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経営発達支援計画における事業評価について 

  これまでの経営改善普及事業では第三者からの評価が行われておらず、効率的な事業の改善に

結び付いていなかった。このため経営発達支援計画では有識者も交えた事業評価を基に事業の

PDCA サイクルを導入し、経営支援の継続的な質の向上に努める。 

 

 

評価事業項目 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容  

１．地域経済動向に関すること【指針③】 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

 Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

  １．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること  

 ２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

 

評価方法 

 ①赤色で実績内容と経営指導員による自己評価を下表 A~E のとおり行い、各事業項目に 

付記した。   

自己評価 基    準 

A 目標が達成できた（達成率 100％） 

B 目標を概ね達成できた（達成率 99％～79％） 

C 目標を半分程度達成できた（達成率 79％～50％） 

D 目標をほとんど達成できなかった（達成率 49％～20％） 

E 事業に未着手であった（達成率 20％未満） 
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②①の実績内容、自己評価を踏まえて令和４年３月２９日、事業評価委員会が開催され、 

委員が下表５点～１点にて採点評価のうえ、見直し方針を提案した。当資料においては 

採点の平均点を記載するとともに、主な評価コメントを青色で付記した。 

採点 基    準 

５ 非常によく事業が実施できた 

４ よく事業が実施できた 

３ 概ね事業が実施できた 

２ ほとんど事業が実施されていない 

１ 事業が実施されていない。評価ができない 

 

 

評価見直しの反映 

  経営発達支援事業評価委員会の答申を基に、令和４年３月２９日、鹿島商工会正副会長会議に 

おいて事業内容ごとの見直し方針を決定した。また、理事会においてその見直し方針を報告し、 

公表する事業評内容および見直し方針について承認を受けた。 

今般その内容について公表するものである。 
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１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

(1)現状と課題 

現状、中小企業景況調査に 15事業所より回答を得ているが、情報の独自分析や活用は特段行って

いない。また、日々の相談で事業者から聞き取りした業界動向についても個々職員が経営相談カル

テへ入力するに留まっている。このため小規模事業者が地域経済動向の把握、自社の経営課題の抽

出や経営力強化に向けた事業計画策定のための基礎資料として活用出来るように提供する必要があ

る。 

 

(2)事業内容 

①独自の景気動向調査の実施 

鹿島区の経済動向を把握するため、福島県商工会連合会の中小企業景況調査に独自項目を追加し、

下表のとおり調査・分析する。 

調査対象 
建設業、製造業、卸小売業、飲食宿泊業、サービス業者より各業種3社、合

計15社を対象とする。 

調査項目 
調査項目は売上高、仕入高、採算性、資金繰り、従業員数の増減、設備投資

の状況。 

調査方法 四半期ごとに対象事業所を訪問し聞き取り調査する。 

調査結果の分析 
経営指導員と福島県商工会連合会とで分析を行う。また、必要に応じて外

部有識者の協力、助言により分析する。 

 

②国のビッグデータを活用した調査の実施 

 俯瞰した地域経済動向の調査を行うため、国が提供するビッグデータを活用し年に１回調査・分

析する。 

調査対象 南相馬市の地域経済動向 

調査項目 

・地域経済循環マップ 生産分析 

・地域経済循環マップ 支出分析 

・産業構造マップ   消費の傾向 

調査方法 地域経済分析システム（RESAS）により年１回実施する。 

調査結果の分析 
１月に調査を実施し、経営指導員がＲＥＳＡＳの分析情報を整理し、職員

の共有データとして保管し事業者の経営状況の分析に活用する。 

 

(3)成果の活用  

分析結果は、経営指導員等の事業所巡回訪問時や、商工会のホームページ上で公開し小規模 

事業者へ提供する。また、個々の小規模事業者の経営状況比較分析等、事業計画策定支援資料とし

て活用する。 
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実績 

①の独自景況調査については表のとおり15社に対して四半期毎の調査を実施し分析まで行った。 

②の国のビッグデータによる経済動向調査も行っており、内容精査確認のうえ、令和３年度末 

までに当会ホームページ上で公表する。 

 

次年度の事業達成度向上に向けて 

  ①、②とも１月を集計／調査時期とし、分析整理して小規模事業者がさらに参考にし易い形で 

公表できるよう、スケジュール管理を行っていく。 

 

自己評価：Ｂ 

 

委員の平均評価：４ 

 

見直しの方針 

・定期的な把握及びビッグデータの活用を行っているため、今後はデータの使用方法について、補

助金活用などを意識したデータ収集・情報公開を検討・実施していく。 

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】  

(1)現状と課題  

小規模事業者への経営状況の分析支援は、これまで補助金申請相談時や、融資の相談時、及び確

定申告時に簡易に行うに留まっている。また、小規模事業者が、自社の経営状況分析の重要性を理

解しておらず積極的な分析支援は行ってこなかった。 

今後は、小規模事業者の持続的経営成長に向け、現状理解や経営課題の理解を促すため経営状況

の分析支援を積極的に実施する。また、支援にあたる経営指導員は、小規模事業者が理解し易い資

料にて、強み、弱み、経営課題、競合比較情報を提供する必要がある。  

 

