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          令和４年度 事 業 計 画 

 

自：令和４年４月  １日 

至：令和５年３月３１日 

 

Ⅰ.事業実施方針 

コロナウイルス感染症の影響は３年の長期に及び、加えて、歯止めのかからない人口減

少や高齢化、急速に進むデジタル化への対応など、経営環境は厳しさを増している。 

こうした状況下、これまでの概念にとらわれることなく柔軟かつ迅速に対応していくこ

とが求められることから、 

・事業者間や他産業との「連携」推進 

・成長に挑む事業者への「提案」強化 

・地域産業や資源の強みを活かした「行動」の活性化 

を図ることにより、事業者や地域の新たな可能性を切り拓いていく。 

また、これらの役割を担う商工会が地域経済をリードしていくため、将来を見据えた新

たな事業の創出や人材育成、安定した財政運営など、組織基盤の強化を進める。 

以上を踏まえ、湯沢市をはじめとする関係機関との連携をこれまで以上に強化し、次の

取り組みを重点に据え、各種事業を確実に推進する。 

 

１ アフターコロナを見据え戦略的に挑戦する事業者への積極的な支援 

２ 長期化するコロナ禍に対応する事業者への着実な支援 

３ 地域の新たな可能性を切り拓く多様な連携の推進 

４ 「商工会成長プラン＇22-26」に基づく「商工会アクションプログラム」の推進 
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Ⅱ.商工会アクションプログラム実施事業 

 

 

 

施策１ 事業者の課題解決に向けた提案型支援の推進 

ライフスタイルの変化等消費者の購買動向が多様化したことにより、事業者はこれまでにな

い発想や技術で事業を見直すことが求められています。商工会はこれらの経営課題に対して、

ＩＣＴ（注）導入や販路開拓に向けた革新的取組を提案し、事業者の「変革」と「挑戦」を支

援します。 

 

施策の評価指標 
目 標 値 

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 

(1)ＩＣＴ導入計画の策定件数（件） 20 40 60 80 100 

(2)販路開拓支援事業所数（件） 80 160 240 320 400 
 

 

（１）ＩＣＴ導入に向けた取組促進事業 

事業者の課題解決や事業再構築に向け、経営戦略に踏み込んだＩＣＴ導入の促進を図ります。 

  ＜目標＞ 

   ・ＩＣＴ導入計画策定件数  ２０件 

    うち、ＩＴ導入補助金採択件数  ５件 

    うち、新記帳システム導入件数  ６件 

 

（２）新商品開発等販路開拓支援事業 

新商品開発と販路開拓に向けた革新的取組により他社との差別化を図ることで、事業者の新

規取引先獲得につなげます。 

  ＜目標＞ 

   ・新商品開発等販路開拓支援件数  ８０件 
 

〇巡回･窓口相談支援 

・情報提供、現状分析から、解決提案、実行支援、財務データを活用した経営計画策定支援 

   ・国及び秋田県、湯沢市コロナ対策施策の積極的活用による事業者支援 

    （解決提案・実行支援割合  ５０％） 

〇施策普及広報活動 

・「商工ゆざわ小町」発行（５回）及びホームページ更新（２４回） 

 
 （注）ＩＣＴ（アイシーティー） 

Information and Communications Technology（インフォメーションアンドコミュニケーションズテク

ノロジー／情報通信技術の略）。コンピュータやデータ通信に関する技術をまとめた呼び方 

（出典：総務省）。  

共通戦略１ 革新的な経営戦略に踏み込んだ支援の推進 
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施策２ 利益確保に向けた実効性の高い個社支援の推進 

地域の人口減少が急激に進むと同時に市場規模が縮小しており、地域商工業者へ大きな影響

が及んでいます。ＩＣＴ導入や販路開拓に向けた革新的取組を提案し、事業者の「変革」と

「挑戦」を支援します。 

 こうした状況下、社会・経済環境の変化や事業の将来性を見据えた戦略的な取組が重要とな

ります。商工会では課題別や業種別のセミナー開催等を通じ、利益確保に向けた方向性を示す

ことにより持続的発展を支援します。 

 

