
士幌町商工会経営発達支援事業評価委員会議事録 

 

１．開催日時  平成29年6月19日（月） 20時00分～20時30分  

２．開催場所  士幌町商工会 タウンプラザ４階会議室 

３．出席者数 １３名（内事務局４名）  

４．出席者名  

（外部有識者）  

士幌町役場 産業振興課長        亀 野 倫 生 氏 

士幌町役場 産業振興課主幹       西 野 孝 典 氏 

帯広信用金庫士幌支店支店長       中 井 崇 仁 氏 

中小企業診断士事務所オフィス後藤経営  後 藤 直 樹 氏 

（士幌町商工会）  

中 村   貢    会長 

加 藤 邦 彦  副会長 

谷 本 仁 志  副会長 

吉 田   均    理事・総務委員長・商業振興部長 

伊 藤 五十三  理事・サービス業振興部長 

５．出席事務局  

（士幌町商工会 事務局） 

土 生 明 美  事務局長 

高 下 慎 一  経営指導員 

高 杉 尚 彦  一般職員 

山 口 祐 輝  補助員 

 

６．議事進行  谷本委員長  

 

７．議事の経過と結果  

（開会）  

定刻20時00分、事務局の土生事務局長（以下、局長）が開会を宣し、はじめに士幌町商工

会経営発達支援事業評価委員会 谷本委員長が開会の挨拶を行った後、議事に入った。 

 

（議事進行）  

議事の進行については、土生事務局長の説明により会議の議長となる旨を説明し、谷本委

員長の進行で次第に沿い議事に入った。  

 

（協議事項）  

協議事項第１号 平成28年度士幌町商工会経営発達支援事業の実施状況報告及び事業評価と

見直しについて 

 

谷本議長は、協議事項１号の平成28年度士幌町商工会経営発達支援事業の実施状況報告及

び事業評価について、事務局に説明を求めた。 

高下経営指導員（以下、指導員）は、本事業における事業評価の趣旨を説明し、資料１に基



づき説明を行った。  

谷本議長はその説明を受け、今回取り組んだ事業及び事業評価について出席者へ質疑を求め

た。  

 

出席者からの評価意見等は以下のとおり。 

 

 <発言要旨>  

中村 貢（会長） 

士幌町では、「新・道の駅」が平成29年4月に開業し、これまで営業は順調に推移している。 

また、士幌町商工会が認定を受けた経営発達支援計画に於いても「新・道の駅」は重要な

案件と位置付けをしてきたところである。 

今般「新・道の駅」が順調に開業に至ったことは、経営発達支援計画及び伴走型の支援を

通じ、士幌町、中小企業診断士、金融機関、商工会の一体的な連携支援による事業成果と考

えている旨の発言あり。 

 

谷本議長は、出席者へその他意見はないか諮ったところ、特になく、出席者全員異議なく承

認した。  

 

（協議事項） 

協議事項第２号 平成29年度士幌町商工会経営発達支援事業の実施について 

 

谷本議長は、協議事項２号の平成29年度士幌町商工会経営発達支援事業の実施について、

事務局に説明を求めた。 

指導員は、平成29年度伴走型小規模事業者支援推進事業の活用による経営発達支援事業の

推進を、別紙資料２ 伴走型小規模事業者支援推進事業（事業計画書）に基づき士幌町経営

発達支援計画との整合性について説明を行った。  

谷本議長はその説明を受け、計画内容について出席者へ質疑を求めた。  

 

<発言要旨>  

中村 貢（会長） 

今年度も、新設された「新・道の駅」を伴走型小規模事業者支援推進事業と有効に連携し

ながら、経営発達支援計画の目標を達成すべく、小規模事業者への周知徹底を図りながら積

極的に取組みたいとの発言あり。 

 

谷本議長は、出席者へその他意見はないか諮ったところ、特になく、出席者全員異議なく

承認した。  

 

（開会）  

すべての議事が終了し、20時30分に閉会した。 

 

 



平成２８年度 経営発達支援計画事業の事業評価書 

 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】  

 ①地域経済動向調査件数   

     事業評価 

今年度実施状況等 計画中の目標値 判定評価 

2件 3件 Ｃ 

     具体的内容 ： ・とかち経済情報（10-12月期） 

             ・十勝の経済指標概況（1-3月期） 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】    

 ②小規模事業者の基礎データを把握している事業者数     

  事業評価 

今年度実施状況等 計画中の目標値 判定評価 

118者 65者 Ａ 

     具体的内容 ： ・会計データ保有企業数  

              個人事業者数 41企業 法人企業 18企業 

             ・決算データ保有企業数 

              個人事業者数 73企業 法人企業 45企業 

 

 ③経営状況分析事業者数   

  事業評価 

今年度実施状況等 計画中の目標値 判定評価 

33者 35者 Ｂ 

     具体的内容 ： 伴走型支援事業による経営状況分析実施数 

・事業計画策定による経営分析 15事業所 

             会計事務所との連携による経営状況分析実施数  

             ・経営指標による経営分析 18事業所 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】   

 ④事業計画策定事業者数  

     事業評価 

今年度実施状況等 計画中の目標値 判定評価 

35者 30者 Ａ 

     具体的内容 ： ・持続化補助金での事業者        12事業所 

             ・融資斡旋に係る事業者          15事業所 

                          ・創業に係る事業者            2事業所 



                          ・上記以外の補助事業実施に係わる事業者  3事業所 

             ・持続化補助金以外の販路拡大事業者    3事業所 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】  

 ⑤-1 フォローアップ実施事業者数  

  事業評価 

今年度実施状況等 計画中の目標値 判定評価 

73者 50者 Ａ 

     具体的内容 ： ・持続化補助金での事業者        24事業所 

             ・融資斡旋に係る事業者          28事業所 

                          ・創業に係る事業者            5事業所 

             ・Ｍ＆Ａに係る事業者           2事業所 

                          ・上記以外の補助事業実施に係わる事業者  6事業所 

             ・持続化補助金以外の販路拡大事業者    8事業所 

 