(2)事業内容  

①経営分析支援事業者の掘り起こし 

経営指導員等の巡回・窓口相談、またセミナー開催により経営分析支援事業者の掘り起こしを行

う。特に次の小規模事業者を支援対象として想定する。 

（ア）決算にて毎年売上、利益の増加がある者 

（イ）新商品・サービスの開発や販路開拓に取り組む者 

（ウ）地域外需要開拓に取り組む者 

（エ）事業承継を予定する者 

 （オ）創業予定者（過去実績がないため経営分析は非財務分析に限る） 
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②経営分析セミナーの開催 

小規模事業者が自ら経営分析の必要性・重要性を理解し、自社の「強み」「弱み」や経営課題への

気付き、事業者の経営分析力の向上のため、年に一度「経営分析セミナー」を開催し、経営分析の必

要性を小規模事業者に広く啓蒙する。尚、経営指導員等は、事業者の経営状況の分析支援と専門家

の説明、助言方法の取得を目的として帯同しセミナーを受講する。  

セミナーの募集については、広く地域の事業者に周知するために当会ホームページ、SNS上に掲載

するとともに、全商工会員には募集案内文書を郵送もしくは窓口相談・巡回訪問時に手渡しする。

また、周知の仕方や講義の構成を工夫し、サブテーマとして販路開拓、利益向上について盛り込む

等として受講者増に努める。 

 

③経営状況分析の内容 

経営状況の分析は、小規模事業者の事業計画づくり・サポートキット（中小企業基盤整備機構：

（以下：中小機構））を活用し、2 名の経営指導員が共同し多角的視点で経営状況の分析を行う。分

析の方法は巡回・窓口相談や前述の経営分析セミナー参加者より掘り起こし、支援対象となった事

業者に対して巡回、もしくは商工会窓口にて下表 1に従い分析を実施する。 

専門的知見が必要な場合は、福島県商工会連合会やよろず支援拠点、中小機構等のコーディネー

ター等専門家と連携し実施する。尚、創業予定者は、下表2に従い非財務分析を実施する。 

 

表 1 経営状況の分析方法について 

分析項目 分析内容 収集先 

１．基本情報 

①組織概要 

②沿革 

③経営概況 

・会社案内 

・ホームページ 

・事業者ヒアリング 

２．商品・サービス 

①商品・サービスの特徴 

②顧客の属性 

③競争業者の属性 

・売上帳簿 

・顧客台帳、事業者ヒアリング 

・競争業者ホームページ 

・業種別審査辞典 

３．技術・ノウハウ 

①競争優位性 

②蓄積経過 

③顧客の属性 

④競争業者の属性 ・事業者ヒアリング 

４．その他経営資源 

①従業員スキル 

②施設、設備 

③協力提携会社 

５．財務内容 成長、収益、安全性、資金繰り ・財務諸表 
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表 2 創業予定者の分析方法について 

分析項目 分析内容 収集先 

１．基本情報 
①創業者の経歴 

 

・事業者ヒアリング 

２．商品・サービス 

①商品・サービスの特徴 

②想定顧客の属性 

③競争業者の属性 

・事業者ヒアリング 

・競争業者ホームページ 

・業種別審査辞典 

３．技術・ノウハウ 

①競争優位性 

②想定顧客の属性 

③競争業者の属性 
・事業者ヒアリング 

４．その他経営資源 

①従業員スキル 

②施設、設備 

③協力提携会社 

 

 (3)成果の活用 

事業者の経営状況分析結果は、経営指導員が巡回訪問し、丁寧に事業者へフィードバックする他、

事業計画策定支援時の基礎資料として活用する。 

尚、各事業者の経営状況の分析結果は、商工会内でデータベース化し全職員がいつでも閲覧出来

るような状態で保管し、知識・知見の共有に努める。 

 

(4)目標 

項目 
令和 2年度 

目標 

令和 2年度 

実績 

令和 3年度 

目標 

令和 3年度 

実績 

令和 4年度 

目標 

令和 5年度 

目標 

令和 6年度 

目標 

経営状況分析ｾﾐﾅｰ 

（参加者数） 

1回 

（25人） 

開催なし 1回 

（25人） 

1回 

（8人） 

1回 

（25人） 

1回 

（25人） 

1回 

（25人） 

経営状況分析件数 20件 8件 20件 32件 20件 20件 20件 

  

  

  

経営分析支援事業者

（事業承継予定者含む） 
17件 8件 17件 32件 17件 17件 17件 

創業予定者 3件 1件 3件 0件 3件 3件 3件 

 