施策の評価指標 
目 標 値 

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 

(1)事業計画策定支援事業所数（件） 20 40 60 80 100 

(2)経営課題解決支援事業所数（件） 40 80 120 160 200 
 

 

（１）事業計画策定支援事業 

業況の厳しい地場産業はじめ事業者の持続的発展に向けて、業種別部会(商業、工業、建設業、

観光・サービス業)や業界３団体(漆協、仏壇協、うどん協)との共催による、課題別・業種別に

よる経営計画策定セミナーの開催等を通じ、実効性の高い事業計画策定を支援します。 

  ＜目標＞ 

   ・持続化補助金等申請支援件数  ２０件 
 

（２）経営課題解決支援事業 

多岐にわたる経営課題の解決に向けて、専門家派遣等を積極的に活用した個別による支援を

実施し、課題解決を支援します。 

  ＜目標＞ 

   ・経営革新及び事業再構築補助金等採択件数（チーム支援）  ２件 

   ・革新的取組に対する支援件数  １０件 

   ・事業承継計画策定支援件数  ５件  ・事業承継実現件数（チーム支援）  ２件 

   ・ＢＣＰ策定件数  ５件       ・一般事業主行動計画策定支援件数  ４件 

   ・財務分析『簡易診断レポート』活用件数  １３６件 

    

〇経営課題解決支援 

・コロナ対策金融支援、インボイス制度導入支援、働き方改革推進支援 等 

・課題解決を図るための集団・個別講習会の開催、記帳システムの導入支援 

   ・企業の付加価値向上を目指すための経営革新計画認定等支援 

  

共通戦略１ 革新的な経営戦略に踏み込んだ支援の推進 
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施策３ 相乗効果により経営力強化を可能とする連携の促進 

経営資源に乏しい小規模事業者にとって、事業者間連携は業務効率化及び付加価値の向上を

図り経営力強化を可能とする有効な手段です。魅力的な地域が創られるためには地域の強みや

特色を探し出し、それを活かすとともに地域内外でのつながりの創出が必要です。 

 商工会では、事業者同士をつなぎ合わせる仕組みや地元農畜産物生産者をはじめとする他団

体との多様な連携を促進し、事業承継の可能性も視野に入れながら新たなビジネス創出と経営

力強化を図ります。 

 

施策の評価指標 
目 標 値 

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 

(1)事業者同士の連携事業取組数（件） 0 1 3 6 10 

(2)他産業者との連携事業取組数（件） 0 1 3 5 7 
 

 

（１）事業者間連携創出事業 

事業者同士の新たな連携スタイルを研究し、相乗効果を実現できる事業の取組を支援します。

特に、地場産業を守り継ぐ若者集団への連携機会を創出し支援につなげていきます。 

  ＜目標＞ 

   ・マッチング支援窓口の開設 

 

（２）農商工等連携促進事業 
地域の強みや特色を活かした新たな連携ビジネスに取り組むため、他産業者との連携体制整

備を図ります。地域外に誇れる豊富な地域資源を持ちながらそれを活用した加工品が少ない現

状を踏まえ、付加価値を高めるための６次産業化・農商工連携を促進します。 

  ＜目標＞ 

   ・農商工等連携事業計画提案件数  ５件 

   ・取組実現に向けた研究 

 

 

〇事業者間連携等への支援 

・地域資源等の活用による事業者間連携の支援 

 

 

 

 

 

 

 

  

共通戦略２ 新たな可能性を切り拓く多様な連携の推進 
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施策４ ネットワークを活用した多様な連携の推進 

