全体の経済底上げへと結びつける。この際、計画策定から実施という「その先」に向け

て当地域進出のＩＣＴ企業の知見を最大限活用する。また地域の生活を支える事業者の存

続に向けては、経営分析を通じた経営課題として事業承継の重要性を認識してもらえるよ

う働き掛ける。 

 

②経済循環の推進 

   地域としての強みや弱みを認識した事業者の目指すべき方向性（＝国外へ通用する地域ブ

ランド構築）を確立するため、当市の経済情勢を正確に把握する調査を実施し、また得ら

れた情報を事業者へフィードバックする。 

 

③経営基盤の強化 

   安定した経営基盤の確立や新たな事業の実施に向けて、商工会議所経営指導員は小規模事

業者の拠り所である。指導員の資質向上なくして、今後さらに高度かつ複雑化する経営課

題への支援は成立しえない。このため指導員の全般的な能力向上に向けて指導員内の情報

共有を推進するほか、経験の伝達、研修の伝達の場を指導員教育の一環としてプログラム

化して指導員の英知を結集した支援体制を構築する。 
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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 

・現状 

 当市の経済動向や小規模事業者の経営状況を的確に把握するため、当所は中小企業景況調査、日商

ＬＯＢＯ調査を実施、また個別テーマとして市内の商店街を形成している地域を対象とした空き店舗

調査等を定期的に実施してきた。集計、分析した結果は会報誌に掲載、一部調査結果についてはＨＰ

上で公開している。 

 上記調査は定期的な実施であるが、不定期なものとして経営実態調査（直近は平成３０年）を実施

し、会員が直面する経営課題や求める支援内容の把握に努めているほか、消費税転嫁対策や事業承継

など旬のテーマを織り込んで会員のニーズを調査している。なおこうした都度の調査はＨＰに掲載し

て広く発信しているところである。 

 

・課題  

会員実態調査は当所における全会員を対象としたアンケートであり、基幹調査となるべきものであ

るが、不定期であるため情報収集が場当たり的になりがちである。高頻度の実施は不要であるものの

本計画において定期的に実施することとし、定点観測の精度を高める必要がある。さらに実態調査と

は別に業種・業界単位の調査を実施して、大規模調査を補完して地域経済の動きを把握する必要があ

る。 

またＬＯＢＯ調査等については掲載情報が全国ベース中心で地域経済との比較動は触れられてい

ない。中小企業景況調査については内部資料にとどまっており、広報のみならず十分な活用には至っ

ていない。また他の調査資料、とりわけビッグデータ活用（ＲＥＳＡＳ）は利用しておらず、地域内

とそれ以外との比較という視点が欠落している。 

  

 

（２）事業内容 

 上記の現状と課題に基づき、以下の事業を展開する。 

 

①業種別景気動向調査（新規） 

   平成２８年度まで実施していた当所の振興委員制度（各種団体と当所との連絡調整を担う方を

委嘱）の枠組みを再活用し、各業種別団体を構成する小規模事業者等の経営状況や景気動向を

調査する。 

【調査対象】当所管内２８件の組合等業種別団体 

（商店街、宿泊関係、漆器、酒造等の広義における観光関連団体は必須、ほかに

建設関係、士業関係ほか） 

   【調査項目】業況、売上、受発注、資金繰り等のほか、消費税率引き上げ等の適宜追加項目。 

   【調査時期】計画年度中、毎年１回実施。 

【調査手法】調査票を郵送して返信用封筒で回収する。 
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②経営実態調査（一部新規）  

これまで不定期で実施してきた実態調査を計画期間の中間年（３年目）に定期的に実施し、事

業者意識・実態把握のために活用するツールとする。 

  【調査対象】当所会員事業所（約２６００事業所） 

  【調査項目】業況、売上の過去比較、資金繰り、後継者の有無他 

【調査時期】初年度は平成３０年データを活用、本発達支援計画の中間年である令和４年度に実

施、以降計画期間の中間年ごとに実施する。 

【調査手法】調査票を郵送して返信用封筒で回収する。 

     

 

③ＲＥＳＡＳ（地域経済分析システム）を用いた地域特性の分析を実施（新規） 

 地域の経済循環、業種構成（産業構造マップ）、人口動態や流出入（まちづくりマップ）につい

て定期的（年１回）に確認し、地域の稼ぐ仕組み、その内容、ヒトとモノの動きを把握し、分

析する。結果は各種調査との比較に活用し、さらに事業者支援の参考指標とする。 

 

④現行調査 

ホームページや会報掲載での公表を前提として継続。 

 ・空き店舗調査 

市内商店街形成地区を対象に空き店舗（店舗、非店舗）を調査。年１回。 

【調査対象】商店街形成地区１５カ所 

    【調査項目】空き店舗、店舗、非店舗、住宅、空き地、空き家、駐車場に分類。 

【調査時期】毎年８月 

【調査手法】職員による実訪、目視による確認。物件の情報確認。 

 

