
（商工－様式５）

H29 H30 R1 R2

継続事業評価シート 評価実施日     令和３年３月３１日　 令和２年度（４年目）

事業コード 1 事業名 巡回相談の質的向上による個社支援の充実 戦略コード 1 戦略名

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

【事業内容】

１．事業実施当初の背景

平成28年度に実施した「経営発達支援計画に関する経済動向調査」では、管内商工業者の約6割が売上・利益減少という課題を抱えていることが示されたことから、巡回の質的向上を図ることが
求められている。

２．事業のねらい

会員事業所の経営実態や課題を的確に把握し、実効性の高い具体的な解決策をタイムリーに提案するなど巡回の質的向上を図ることによって、会員事業所の持続的発展に寄与する。

育て・挑戦を支える商工会

商工会名 由利本荘市 担当者名 齊藤・船木 総轄者名 伊藤一隆 施策コード 1 施策名

巡回は個社支援の中核となる取組であることであることから、新たな巡回スタイルを構築していくことの土台ができたことは大きな成果であった。また、職員間に情報共有を図る意識が芽生えたこ
ともチーム支援につながる土壌をつくることになったと思われる。

４．昨年度の評価（対応方針）に対する対応

これまで以上に事業者の解決提案・実行支援につながるよう支所職員による本所エリアの会員巡回、指導員と支援員による相談案件に応じたペア巡回などフレキシブルな形の巡回を推進する。

５．事業内容と実績　　　達成度：a（事業を完遂した）、b（事業に着手したが未遂行）、c（事業に着手しなかった）

事業内容 実績 達成度

３．これまでの評価結果 過年度 Ａ Ｃ Ａ

年度 H29 H30 R1 R2 R3

基幹システムのカルテ活用により、全職員が会員事業者の経営実態を把握できることで、円滑
な解決提案・実行支援に繋がる巡回指導を実施した。

コロナ渦において、巡回訪問を自粛せざるを得なかった中においても、巡回件数に占
める解決提案・実行支援の割合が目標３０％に対し４５％と大きく目標をクリアしてい
る。

Ａ

６．評価指標と実績　　　達成度：　a（達成率が100％以上）、b（100％未満80％以上）、ｃ（80％未満）

項目 解決提案・実行支援の割合 項目 項目

年度 H29 H30 R1 R2 R3年度 H29 H30 R1 R2 R3

目標

実績 ー ー 34% 45%

目標目標 ー ー 30% 30%

実績実績

達成率

達成度 a a

達成率達成率 ー ー 112% 150%

達成度達成度

【有効性の観点】　事業目標の達成状況　　 【事業内容】の「５．事業内容と実績」と「６．評価指標の達成度」が　　a（すべてa判定の場合）　　ｂ（a,c以外の場合）　　ｃ（c判定6割以上の場合） a

〈事業の目標は達成されているかどうか〉

補助金等の活用による経営計画策定数が大幅に増加傾向にあることから、会員事業所への解決提案から実行支援への流れがスムーズに図られていると考えられる。

【効率性の観点】　コスト（金銭・時間・人材）縮減のための取組状況　　　コスト縮減の取組は　　a（客観的で効果が高い）　　ｂ（取り組んでいる）　　ｃ（取り組んでいない） a

【事業評価】

１．３つの観点からの評価

【必要性の観点】　現状の課題に照らした妥当性　　　現状の課題に　　a（対応している）　　ｂ（一部対応している）　　 ｃ（対応していない） a

〈評価の理由〉

会員事業者の抱える様々な問題・課題に対して、情報収集に努め迅速な実行支援→課題解決へと繋げていったことによる評価として、会員事業所からの相談件数は増加傾向にあり、頼られる商
工会としての機能を果たしていると考えられる。

コロナ渦における巡回の仕方については今後の重要な検討課題であり、また、会員事業所と職員同士とのスケジュール調整を図りながらの巡回相談については、職員数に限りがある現状におい
ては、今後窓口相談へのシフトを図るなどの対応が必要になってくると考えられる。

４．今後の対応方針（改善点）

解決提案・実行支援のより一層の資質向上に努めていきながら、コロナ渦における巡回指導の在り方について職員間で解決策を見出していきたい。

〈コスト縮減に向けた具体的な取組内容または取り組んでいない理由〉

カルテを活用することで、職員間の情報共有が円滑に行われている。今後はより一層の巡回相談の資の向上を図り、カルテを活用することで職員の資質向上へと繋げていきたい。

２．総合評価・理由   A（順調）３つの観点の評価結果が すべてa 判定の場合   B（概ね順調）Ａ、Ｃ以外の場合   C（改善が必要）３つの観点の評価結果がｃ判定２つ以上の場合 Ａ

巡回指導内容が、解決提案・実行支援型になったことで、各種補助金や助成金の活用による経営の向上や創業者輩出の実績が増加している。また、そうした相談案件に対して複数の職員で情
報共有・意見交換する機会を設けていることから、指導内容の平準化が図られてきていると感じられた。

３．課題



（商工－様式５）

H29 H30 R1 R2

継続事業評価シート 評価実施日     平成３年３月３１日　 令和２年度（４年目）

事業コード 2 事業名 外部調査等を活用した経済動向分析の実施 戦略コード 1 戦略名

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

【事業内容】

１．事業実施当初の背景

　全国商工会連合会が実施している景況調査及び景気動向調査を基に、管内における経済動向等の把握に努め、小規模事業者の事業計画策定支援の際の一助としているが、経営指導員の時
間的な制約から分析等を行うことができず、公表するまでには至っていなかった。

２．事業のねらい

事業計画をより実効性の高い効果的な取組とするため、地域の現状や経済動向について分析・公表する。

育て・挑戦を支える商工会

商工会名 由利本荘市 担当者名 田中・佐藤(明) 総轄者名 伊藤一隆 施策コード 1 施策名

４．昨年度の評価（対応方針）に対する対応

５．事業内容と実績　　　達成度：a（事業を完遂した）、b（事業に着手したが未遂行）、c（事業に着手しなかった）

事業内容 実績 達成度

３．これまでの評価結果 過年度

年度 H29 H30 R1 R2 R3

①外部調査を活用した地域の現状把握と公表
②公的統計等を活用した経済動向分析及び情報提供

四半期ごとの「中小企業景気動向調査」に調査項目を追加することとしていたが、タイ
ムリーな地域動向を公表するために毎月の「小規模企業景気動向調査」を活用した
ため、公表数が大幅に増加した。

Ａ

６．評価指標と実績　　　達成度：　a（達成率が100％以上）、b（100％未満80％以上）、ｃ（80％未満）

項目 地域の現状把握と公表 項目 経済動向分析と情報提供 項目

年度 H29 H30 R1 R2 R3年度 H29 H30 R1 R2 R3

目標 ー ー ー 2

実績 ー ー ー 12

目標目標 ー ー ー 4

実績実績 ー ー ー 2

達成率 ー ー ー 100%

達成度 a

達成率達成率 ー ー ー 300%

達成度達成度 a

【有効性の観点】　事業目標の達成状況　　 【事業内容】の「５．事業内容と実績」と「６．評価指標の達成度」が　　a（すべてa判定の場合）　　ｂ（a,c以外の場合）　　ｃ（c判定6割以上の場合） a

〈事業の目標は達成されているかどうか〉

四半期ごとの調査から毎月の調査を活用したことでタイムリーな情報提供を行うことができ、目標達成に大きく貢献した。

【効率性の観点】　コスト（金銭・時間・人材）縮減のための取組状況　　　コスト縮減の取組は　　a（客観的で効果が高い）　　ｂ（取り組んでいる）　　ｃ（取り組んでいない） b

【事業評価】

１．３つの観点からの評価

【必要性の観点】　現状の課題に照らした妥当性　　　現状の課題に　　a（対応している）　　ｂ（一部対応している）　　 ｃ（対応していない） a

〈評価の理由〉

コロナ禍において地域小規模事業者の動向把握・分析により、事業計画策定支援における実効性の高い効果的な取組につながった。

実施１年目で調査項目についても手探り状態であるため、分析チームを中心に調査項目の検討を行い、精度の高い調査内容を実施していく必要がある。

４．今後の対応方針（改善点）

コロナ禍において地域動向に関する把握は今後の支援においても重要性を増していることから、精度の高い調査・分析・情報提供を行い、事業計画策定に結び付けることが求められている。

〈コスト縮減に向けた具体的な取組内容または取り組んでいない理由〉

分析チーム設置により、分析に向けた意見交換が常に行われていたことで、分析結果をスムーズにまとめることができた。

２．総合評価・理由   A（順調）３つの観点の評価結果が すべてa 判定の場合   B（概ね順調）Ａ、Ｃ以外の場合   C（改善が必要）３つの観点の評価結果がｃ判定２つ以上の場合 Ｂ

チームを中心として事業を実施することができ、総合的に判断しても良いスタートを切ることができた。

３．課題



（商工－様式５）

H29 H30 R1 R2

長期的な事業計画策定において策定事案がまだまだ少ないものの、自然災害への対応やウイルス対策など新たな経営課題が次々と発生しており、中長期を見据えた事業計画は必須となる。

４．今後の対応方針（改善点）

事業承継計画や事業継続力強化計画と合わせながら、中長期事業計画の策定支援を展開していく。

〈コスト縮減に向けた具体的な取組内容または取り組んでいない理由〉

事業者ニーズに対応した解決提案という個社支援の中で実行される取組であることら特段のコストは生じない。実績を鑑みると極めて効果的な取組である。

２．総合評価・理由   A（順調）３つの観点の評価結果が すべてa 判定の場合   B（概ね順調）Ａ、Ｃ以外の場合   C（改善が必要）３つの観点の評価結果がｃ判定２つ以上の場合 Ａ