人口減少や後継者不足により、地域で営まれてきた商店等の廃業が増加し、地域機能や賑わ

いの低下が大きな課題となっています。商工会では、持続可能な地域社会の基盤は「魅力ある

仕事・雇用機会」と捉え、若者や地域おこし協力隊等移住者を含めた、先入観にとらわれない

新たな視点で創業や起業に結び付けるための環境整備を促進します。 

 また、交流人口の増加を図るため、自治体や管内外の地域団体とのネットワークを活用し

「点」から「線」へとビジネスチャンスの変化を図ります。 

 

施策の評価指標 
目 標 値 

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 

(1)連携推進による創業・起業数（件） 0 1 2 3 5 

(2)他団体との連携事業取組数（件） 0 1 2 3 5 
 

 

（１）新たなビジネス創出支援事業 

新たなビジネスの可能性を導き出し、地域活性化につなげるため、若者や移住者等を含めた

多様な連携推進による創業・起業を支援します。 

  ＜目標＞ 

   ・創業支援件数  １０件 

    うち、創業実現件数  ５件 

   ・連携による新たなビジネス創出の研究 

 

（２）湯沢市との連携強化事業 
管内外の地域団体と連携した多様な連携体制の整備を図ります。情報共有を図り「点」から

「線」へ集客を変え、交流人口の増加を促進します。 

  ＜目標＞ 

   ・「ゆざわ－Biz定例相談日」活用件数  ３０件 

 

 

 

 

 

 

  

共通戦略２ 新たな可能性を切り拓く多様な連携の推進 
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施策５ 事業者が主役の商工会活動の強化 

事業者の持続的発展を図っていくためには、商工会のより一層の組織基盤強化が必要になり

ます。 

 商工会は、これまで以上に役職員が一体となった活動を強化するとともに、業種別部会や青

年部・女性部活動を活発化させ、時代の変化に対応した事業者が主役の組織・運営体制の構築

を進めていきます。 

 

施策の評価指標 
目 標 値 

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 

(1)会員組織率（％） 54 55 55 56 56 

(2)主体的に行う事業数（件） 3 6 10 15 20 
 

 

（１）組織基盤強化事業 

商工会の組織基盤の強化を図るため、実効性の高い会員加入運動を役職員一体となって実施

します。 

  ＜目標＞ 

   ・新規会員加入件数  ３６件 

   ・商工貯蓄共済新規加入件数  ３６口 

   ・新規青年部員加入  ３人 

   ・新規女性部員加入  ３人 

 

（２）地域経済活性化事業 
商工会役員のほか部会、青年部・女性部も含めた役員の商工会活動への関与を高め、事業者

が中心となった活動強化を進めていきます。 

  ＜目標＞ 

   ・地域密着型ネットワーク構築：ゆざわ小町地域活性化懇話会 

    【政】市議との懇談会、【官】行政懇談会、【財】金融懇談会 

 

 

 〇業種別部会活動 

 ・業種別の課題解決にむけた各部会活動の活性化と事業者の連携強化促進 

（商業部会、工業部会、建設業部会、観光・サービス業部会） 

 〇青年部・女性部育成 

・若手後継者の育成と事業承継セミナーや資質向上のための経営者スキル習得塾の開催、 

おもてなし事業の推進  

共通戦略３ 成果を創出し続ける組織・運営体制の構築 
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施策６ 機動性・効率性を重視した事務局体制の整備 

事業者の経営課題は多様化・高度化しており、更に頻発する災害等に対し、新たな生活様式

に適応した事業展開に取り組んでいく必要があります。 

 商工会は、皆瀬支所の稲川本所への統合を実施するとともに、課題や分野に応じたチーム支

援を推進し、事業者の様々な経営課題に対応できる体制を整備します。 

 

施策の評価指標 
目 標 値 

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 

(1)支所統廃合実施後の拠点数（拠点数） 3 2 2 2 2 

(2)チーム支援による課題解決件数（件） 15 35 55 75 100 
 

 

（１）皆瀬支所統合による支援体制構築事業 

皆瀬支所の稲川本所への統合を実施するとともに、支所統合による影響を検証し商工会活動

のあり方を検討します。 

  ＜目標＞ 

   ・経営指導員２名による兼務体制の実施 

 