・ＬＯＢＯ調査 

皮膚感覚の景気動向を調査、日商において全国ベースで公表。 

【調査対象】当会議所管内 6 事業所対象で、業種は小売、建設、宿泊、製造。 

【調査項目】売上、業況、資金繰り等６項目の増減、及び付帯事項。 

【調査時期】毎月１回 

【調査手法】調査票を送付、ＦＡＸで回収。 

 

・中小企業景況調査 

  中小企業基盤整備機構と連携し、地域商工業者の景況及び経営動向を調査し、指導業務へ 

と反映させる。報告書は回答した企業へ送付し、経営への環境情報提供に資する。 

【調査対象】当会議所管内 30 事業所対象で、業種は小売、建設、宿泊、製造。 

【調査項目】売上動向、業況、仕入・在庫状況等について今期状況、来期見通し等を調査。 

【調査時期】四半期ごと１回 

【調査手法】経営指導員が実地訪問し聞き取り調査。 

 

（３）成果の活用 

    

・情報収集・調査、分析した結果はホームページ、商工会議所会報誌に掲載し、既存事業者へ

情報提供することで自社の位置づけや地域の経済情報を認識してもらう。      

   ・収集データは経営指導員が共有し、巡回または窓口での対応時に情報提供するほか、個別支

援（事業計画策定等）に反映させる。 

・行政、金融機関等の関係機関へ提供し、地域経済動向の認識共有を図る。 

・発達支援事業の見直しの基礎資料とする。 
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（４）目標（回数は実施および公表回数） 

 現行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

①経営実態調査 不定期   １回   

②業種別景気動向調査 ― １回 １回 １回 １回 １回 

③地域特性分析 ― １回 １回 １回 １回 １回 

④現行調査       

 空き店舗調査 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

 ＬＯＢＯ調査 １２回 １２回 １２回 １２回 １２回 １２回 

 中小企業景況調査 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 

 

 

３．経営状況の分析に関すること 

 

（１）現状と課題 

  

  ・現状 小規模事業者の発展のためには、個々の事業者が自らの経営と向き合い、その強みと弱

みを把握したうえで将来展望を描く必要がある。現状は主に小規模事業者経営改善貸付の

相談や決算申告相談の事業所を対象に経営状況の分析を行ってきた。 

 

  ・課題 小規模事業者経営改善資金（マル経資金）の相談や決算申告相談を契機とした経営分析

はその必要性・背景が明確であるが、そこに至らない小規模事業者に対しての働きかけが

不足している。経営分析に興味をもってもらう、必要性を認識してもらう機会の設定が必

要である。 

 

（２）事業内容 

   小規模事業者に対する働き掛けによる対象者の掘り起こしを重点に事業を実施する。また明確

な目標件数を設定することで、セミナー等の開催自体が目的ではなく経営分析に向けた契機とな

ることを指導員が意識するように位置付ける。   

 

 ①経営分析を行う事業者の掘り起し 

・巡回による事業者ニーズ把握から経営分析を勧める。 

・経営分析セミナーを年３回開催、１回あたり３０名程度の参加を見込む。 

   ・融資相談や決算申告時の相談に応じた小規模事業者に対しては従前以上に積極的に案内し、

対象者拡大に努める。 

    

  ②経営分析の内容（上記掘り起しの結果） 

   ・対象者  

セミナー参加者および融資・申告の窓口相談、企業巡回で指導員が必要と判断し、経営分

析への同意を得た事業者計６０社（年間）を対象とする。 

   ・分析項目   

定性分析：３Ｃ（市場・顧客、競合、自社）分析によってまず自社を取り巻く状況を把握。

その上でＳＷＯＴ分析の手法を用いて当該事業所の強み・弱み・機会・脅威を抽出し、取り

扱う商品やサービスについての課題や経営資源について分析し、事業所の姿を客観的に捉え

る。なおこの際、事業者の将来性を測る目的から後継者（候補）についても確認する。 

 

定量分析：直近二期分の決算書をベースに粗利（率）、売上高営業利益率、流動比率等か

ら財務分析を行う。小規模事業者による自己分析を促すため、中小基盤整備機構の「経営自
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己診断システム」、日本政策金融公庫の「財務診断サービス」、内閣府の「経営デザインシー

ト」といったオンラインサービスを積極活用し、自社の分析や業界平均との比較を行うなど

して、財務面から自社の強みや弱みを分析・把握する。 

また両分析をもとに経営指導員が事業計画書の作成を支援。事業所の課題の「見える化」

を促し、「４．事業計画策定支援」へと導く。 

        