事業者はもちろんのこと、職員についても事業計画策定の重要性が着実に浸透している。現在は、明確な目的に対する短期的・中期的な計画が多いが、今後は現在の取組を昇華し、中長期を意
識した計画策定を推進していく。

３．課題

【有効性の観点】　事業目標の達成状況　　 【事業内容】の「５．事業内容と実績」と「６．評価指標の達成度」が　　a（すべてa判定の場合）　　ｂ（a,c以外の場合）　　ｃ（c判定6割以上の場合） a

〈事業の目標は達成されているかどうか〉

補助金活用など目的が明確である場合は事業者のモチベーションも高い。こうした機会を着実に捉えて策定提案を行うことで、目標を上回る実績となった。

【効率性の観点】　コスト（金銭・時間・人材）縮減のための取組状況　　　コスト縮減の取組は　　a（客観的で効果が高い）　　ｂ（取り組んでいる）　　ｃ（取り組んでいない） a

【事業評価】

１．３つの観点からの評価

【必要性の観点】　現状の課題に照らした妥当性　　　現状の課題に　　a（対応している）　　ｂ（一部対応している）　　 ｃ（対応していない） a

〈評価の理由〉

新型コロナウイルス感染症による影響が増々大きくなっている中、企業の持続的発展のため経営課題を解決していく上で事業者ニーズ・適時性に合った事業計画策定が必須である。

達成度達成度 a a

達成率達成率 ー ー 232% 283%

達成度

達成率

実績実績 ー ー 232 339

目標目標 ー ー 100 120

実績

H30 R1 R2 R3

目標

年度 H29 H30 R1 R2 R3

国・県の補助金申請や経営革新・経営力向上計画・先端設備計画の認定、金融支援、販路拡大
支援、創業計画、事業承継等の計画策定を支援する。

国の持続化補助金や県の元気づくり補助金の事業計画策定支援については目標を
大きく上回った。【持続化：109件／元気づくり：40件】 Ａ

６．評価指標と実績　　　達成度：　a（達成率が100％以上）、b（100％未満80％以上）、ｃ（80％未満）

項目 事業計画策定件数 項目 項目

年度 H29 H30 R1 R2 R3年度 H29

国の持続化補助金や県の元気づくり補助金の申請件数は過去最多を更新している。

４．昨年度の評価（対応方針）に対する対応

各種補助金等の申請件数が増えており事業者のニーズ・適時性にあった事業計画の策定支援を行っている。

５．事業内容と実績　　　達成度：a（事業を完遂した）、b（事業に着手したが未遂行）、c（事業に着手しなかった）

事業内容 実績 達成度

３．これまでの評価結果 過年度 Ａ

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

【事業内容】

１．事業実施当初の背景

事業主にとって自社の経営状況・経営課題を的確に把握分析し事業計画を立てる意識が希薄である。

２．事業のねらい

経営状況及び経営課題を認識し、それらに対応した経営活動を推進していくため、事業者ニーズ・適時性にあった事業計画の策定支援を行う。

育て・挑戦を支える商工会

商工会名 由利本荘市 担当者名 佐藤(博）・船木 総轄者名 伊藤一隆 施策コード 1 施策名

継続事業評価シート 評価実施日     令和３年３月３１日　 令和２年度（４年目）

事業コード 3 事業名 事業者ニーズを捉えた事業計画策定支援 戦略コード 1 戦略名



（商工－様式５）

H29 H30 R1 R2

継続事業評価シート 評価実施日     令和３年３月３１日　 令和２年度（４年目）

事業コード 4 事業名 「由利本荘まるごとパック」の展示会・物産展等出展 戦略コード 1 戦略名

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

【事業内容】

１．事業実施当初の背景

地方、特に本県については、少子高齢化が顕著であり、マーケットの縮小が大きな課題となっている。本地域においても同様な傾向があるものの、ノウハウ・経験不足から域外への販路開拓・拡
大が難しい状況下にある。

２．事業のねらい

域外への販路開拓・拡大を図る第一歩として、インターネットを活用した販売を行い、小規模事業者の域外に対する販路開拓意識の醸成を図る。また、県内で行われる展示会・商談会への出展を
支援することで、首都圏への販路開拓・拡大の可能性を広げる。

育て・挑戦を支える商工会

商工会名 由利本荘市 担当者名 阿部・田中 総轄者名 伊藤一隆 施策コード 1 施策名

事業としてはまだまだ昇華できる要素はあるものの、参画事業者が増え、域外への販路開拓意識の高まりの醸成も感じられるようになってきている。こうした動きを定着化させるためにもさらなる
取組・仕掛けが必要であることから、事業者の適時性に見合った事業を企画立案していく必要がある。

４．昨年度の評価（対応方針）に対する対応

域外への販路開拓・拡大の難しい小規模事業者に対して、地域商社機能を有した事業者が代わりとなって展示会や物産展で販売促進のできる仕組みを構築する。また、これらの事業を通じて、
小規模事業者の商品がブラッシュアップされるような市場調査も併せて実施する。

５．事業内容と実績　　　達成度：a（事業を完遂した）、b（事業に着手したが未遂行）、c（事業に着手しなかった）

事業内容 実績 達成度

３．これまでの評価結果 過年度 Ａ Ａ Ｂ

年度 H29 H30 R1 R2 R3

由利地域振興局からの委託業務「ゆりエールキャンペーン」での地域特産品販売業業者の販路
拡大支援、「Impulseマルシェ」、「ニッポン全国物産展」において、各チャネルに合わせたライン
ナップで構成する『由利本荘まるごとパック』を販売展開した。

出展予定であった「SMTS2021」がコロナ禍で中止となり商談実施ができなかったが、
域内での販売促進を手厚く実施したことにより『まるごとパック』だけでなく地域の特産
品セット販売は大幅に増加した。

Ｂ

６．評価指標と実績　　　達成度：　a（達成率が100％以上）、b（100％未満80％以上）、ｃ（80％未満）

項目 商談数（件） 項目 販売数（個） 項目

年度 H29 H30 R1 R2 R3年度 H29 H30 R1 R2 R3

目標 ー ー 100 100

実績 ー ー 43 0

目標目標 ー ー 30 30

実績実績 ー ー 72 298

達成率 ー ー 72% 298%

達成度 a c

達成率達成率 ー ー 143% 0%

達成度達成度 c a

【有効性の観点】　事業目標の達成状況　　 【事業内容】の「５．事業内容と実績」と「６．評価指標の達成度」が　　a（すべてa判定の場合）　　ｂ（a,c以外の場合）　　ｃ（c判定6割以上の場合） b

〈事業の目標は達成されているかどうか〉

イベント・催事に応じて連携事業者・商品ラインナップを変更し『まるごとパック』を販売したことから、複数の事業者とって売上拡大という即自的な効果は創出できている。一方、コロナ禍で有効な
商談の機会を創出できなかったことから中長期的に需要を創出していける体制づくりは現状不足しており、今後の課題である。

【効率性の観点】　コスト（金銭・時間・人材）縮減のための取組状況　　　コスト縮減の取組は　　a（客観的で効果が高い）　　ｂ（取り組んでいる）　　ｃ（取り組んでいない） a

【事業評価】

１．３つの観点からの評価

【必要性の観点】　現状の課題に照らした妥当性　　　現状の課題に　　a（対応している）　　ｂ（一部対応している）　　 ｃ（対応していない） a

〈評価の理由〉

小規模事業者は未だ地域内需要への意識が根強く、また経営支資源が脆弱なため域外への販路拡大には消極的、コロナ禍がその流れを益々顕著にしている。そのような中、小規模事業者が域
外への販路拡大に効果的に取り組んでいける機会・体制づくりは今後において重要なことである。

核となる地域商社の育成と展示商談会等への出展支援による、継続的かつ安定的な需要拡大のための取組が今後の課題である。同時に、他の小規模事業者への波及効果を一層向上させてい
くための地域資源・産品の掘り起こしや商品開発支援、さらにその評価（市場調査）と改善支援が必要である。

４．今後の対応方針（改善点）

コロナ禍でも滞りなく商談ができるよう、DB商談会等についても情報収集し出展を検討していきたい。また、地域資源・産品への理解を深め適当な個社支援を行っていくことができるよう地域商社
や製造事業者との連携・交流を積極的に行い、日頃からFCPシートの整備に努めるなど手持ち情報の質・量を増大させたい。

〈コスト縮減に向けた具体的な取組内容または取り組んでいない理由〉

「SMTS2021」は出展中止となったものの伴走型補助金を活用予定していた。また「ゆりエールキャンペーン」や「ニッポン全国物産展」も県や秋田県商工会連合会からの事業委託という形で実施し
ており自主財源（事業費）からの支出は必要最低限に抑えられており、コスト削減効果も高い。事業実施のノウハウも蓄積されており、時間・人的コストも縮減傾向にある。

２．総合評価・理由   A（順調）３つの観点の評価結果が すべてa 判定の場合   B（概ね順調）Ａ、Ｃ以外の場合   C（改善が必要）３つの観点の評価結果がｃ判定２つ以上の場合 Ｂ

物販への参画や広報等を活用した事業周知により、「地域産品の認知度向上」「スポットでの売上拡大」という取組のねらい・内容への理解は進み、地域商社機能を有する事業者の裾野は広がっ
ている。本事業は、地域商社と製造事業者とが、それぞれの強みを活かした役割分担による効率的な販路拡大策であるという評価は揺るぎなく、今後の事業を継続発展させていく。

３．課題



（商工－様式５）

H29 H30 R1 R2

継続事業評価シート 評価実施日     令和３年３月３１日　 令和２年度（４年目）

事業コード 5 事業名 製造業を対象とした商談会でのマッチング支援 戦略コード 1 戦略名

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

【事業内容】

１．事業実施当初の背景

本市には電子部品や機械機器、食品加工など多くの企業の様々な技術が集積しており、製造業を中心に特に優れた技術を持った企業の情報発信ツールとして、「由利本荘市仮想工業団地デー
ターベース」を立ち上げた。このDBを情報源として、商工会の特徴を活かした小規模ならではの商談会企画を模索してきた。