実績：令和３年８月５日、「今さら聞けないおカネの話」と題し、柳沼芳裕中小企業診断士を講師と

して新型コロナウイルス感染拡大防止対策を講じた上で経営分析セミナーを開催した。８社

が参加し「おカネに好かれる人・嫌われる人」といった話を導入に、貸借対照表や損益計算書

の見方、利益のメカニズムなど自社の経営分析に対する理解を深め、加えてPDCAサイクルの

重要性について気づきを得る機会となった。 

   しかし、セミナー参加者数は目標に届かず、厳しい経営環境にある小規模事業者の支援金等

申請支援の分析が中心となり、個社支援に留まった。 
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令和３年度補助施策等支援実績 

施策名 支援件数 採否 

国・小規模事業者持続化補助金（一般型） ２ 
申請中１ 

不採択１ 

国・小規模事業者持続化補助金（コロナ型） １ 申請見送り１ 

国・一時支援金 ２ 給付２ 

国・月次支援金 ２ 給付２ 

国・事業復活支援金 １３ 
申請中２ 

給付１１ 

県・売り上げの減少した中小事業者に対する一時金 ８ 給付８ 

市・南相馬市事業継続支援金 ４ 給付４ 

 

次年度の事業達成度向上に向けて 

 分析事業者数の向上のためにスケジュール立てて分析対象者の掘り起こしを行い、コロナ禍への

対応としてオンライン受講と対面型のハイブリッド形式等での開催を検討する。 

 

自己評価：Ｃ 

 

委員の平均評価：３ 

 

見直しの方針 

・コロナ禍に対応した開催の検討・実施。 

・融資案件や補助金申請時など、ニーズを捉えた経営分析の実施。 

 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】  

(1)現状と課題  

小規模事業者側でも補助金の採択等短期的な成果を得ようとする意識が強く、自社が将来あるべ

き姿とその実現に向けた道筋、すなわち中長期的視点での戦略思考が不足している。 

経営指導員等の支援実務においても補助金申請相談や、金融支援の際の事業計画策定支援を行う

に留まっており、小規模事業者の本質的な経営課題を踏まえた事業計画策定には至っていない。加

えて、経営指導員等の事業計画策定支援の知識不足、マンパワーが不足しているため、事業計画策

定支援能力の向上及び、組織的な支援体制を確立することが必要である。 

 

(2)事業内容 

①事業計画策定セミナーの開催 

２．において経営状況の分析を行った事業者のうち、（ア）決算にて毎年売上、利益の増加がある

者、（イ）新商品・サービスの開発や販路開拓に取り組む者、（ウ）地域外需要開拓に取り組む者、
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（オ）創業予定者を対象に「事業計画策定セミナー」を年 1 回開催する。セミナー講師は外部専門

家を招聘し小規模事業者だけではなく、経営指導員等の能力向上も狙う。 

セミナーの募集については、広く地域の事業者に周知するために当会ホームページ、SNS上に掲載

するとともに、全商工会員には募集案内文書を郵送もしくは窓口相談・巡回訪問時に手渡しする。

また、周知の仕方や講義の構成を工夫、サブテーマとして販路開拓、利益向上について盛り込む等

として受講者増に努める。 

尚、経営状況の分析を行っていない事業者については前項に従い、前もって経営状況分析をさせ

た上で事業計画策定支援に進むこととする。 

［事業計画策定セミナーのカリキュラム］ 

ⅰ．事業計画書とは…計画策定の目的と仕組み、そのメリットの説明 

ⅱ．現状把握…前述の経営分析を踏まえた課題抽出 

（創業計画策定者：自身や雇用予定者のスキル、経験等の整理と把握） 

ⅲ．戦略の構築と決定…経営指導員等と専門家の助言のもと、事業者が戦略を決定 

（創業計画策定者：資金調達方法、許認可関連の情報提供） 

ⅳ．収支シミュレーション 

 

②事業承継計画策定セミナーの開催 

（エ）事業承継を予定する者を対象に「事業承継計画策定セミナー」を年 1 回開催する。セミナ

ー講師は外部専門家を招聘し小規模事業者だけではなく、経営指導員等の能力向上も狙う。 

セミナーの募集については、広く地域の事業者に周知するために当会ホームページ、SNS上に掲載

するとともに、全商工会員には募集案内文書を郵送もしくは窓口相談・巡回訪問時に手渡しする。 

尚、経営状況の分析を行っていない事業者については前項に従い、前もって経営状況分析をさせ

た上で事業計画策定支援に進むこととする。 

［事業承継計画策定セミナーのカリキュラム］ 

ⅰ．事業承継計画書とは…計画策定の目的と仕組み、そのメリットの説明 

ⅱ．現状把握…経営分析を踏まえた現状、課題の抽出 

（経営資源、経営リスク、財務・税務） 

ⅲ．承継計画の策定…経営指導員等と専門家の助言のもと、事業者が承継計画を決定 

（顧客・取引先の承継、財務、税務の円滑な引継ぎ） 

ⅳ．収支シミュレーション 

 

③個別相談会の開催 

 事業計画策定は事業者の成熟度やその内容により策定の度合いも変わってくる。このため、事業

計画策定、事業承継計画策定セミナーだけでは理解が不十分な事業者に向け、個別相談会を毎年7、

1月の年に2回実施する。個別相談会においては経営指導員、専門家が対応し個別具体的な計画策定を

支援するとともに、経営指導員は専門家の支援手法を習得する。 
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 (3)目標 