 

（３）成果の活用 

   ・分析結果は当該事業者にフィードバックし、それをもとにした新たな伴走支援（事業計画の

策定等）に向けての基礎資料として活用する。 

   ・分析結果はデータベース化して内部共有、個々のケースの課題や今後の展開のケーススタデ

ィを行う等して経営指導員等のスキルアップに活用する。 

   ・必要に応じてエキスパートバンク・ミラサポの支援を仰ぎ、より高度な経営課題に対応する。 

 

（４）目標  

 現行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

経営分析セミナー開催 ― ３回 ３回 ３回 ３回 ３回 

経営分析件数 ５０件 ６０件 ６０件 ６０件 ６０件 ６０件 

  

 

４．事業計画策定支援に関すること 

 

（１）現状と課題 

   

  ・現状 事業計画の策定に関しては、現状では各種補助金の申請、融資案件等に係る事業計画策

定に関して必要がある際に経営指導員が個別に対応している。 

  ・課題 事業計画は各事業所の個別の経営課題を解決するものであるが、ヒアリングから計画策

定までのノウハウに乏しく系統立った対応が取れていない。事案発生時の対応が主で、普

段からの呼び掛けが不十分。経営指導員自体への意識付けも必要。 

 

（２）支援に対する考え方 

  事業者が取り組んだ経営状況の分析と、それに基づき策定した経営計画の実現に向けた具体的戦

術を事業計画策定と捉え、経営基盤の強化を図るべく策定支援を行う。事業段階によってはハンズ

オン支援による商品開発や販路開拓、事業承継計画も並行して行う支援体制を整える。 

  各種補助金申請や融資案件時の対応では対象人数の確保に限界があることから積極的に策定支

援を呼びかける。具体的には従来の相談業務で対象になる方に加え、経営分析によって自社分析を

進めた方、さらに事業計画策定に関係するセミナーの参加者を対象として抽出する。  

  

（３）事業内容 

 

   ①事業計画策定に関連する各種セミナー等の参加者への計画策定の働き掛けの強化 

    事業承継、雇用・労務管理、経営計画策定、持続化補助金説明会等の各セミナー・相談会へ

の参加者に対してヒアリングやアンケートを加え、関心の度合いを測り経営分析と同様、同

意を得た事業者を対象とする。 

    ※参考 

     ３０年度開催セミナー（カッコ内は主な内容）  

     ・接遇セミナー（おもてなし講座） 

     ・人材育成術セミナー（若手社員育成） 
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     ・ＩＴセミナー（ウェブ利用の販売戦略） 

     ・ラッピングセミナー（商品力強化） 

     ・組織力強化セミナー（生産性向上） 

     ・経営力アップセミナー（持続可能な経営戦略） 

     ・営業力強化セミナー（セールスノウハウ学習） 

   

   ②事業計画の策定 

    【支援対象】 

上記セミナー等参加者のうち、経営分析を行った事業者を対象としてアンケー

トを実施、各事業者の個別経営課題への緊急度や関心度合いを洗い出し、支援の

必要性を把握。経営指導員全体で案件を検討し、事業計画の策定によって課題解

決が可能と判断した事業者を支援対象者に絞り込む。 

経営分析を行ったが、各種セミナーに参加していない事業者については、経営

課題が明確な方に対して、巡回や窓口相談で事業計画策定による課題解決の重要

性を理解していただき、計画策定支援の対象とする。 

ほか補助金申請希望者も従来と同様に対象とする。 

 

    【手段・手法】 

先に挙げた財務・非財務の分析結果をもとにして浮かび上がった課題を踏ま

え、解決に向けた事業計画策定を促す。支援者側が一方的に解決・改善策を示す

のではなく、事業者が主体的に決定できるよう選択肢を提示するよう努める。な

お本支援に当たっては、中小企業相談所職員による「事業計画等策定検討会議」

を設け、事業者を取り巻く周辺状況調査をもとにして支援の方向性等を検証する

こととする。また解決すべき課題が複雑・高度である場合には専門家を招聘し共

に計画策定に当たる。 

（４）目標 

   事業計画策定件数 

 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 ３０件 ５０件 ５０件 ５０件 ５０件 ５０件 

 

 

 

 

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 

   

・現状  

計画策定までは進んでもその実行が伴わず、策定自体がゴールとなったり、また計画未実施と

なったりするケースは往々にあり、特に目先の事業に追われる小規模事業者であればなおその危

険性は高い。こうした事業者に対しては定期的なフォローが必須であるが、現在の当所支援は、

事業の完結、すなわち売上増加（または利益率向上）まで見届けないケースもある。 

 