（２）チーム支援体制強化事業 

課題や分野に応じたチーム支援を実施し、迅速な課題解決を図れるよう支援体制を整備しま

す。 

  ＜目標＞ 

   ・経営革新や事業承継を含む課題解決・実行支援件数  １５件 

 

〇総合振興事業 

・会員大会の開催 

・商工業振興に関する陳情及び建議 

・うどんEXPO 2022へ参画 

・ゆざわジオパークの支援 

〇事務受託 

・秋田県火災共済(協)代理所 

・雄勝青色申告会 

〇共済事業の普及推進 

・商工貯蓄共済制度の推進 

・その他各種共済制度の推進 

 

  

共通戦略３ 成果を創出し続ける組織・運営体制の構築 
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施策７ 事業者、商工会が一体となった地場産業の価値創造 

当地は稲庭うどん、川連漆器、秋田仏壇等を始めとした秋田県を代表する地場産業の産地で

す。従来、高品質なものづくりが行われており、各社とも商品開発や販路開拓等に取り組んで

来たものの、新型コロナウイルス感染症の影響を受け売上は減少しています。 

 商工会は需要動向調査や連携を通した研究開発により、付加価値の高いものづくりを推進し

ます。 

 

施策の評価指標 
目 標 値 

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 

(1)需要動向調査フィードバック件数（件） 0 1 2 3 4 

(2)新商品開発等の支援件数（件） 3 6 9 12 15 
 

 

（１）売上拡大・新分野創出事業 

需要動向調査を実施し、結果について整理分析を行い、事業者へフィードバックするととも

に改善提案に活用します。また、需要動向の結果を基に、事業者の新商品開発や販路開拓へと

繋げていきます。 

  ＜目標＞ 

   ・需要動向調査の実施、及び整理分析 

 

（２）連携による新価値創造事業 

付加価値の高いものづくりを推進していくため、事業者間や関係機関との連携を通し、新価

値創造に向けた研究開発を進めます。 

専門家派遣等を活用し事業計画策定や試作品開発を行い、新商品開発に向けた支援を実施し

ます。 

  ＜目標＞ 

   ・新商品開発に向けた伴走型支援  ３件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

独自戦略１ 『ゆざわ小町地域』地場産業の新価値創造支援 
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施策８ オンライン活用等による外部地域からの商機獲得の推進 

新型コロナウイルス感染症の感染収束の見通しが未だ立たない中、「新しい生活様式」がもた

らした消費者の変化に対応するインターネット等の技術活用は事業者にとって必須課題となっ

ています。 

 商工会は様々な要因からオンライン活用が困難な状況となっている事業者へきめ細かな支援

を通し販路開拓を推進していきます。 

 

施策の評価指標 
目 標 値 

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 

(1)オンライン商談会への出展支援件数（件） 2 4 6 8 10 

(2)各種商談会等への出展支援件数（件） 0 1 2 3 4 
 

 

（１）オンライン商談会出展支援事業 

稲庭うどんや川連漆器、秋田仏壇等を始めとした地場産業の製造・販売事業者が地域外への

販路を開拓するために、オンライン形式で開催される商談会への出展支援（情報提供、インタ

ーネット環境の整備等）を行います。 

  ＜目標＞ 

   ・出展支援件数  ２件 

 

（２）商談会出展支援事業 

自社のみで首都圏等への商談会出展が難しい小規模事業者の出展を支援します。事前に専門

家派遣等を活用し事業計画策定や想定問答等を行うことで、自社のサービス・製品の強みをよ

り分かりやすく相手に伝えられるよう支援を行います。 

  ＜目標＞ 

   ・商談会出展に向けた事業計画策定支援  ５件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

独自戦略１ 『ゆざわ小町地域』地場産業の新価値創造支援 
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施策９ 観光資源の磨き上げと新たな観光資源の創出 