項目 
令和 2年度 

目標 

令和 2年度 

実績 

令和 3年度 

目標 

令和 3年度 

実績 

令和 4年度 

目標 

令和 5年度 

目標 

令和 6年度 

目標 

事業計画策定ｾﾐﾅｰ 

（参加者数） 

1回 

（12社） 

開催なし 1回 

（15社） 

1回 

（5社） 

1回 

（15社） 

1回 

（15社） 

1回 

（15社） 

事業承継計画策定ｾﾐﾅｰ 

（参加者数） 

1回 

（8社） 

開催なし 1回 

（10社） 

1回 

（9社） 

1回 

（10社） 

1回 

（10社） 

1回 

（10社） 

個別相談会 2回 0回 2回 1回 2回 2回 2回 

事業計画策定件数 10件 8件 15件 3件 15件 15件 15件 

  

  

  

事業計画 8件 8件 10件 3件 10件 10件 10件 

事業承継計画 1件 0件 4件 0件 4件 4件 4件 

創業計画 1件 1件 1件 0件 1件 1件 1件 

 

実績 

 「事業計画策定セミナー」 

 令和３年１１月８日、「未来（あした）をつくる～持続可能な経営のポイント教えます～」と題 

し、柳沼芳裕中小企業診断士を講師として新型コロナウイルス感染拡大防止対策を講じた上で事 

業計画策定セミナーを開催した。５社が参加し、SWOT分析による現状把握や売上向上のポイント、 

PDCAサイクルの重要性などを学び、計画策定のメリット及び必要性について理解を深める機会と 

なった。しかし、セミナー参加者数、事業計画策定件数ともに目標には届かなかった。 

 

 「事業承継計画策定セミナー」 

 令和４年２月２１日、「GO TO THE NEXT～今と未来と魂をつなぐ～」と題し、山田主規中小企業 

診断士を講師として新型コロナウイルス感染拡大防止対策を講じた上で事業承継計画策定セミナ 

ー及び個別相談会を開催した。９社が参加し、主に財務諸表に記載されない知的資産の承継につ 

いて、具体的な事例を交え現状把握や計画の立て方等を学び、計画策定の目的や自社の課題を見 

つめなおすきっかけとなった。また、個別相談は２社が実施し、事業承継の方法等について専門 

家の指導を受けた。しかし、セミナー参加者数、事業承継計画策定件数ともに目標には届かなか 

った。 

 

次年度の事業達成度向上に向けて 

当項目の趣旨は、個社の補助金申請に留まることなく本質的な経営課題を踏まえた事業計画策定 

及び職員の支援スキル向上、ならびに組織的な支援体制の確立である。 

令和４年度は個社支援の中心である経営指導員に経営支援員等が随行し、ＯＪＴによる組織的な 

スキル向上体制を作り始めていくことを念頭におき取り組む。 

 

自己評価：Ｃ 
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委員の平均評価：３ 

 

見直しの方針 

・計画策定は個別対応が必要となるケースが多いため、計画と結果のモニタリングなどによる伴走

支援を実施する。 

 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】  

(1)現状と課題 

 現状、補助金採択後の事業遂行に対する助言提案、実績報告支援に留まっており、小規模事業者

が策定した事業計画の実施支援には至っていない。 

 また、経営指導員が小規模事業者の事業計画策定にあたり、継続的かつ適切に実施するための知

識、課題解決手法を有しておらず、組織的なフォロー計画に対するタイムリーなアドバイスが行え

ていなかったため、フォローアップ体制の構築が課題となっている。 

(2)事業内容 

①事業計画策定事業者への事後支援 

 経営指導員等は四半期に一度、事業計画策定事業者を巡回訪問し進捗確認を行う。その際には当

該策定計画と関連する施策情報の提供を行い、場合によっては専門家派遣も活用しながら計画の次

の段階へと円滑に進められるようフォローアップを行う。 

 

②事業承継計画策定事業者への事後支援 

 経営指導員等は半期に一度、事業承継計画策定事業者を巡回訪問し進捗確認を行う。その際は承

継に関する諸問題（税務・労務・資金・取引先との関係性等）に留意し、フォローアップを行う。 

 

③創業計画策定者への事後支援 

 創業計画策定者については四半期に一度の巡回訪問に加え、電話、Ｅメール等で創業計画の進捗

確認を行う。その際には必要となる資金の融資斡旋、税務、労務情報を提供し創業計画が軌道に乗

るようにフォローアップを行う。 

 

④事業者の計画に差異が生じた場合の対応 

 ①～③において計画と進捗に差異が生じた際には福島県商工会連合会や専門家とズレ発生原因と

その対応方策を検討するとともに、必要に応じてフォローアップ頻度を変更する。 

 