２．事業のねらい

商談受入れの見込めるメーカー企業とのマッチング商談会を企画提案。相互メリットを追求しながら地域間交流及び販路開拓に向けた情報交換を行い、3つの目的を持って事業を遂行する。
①会員事業者の経営力向上、相互研鑽並びに会員間交流　②メーカー担当者から最先端技術や業界に関する最新情報の収集　③個別マッチング商談による新たな販路を開拓する

育て・挑戦を支える商工会

商工会名 由利本荘市 担当者名 佐藤(明)・松尾 総轄者名 伊藤一隆 施策コード 1 施策名

H29年度にDB立上げ、H30年度はDBの充実を図り、他に商談先選定と受入れ要請を行なってきた。R01年度は前年の商談先リストを元に2回商談会を開催。並行して商談先選定も継続した。第一
回商談会は会員10事業所から18名の参加があり、その後2社が取引成立した。第二回では6事業所が参加、後に3社の新規取引となった。

４．昨年度の評価（対応方針）に対する対応

R01年度は商談先メーカーを会場として現地集合して商談+工場見学を行ない一定の結果を得ることができた。但し、参加事業所の中で商談会慣れしているところの成果は見られたものの、経験
の少ない事業所は緊張から結果を出せなかった。積極的に自社アピールできる策として、商談メーカーを本市に呼び込んで会員事業所を回ってもらい、雰囲気・保有設備、普段の作業状況・品質
体制を見てもらい、より突っ込んだ個別商談形式を提案した。

５．事業内容と実績　　　達成度：a（事業を完遂した）、b（事業に着手したが未遂行）、c（事業に着手しなかった）

事業内容 実績 達成度

３．これまでの評価結果 過年度 Ｃ Ｂ Ａ

年度 H29 H30 R1 R2 R3

今年度は計4回の商談会を実施。うち3回はメーカーを本市に招聘して各事業所を回りながら商
談する形式で行なった。コロナ禍対応を講じて参加数限定での開催とした。（9月、10月、11月）

製造業全般の支援事業として、DB整備・マッチング商談会開催・個別のマッチング支
援を進めている結果、今年度10件の取引成立を確認している。商談会を含めた商談
数は57件となった。

Ａ

６．評価指標と実績　　　達成度：　a（達成率が100％以上）、b（100％未満80％以上）、ｃ（80％未満）

項目 商談数（単年） 項目 取引成立数（単年） 項目

年度年度 H29 H30 R1 R2 R3

目標 3 3 3 5

実績 0 3 213 57

目標目標 10 20 20 20

実績実績 0 3 10 11

達成率 0% 100% 333% 220%

達成度 c b a a

達成率達成率 0% 15% 1065% 285%

達成度達成度 c a a a

【有効性の観点】　事業目標の達成状況　　 【事業内容】の「５．事業内容と実績」と「６．評価指標の達成度」が　　a（すべてa判定の場合）　　ｂ（a,c以外の場合）　　ｃ（c判定6割以上の場合） a

〈事業の目標は達成されているかどうか〉

コロナ禍にあって大人数でメーカーへ出向く形式が出来なくなったが、少人数の受入れ型に形を変えて計画していた開催数と参加数を確保した。取引成立数は継続したフォロー体制と日々の巡回
業務から成立の報告を受けていることが大きい。

【効率性の観点】　コスト（金銭・時間・人材）縮減のための取組状況　　　コスト縮減の取組は　　a（客観的で効果が高い）　　ｂ（取り組んでいる）　　ｃ（取り組んでいない） b

【事業評価】

１．３つの観点からの評価

【必要性の観点】　現状の課題に照らした妥当性　　　現状の課題に　　a（対応している）　　ｂ（一部対応している）　　 ｃ（対応していない） a

〈評価の理由〉

小規模事業者が単体で直接メーカーに営業を行なう事は非常に難しい。メーカー立場では来るもの拒まず受入れする人的余裕はないと聞いている。支援機関が複数の事業所を取りまとめ、支援
機関の信用のもとメーカーに売り込む形式は相互にとってメリットのある機会である。

参加会員事業所のマンネリ化→新規参加事業所を増やしていく→巡回業務で声掛け強化、記帳先情報収集等
商談受入れ先メーカーの情報量→コロナ禍による訪問規制を受けたため→メールやDBからの情報発信を強化
取引成約率の向上→追跡調査の強化→継続したフォローの強化

４．今後の対応方針（改善点）

発注の可能性の高いメーカーを商談先にするための情報収集を強化する。そのメーカーとマッチングの可能性の高い会員事業所を参加させる。ニーズとシーズを掘り下げた情報収集を行なうた
め、指導員会議や朝礼等で職員向けにも情報発信を進める。

〈コスト縮減に向けた具体的な取組内容または取り組んでいない理由〉

商談会自体はほぼ費用がかからない事業だが、商談先選定においてはメーカーに訪問して事業目的や流れ、過去の実績などを丁寧に説明する必要がある。訪問（出張）回数を増やせば情報量
が増えるがコスト増しとなる。今年度はコロナ禍の影響で出張を控えていたこともあり、コスト縮減になった分、情報量は減少している。

２．総合評価・理由   A（順調）３つの観点の評価結果が すべてa 判定の場合   B（概ね順調）Ａ、Ｃ以外の場合   C（改善が必要）３つの観点の評価結果がｃ判定２つ以上の場合 Ｂ

新規参加数を増やす手段として重要と考えていた「メーカーへ出向く形式」が出来ず、裾野を広げることにつなげれなかった。また次年度商談先選定でも情報量を確保できず課題となった。但し、
前年度までの実績が県担当やメーカーに知れ渡り、商談会開催を後押ししてもらったところは継続した行動に対する評価と考える。

３．課題



（商工－様式５）

H29 H30 R1 R2

継続事業評価シート 評価実施日     令和３年３月３１日　 令和２年度（４年目）

事業コード 6 事業名 事業承継計画書の策定支援 戦略コード 1 戦略名

創業しやすい環境整備と事業承継の推進

【事業内容】

１．事業実施当初の背景

人口減少を要因とする小規模事業者数の減少、高齢化・後継者不在による廃業を余儀なくされる状況下で、自営業者が事業存続の大きな課題に直面している。

２．事業のねらい

巡回による事業者の実態把握を積み重ね、事業主と対話を重ねながら承継に取り組むきっかけを醸成し、承継が現実のものとなるよう取り組みを行う。

育て・挑戦を支える商工会

商工会名 由利本荘市 担当者名 齊藤・阿部 総轄者名 伊藤一隆 施策コード 2 施策名

承継に対する認識が漠然としている事業者が依然多いものの、「青年部員がいる事業者」や「各種計画策定を支援した事業者」等 支援対象者を明確にし段階的に支援実績を積み上げている。

４．昨年度の評価（対応方針）に対する対応

簡易診断を通じて、事業者の経営状況や承継実現のための課題、支援の優先度を判断するための初期支援を実施。当会で計画策定にあたっては、『事業承継計画書』をベースに、個々の事情
に応じた形で支援を行う（他支援で承継を踏まえた事業計画書を作成する場合は、そちらを採用する等）。

５．事業内容と実績　　　達成度：a（事業を完遂した）、b（事業に着手したが未遂行）、c（事業に着手しなかった）

事業内容 実績 達成度

３．これまでの評価結果 過年度 Ｃ Ａ Ａ

年度 H29 H30 R1 R2 R3

55才以上の事業主・代表者を対象に事業承継診断を実施し、承継が喫緊の課題となっている事
業者へ計画策定支援を実施。併せて、各種計画策定支援事業者へも同様の対応を行った。

経営指導員１人あたり2件、計24件の事業承継計画策定の目標に対し24件の策定を
行った。 Ａ

６．評価指標と実績　　　達成度：　a（達成率が100％以上）、b（100％未満80％以上）、ｃ（80％未満）

項目 事業承継計画策定（社） 項目 項目

年度 H29 H30 R1 R2 R3年度 H29 H30 R1 R2 R3

目標

実績 15 29 32 24

目標目標 24 24 24 24

実績実績

達成率

達成度 c a a a

達成率達成率 63% 121% 133% 100%

達成度達成度

【有効性の観点】　事業目標の達成状況　　 【事業内容】の「５．事業内容と実績」と「６．評価指標の達成度」が　　a（すべてa判定の場合）　　ｂ（a,c以外の場合）　　ｃ（c判定6割以上の場合） a

〈事業の目標は達成されているかどうか〉

診断をきっかけに支援を進めることで、経営者の思いを知り事業承継の重要性を認識してもらいながら計画策定へと結びつけることができた。また、承継自体は既定路線であるというケースで
あっても、「いずれ継がせる」といった漠然とした予定ではなく、その後の事業運営が円滑に進めるための重要なステップ＝計画策定であるということを認識してさせながら支援を行うことができ
た。

【効率性の観点】　コスト（金銭・時間・人材）縮減のための取組状況　　　コスト縮減の取組は　　a（客観的で効果が高い）　　ｂ（取り組んでいる）　　ｃ（取り組んでいない） a

【事業評価】

１．３つの観点からの評価

【必要性の観点】　現状の課題に照らした妥当性　　　現状の課題に　　a（対応している）　　ｂ（一部対応している）　　 ｃ（対応していない） a

〈評価の理由〉

雇用の場の確保や地域経済の維持・活性化のためには、新たな事業の創出（創業）と共に、今ある事業の承継が必要不可欠である。事業承継に対するメリット（施策）は不明確・不十分であり二
の足を踏む事業者も多いが、成功事例が積みあがれば地域全体に意識醸成が進み今後の支援が円滑になるため必要性は高い。