・課題  

計画策定後の振り返りが不十分であることから、特に結果として計画がうまく進まない場合の

次のアクションを提示できていない。また計画が順調に進んだ場合においてもさらに次の段階に

進むための支援も不十分である。このため本事業において標準モデルとなる支援体制を構築する

ことが必要である。 
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（２）事業内容 

   ・対象   事業計画を策定したすべての事業者を対象とする。 

   

   ・支援内容 事業計画に基づき、以下の事項を訪問・聞き取りで確認し、当該時点における課

題を確認する。 

→計画遂行状況の確認（売上、商品開発、雇用ほか）資金調達 

また計画終了時には、達成（未達）の状況を確認し、計画遂行の振り返りの場と

して更なる課題解決へと結びつける。（ＰＤＣＡサイクル） 

 

   ・訪問回数 原則、２カ月に１回訪問。訪問時の状況によって、より事業進捗を把握する必要

がある場合は１カ月単位でフォローアップする。 

 

   ・専門機関等との連携  

進捗と計画にズレが生じた場合はその原因を確認し、専門的な解決が必要となっ

た場合は、福島県よろず支援拠点やミラサポの専門家派遣等の活用、資金需要が

生じた際は日本政策金融公庫の小規模事業者経営発達支援資金等の活用を行う。

さらに地元ＩＴベンチャー企業やＡｉＣＴに入居するＩＴ企業との連携によっ

てその知見の積極的活用を図り、同分野の企業集積が進む地域のメリットを生か

していく。 

 

（３）目標 

 現行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

対象事業者 ３０件 ５０件 ５０件 ５０件 ５０件 ５０件 

頻度（延回数） ― ３００回 ３００回 ３００回 ３００回 ３００回 

売上増加事業所数 ― １５件 １５件 １５件 １５件 １５件 

 

 

６．需要動向調査    

 

（１）現状と課題 

   小規模事業者が、経営状況の分析に基づいて策定した事業計画（特に販路拡大に係るもの）を

実施するには、消費者や事業者の需要の把握が不可欠である。都度、計画策定時に業界動向や消

費者ニーズについて各省庁等の調査報告から市場規模、売上規模、関連企業数、競合企業数、類

似サービス等の項目を収集しているが、個社支援に向けた調査・テスト販売の機会は意識的に行

っておらず、きめ細かな支援に向けての材料に乏しい。 

 

（２）事業内容 

   （１）の課題を踏まえ、以下の事業を実施する。 

 

 ①「会津ブランドものづくりフェア」における需要調査 

   会津のものづくりに対する理解促進と普及振興や、会津地域の技術・素材を活かした、も

のづくり人材の育成による商品開発の推進を図ることを目的としたイベント。１０月第三週

に二日間にわたって当市で開催され、伝統的工芸品をはじめとした地場産業、食に関するブ

ース等が出展される。当所としては、事務局を務める「会津ブランド推進委員会」がブース

を設け、会津米、味噌・醤油、会津漆器、会津絵ろうそく、会津木綿等の会津ブランド認定

品（※）を展示している。 

   この機会を当地のブランドイメージを形成する産品のテスト販売並びに消費者調査の場と
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して活用する。特に伝統工芸品、食料品を対象に取り上げることとし、調査結果は更なる商

品のブラッシュアップや開発へ結びつけていく。 

 

   

対象事業者 伝統工芸品製造（漆器、会津木綿等）１社 

食品（醸造等）          １社  

調査手段 対象者：フェアにおける会津ブランド推進委員会来訪者４０人 

調査方法：ヒアリングによるアンケート調査 

調査項目 伝統工芸品…当該商品のデザイン、用途、価格等 

食   品…味、見た目、パッケージ、価格等 

分析手段・

手法 

結果については経営指導員が分析、詳細評価については中小企業診断

士等の専門家の意見を聞く。 

調査項目 伝統工芸品…当該商品のデザイン、用途、価格等 

食   品…味、見た目、パッケージ、価格等 

共   通…回答者の属性（性別、年齢、住所等） 

分析結果の

活用 

結果については経営指導員が直接報告し、販売促進策の立案や改良点

等を踏まえて事業計画の策定へと結びつける。 

 

 ※会津ブランド認定品＝当所で事務局を務める会津ブランド推進委員会が２年に一度認定する

地域産品。現在、第１５次まで認定しており、日本酒や会津米などの食品、絵ろうそくや漆器等

の工芸・民芸品、計５５品を選定。共通シール「会津史季彩再」を貼付してＰＲしている。  

 

   ②大手流通事業者への情報提供による評価    

    事業計画策定に基づいた新商品開発の販路のひとつとすることを目標とし、県内外に拠点を

持つ大手流通企業を対象に商品情報を提供。対象は先の「①会津ブランドものづくりフェアに

おける需要調査」に参加した事業者（伝統工芸、食品）とし、フェアで出品したアイテムを流

通業者の視点から評価してもらい、商品の磨き上げや新開発へ還元させる。 

  