(3)成果の活用 

各事業者の事業計画と支援経過を対比しまとめた伴走支援資料は、職員間で共有する。知見の蓄

積により経営指導員等が様々な案件に対する支援方法を学ぶことが出来る。この伴走支援資料は商

工会の資源となり、職員の異動に際しても個別具体的な記録として継続して活用する。 
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(4)目標 

①事業計画策定事業者へのフォローアップ 

項目 
令和 2年度 

目標 

令和 2年度 

実績 

令和 3年度 

目標 

令和 3年度 

実績 

令和 4年度 

目標 

令和 5年度 

目標 

令和 6年度 

目標 

事業者数 8社 7社 10社 3社 10社 10社 10社 

延フォロー回数 32回 34回 40回 6回 40回 40回 40回 

売上高増加事業者数 2社 3社 4社 0社 4社 4社 4社 

営業利益 5％ 

増加事業者数 
1社 2社 １社 0社 2社 2社 2社 

 

②事業承継計画策定事業者へのフォローアップ  

項目 
令和 2年度 

目標 

令和 2年度 

実績 

令和 3年度 

目標 

令和 3年度 

実績 

令和 4年度 

目標 

令和 5年度 

目標 

令和 6年度 

目標 

事業者数 1社 0社 4社 0社 4社 4社 4社 

延フォロー回数 2回 0回 8回 0回 8回 8回 8回 

売上高増加事業者数 1社 0社 2社 0社 2社 2社 2社 

営業利益 5％ 

増加事業者数 
1社 0社 1社 0社 1社 1社 1社 

 

③創業計画策定事業者へのフォローアップ  

項目 
令和 2年度 

目標 

令和 2年度 

実績 

令和 3年度 

目標 

令和 3年度 

実績 

令和 4年度 

目標 

令和 5年度 

目標 

令和 6年度 

目標 

事業者数 1社 1社 １社 1社 1社 1社 1社 

延フォロー回数 8回 8回 4回 4回 4回 4回 4回 

目標売上高達成 

事業者数 
1社 1社 1社 0社 1社 1社 1社 

 

実績 

前述、事業計画策定支援同様、補助金制度の申請支援を機会とし、事業計画策定事業者３社、創業 

計画策定事業者（令和２年度）１社に対する補助金申請のブラッシュアップや実績報告支援を実 

施した。 

  

次年度の事業達成度向上に向けて 

補助金関連支援に留まることなく、策定した事業計画の進捗確認、計画との差異の確認およびそ

の原因と対応方策の検討が当項目の趣旨であるため、対象者に対する定期的な巡回について計画

を立てて実施する。 

 

自己評価：Ｄ 
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委員の平均評価：２ 

 

見直しの方針 

・計画策定後のフォローアップを見据え、計画策定時に四半期ごとや決算時に継続して経営分析を

実施することを盛り込み、売上推移等について短期的・中長期的に比較することで計画策定の相乗

効果を狙うこともできるため、要検討。 

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】  

(1)現状と課題  

現状、小規模事業者は慣例や直感に頼り役務・製品・商品を開発、提供することが多く、マーケッ

トインの考え方が浸透していない事が挙げられる。また、経営指導員等の支援実務においては具体

的な案件が生じる都度、官公庁や業界団体等が一般に公開する調査データを提供するに留まってい

る。小規模事業者の役務・製品・商品の販路拡大に結びつける支援能力、体制が確立されていないこ

とが課題である。 

(2)事業内容 

①建設業の需要動向調査支援 

支援対象 社会資本更新、自然災害対策工事分野へ進出を予定する小規模事業者 

調査対象 橋梁建設事業者、建設コンサルタント、電力事業者、行政機関 

調査項目 施工技術、品質、工期、価格 

調査内容 小規模事業者の開発した保守サービスの需要調査 

調査方法 

・調査対象者が集まる商工会部会総会、福島・国際研究産業都市（イノ

ベーション・コースト）構想関連会議等の機会に行う。 

・調査内容は、小規模事業者が開発した保守サービスの施工技術、品

質、工期、価格をパンフレットに纏め、発注担当者に聞き取り調査を

行う。 

・1案件あたり30件のサンプル回収を目標とする。 

・調査結果は専門家意見を取り入れつつ、経営指導員等が分析する。 

成果の活用方法 
調査・分析結果を小規模事業者へフィードバックし、サービス改善に

より受注獲得を支援する。 

 

②製造業の需要動向調査支援 

支援対象 鹿島区に進出している中堅企業と取引拡大を希望する小規模事業者 

調査対象 
鹿島区に進出している厨房機器、医療機器、航空機部品、服飾製造業

等中堅製造業 

調査項目 加工技術、品質、納期、価格 

調査内容 小規模事業者との下請取引に関する需要調査 

調査方法 ・福島・国際研究産業都市（イノベーション・コースト）構想が開催す



14 

 