計画的事業承継の意義について未だ認識がない事業者に対するアプローチ手法の確立により効果的・効率的な支援が可能となる。また、様々な経営状況や承継の進捗状況に応じた計画策定
の手法確立により誰もが円滑に支援を勧められる体制づくりが必要である。

４．今後の対応方針（改善点）

重点支援対象者の再検討により漏れのない支援体制を構築するとともに、事業承継計画に最低限必要な項目の洗い出しにより活用度の高い計画様式を作成する。また、専門性の高い支援を
効率的に行うため、関係機関を積極的に活用する。

〈コスト縮減に向けた具体的な取組内容または取り組んでいない理由〉

本来であれば十分な時間や労力が必要となるところ、対象者の絞り込みや複数職員でのチームによる案件掘り起こし、金融・税務・販路拡大との並行支援等 限られたコストで効率的な支援に努
めている。

２．総合評価・理由   A（順調）３つの観点の評価結果が すべてa 判定の場合   B（概ね順調）Ａ、Ｃ以外の場合   C（改善が必要）３つの観点の評価結果がｃ判定２つ以上の場合 Ａ

上記の手法で事業承継支援を行うことで、支援件数は目標に応じて着実に、かつ事業者の実態や意向を踏まえた実効性のある計画策定を実現できている。また、廃業を検討している事業者に
対し第三者承継の意向を引き出す等 事業存続にも繋がる契機を生み出すなど、事業承継の必要性・有効性に対する意識は高まってきている。

３．課題



（商工－様式５）

H29 H30 R1 R2

継続事業評価シート 評価実施日     令和３年３月３１日　 令和２年度（４年目）

事業コード 7 事業名 ニーズに応じた様々なタイプの「創業塾」の開催 戦略コード 1 戦略名

創業しやすい環境整備と事業承継の推進

【事業内容】

１．事業実施当初の背景

中小企業経営者の高齢化や経済成長の停滞により事業者減少が進み、地域経済においても深刻な影響を及ぼしていることから、経営改善、事業承継支援による事業者維持と同時に、創業によ
る事業者の増加が本地域の課題となっている。

２．事業のねらい

テーマを絞り込んだ創業塾を開催することによって、より具体的な創業計画の策定を支援し、受講生の着実なスキルアップと創業の実現に寄与する。

育て・挑戦を支える商工会

商工会名 由利本荘市 担当者名 松尾・武田 総轄者名 伊藤一隆 施策コード 2 施策名

知識詰込み型の座学にならないよう、創業に係る様々なトピックスを凝縮したカリキュラム内容とした上で、受講生の時間的負担を軽減し参加しやすい環境を整備した結果、参加者の増加につな
がった。また、コスト面や職員の休日出勤対応減少も図れたことから、効率的に事業を実施したと言える。しかし、回毎の参加者増加によって、（参加者の）創業に関する知識量や準備段階、年齢
層にも幅が出てしまっており、またアフターフォローとして創業者支援を行う職員に偏りが出てしまっている。

４．昨年度の評価（対応方針）に対する対応

創業塾開催後のアフターフォロー（個別相談対応）前提を継続させながら、立場や準備段階の制限を設けた創業塾を開催することにより、創業支援分野の裾野を広げていく。カリキュラムには参
加者と同じ立場や状況の中、本地域及び隣接地域で実際に創業し活躍している経営者の体験談を盛り込み、創業に対する意欲向上とイメージ具現化の後押しを行っていく。

５．事業内容と実績　　　達成度：a（事業を完遂した）、b（事業に着手したが未遂行）、c（事業に着手しなかった）

事業内容 実績 達成度

３．これまでの評価結果 過年度 Ａ

年度 H29 H30 R1 R2 R3

創業に係る基礎知識を凝縮したカリキュラムの回だけでなく、参加者の心理的ハードルを下げる
目的で「女性限定」「50歳以上限定」と制限を設けた創業塾回を設ける。参加者と同じ立場や状
況で創業した経営者を講師とし、模範的事例として創業意欲喚起を促す。

新型コロナウイルス感染症対策で人数制限を設けながらも、年間5回の創業塾開催で計50人（複数
回参加者は1人でカウント）の参加者となり前年を上回る結果となった。コロナ禍を懸念し、創業を断
念したり創業時期を先延ばしにするケースもあったが、創業者数目標値を達成し、前年以上の創業
者輩出につながっている。

Ａ

６．評価指標と実績　　　達成度：　a（達成率が100％以上）、b（100％未満80％以上）、ｃ（80％未満）

項目 創業塾開催（回） 項目 受講者数 項目 創業者

年度 H29 H30 R1 R2 R3年度 H29 H30 R1 R2 R3

10 10目標 ー ー 20

実績 ー ー 3

目標 ー ー目標 ー ー 2

実績 ー ー 18 21実績 ー ー 42

180% 210%達成率 ー ー 210%

達成度 a

達成率 ー ー達成率 ー ー 150%

達成度 a a達成度 a

【有効性の観点】　事業目標の達成状況　　 【事業内容】の「５．事業内容と実績」と「６．評価指標の達成度」が　　a（すべてa判定の場合）　　ｂ（a,c以外の場合）　　ｃ（c判定6割以上の場合） a

〈事業の目標は達成されているかどうか〉

創業支援分野の裾野を広げ参加者が増加した分、創業に対する準備段階や知識レベルにも差が出てしまったが、創業塾への複数回参加や個別面談希望者の増加など、創業塾をきっかけとし
た創業支援者数は着実に増加している。創業者輩出数も前年以上となっただけでなく、コロナ収束後の創業に向けて動いている受講者を明確に把握しフォロー継続できている状況である。

【効率性の観点】　コスト（金銭・時間・人材）縮減のための取組状況　　　コスト縮減の取組は　　a（客観的で効果が高い）　　ｂ（取り組んでいる）　　ｃ（取り組んでいない） b

【事業評価】

１．３つの観点からの評価

【必要性の観点】　現状の課題に照らした妥当性　　　現状の課題に　　a（対応している）　　ｂ（一部対応している）　　 ｃ（対応していない） a

〈評価の理由〉

新型コロナウイルス感染症影響や働き方改革により、働く場所・環境を見直す方が増加しており、特に女性や50歳以上の方はセカンドキャリアの一つの選択肢として創業（夢の実現）を考える傾
向にある。副業やプチ創業といった従来の形式とは異なる創業の形も出てきていることから、立場や状況を区分けした創業塾の開催は時代のニーズに沿ったものと言える。

カリキュラムを2回（2日間）に分けて開催したことで、参加都合がつかず1回（1日）のみの参加者ケースが発生してしまっている。1回のみの参加では知識習得に十分な時間とは言えず、次回開催
までの期間も数ヶ月あることから結果的に創業意欲を削ぐ形となっている。また、創業塾参加者数の増加に対して支援継続する職員に偏りが出ており、アフターフォローの質に差が出ているた
め、創業者輩出率改善のためにも創業塾後の支援体制強化を図っていく必要がある。

４．今後の対応方針（改善点）

受講後の個別相談を継続前提とし、創業塾を1日完結となるようカリキュラム構成を見直す。短時間集中型講義で参加者が創業基礎知識を習得できるよう内容を精査するが、座学のみとならない
よう創業体験談や参加者同士のネットワーク構築カリキュラムも継続して取り入れていく。

〈コスト縮減に向けた具体的な取組内容または取り組んでいない理由〉

新型コロナウイルス感染症対策として参加者が密とならないよう広い会場を準備せざるを得ず、会場コストが増加した回もあったが、公共施設や当会所持施設を利用する回を設けるなど、コスト
縮減を図った。創業者輩出率を高めながら継続してコスト縮減へ取り組んでいく。

２．総合評価・理由   A（順調）３つの観点の評価結果が すべてa 判定の場合   B（概ね順調）Ａ、Ｃ以外の場合   C（改善が必要）３つの観点の評価結果がｃ判定２つ以上の場合 Ｂ

未曽有の状況下でもコロナ対策を講じながら事業を実施し、目標値をクリアしている。創業支援の裾野を広げていく取組に関しても、女性32名（全体の64％）、50歳以上15名（全体の30％）と効果
が出ており、参加者総数前年比119％という結果につながっている。コスト縮減や更なる創業者輩出率の向上は課題であるが、時代や参加者ニーズに応じた創業塾の開催、創業支援体制が確
立できていると言える。

３．課題



（商工－様式５）

H29 H30 R1 R2

継続事業評価シート 評価実施日     令和３年３月３１日　 令和２年度（４年目）

事業コード 8 事業名 記帳継続指導における的確な月次管理の徹底 戦略コード 1 戦略名

記帳継続指導の財務会計活用型への変革

【事業内容】

１．事業実施当初の背景

経験年数や業務スキル等の違いによって記帳継続指導の進捗に差が出ることを防ぐため、個々で行っていた月次管理を徹底し経営支援能力の均一化を目指す。

２．事業のねらい

財務分析や確定申告等の税務支援を充実させることを目標とし、月次の進捗管理を徹底し共有することにより、記帳支援経験年数の若い職員の業務フォローを行うことが可能となる。
また、月次の進捗率増加を目指すことで個々の業務スキルの向上を図る。

育て・挑戦を支える商工会

商工会名 由利本荘市 担当者名 冨樫・佐々木 総轄者名 伊藤一隆 施策コード 3 施策名

処理優先の支援から財務会計活用の記帳指導への脱却が確実に図られている。事業者においても実際に診断レポートを受け取ることで、これまでとは違う意識が芽生える事例も多く生まれてい
る。