連携先企業（予定） 

㈱リオンドール…会津若松市に本店を持つスーパー。県内をはじめ、新潟県、栃木県

に出店。 

 

 

（３）目標 

   

 現行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

①ものづくりフェア調査 ― ２社 ２社 ２社 ２社 ２社 

②地域外に対する需要調査 ― ２社 ２社 ２社 ２社 ２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 

・現状 

  小規模事業者が事業計画を実行に移すため、新たな販路開拓や商圏拡大、ＥＣサイトの活用が不

可欠である。この考えのもと、当所は現在、見本市等出展助成事業を実施して出展経費の一部を助
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成している。またネット販売向けには横須賀商工会議所が設けているＥＣサイト「おもてなしギフ

トショップ」に参画し地域産品の販売を支援している。 

 

 ・課題 

  上記事業を実施しているが、現状における課題として以下の点が挙げられる。見本市等出展助成

については事前指導から事後の成果確認がなされておらず、また「おもてなしギフトショップ」は

現在、出品事業者が３社にとどまっており十分に活用されているとは言い難い。このため両支援事

業を本計画における販路開拓事業の主要事業とするために以下の内容を追加し、新たなチャレンジ

を目指す事業者を支援する。 

 

（２）事業内容 

  ①見本市等出展の促進 

   これまでの事業計画策定による新商品開発、需要動向調査を経て、見本市や商談会に参加した

いとする事業者を対象とする。希望者に対しては各種展示会等の情報提供、また参加に伴う出

展助成事業（当所事業）を紹介して参加を促す。 

また出展希望者に対しては、経営指導員が事前に展示に係る商品構成、レイアウト、ブース演

出について検討し、効果的な展示を支援する。出展後には出展結果概要、名刺交換数、商談件数、

今後商談に進む可能性のある件数について報告してもらい、かつ半年程度をめどに販路拡大に結

び付いた結果の有無についても確認する。追跡結果をもとに成果が思わしくなかった事業者に対

しては内容を振り返り、新たな事業計画の策定へと導く機会とする。なお後述「③対外プレゼン

テーションの強化」への参加も促し、事業者の発信力強化も合わせて支援する。 

 

出展予定 

 ・テーブルウェアフェスティバル…例年２月に東京ドームで開催。食器等に関する最大級の

商談会。本事業では特に伝統工芸である漆器を中心に対象者を選定する。 

 

 ・ビジネスマッチ東北…１１月に仙台市で開催される東北地方最大のビジネス商談会。「食

と農」ブースにおいて、食品事業者の出展を促す。 

 

  ②「おもてなしギフト」サイトへの新規出店促進 

   同サイトは「ヤフー」内に設けられたサイトであり、全国各地の逸品が産地直送で購入できる

地域ブランドギフト専門店である。現在、同サイトには会津ブランド認定品となっている、味

噌や米、絵ろうそくといった地域産品が掲載されている。しかしながら本サイトに登録してい

る事業者は３社にとどまり、会津地域ブランドを発信する窓口のひとつとしては物足りない。

このため需要動向調査の事業をベースに販路のひとつとして本サイト事業への参画を提案し、

事業計画実施の場とする。出展希望者に対しては、ＥＣサイトの有効性を説明したうえで、ミ

ラサポや福島県よろず支援拠点のＥＣサイトに関する専門家を招聘し、効果的な画像撮影等を

学んでもらう。なお出店後は販売数だけでなく、商品ページのＰＶ数を確認するほか、口コミ

評価も事業者に伝え、商品の改良へつなげる。 

 

  ③対外プレゼンテーションの強化 

    新しい魅力的な商品、画期的なサービスを作り上げても対外的なプレゼンテーションが脆弱

では、販売向上には結び付きづらい。とりわけ小規模事業者にとってはＳＮＳを利用した販売

戦略の構築、またマスコミ等を利用した宣伝戦略のノウハウが乏しいのが実情である。このた

めこれまで単発で開催しているＳＮＳ利用のセミナーだけでなく、プレスリリース、記者発表

の方法についても勉強する機会を加え、トータルでの宣伝広告の力を育成する。なお本事業に

関しては専門家のほか、当市立地のＩＴ企業への協力も求め、地場産業へ最新知見を取り込ん

でいくものとする。 
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  ④異業種勉強会 

    業界内視察や見本市参加によって自社業界を研究する機会はあるが、他の業界を学ぶ機会は

ほとんどない。他業界のスタンダードな考え方の自社への応用、さらには異業種コラボレーシ

ョンによる新たなサービスや商品の開発を後押しするため、業界別の見本市やコンベンション

を見学する機会を設け、異業種交流のきっかけづくりに資する。 

 