る「ふくしまみらいビジネス交流会」等のビジネスマッチングの場を

活用し行う。 

・調査内容は、小規模事業者が対応出来る加工技術、品質、納期、価格

をパンフレットに纏め、購買担当者へ聞き取り調査を行う。 

・1案件あたり30件のサンプル回収を目標とする。 

・調査結果は専門家意見を取り入れつつ、経営指導員等が分析する。 

成果の活用方法 
調査・分析結果を小規模事業者へフィードバックし、加工技術、品質、

納期、価格の改善により受注獲得を支援する。 

③卸小売業、飲食宿泊業の需要動向調査支援 

支援対象 農業者、漁業者等と連携した地域名物料理の開発する小規模事業者 

調査場所 

・常磐自動車道南相馬市サービスエリア利活用拠点施設 

「セデッテかしま」・2015年4月オープン。観光客、地域消費者年間来

館者数126万人、2019年4月時点累計来館者数480万人超。 

コロナ禍によりセデッテかしまの利用者が減少したこともあり、11/19

～21ニッポン全国物産展（池袋サンシャインシティ）へ1事業者の出店

となった。 

調査対象 ・来館する観光客、地域消費者 

調査項目 ・価格、量、パッケージ、味、商品改善点 

調査内容 ・開発する地域名物料理の需要調査 

調査方法 

・来館する消費者へ試食品を提供しアンケート調査を実施する。 

・1商品当たり50件のサンプル回収を目標とする。 

・調査結果は専門家意見を取り入れつつ、経営指導員等が分析する。 

コロナ禍により密を避けて開催されたため試食品の配布などができ

ず、詳細な調査には至らず。 

活用方法 
調査・分析結果を小規模事業へフィードバックし、商品改善、新商品開

発により需要体格を支援する。 

 

各業種の需要動向調査支援について専門的な観点を必要とする際には、中小機構、福島県よろず

支援拠点等の専門家派遣制度を活用し支援を行う。 

 

(3)目標 

項目 令和 2年度 

目標 

令和 2年度 

実績 

令和 3年度 

目標 

令和 3年度 

実績 

令和 4年度 

目標 

令和 5年度 

目標 

令和 6年度 

目標 

調査対象事業者数 3社 2社 7社 1社 7社 7社 7社 

  

  

  

建設業 1社 0社 2社 0社 2社 2社 2社 

製造業 1社 0社 2社 0社 2社 2社 2社 

卸小売、飲食宿泊業 1社 2社 3社 1社 3社 3社 3社 
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６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】  

(1)現状と課題  

小規模事業者に対する需要開拓支援は、これまでは販売会出展支援に留まり、小規模事業者が策

定する事業計画に基づく成果に繋がるような支援を行ってこなかった。 

今後は、小規模事業者の売上増加や新規顧客の獲得に向け、事業のPDCAによる需要開拓支援が必

要である。  

 

(2)事業内容 

①展示商談会を活用した需要開拓支援 

②商業施設を活用した需要開拓支援 

③地域イベント、展示販売会を活用した需要開拓支援 

（ア）出展前の支援：販売予測、商品 POP、値札、商品陳列、販売口上支援、商品ホームページ、 

放射能検査結果、消費者アンケートの準備。 

（イ）出展後の支援：アンケート調査の分析による需要、課題分析。 

 

(3)目標 

項目 単位 
令和 2年度 

目標 

令和 2年度 

実績 

令和 3年度 

目標 

令和 3年度 

実績 

令和 4年度 

目標 

令和 5年度 

目標 

令和 6年度 

目標 

展示商談会 
事業所数 2社 0社 2社 0社 2社 2社 2社 

成約件数/社 1件 0件 1件 0件 1件 1件 1件 

商業施設 
事業所数 2社 0社 2社 0社 2社 2社 2社 

目標売上 各 20万円 － 各 20万円 － 各 20万円 各 20万円 各 20万円 

地域イベント、 

展示販売会 

事業所数 2社 2社 2社 1社 2社 2社 2社 

目標売上 各 20万円 
7万円 

11万円 
各 20万円 17万円 各 20万円 各 20万円 各 20万円 

 

（５、６については実績、自己評価をあわせて記載） 

 

実績 

５、６ともコロナ禍により、商談会、地域イベント等が中止となったが、都内開催のイベントにて

１社の販売支援を行った。しかし、同イベントも密を避ける形での実施であったことから、アンケ

ート調査や需要動向調査、需要開拓等の実施は不可能であった。 

  

次年度の事業達成度向上に向けて 

コロナ禍による状況を判断しつつ、開催される商談会や地域イベントに出向き、需要動向調査、お

よび需要開拓商談会での事業実施を目指していく。 

 

自己評価：Ｄ 
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委員の平均評価：２ 

 

見直しの方針 

・コロナ禍で展示会やイベントの中止が相次いでいるため、アプリ等を利用して身近な住民等への

アンケート等による需要調査を検討する。 

・小規模事業者持続化補助金等への活用を見越したアンケート項目の検討など。 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

(1)現状と課題  

現状、様々なイベントを開催し地域経済活性化を試みているが、どのイベントにおいても一過性

の効果を得るに留まっている。そのため、イベント終了後においても継続的なにぎわい創出につな

がるような仕組み作りを検討・実行していくことが課題となっている。  

今後は１年を通して地域の魅力を感じ、触れることが出来継続的に地域のにぎわいを創出する取

組みが必要である。  

 