 ⑤-2 売上高増加事業者数 （当初計画に目標数値無し） 

     事業評価 

増加事業所等 計画中の目標値 判定評価 

24者（24/73） ― ― 

             ・増加者          24事業者 

             ・減少者          08事業者 

             ・横ばい者         40事業所 

             ・不明者           1事業所 

 

    ⑤-3 粗利増加事業者数 （当初計画に目標数値無し） 

     事業評価 

増加事業所等 計画中の目標値 判定評価 

22者(22/73) ― ― 

             ・増加者          22事業者 

             ・減少者            10事業者 

             ・横ばい者         40事業所 

             ・不明者           1事業所 

 

 ⑥フォローアップ延べ回数  

  事業評価 

今年度実施状況等 計画中の目標値 判定評価 

114回 50回 Ａ 



     具体的内容 ： ・持続化補助金での事業者        48回 

             ・融資斡旋に係る事業者          33回 

                          ・創業に係る事業者            6回 

             ・Ｍ＆Ａに係る事業者           2回 

                          ・上記以外の補助事業実施に係わる事業者 12回 

             ・持続化補助金以外の販路拡大事業者   13回 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】    

 ⑦需要動向調査件数   

  事業評価 

今年度実施状況等 計画中の目標値 判定評価 

15件 4件 Ａ 

     具体的内容 ： ・業種別（企業別）市場の需要動向調査 15件 

 

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】    

 ⑧展示会・商談会出展支援事業者数    

     事業評価 

今年度実施状況等 計画中の目標値 判定評価 

2者 4者 Ｃ 

     具体的内容 ： ・展示会への出店事業者   2事業所 

             ・商談会への出店事業者   2事業所 

 

 ⑨販路開拓支援事業者数（⑧を除く。）   

     事業評価 

今年度実施状況等 計画中の目標値 判定評価 

12者 2者 Ａ 

     具体的内容 ： ・持続化補助金での事業者  12事業所 

 

 ⑩新たな需要を開拓した小規模事業者数   

  （⑧及び⑨のうち、新たな需要を開拓した小規模事業者数） 

     事業評価 

今年度実施状況等 計画中の目標値 判定評価 

12者 2者 Ａ 

     具体的内容 ： ・持続化補助金での事業者   12事業所 

             ・展示会、商談会での事業者   2事業所 

 

 



７．地域経済の活性化に資する取組    

 ⑪地域経済活性化に関する関係機関との協議実施件数   

    事業評価 

今年度実施状況等 計画中の目標値 判定評価 

5件 2件 Ａ 

     具体的内容 ： ・新・道の駅に関する事項        1案件 

                          ・定住人口の増加に関する事項      1案件 

             ・加工特産品の開発に関する事項     1案件 

                          ・空店舗対策に関する事項        2案件 

 

 ⑫地域経済活性化に資するイベント開催件数  6件  6件  

     事業評価 

今年度実施状況等 計画中の目標値 判定評価 

6件 6件 Ａ 

     具体的内容 ： ・士幌お楽しみナイト    ・しほろっち夏祭り  

                          ・しほろ7000人の祭り    ・仮装盆踊り 

                          ・しほろ牛肉祭り      ・士幌収穫祭 

 

８．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  

  事業評価 

今年度実施状況等 計画中の目標値 判定評価 

以下のとおり ― Ａ 

具体的内容 

(1)  地域の経済動向に関する情報収集、分析提供についての情報交換 

(2)  経営分析・需要動向調査についての情報交換 

(3)  事業計画の策定・実施支援についての情報交換 

 (4)  創業・第二創業（経営革新）支援についての情報交換 

(5)  小規模事業者販路開拓支援についての情報交換 

 (6)  地域経済の活性化に資する取組についての情報交換 

 (7)  商工会関連での情報交換 

 

９．経営指導員等の支援能力の向上の仕組み    

          事業評価 

今年度実施状況等 計画中の目標値 判定評価 

以下のとおり ― Ａ 

具体的内容 

(1)  研修参加による資質向上 



(2)  外部機関・専門家と連携した支援業務による資質向上 

 (3) 自己啓発による資質向上への支援 

 

１０．支援ノウハウ等を組織内で共有する体制  

         事業評価 

今年度実施状況等 計画中の目標値 判定評価 

以下のとおり ― Ａ 

具体的内容 

(1)  支援ノウハウ共有化のため定期的な報告会とＯＪＴで指導する制度を構築 

 

１１．施策利用状況等（その他取組状況）     

⑬持続化補助金申請件数（うち、採択件数） 申請数 15件 採択数 12件  

⑭経営改善資金（マル経）利用件数              5件 

⑮経営発達支援資金利用件数          0件   

⑯経営力向上計画策定事業者数         0件 

⑰ものづくり補助金              申請者 3件 採択数2件 

⑱小規模事業者に対する巡回訪問件数  496件   

⑲小規模事業者数（うち、会員小規模事業者数） 202者   (139者 ) 

 

１２．その他 

    ⑳新規加入会員数 

     5事業所 （内小規模事業者 4事業所） 

 

    ㉑新規脱退会員数 

     7事業所 （内小規模事業者 7事業所） 

 

１２．計画変更予定の有無   無  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