（３）目標 

 

 現行 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

①見本市等出展の促進 ― ２０社 ２０社 ２０社 ２０社 ２０社 

 成約件数／社  ２件 ２件 ３件 ３件 ３件 

②おもてなしサイト 

新規出店 

３社 

（現行） 
１社 １社 １社 １社 １社 

 売上額／社 ― １０万円 １０万円 １０万円 １０万円 １０万円 

③対外プレゼンテーシ

ョンの強化（勉強会） 
― 

２回 

（５人/回） 

２回  

（５人/回） 

２回  

（５人/回） 

２回  

（５人/回） 

２回  

（５人/回） 

④異業種勉強会（見本

市視察） 
― １回 １回 １回 １回 １回 

  

Ⅱ.地域経済の活性化に関する取組 

 

８．地域経済の活性化に資する取組に関すること 

 

（１）現状と課題 

   会津若松市は会津地方の中心都市として地域経済をけん引してきたが、全国的な傾向と同様に

人口減少、後継者不足による廃業の増加を背景とし、地域活力の低下が著しい。こうした中、地

場産業の振興や観光による交流人口の増加、ＩＣＴ産業の集積による新産業創出が地域経済活性

化に向けて重点課題となっており、現状の把握とともに今後の経済振興等をテーマに関係機関が

情報共有する機会を設けられている。 

 

 

 

（２）事業内容 

   上記現状を踏まえ、当所が参画する関係協議会等を記載する。 

 

   ①地域経済に関する情報交換会 

     会津若松市に所在する官民の経済団体が一堂に会し、現在の景況・雇用情勢等について情

報を共有し、また各団体の経済・雇用対策、商業・産業振興に係る取り組みについて報告し、

意見交換を図る。年に１回（６月）の開催。 

     参加団体：福島県会津地方振興局、会津若松市、会津若松公共職業安定所、日本政策金融

公庫、（一社）会津地区経営者協会、あいづ商工会、会津若松商工会議所 

 

   ②会津若松市中小企業・小規模企業未来会議 

     平成３１年４月に施行された「会津若松市中小企業及び小規模企業振興条例」を踏まえ、

会津若松市全体を俯瞰して企業の課題解決や振興策に向けて関係者が継続的に協議する場

として設けられた。市、県立会津大学短期大学部、中小・小規模事業者、当所をはじめとし

た支援機関（金融機関含む）の代表をコアメンバーとし、年に４回開催する。 



１５ 

 

 

     参加団体：会津若松商工会議所、あいづ商工会、福島県中小企業団体中央会会津事務所 

         会津大学短期大学部、会津信用金庫、会津商工信用組合、会津若松市、中小事業

者４社 

 

③極上の会津プロジェクト協議会 

     会津地方の１７市町村、観光協会、交通事業者等合わせて６４団体で組織し、具体的な観

光振興事業について検討。観光誘客、受け入れ環境の整備を進める。年に２回の全体会議（総

会、報告会）のほか、実務担当者会議、幹事会で事業内容を話し合う。 

    参加団体：会津地方１７市町村、同観光協会、会津若松商工会議所、会津乗合自動車㈱、会

津鉄道㈱ほか 

 

   ④会津ＩＴ産業振興協議会 

     当市は平成５年、コンピューター理工学に特化した会津大学が立地し、約３０社のベンチ

ャー企業が誕生している。市もＩＴ産業の集積を今後の地域経済振興の柱に掲げており、地

域のＩＴ産業が持続的に発展することを目的に本協議会が設立された。年１回の総会のほ

か、先進地視察、講演会・交流会等を開催する。 

 

    参加団体：東北経済産業局、福島県商工労働部、県会津地方振興局、会津大学、会津若松商

工会議所、ＩＴ関連立地企業１０社 

 

   ⑤会津ブランド推進委員会（再掲） 

     地域の素材にこだわった産品（食品・工芸品など）を地域ブランドとして発信するため、

当所が事務局となり設立。市、消費者団体、市民団体、ＪＡ、観光団体、郷土史家団体で構

成している。年に１回の委員会全体会議による年間事業の検討、２年に１回のブランド認定

を行っている。産品認定という狭義のブランド構築にとどまらず、在会津の支店を対象にし

た交流会、異業種等を展開している。 

    

    参加団体：会津若松市、会津若松観光ビューロー、会津よつば農業協同組合、会津若松市区

長会、会津大学短期大学部、会津地区商工会連絡協議会、会津若松酒造組合、会

津漆器協同組合、会津若松商工会議所ほか 

   

 