４．昨年度の評価（対応方針）に対する対応

昨年に引き続き記帳支援体制を整えるためのＯＪＴやメンター制度を充実させて取組んでいる。

５．事業内容と実績　　　達成度：a（事業を完遂した）、b（事業に着手したが未遂行）、c（事業に着手しなかった）

事業内容 実績 達成度

３．これまでの評価結果 過年度 Ａ

年度 H29 H30 R1 R2 R3

個別の記帳進捗管理表を確実に入力し、毎月の進捗率を確認。目標に満たない場合には業務
状況の聞き取りを行い、メンターによる業務フォローを行う。

進捗を把握することで決算期に集中する前のフォローアップが可能となり、記帳継続
指導業務全般のスキル向上を目指すことができた。 Ａ

６．評価指標と実績　　　達成度：　a（達成率が100％以上）、b（100％未満80％以上）、ｃ（80％未満）

項目 診断レポート提供（社） 項目 進捗状況率（6・9・12月末の平均値） 項目

年度 H29 H30 R1 R2 R3年度 H29 H30 R1 R2 R3

目標 ー ー ー 80%

実績 ー ー 138

目標目標 ー ー 130

実績実績 ー ー ー 83%

達成率 ー ー ー 104%

達成度 a

達成率達成率 ー ー 106%

達成度達成度 a

【有効性の観点】　事業目標の達成状況　　 【事業内容】の「５．事業内容と実績」と「６．評価指標の達成度」が　　a（すべてa判定の場合）　　ｂ（a,c以外の場合）　　ｃ（c判定6割以上の場合） a

〈事業の目標は達成されているかどうか〉

進捗に明らかな差が見られた時に、その原因や対処方法などをメンター間で共有しフォローを実施することで、目標数値達成まで向上させることができた。

【効率性の観点】　コスト（金銭・時間・人材）縮減のための取組状況　　　コスト縮減の取組は　　a（客観的で効果が高い）　　ｂ（取り組んでいる）　　ｃ（取り組んでいない） b

【事業評価】

１．３つの観点からの評価

【必要性の観点】　現状の課題に照らした妥当性　　　現状の課題に　　a（対応している）　　ｂ（一部対応している）　　 ｃ（対応していない） a

〈評価の理由〉

簡易診断レポートの作成など財務分析を活用した支援に取り組むため、適切かつ迅速に月次処理を行うことが必須となる。

進捗管理において、どの時点まで完了したものを実績とするか判定基準が曖昧に捉えられている。課題を残したまま次の月次処理に向かうといったことが無いよう、統一の判定基準を定めること
が必要になる。

４．今後の対応方針（改善点）

引き続き的確な月次処理による徹底した日々の計数管理に努めていく。

〈コスト縮減に向けた具体的な取組内容または取り組んでいない理由〉

記帳継続指導業務のスキルアップを図ることで、財務会計活用型の支援がより手厚くなり、会員の経営意識向上に繋がると思われる。しかし業務の均一化を図るには記帳計画表の見直しなど、
整備する点もいくつか見られる。

２．総合評価・理由   A（順調）３つの観点の評価結果が すべてa 判定の場合   B（概ね順調）Ａ、Ｃ以外の場合   C（改善が必要）３つの観点の評価結果がｃ判定２つ以上の場合 Ｂ

従来の月次処理優先の支援から、的確な月次処理による定期的な経営分析に基づく診断レポート等の経営改善計画の策定を行い、記帳指導対象者の平準化に向けた取組が確実にステップ
アップしている。

３．課題



（商工－様式５）

H29 H30 R1 R2

継続事業評価シート 評価実施日     令和３年３月３１日　 令和２年度（４年目）

事業コード 9 事業名 事業計画策定につながる財務分析の実施 戦略コード 1 戦略名

記帳継続指導の財務会計活用型への変革

【事業内容】

１．事業実施当初の背景

従来の月次処理優先の支援から、経営分析等により経営改善計画を策定した上で経営支援を行う。

２．事業のねらい

従来の月次処理優先の支援から、的確な月次処理による定期的な経営分析に基づく経営改善計画の作成を推進し、会員が将来に向けて持続的に発展するための支援を目指す。
また、税務支援における商工会の支援体制を見直し、税務支援体制の充実を図る。

育て・挑戦を支える商工会

商工会名 由利本荘市 担当者名 佐林・安部 総轄者名 伊藤一隆 施策コード 3 施策名

処理優先の支援から財務会計活用の記帳指導への脱却が確実に図られており、事業者においても実際に診断レポートを受け取ることで、これまでとは違う意識が芽生える事例も多く生まれてい
る。

４．昨年度の評価（対応方針）に対する対応

ＯＪＴやメンター制度を取り入れ経験年数の浅い職員のスキルアップに繋がっている。

５．事業内容と実績　　　達成度：a（事業を完遂した）、b（事業に着手したが未遂行）、c（事業に着手しなかった）

事業内容 実績 達成度

３．これまでの評価結果 過年度 Ａ

年度 H29 H30 R1 R2 R3

・簡易診断レポートの提供を通し、経営改善につながる支援と財務会計活用型の記帳継続指導
を行う。
・税務支援における商工会の支援体制の見直し、税務支援体制の整備を行う。

・決算・申告のための月次処理ではなく、経営改善につながる支援のための簡易診
断レポートの提供が定着してきている
・税務支援体制について、明確な選択肢を打ち出し、会員に周知した。

Ａ

６．評価指標と実績　　　達成度：　a（達成率が100％以上）、b（100％未満80％以上）、ｃ（80％未満）

項目 財務分析（社） 項目 項目

年度 H29 H30 R1 R2 R3年度 H29 H30 R1 R2 R3

目標

実績 ー ー 138 181

目標目標 ー ー 130 130

実績実績

達成率

達成度 a a

達成率達成率 ー ー 106% 139%

達成度達成度

【有効性の観点】　事業目標の達成状況　　 【事業内容】の「５．事業内容と実績」と「６．評価指標の達成度」が　　a（すべてa判定の場合）　　ｂ（a,c以外の場合）　　ｃ（c判定6割以上の場合） a

〈事業の目標は達成されているかどうか〉

簡易診断レポートの作成数を年間目標で設定し、月間毎に実績管理を行ったことで個人個人が進捗状況を把握し、目標達成を目指し完遂した。

【効率性の観点】　コスト（金銭・時間・人材）縮減のための取組状況　　　コスト縮減の取組は　　a（客観的で効果が高い）　　ｂ（取り組んでいる）　　ｃ（取り組んでいない） b

【事業評価】

１．３つの観点からの評価

【必要性の観点】　現状の課題に照らした妥当性　　　現状の課題に　　a（対応している）　　ｂ（一部対応している）　　 ｃ（対応していない） a

〈評価の理由〉

定期的な経営分析に基づいた簡易診断レポートの提供が、事業所の経営改善計画の作成に活用され、会員の持続的な発展のための支援に活かされた。

・的確な月次処理による定期的な経営分析に基づく経営改善計画の作成と、会員が将来に向けて持続的に発展するための支援が定着しているが、従来の月次処理優先に終始している事業所も
存在している。
・税務支援における商工会の支援体制の充実化を図り会員周知を行ったが、定着化に向けた継続的な取り組みが必要である。

４．今後の対応方針（改善点）

・ＯＪＴやメンター制度の充実化を図り、支援員会議時の事例発表等、職員のスキルアップに努める。
・従来の月次処理優先事業所に、的確な月次処理による定期的な経営分析に基づく経営改善計画の必要性を理解頂く。
・税務支援における商工会の支援体制の充実化を図り、定着化に向けた取り組みを継続していく。

〈コスト縮減に向けた具体的な取組内容または取り組んでいない理由〉

税務支援における商工会の支援体制を整備するため、決算専用システム終了時（Ｒ４年度末）までの選択肢を明確化し、会員周知を行った。

２．総合評価・理由   A（順調）３つの観点の評価結果が すべてa 判定の場合   B（概ね順調）Ａ、Ｃ以外の場合   C（改善が必要）３つの観点の評価結果がｃ判定２つ以上の場合 Ｂ

簡易診断レポートによる経営分析により、事業所が自社の経営状態を把握できるようになり持続的な発展につながり、税務支援における商工会の支援体制の整備が整えば、支援のための職員
の時間（人材）が削減される。

３．課題



（商工－様式５）

H29 H30 R1 R2

継続事業評価シート 評価実施日     令和３年３月３１日　 令和２年度（４年目）

事業コード 10 事業名 雇用創出事業への協力・参画 戦略コード 1 戦略名

関係機関との連携強化による課題解決力の向上

【事業内容】

１．事業実施当初の背景

平成２９年８月以降、由利本荘市の雇用失業情勢は常用有効求人倍率１倍を超える売り手市場となっており、介護・福祉、建設土木、警備分野を中心に多くの企業にとって人材確保が難しい状
況が続いている。

２．事業のねらい

地域の維持発展に繋がる若者の地元定着を図るため、関係機関との連携で市内企業の概要や取り組みといった魅力を発信し、求職者の地元就職促進と企業の人材確保を支援していく。

育て・挑戦を支える商工会

商工会名 由利本荘市 担当者名 船木・松尾 総轄者名 伊藤一隆 施策コード 4 施策名

関係機関と連携を図り合同就職面接会の開催を行ったり、独自事業として人手不足に対応する企業紹介動画や「働き方改革」関連セミナーの開催を行ったりと雇用関連架台に対応した事業をタ
イムリーに実施してきた。

４．昨年度の評価（対応方針）に対する対応

事業者ニーズに沿った即効性のある事業展開が課題であったが、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、独自事業の実施については制約を受ける面も多かった。