(2)事業内容 

①鹿島区地域経済活性化協議会の開催（年1回） 

 商工会は、南相馬市役所と協議会事務局を担い、鹿島商工会、南相馬市（市役所経済部、鹿島区役

所地域振興課）、（一社）南相馬市かしま観光協会、鹿島青色申告会、（公社）相双法人会鹿島支部

等の区内関係機関が一堂に参画する「鹿島区地域経済活性化協議会」を年1回開催する。協議会では、

地域資源の活用による6次産業化や観光産業の推進等について、鹿島区の経済活性化を協議する。 

 

②地域名物料理、6次産業化商品情報発信協議会の開催（年 2回） 

商工会は、南相馬市役所と協議会事務局を担い、鹿島商工会、南相馬市（市役所経済部、鹿島区役

所地域振興課）、（一社）南相馬市かしま観光協会による「地域名物料理、6次産業化商品情報発信

協議会」を年 2回開催する。 

 南相馬市が平成 27年度に策定した南相馬市農林水産業再興プランでは、基本理念である「農林水

産業の現場を元気にする」に基づき、「6 次産業化型の農業」、「南相馬の地域ブランドを構築する農

業」、「観 光・交流型の農業」、「高品質・高付加価値化型の漁業」等の将来像を掲げ、 南相馬市の地

域資源を活用した 6次産業化や地産地消を推進することとしている。 

 地域資源を活用した地域名物料理、6次産業化商品開発等を促進するだけでなく、効果的な情報発

信について協議する。 

 

実績 

①令和３年１２月２４日に鹿島区地域経済活性化協議会を開催し、観光資源の更なる活用と観光 

産業の推進について、セデッテかしまから牛島地区を結ぶサイクリングロードの利活用などを 

協議した。また、コロナ禍等による深刻な小規模事業者への影響について、商工会から市による 
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独自施策の充実を要望し、市からは今後も状況に応じて支援施策の拡充を検討していくとの回 

答を得た。 

②はコロナ禍により地域名物料理等を発信できる状況ではなく、開催せず。 

   

なお、令和３年度のイベント開催状況としては、「かしまで買ってエントリー！レシートチャ 

ンスキャンペーン」「かしまでプレミアムドライブインシアター」に加え、南相馬市と連携し 

「消費喚起応援事業」に取り組み、時期を分けて開催することで継続的な経済性化に寄与した。 

  

次年度の事業達成度向上に向けて 

コロナ禍の影響により会議開催が難しい状況ではあるが、感染の状況を判断しつつ、各種会議の

開催を目指していく。 

 

自己評価：Ｃ 

 

委員の平均評価：３ 

 

見直しの方針 

・継続的なにぎわいの創出を意識した仕組みづくりのため、行政との連携を一層強化する。 

 

 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること  

 

(1)現状と課題  

現状、他の支援機関との情報交換は他の商工会とのやり取りや、外部専門家による研修会受講、

ならびに行政や金融機関等との会合に留まっており、個々事業者支援において有用となる情報・ノ

ウハウ等の情報交換等は行われていない。  

そのため、小規模事業者の複雑・多様化する課題解決や、小規模事業者に対して新たな販路開拓

を支援するための効果的な解決策の提示やノウハウ等の情報交換としては広がりのない状況となっ

ている。  

今後は支援機関の担当者同士がそれぞれの強みを活かした有機的・効率的な支援を連携して実施

していく体制を構築するとともに、次により、経営発達支援事業の円滑な実施に向け、他の支援機

関と連携し、支援ノウハウ等の情報交換を図っていく。  

(2)事業内容  

①経営発達支援連絡会の発足による情報共有及び連携支援 

商工会、南相馬市、管内金融機関（相双五城信用組合鹿島支店、大東銀行鹿島支店）の各担当者、

福島県商工会連合会の専門経営指導員等で構成する「経営発達支援連絡会」を発足する。「経営発達

支援連絡会」の各構成員が地域の需要動向、創業、各種施策の推進状況等の情報交換、情報共有のた
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めの会議を年1回実施する。 

特に、金融機関については、経営指導員と融資担当者が「顔の見える関係」を構築し、相談案件の

内容次第では同席や同行訪問支援を行い、強力な実務型連携支援を実施する。  

 

②商工会会議等の場を活用した情報共有・情報交換  

鹿島商工会を幹事商工会に、小高商工会（南相馬市）・新地町商工会・飯舘村商工会とで「相馬広

域連携協議会」を構成している。この協議会における広域経営支援会議（幹事商工会事務局長、及び

各会の経営指導員が出席。年4回開催）、広域業務管理会議（各会の経営支援員が出席。年4回開催）

の場を活用し、経営支援の現状等について情報交換するとともに、支援知見、今後の課題、成功事例

や失敗事例等についてより具体的な情報交換を行う。 

なかでも当会と同じ南相馬市に所在する小高商工会とは、特に情報共有・情報交換に努める。 

 