地域内に点在する観光資源は十分に活用しきれていないもの、ＰＲや受け入れ体制が十分に

整っていない等の状況が見受けられます。このことから改めて既存の観光資源の磨き上げを行

い、併せて新たな観光資源の創出を行うことで、地域内の交流人口の増加により地域活性化に

つなげます。 

 

施策の評価指標 
目 標 値 

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 

(1)支援事業者数（件） 10 20 30 40 50 

(2)情報発信回数（件） 12 24 36 48 60 
 

 

（１）観光資源磨き上げ事業 

既存観光資源の有効活用のため改めて現状分析を行い、商品開発・ＰＲ手法などについて、

講習会の開催等により観光資源の磨き上げを支援します。 

  ＜目標＞ 

   ・現状分析、改良、ＰＲ手法等支援  １０件 

 

（２）地域魅力度向上支援事業 

地域内の特産品や観光拠点の魅力向上支援を行い、観光地やものづくり工程の動画配信等、

地域の情報を総合的に発信し誘客を図ります。 

  ＜目標＞ 

   ・地域情報発信  ２４件 

    うち、商工会ホームページ活用による情報発信回数  １２件 
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施策 10 産業と観光の融合による魅力向上 

県南の玄関口に位置する当地域には、隣県にまたがる栗駒国定公園を中心に、小野小町の生

誕地や小安峡温泉、秋の宮温泉、匠の技に触れられるものづくり体験等、魅力的な観光資源に

恵まれております。これらの地域内に点在する観光資源を広域的に線で結び付け、観光地とし

ての魅力を高め、産業と観光の融合の取り組みを行うことで地域内交流人口の拡大を図りま

す。 

 

施策の評価指標 
目 標 値 

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 

(1)観光資源の連携支援数（件） 0 5 10 15 20 

(2)企画提案数（件） 5 10 15 20 25 
 

 

（１）観光資源の連携支援事業 

当地域内に点在する観光資源の中には、有効活用されていないものが依然存在するものと予

想されます。地元では当たり前に考えられている地域の魅力の掘り起こし、既存観光資源との

連携を図り、新たな観光資源の創出を図ります。 

  ＜目標＞ 

   ・融合促進に向けた研究調査 

 

（２）新たな観光ルート・販売ルート企画支援事業 

地域内に点在する観光資源を回るモデル観光ルートや新たな販売ルートの企画・提案を行い、

イベント企画や従業員のおもてなし対応支援等を通し、事業者の受け入れ体制整備を支援しま

す。 

  ＜目標＞ 

   ・企画提案  ５件 
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Ⅲ.「経営発達支援計画」の事業推進(R3～R7) 

小規模事業者の支援に関する法律に基づき、小規模事業者の持続的発展を図ることを目的

に、湯沢市と共同で、小規模事業者による事業計画の作成及びその着実な実施の支援や、新

たな事業分野の開拓その他経営の発達に資する支援計画を経済産業大臣の認定を受け実施し

ます。 

 

(1) 課題解決のための個社支援強化による販路拡大支援の充実 

(2) 事業承継の推進と創業しやすい環境整備 

(3) 財務会計活用型による個社支援の強化 

(4) 関係機関との連携強化による課題解決力の向上 

(5) 情報共有による支援スキル向上とチーム支援体制整備 

 

Ⅳ.「事業継続力強化支援計画」の事業推進(R3～R7) 

小規模事業者の支援に関する法律に基づき、小規模事業者の防災・減災対策について支援

を実施することを目的に、湯沢市と共同で、小規模事業者の事業継続力強化の支援計画を作

成し、都道府県知事の認定を受け実施します。 

 

(1) 小規模事業者に対する災害リスクの周知 

(2) ゆざわ小町商工会事業継続計画の推進 

(3) 関係団体等との連携 

(4) 事業者 BCP策定支援及びフォローアップ 

(5) 訓練の実施 

 

 