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 

   当所が経営発達支援計画を実施するにあたり、小規模事業者の高度かつ専門的な経営課題に直

面する場面も想定される。他機関との意見交換の場は、こうした当所で経験したことのないケー

スを自らの「知識」として吸収することのできる場であることは言うまでもなく、当所の経営指

導員が広く出席する場を積極的に確保していく。また次項「１０．経営指導員等の資質向上に関

すること」とも関係するが、特定の役職者だけでなく指導員が広く出席し、内容を伝達・共有す

る仕組みと関連づける。 

 

（２）事業内容 

   ①「しんくみ会津地域プラットフォーム」 

    金融機関（会津商工信用組合）、会津地区３商工会、会津喜多方商工会議所、税理士、中小
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企業診断士で構成する中小企業庁認定の地域プラットフォーム。年２回開催の連絡会議に経営

指導員が交替で出席して情報・意見交換し、管内動向や各種施策について情報を共有する。会

津地域の広範に支店を持つ金融機関での事業者面談において、立地または起業等の意向がある

場合にそれぞれの経済団体（商工会や商工会議所）が相談受け皿となり、専門的または事務的

な支援を士業機関でフォローする。 

 

   ②小規模事業者経営改善資金連絡協議会 

    日本政策金融公庫会津若松支店との勉強会。マル経融資の制度や注意点、これまでの融資実

績による豊富な事例を学ぶ。同じ会津地域にある会津喜多方商工会議所と当所による会議、会

津地域の商工会と商工会議所がすべて参加する会議と年２回開催され、協議の場において各団

体による取り組みや支援事例が報告される。各地の事例から企業の実態把握が困難だった事例

や融資に向けた事業計画策定のノウハウ等を共有する場となる。 

 

   ③オールふくしま経営支援事業会津地域サポート委員会 

    福島県と県内の金融機関、商工会議所、商工会、税理士会、中小企業診断士など経営支援 

   を行う各機関が連携して事業者支援を行うために平成２７年に設立された。事業者にとってホ

ームドクター（かかりつけ医）的な存在である支援機関で単独の対応が困難な場合、案件を持

ち寄り、支援方法を協議する。全県組織の下部組織として会津地域委員会が設けられており、

当所からも委員を派遣、毎月１回の支援検討会に参加している。他の支援機関や専門家の視点

やノウハウを商工会議所にフィードバックする場となっている。 

    

   ④金融機関担当者会議 

    会津若松市にある１０金融機関（都市銀行、地方銀行、地元金融機関等）と当所経営指導員

による実務レベルによる会議。融資業務に関する技術を学ぶ場となるだけでなく、最近であれ

ば軽減税率対策補助金（レジ補助金）等の経済産業省関連の情報を提供することでお互いに金

融、経済の最新の動きを知る機会となる。年１回開催。 

 

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 

   中小企業大学校における指導員研修をはじめ日商等での研修参加は大きな柱となっており、担

当・経験年数に応じて必要と思われる技術習得の機会を設けている。しかしこうした機会に得た

知識・情報を伝達する仕組みがなく、個々人のノウハウが組織として共有されていないことが課

題として挙げられる。結果、個々の指導員の支援能力にバラツキが生じている。さらにはこうし

たノウハウ共有・資質向上が経営指導員のみに偏るため、会議所職員全体のレベルアップまで意

識が昇華せず、所内全体での情報共有まで相当の時間がかかる。 

 

（２）事業内容 

   上記の現状と課題を踏まえ、補助員や一般職員も含めて以下の事業を実施する。 

 

   ①若手や新人職員のスキルアップに向けた定期的なＯＪＴやＯＦＦＪＴ 

    経験豊富な職員による支援事例手法、日本政策金融公庫の創業支援をはじめとした各種セミ

ナー等の各種研修を受けた職員による伝達講習を内部勉強会として開催し、ノウハウを共有。

この席には補助員、一般職員も参加することとし、全体的な意識の向上を図る。 

また月に１度開催する中小企業相談所会議、月２回のマル経審査会事前審査で相談事例を報

告し、職員の知識習得の場とする。 
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 ②小規模事業者経営改善資金連絡協議会（再掲） 

    日本政策金融公庫会津若松支店との勉強会。マル経融資の制度や注意点、これまでの融資実

績による豊富な事例を学ぶ。同じ会津地域にある会津喜多方商工会議所と当所による会議、会

津地域の商工会と商工会議所がすべて参加する会議と年２回開催し、協議の場において各団体

による取り組みや支援事例が報告される。各地の事例から企業の実態把握が困難だった事例や

融資に向けた事業計画策定のノウハウ等を共有する場となる。 

  

 

   ③金融機関担当者会議（再掲） 

    会津若松市にある１０金融機関（都市銀行、地方銀行、地元金融機関等）と当所経営指導員

による実務レベルによる会議。融資業務に関する技術を学ぶ場となるだけでなく、最近であれ

ば軽減税率対策補助金（レジ補助金）等の国施策の情報を提供することでお互いに金融、経済

の最新の動きを知る機会となる。年１回開催 

 