 

実績 

①の経営発達支援連絡会に関して、令和４年３月１０日に開催した。コロナ禍及び資材高騰等に 

関する管内情報交換がメインテーマとなり、商工業振興に関する意見交換等を実施した。 

 ②の相馬広域連携協議会については年度に６回の経営支援会議と３回の業務管理会議を開催し、 

支援案件の情報共有をはじめ、意見交換等を実施した。 

 

次年度の事業達成度向上に向けて 

今後も更なる情報共有、連携支援体制の構築を目指していく。 

 

自己評価：Ｂ 

 

委員の平均評価：３ 

 

見直しの方針 

・よろず支援拠点等の関係機関と連携を図ることで、それぞれの立場からの支援が可能となるため

要検討。 

 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること  

 

(1)現状と課題 

現状、経営指導員は、福島県商工会連合会の研修会に参加し、資質向上に取り組んでおり、一定の

小規模事業者支援スキルはあるものの、伴走型支援で必要となる販路拡大に関する具体的な支援ス

キルは十分とはいえない。 そこで、中小機構等外部機関が実施する販路拡大に関する研修会に参加

するとともに、独自研修会やOJT研修により資質向上を図る。また、研修、経営支援で得た知見を共
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有する仕組みを構築し、組織全体としての支援力向上も図る。 

 

(2)事業内容 

①外部機関研修会への参加 

経営指導員は中小機構等主催の外部研修会へ年1回出席し、特に事業計画策定や需要開拓、販路拡

大につながる支援スキルを習得し、支援能力の向上を図る。商工会人員にも限りがあることから外

部研修会への出席は経営指導員のみとするが、出席しない経営支援員と一般職員についても後述の

③OJT研修、④経営発達支援事業会議において、経営指導員からスキルを学ぶ。 

 

②独自研修会の開催 

外部講師招聘により経営計画策定セミナーと事業計画策定セミナーを年に2回開催し、経営指導員

と経営支援員が受講する。各分析のポイント、事業計画策定において必要となるスキルの習得を図

る。セミナーを受講しない一般職員については、受講した経営指導員、経営支援員から後述の③OJT

研修、④経営発達支援事業会議において、スキルを学ぶ。 

 

③OJT研修の実施 

経営指導員と経営支援員及び、一般職員が職種に関係なく連携し経営支援に対応することで、経

験の浅い職員が実務を通してノウハウやスキルを学ぶ機会を作る。また、専門的支援については、

中小企業診断士、税理士等の専門家に帯同することで支援能力の向上を図る。 

④経営発達支援事業会議の開催 

職員全員により経営発達支援事業会議を毎月開催する。各職員が研修参加により習得した支援ノ

ウハウの内容を共有しながら、現状支援にあたっている小規模事業者の抱える経営課題ついて支援

策を検討し、解決を図る。 

 また、各事業者の支援内容は適時経営相談カルテに入力し、職員間で案件情報を閲覧出来るよう

イントラネット上で情報を共有する。 

 

実績 

①の外部機関研修会への参加についてはコロナ禍によりオンライン受講が数回、対面式の講義の

受講が１回あったものの、具体的な支援スキルの習得とその活用に直結する事は少なかった。 

②の独自研修会については経営状況分析セミナーと事業計画策定セミナーを各１回実施した。加 

えて職員を対象にHP作成サービス「グーペ」の基礎的な利用方法に関する研修を実施し、HP作成 

による販路開拓を希望する会員に向けた提案の一つとすることができた。 

③のＯＪＴ研修については、コロナ関係支援施策の情報共有や申請支援への同席、税務支援に関 

する情報共有等を行った。 

④の経営発達支援事業会議については実施出来ず、経営相談カルテの入力に留まった。 

 

次年度の事業達成度向上に向けて 

①コロナ禍の状況次第となるが、特に事業計画策定等に繋がる研修会を受講したい。また、得た 
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知識を職場内で共有するため、②③④の会議にも活かしていく必要がある。 

②③④の内部研修については、既存の所内会議（月次打ち合わせ等）などの機会を活用して実施 

していく。 

 

自己評価：Ｃ 

 

委員の平均評価：３ 

 

見直しの方針 

・支援スキル向上には、現場で多くの支援に携わることが有効である。関係機関及び専門家に帯同

して支援する機会を増やすことで、個々の支援スキルを強化するきっかけになる。 

 

                                             

 

（総括）令和４年度の経営発達支援事業実施に向けた見直し方針 

 

 コロナ禍によるイベント等の中止や給付金申請支援等の対応が求められたこともあり、予定通り

の実施とならず目標件数に届かない事業項目があったが、目標達成に向けコロナ禍でもできること

を実施している。令和４年度は 

 ・環境変化に対応した支援方法の検討 

 ・補助金活用等を見据えた経営分析・事業計画策定 

 ・関係機関及び専門家との一層の連携 

以上を念頭に事業実施と目標達成に努める。 