５．事業内容と実績　　　達成度：a（事業を完遂した）、b（事業に着手したが未遂行）、c（事業に着手しなかった）

事業内容 実績 達成度

３．これまでの評価結果 過年度 Ａ

年度 H29 H30 R1 R2 R3

・雇用対策連絡会議、合同就職面接会への出席、協力
・新入社員合同歓迎会、研修会等の独自事業の実施

・会議出席、事業協力：合計8回
・新入社員合同歓迎会並びに研究会（新型コロナ感染防止のため中止）
・由利本荘イエメシPROJECT、GOTO商店街　計2事業

Ａ

６．評価指標と実績　　　達成度：　a（達成率が100％以上）、b（100％未満80％以上）、ｃ（80％未満）

項目 各種事業への協力・参画 項目 独自事業の実施 項目

年度 H29 H30 R1 R2 R3年度 H29 H30 R1 R2 R3

目標 ー ー 1 1

実績 ー ー 7 8

目標目標 ー ー 2 4

実績実績 ー ー 5 2

達成率 ー ー 500% 200%

達成度 a a

達成率達成率 ー ー 350% 200%

達成度達成度 a a

【有効性の観点】　事業目標の達成状況　　 【事業内容】の「５．事業内容と実績」と「６．評価指標の達成度」が　　a（すべてa判定の場合）　　ｂ（a,c以外の場合）　　ｃ（c判定6割以上の場合） b

〈事業の目標は達成されているかどうか〉

独自事業の実施については、新入社員合同歓迎会・研修会とGOTO商店街事業による事業所紹介が、直前まで準備を進めたものの緊急事態宣言の発令等により実施できなかった。

【効率性の観点】　コスト（金銭・時間・人材）縮減のための取組状況　　　コスト縮減の取組は　　a（客観的で効果が高い）　　ｂ（取り組んでいる）　　ｃ（取り組んでいない） b

【事業評価】

１．３つの観点からの評価

【必要性の観点】　現状の課題に照らした妥当性　　　現状の課題に　　a（対応している）　　ｂ（一部対応している）　　 ｃ（対応していない） a

〈評価の理由〉

新型コロナウイルス感染症の影響により、高卒求人においては県内就職志向の高まりも見受けられる一方、採用を控えたり人員整理に着手する企業もあり雇用を巡る課題は昨年以上に多様
化・複雑化してきており、今後も関係機関と連携した取組が必要である。

①連絡会議より：従来のように大規模な面接会や職場見学を行うことができなくなり、求職者が企業情報(HW求人票に記載されていない職場や実際の業務の様子)を知る機会が失われている。
②コストの縮減

４．今後の対応方針（改善点）

①企業紹介動画の参画提案や、自社HP内の採用関連ページの充実化に関する指導
②伴走型補助金の継続活用

〈コスト縮減に向けた具体的な取組内容または取り組んでいない理由〉

受託事業である本荘由利雇用開発協会の解散により、次年度からは単独予算での事業実施となる。これまで以上に財源確保や関係機関と協調した事業実施の検討を行っていく。

２．総合評価・理由   A（順調）３つの観点の評価結果が すべてa 判定の場合   B（概ね順調）Ａ、Ｃ以外の場合   C（改善が必要）３つの観点の評価結果がｃ判定２つ以上の場合 Ｂ

新型コロナウイルス感染症の影響により制約を受けたものの、概ね状況に応じた対応と事業実施を行うことができた。評価指標には盛り込んでいなかったが、一般事業主行動計画についても建
設業を中心に9件が承認された。

３．課題



（商工－様式５）

H29 H30 R1 R2

継続事業評価シート 評価実施日     令和３年３月３１日　 令和２年度（４年目）

事業コード 11 事業名 インフラツーリズムによる誘客事業等の実施 戦略コード 1 戦略名

関係機関との連携強化による課題解決力の向上

【事業内容】

１．事業実施当初の背景

由利本荘市では鳥海山を核とした「滞在型観光」を目指しており、鳥海ダム建設事業や再生エネルギー事業などをきっかけとして「観光振興」や「地域振興」に大きな効果を期待している。

２．事業のねらい

鳥海ダムや再生可能エネルギーなどによる経済効果を事業者へ反映させるため、関係機関と連携しながら独自の事業を企画立案する。

育て・挑戦を支える商工会

商工会名 由利本荘市 担当者名 佐藤(博)・阿部 総轄者名 伊藤一隆 施策コード 4 施策名

あらゆる事業者に恩恵のあるハード事業であるが、地域に金の落ちる仕組みを作らなければ、大手にビジネスチャンスを奪われる可能性もある。そうした意味においても、ダム建設に先駆け商
工会として組合組織の体制を整えることができたことは大きな一歩につながった。

４．昨年度の評価（対応方針）に対する対応

鳥海ダムや再生可能エネルギーなどの経済効果を事業者へ波及させるため、関係機関と連携しながらこれまで以上に徹底した情報収集を行うとともに、事業参画者が主体的に動きながらビジ
ネスチャンスを獲得していく仕組みづくりを行っていく。

５．事業内容と実績　　　達成度：a（事業を完遂した）、b（事業に着手したが未遂行）、c（事業に着手しなかった）

事業内容 実績 達成度

３．これまでの評価結果 過年度 Ａ

年度 H29 H30 R1 R2 R3

・関係機関との検討会開催
・独自事業の企画立案

・関係機関との検討：６回
・独自事業の企画立案：１事業【ゆりエールキャンペーン】 Ａ

６．評価指標と実績　　　達成度：　a（達成率が100％以上）、b（100％未満80％以上）、ｃ（80％未満）

項目 関係機関との検討（回） 項目 独自事業の企画立案 項目

年度 H29 H30 R1 R2 R3年度 H29 H30 R1 R2 R3

目標 ー ー 1 1

実績 ー ー 9 6

目標目標 ー ー 4 4

実績実績 ー ー 1 1

達成率 ー ー 100% 100%

達成度 a a

達成率達成率 ー ー 225% 150%

達成度達成度 a a

【有効性の観点】　事業目標の達成状況　　 【事業内容】の「５．事業内容と実績」と「６．評価指標の達成度」が　　a（すべてa判定の場合）　　ｂ（a,c以外の場合）　　ｃ（c判定6割以上の場合） a

〈事業の目標は達成されているかどうか〉

関係機関との連携を図りながら情報収集を行い、ハード面の建設に先駆けソフト面の充実を目的として、コロナの影響により売上の減少等に直面している地域の事業者を応援する事業を実施し
た。

【効率性の観点】　コスト（金銭・時間・人材）縮減のための取組状況　　　コスト縮減の取組は　　a（客観的で効果が高い）　　ｂ（取り組んでいる）　　ｃ（取り組んでいない） a

【事業評価】

１．３つの観点からの評価

【必要性の観点】　現状の課題に照らした妥当性　　　現状の課題に　　a（対応している）　　ｂ（一部対応している）　　 ｃ（対応していない） a

〈評価の理由〉

鳥海ダム建設事業や再生可能エネルギー事業に伴う観光資源については、地域へもたらす経済効果が非常に大きく、またコロナ禍において疲弊する地域経済を盛り上げていくためには必要な
事業である。

行政や関係機関はもちろんのこと、大手ゼネコンとの折衝や営業活動を行いながら、地域への経済波及効果を高める仕組みづくりが課題である。

４．今後の対応方針（改善点）

これまで以上に徹底した情報収集を行うとともに、事業参画者が主体的に動きながらビジネスチャンスを獲得していく仕組みづくりを行っていく。

〈コスト縮減に向けた具体的な取組内容または取り組んでいない理由〉

国や県の施策に伴う補助金を活用しながら事業を実施したことによってコストパフォーマンスの高い取組となった。

２．総合評価・理由   A（順調）３つの観点の評価結果が すべてa 判定の場合   B（概ね順調）Ａ、Ｃ以外の場合   C（改善が必要）３つの観点の評価結果がｃ判定２つ以上の場合 Ａ

あらゆる事業者に恩恵のあるハード事業であるが、地域に金の落ちる仕組みを作らなければ大手にビジネスチャンスを奪われる可能性がある。そうした意味においても、今年度は本格的な建設
に先駆け商工会の体制を整えることができた。

３．課題



（商工－様式５）

H29 H30 R1 R2

継続事業評価シート 評価実施日     令和３年３月３１日　 令和２年度（４年目）

事業コード 12 事業名 「成長プラン」の作成及び育成面談の実施 戦略コード 2 戦略名

情報共有化による支援スキルの向上とチーム支援体制の整備

【事業内容】

１．事業実施当初の背景

ベテラン職員の退職に伴い組織としての新陳代謝が進み、支援スキルの格差という新たな課題に直面している。

２．事業のねらい

支援スキルを高めるためには日常的な研鑽だけは無く、数年先の理想像を目指して成長していく姿が必要となることから、「成長プラン」を作成するとともに、その内容を中心とした面談を実施す
る。

プロ集団の商工会

商工会名 由利本荘市 担当者名 佐藤(大)・岡部 総轄者名 伊藤一隆 施策コード 5 施策名

全職員と年2回の育成面談を実施するとともに、その際に「成長プラン」の進捗状況に触れるなど多角的な人材育成を行った。

４．昨年度の評価（対応方針）に対する対応

職員の状況に応じて負担にならない程度の軽微な面談を行うなど柔軟に対応し、職員の成長を促した。

５．事業内容と実績　　　達成度：a（事業を完遂した）、b（事業に着手したが未遂行）、c（事業に着手しなかった）

事業内容 実績 達成度

３．これまでの評価結果 過年度 Ａ

年度 H29 H30 R1 R2 R3

今後5年間（令和2年度から6年度）にわたる成長プランを各職員が新規で作成。それに基づき育
成面談を実施した。

職員1名に対して3回の育成面談を実施し、業績評価・能力評価の結果を照らし合わせながら、成
長プランの進捗状況を確認、指導助言を行った。 Ａ

６．評価指標と実績　　　達成度：　a（達成率が100％以上）、b（100％未満80％以上）、ｃ（80％未満）

項目 育成面談の実施（名） 項目 人事面談の実施（回） 項目

年度 H29 H30 R1 R2 R3年度 H29 H30 R1 R2 R3

目標 ー ー ー 2

実績 ー ー 23

目標目標 ー ー 23

実績実績 ー ー ー 3

達成率 ー ー ー 150%

達成度 a

達成率達成率 ー ー 100%

達成度達成度 a

【有効性の観点】　事業目標の達成状況　　 【事業内容】の「５．事業内容と実績」と「６．評価指標の達成度」が　　a（すべてa判定の場合）　　ｂ（a,c以外の場合）　　ｃ（c判定6割以上の場合） a