④専門家ノウハウの取得  

当所開催の相談会・セミナーで専門家を招聘した際に勉強会を開催し、個別事案への対応ノ

ウハウを学ぶ。またミラサポやエキスパートバンク事業における派遣時の同行を必須事項と

し、支援の手法（話題展開や話し方等を含む）を学ばせる。 

   

   ⑤支援情報の共有 

    当所で運用している事業所管理システム（ＴＯＡＳ）の支援情報記入について、簡易な記載

が散見される現状を改め、具体的な相談内容、支援内容等、核心部分を確実に入力することを

共通ルールとする。 

 

   ⑥事業計画等策定検討会議の開催 

指導員の全体的なスキルアップに向けて、事業計画策定等の際、個別の指導員ですべてが完

結することのないよう、Ａ指導員が個別調査・支援をする一方、Ｂ指導員はその業界の歴史や

動向・トレンド等周辺状況を調査して支援に厚みを持たせるなど複数職員が役割を分担する仕

組みに取り組む。なお案件ごとに担当をローテーションし、業界に強い指導員を育成する。 

 

 

 

１１．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

 

（１）現状と課題 

   年２回の監査（本監査、中間監査）の際に会計と事業の面から事業実施内容を検証する機会が

あるが、「経営発達支援計画」に関連する当所事業に特化した監査の機会は設けられていない。

また上記監査も内部監査であることから外部目線からの評価に関しては欠如している。このため

外部委員も交えた検証機会を設け、達成度の確認や修正を諮る場とする。 

 

（２）事業内容 

   上記現状と課題を踏まえ、毎年度、下記のとおり評価・検証を行う。 

 

   ①評価・検証 

中小企業診断士や会津大学短期大学部教授などの外部有識者、法定経営指導員、市商工課担

当者により年１回、事業の実施状況・成果の評価、次年度への見直しを行う。なお評価の結

果、計画の大幅な見直しが必要になる場合は、本計画策定ガイドラインに則り、市担当課と

協議のうえ関係行政機関に変更申請する。 
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   ②報告 

事業の成果・評価・見直し等検証の結果については法定経営指導員が取りまとめ、正副会頭

会議へ報告し、承認を受けるものとする。 

 

   ③公表 

    事業の成果・評価・見直し等検証の結果については、当所ホームページにおいて毎年度１回、

公表する。 
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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３年４月１日現在） 

 

（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：長谷川剛、大橋紀行 

 ■連絡先：会津若松商工会議所経営サービス部 TEL：0242-27-1212 

 

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） 

 

 法定経営指導員は経営発達支援計画の策定、その進捗等を実務レベルで取りまとめる立場で管理

するほか、経営指導員のスキルアップに関する情報交換会を企画立案する。 
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情報提供・助言の機会 

・経営指導員会議（月１回）、マル経予備審査会（月２回）、その他随時 

     上記会議を基本とし、事業計画策定検討会議を合わせて開催する。 

     また会議所職員全体への経営発達支援関連の情報については月１回の職員全体会議で

提供し、会議所内での情報共有を図る。 

      

（３）商工会議所、関係市町村連絡先 

 

①商工会議所 

  〒965-0816 福島県会津若松市南千石町 6-5 

   会津若松商工会議所経営サービス部 企画開発課 

   TEL：0242-27-1212 / FAX:0242-27-1207 

      E-mail: info@aizu-cci.or.jp 

②関係市町村 

    〒965-8601 福島県会津若松市東栄町 3-46 

   会津若松市観光商工部 商工課 

TEL：0242-39-1252 / FAX:0242-39-1433 

      E-mail: shoko@tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.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 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 

 

中小企業相談所会計 

（内訳）  

人件費等 

事務費 

調査研究費 

講習会開催費 

金融指導事業費 

小規模事業施策普及費 

経営安定特別相談事業費 

 

 

一般会計 

（内訳） 

商工振興費 

  

60,000 

 

55,580 

620 

350 

1,200 

700 

650 

900 

 

 

25,000 

 

25,000 

60,000 

 

55,580 

620 

350 

1,200 

700 

650 

900 

 

 

25,000 

 

25,000 

60,000 

 

55,580 

620 

350 

1,200 

700 

650 

900 

 

 

25,000 

 

25,000 

60,000 

 

55,580 

620 

350 

1,200 

700 

650 

900 

 

 

25,000 

 

25,000 

60,000 

 

55,580 

620 

350 

1,200 

700 

650 

900 

 

 

25,000 

 

25,000 

（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、福島県補助金、会津若松市補助金、その他事業収入 

 

 

（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 

 

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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