〈事業の目標は達成されているかどうか〉

新たに作成した成長プランをもとに全職員と育成面談を実施し、個々に応じた指導助言を行った。育成する側、育成される側の双方がプランを共有するという点において有益な取組である。

【効率性の観点】　コスト（金銭・時間・人材）縮減のための取組状況　　　コスト縮減の取組は　　a（客観的で効果が高い）　　ｂ（取り組んでいる）　　ｃ（取り組んでいない） b

【事業評価】

１．３つの観点からの評価

【必要性の観点】　現状の課題に照らした妥当性　　　現状の課題に　　a（対応している）　　ｂ（一部対応している）　　 ｃ（対応していない） a

〈評価の理由〉

支援スキルの向上にとどまらず数年後を見据えた人材育成の視点は非常に重要なことである。

理解が進まず意識の低い職員に対する効果的なアプローチを検討していく必要がある。

４．今後の対応方針（改善点）

短時間であったり業務の合間を活用したりフレキシブルな形での面談を重ね、職員の考えを引き出しながらタイムリーな指導助言を行っていく。

〈コスト縮減に向けた具体的な取組内容または取り組んでいない理由〉

面談する側にとって多くの時間を要するが、個社支援スキルを享受する機会でもあることから、コストパフォーマンスは悪くない。

２．総合評価・理由   A（順調）３つの観点の評価結果が すべてa 判定の場合   B（概ね順調）Ａ、Ｃ以外の場合   C（改善が必要）３つの観点の評価結果がｃ判定２つ以上の場合 Ｂ

まだ職員一人ひとりの理解や意識に差があるものの、回数を重ねるごとに前向きに捉える職員が増えてきている。育成面はもちろんのこと、相談事の解決につながるケースもあることから、引き
続き実施していくべき取組である。

３．課題



（商工－様式５）

H29 H30 R1 R2

継続事業評価シート 評価実施日     令和３年３月３１日　 令和２年度（４年目）

事業コード 13 事業名 チーム支援の充実 戦略コード 2 戦略名

情報共有化による支援スキルの向上とチーム支援体制の整備

【事業内容】

１．事業実施当初の背景

高度化・多様化する経営課題を解決していくため、職員が様々なスキルを持ち寄り対応していくこと　＝　チーム支援が求められている。

２．事業のねらい

複数の職員からなる「チーム支援体制」を構築、副事務局長及びセンター長をリーダーとして企業の求める十分な伴走型支援を展開する。

プロ集団の商工会

商工会名 由利本荘市 担当者名 岡部・佐藤(大) 総轄者名 伊藤一隆 施策コード 5 施策名

個社支援・各種事業にて成果を上げており、職員数の多い本会にとって必要な取組にまで昇華している。

４．昨年度の評価（対応方針）に対する対応

職員のスキルや業務遂行状況を見極めながら、より良いメンバーを先行し、チーム支援を実施していく。

５．事業内容と実績　　　達成度：a（事業を完遂した）、b（事業に着手したが未遂行）、c（事業に着手しなかった）

事業内容 実績 達成度

３．これまでの評価結果 過年度 Ａ Ａ Ａ

年度 H29 H30 R1 R2 R3

副事務局長及びセンター長が案件に応じてチーム支援を発動し、質の高い伴走型支援を展開す
る。

今年度は、特に職種を超えたチーム支援に注力し、経営支援員のスキルアップを兼
ねた補助金活用をテーマに取り組んだ。 Ａ

６．評価指標と実績　　　達成度：　a（達成率が100％以上）、b（100％未満80％以上）、ｃ（80％未満）

項目 高度な経営課題に対するチーム支援 項目 項目

年度 H29 H30 R1 R2 R3年度 H29 H30 R1 R2 R3

目標

実績 23 74 19 13

目標目標 10 20 6 6

実績実績

達成率

達成度 a a a a

達成率達成率 230% 370% 317% 217%

達成度達成度

【有効性の観点】　事業目標の達成状況　　 【事業内容】の「５．事業内容と実績」と「６．評価指標の達成度」が　　a（すべてa判定の場合）　　ｂ（a,c以外の場合）　　ｃ（c判定6割以上の場合） a

〈事業の目標は達成されているかどうか〉

支援の継続性やノウハウの伝播などの観点からもチーム支援は非常に有効な取組である。

【効率性の観点】　コスト（金銭・時間・人材）縮減のための取組状況　　　コスト縮減の取組は　　a（客観的で効果が高い）　　ｂ（取り組んでいる）　　ｃ（取り組んでいない） a

【事業評価】

１．３つの観点からの評価

【必要性の観点】　現状の課題に照らした妥当性　　　現状の課題に　　a（対応している）　　ｂ（一部対応している）　　 ｃ（対応していない） a

〈評価の理由〉

国の生産性向上に対する各種施策や県の事業継続力強化計画など新たな支援メニューが増えていることから、チーム支援の必要性・重要性も高まっていく。

チーム支援を発動する前の案件の掘り起こし（取組過程）や実行に移る前の解決提案の段階で職員のスキルに差がある。

４．今後の対応方針（改善点）

日々の巡回からチーム支援を展開し、案件の掘り起こし方や提案の仕方などを教えていくなど、チーム支援の幅を広げていく。

〈コスト縮減に向けた具体的な取組内容または取り組んでいない理由〉

相当程度の時間を要する案件であったも、チーム支援で対応することにより、迅速かつ的確に支援を講じることができることから、チーム支援は効率性の観点からも非常に優れている。また、実
践的ＯＪＴの役割も担っていることから、コストパフォーマンスが高い。

２．総合評価・理由   A（順調）３つの観点の評価結果が すべてa 判定の場合   B（概ね順調）Ａ、Ｃ以外の場合   C（改善が必要）３つの観点の評価結果がｃ判定２つ以上の場合 Ａ

個社支援・各種事業にて成果を上げているが、その土台にはチーム支援があることから、この必要性・有効性には疑いの余地はない。

３．課題



（商工－様式５）

H29 H30 R1 R2

継続事業評価シート 評価実施日     令和３年３月３１日　 令和２年度（４年目）

事業コード 14 事業名 多様な意見・要望を取り入れるための検討会等の開催 戦略コード 3 戦略名

役職員が一体となった組織の運営

【事業内容】

１．事業実施当初の背景

組織のスケールメリットを活かしつつ効率性の高い組織運営・事業執行を行っていくために、地域事情を熟知している役員のリーダーシップと提言が必要不可欠である。

２．事業のねらい

役員と職員の意思疎通を円滑にできる体制や様々な意見・要望を意思決定に反映させる仕組みを様々な場面で検討する。

事業者が主役の商工会

商工会名 由利本荘市 担当者名 加藤・佐藤(大) 総轄者名 伊藤一隆 施策コード 6 施策名

組織体制・運営の検討については慎重にならざるを得ず、議論が進まなかったが昨年度は総代定数の見直しで定款変更を行った。

４．昨年度の評価（対応方針）に対する対応

総代定数の見直しによる体制は次年度からになるが、今後も組織運営にかかる課題を抽出し議論を重ね見直しを図っていく。

５．事業内容と実績　　　達成度：a（事業を完遂した）、b（事業に着手したが未遂行）、c（事業に着手しなかった）

事業内容 実績 達成度

３．これまでの評価結果 過年度 Ａ

年度 H29 H30 R1 R2 R3

より良い組織体制の構築及び実効性の高い事業を立案するため様々な機会通じて意見・要望を
聴衆する。また、現状の問題点を的確に捉えたうえで今後の組織運営の在り方を検討する。

商工会アクションプログラム策定委員会を開催し組織運営の在り方について検討し
た。今後も継続的に実施していく。 Ａ

６．評価指標と実績　　　達成度：　a（達成率が100％以上）、b（100％未満80％以上）、ｃ（80％未満）

項目 検討会開催 項目 項目

年度 H29 H30 R1 R2 R3年度 H29 H30 R1 R2 R3

目標

実績 ー ー 4 7

目標目標 ー ー 4 6

実績実績

達成率

達成度 a a

達成率達成率 ー ー 100% 117%

達成度達成度

【有効性の観点】　事業目標の達成状況　　 【事業内容】の「５．事業内容と実績」と「６．評価指標の達成度」が　　a（すべてa判定の場合）　　ｂ（a,c以外の場合）　　ｃ（c判定6割以上の場合） a

〈事業の目標は達成されているかどうか〉

アクションプログラム策定委員会他、支所幹事会等で組織体制にかかる意見要望を聴衆できた。

【効率性の観点】　コスト（金銭・時間・人材）縮減のための取組状況　　　コスト縮減の取組は　　a（客観的で効果が高い）　　ｂ（取り組んでいる）　　ｃ（取り組んでいない） a

【事業評価】

１．３つの観点からの評価

【必要性の観点】　現状の課題に照らした妥当性　　　現状の課題に　　a（対応している）　　ｂ（一部対応している）　　 ｃ（対応していない） a

〈評価の理由〉

多様化・高度化する事業者ニーズに迅速かつ的確に対応するためには環境にあわせた組織の最適化を図る必要がある。

重複する会議のスリム化や意思決定機関の明確化など分かりやすい組織体制が必要である。

４．今後の対応方針（改善点）

合併当初と現在の違いや県などの動向を注視しながら会議等の役割と目的を明確にし組織体制の再構築を図る。

〈コスト縮減に向けた具体的な取組内容または取り組んでいない理由〉

組織体制を現状に合わせ最適化することでコストの削減にも繋がることから効率性を高めるためには必要である。

２．総合評価・理由   A（順調）３つの観点の評価結果が すべてa 判定の場合   B（概ね順調）Ａ、Ｃ以外の場合   C（改善が必要）３つの観点の評価結果がｃ判定２つ以上の場合 Ａ

組織体制・運営の検討は、これまでの体制等を見直す必要があることから慎重にならざるを得ず議論が進まない状況であった。しかし、第２期創生プランにより新たなアクションプログラム策定を
うけ各支所などでも組織体制の在り方などへの意見要望を聴衆できた。

３．課題



（商工－様式５）

H29 H30 R1 R2

継続事業評価シート 評価実施日     令和３年３月３１日　 令和２年度（４年目）

事業コード 15 事業名 部会及び青年部・女性部事業の見直し 戦略コード 3 戦略名

役職員が一体となった組織の運営

【事業内容】

１．事業実施当初の背景

本会には商業、工業、建設業、観光サービス業の部会があるが業種の区分が大きく、事業規模に違いもあり、共通のテーマを見いだせずにいる。また、視察研修等を実施しているが、成果を生
み出すには至っていない。また、青年部、女性部の事業についても新型コロナウイルスの影響を受けていることから、コロナ禍であっても成果が出せる事業運営について検討を行う。

２．事業のねらい

本市は、県内トップクラスの製造業の集積地であることや今後１０年間で事業費１，１００億円の鳥海ダム建設工事がスタートしたこと、国内最大の洋上風力発電の建設地として国の促進区域の
指定を受けるなど、かつてないほど外部環境に恵まれている。こういった機会を最大限活用するには業種別部会がスケールメリットを活かした効率性の高い事業を展開し、個社のビジネスチャ
ンスに結び付けることが重要であることから、既存の部会事業の見直しを図る。

事業者が主役の商工会

商工会名 由利本荘市 担当者名 佐藤(博)・岡部 総轄者名 伊藤一隆 施策コード 6 施策名

４．昨年度の評価（対応方針）に対する対応

５．事業内容と実績　　　達成度：a（事業を完遂した）、b（事業に着手したが未遂行）、c（事業に着手しなかった）

事業内容 実績 達成度

３．これまでの評価結果 過年度

年度 H29 H30 R1 R2 R3

各部会及び青年部・女性部事業見直し

３事業実施
・Eコマース導入＆活用セミナー(商業部会・観光サービス業部会連携。)
・マッチング商談会(工業部会・青年部連携。)
・地域応援物産展(県青連・当会青年部連携。まるごとパック事業の販売も同時実施。)

Ａ

６．評価指標と実績　　　達成度：　a（達成率が100％以上）、b（100％未満80％以上）、ｃ（80％未満）

項目 各部会及び青年部・女性部事業見直し 項目 項目

年度 H29 H30 R1 R2 R3年度 H29 H30 R1 R2 R3

目標

実績 ー ー ー 3

目標目標 ー ー ー 3

実績実績

達成率

達成度 a

達成率達成率 ー ー ー 100%

達成度達成度

【有効性の観点】　事業目標の達成状況　　 【事業内容】の「５．事業内容と実績」と「６．評価指標の達成度」が　　a（すべてa判定の場合）　　ｂ（a,c以外の場合）　　ｃ（c判定6割以上の場合） a

〈事業の目標は達成されているかどうか〉

役職員でセミナー・展示会を中心に情報共有を図り、広範なニーズに対応する事業を実施することができた。

【効率性の観点】　コスト（金銭・時間・人材）縮減のための取組状況　　　コスト縮減の取組は　　a（客観的で効果が高い）　　ｂ（取り組んでいる）　　ｃ（取り組んでいない） a

【事業評価】

１．３つの観点からの評価

【必要性の観点】　現状の課題に照らした妥当性　　　現状の課題に　　a（対応している）　　ｂ（一部対応している）　　 ｃ（対応していない） a

〈評価の理由〉

施策や地域特性等、特定の業種に限定されない共通課題も増加してきており、今後も本事業の推進による効率的な事業者支援が必要と考えられる。

新型コロナウイルス感染症の影響により、本事業の推進に向けた情報交換は、役員会や事業14に記載の検討会等の限定的な場面になりがちであった。

４．今後の対応方針（改善点）

指導員会議等の場を通じ、これまで以上に職員内でも情報共有・調整を行うことで、横断的かつ効率的な施策普及や事業者ニーズの共有に努める。

〈コスト縮減に向けた具体的な取組内容または取り組んでいない理由〉

本事業自体が効率性を重視した取組であり、各種コストの縮減と効用の向上に繋がっている。個々の部会単独の予算は減じているものの、重要課題対策等、共通の課題に柔軟に対応するため
の予算は確保されており、予算面からも効率化を図っている。

２．総合評価・理由   A（順調）３つの観点の評価結果が すべてa 判定の場合   B（概ね順調）Ａ、Ｃ以外の場合   C（改善が必要）３つの観点の評価結果がｃ判定２つ以上の場合 Ａ

事業の統合や共同実施により、効率的に事業を実施することができた。

３．課題



（商工－様式５）

H29 H30 R1 R2

継続事業評価シート 評価実施日     令和３年３月３１日　 令和２年度（４年目）

事業コード 16 事業名 創業者の確実な会員加入 戦略コード 3 戦略名

実効性の高い会員加入促進運動の実施

【事業内容】

１．事業実施当初の背景

新たなビジネスチャンス創出や量的拡大によって地域経済を活性化しなければならない状況下で、組織や経済への波及効果が大きい新規創業者への支援に注力し会員加入促進を図っていく
必要性が高まった。

２．事業のねらい

会員数の増加・組織率の向上に努め、規模の力を拡大させることによって、多業種事業者を有機的に結び付けネットワークを強化する。

事業者が主役の商工会

商工会名 由利本荘市 担当者名 松尾・武田 総轄者名 伊藤一隆 施策コード 7 施策名

非会員巡回による加入促進はヒット率が低い一方、創業や補助金活用といった支援を受けた者が会員になるケースは極めて高いと判明したため、これまで取り組んできて得た経験を次年度に
活かし、加入促進活動を展開していかなければならない。

４．昨年度の評価（対応方針）に対する対応

創業塾を軸とした創業支援、補助金活用に注力し、組織の根幹に関わる会員加入促進活動を展開した。

５．事業内容と実績　　　達成度：a（事業を完遂した）、b（事業に着手したが未遂行）、c（事業に着手しなかった）

事業内容 実績 達成度

３．これまでの評価結果 過年度 Ａ Ｂ Ｂ

年度 H29 H30 R1 R2 R3

創業予定者に対し、セミナー開催での基礎知識習得や創業計画策定、各種補助金活用による
資金調達をサポートすることで創業計画具現化を後押しし、創業後も支援継続していくことで会
員加入を促した。

新型コロナウイルス感染症の影響で創業時期を先延ばしにするケースもあったが、創
業塾を軸とした伴走型支援により目標値を上回ることができた。 Ａ

６．評価指標と実績　　　達成度：　a（達成率が100％以上）、b（100％未満80％以上）、ｃ（80％未満）

項目 新規会員加入者数 項目 創業者の会員加入 項目

年度 H29 H30 R1 R2 R3年度 H29 H30 R1 R2 R3

目標 ー ー ー 10

実績 69 55 57

目標目標 60 60 60

実績実績 ー ー ー 25

達成率 ー ー ー 250%

達成度 a b b

達成率達成率 115% 92% 95%

達成度達成度 a

【有効性の観点】　事業目標の達成状況　　 【事業内容】の「５．事業内容と実績」と「６．評価指標の達成度」が　　a（すべてa判定の場合）　　ｂ（a,c以外の場合）　　ｃ（c判定6割以上の場合） a

〈事業の目標は達成されているかどうか〉

創業塾及び個別指導によって創業予定者の意欲向上が図られ、創業後も補助金活用による販路開拓といった企業発展への支援継続ニーズが増加している。結果として商工会の会員メリットを
理解した上での加入ケースが増え、組織率向上及び組織力強化につながっている。

【効率性の観点】　コスト（金銭・時間・人材）縮減のための取組状況　　　コスト縮減の取組は　　a（客観的で効果が高い）　　ｂ（取り組んでいる）　　ｃ（取り組んでいない） b

【事業評価】

１．３つの観点からの評価

【必要性の観点】　現状の課題に照らした妥当性　　　現状の課題に　　a（対応している）　　ｂ（一部対応している）　　 ｃ（対応していない） a

〈評価の理由〉

全国的に経営者の高齢化が進み経済成長の停滞も続く中、将来性ある新ビジネス創出は地域経済・産業活性化の一翼を担う事項である。潜在創業者の掘り起こし及び伴走型支援による創業
者輩出は地域社会の発展に欠かかせない取組であり、信頼関係構築の上での会員数増加、組織率向上が組織力強化にもつながることから必要不可欠な取組である。

潜在創業者は考え方や立場、現在の準備段階が異なるため、個々に柔軟な支援・対応が必要であり、中には実際の創業まで1年以上を費やすケースも存在する。個別相談対応が特定の指導
員に偏らないよう、創業支援業務の平準化を図っていかなければならない。

４．今後の対応方針（改善点）

創業支援強化及び創業者への会員加入促進活動により事業目的を達成することができているため、今後も同様の方針で事業継続していくが、職員の業務負担平準化にも取り組みながら、更な
る創業者輩出率向上を図っていく。

〈コスト縮減に向けた具体的な取組内容または取り組んでいない理由〉

創業塾受講者に対して、担当者を中心に電話・巡回・個別面談といったアフターフォローを行いながら創業支援継続及び創業後の会員加入促進を行っているため金銭面でのコストは最小限に
抑えているが、実際の創業者輩出までは半年から1年、それ以上の月日を要するケースもあり、より効率的に創業者輩出率を高めていく必要がある。

２．総合評価・理由   A（順調）３つの観点の評価結果が すべてa 判定の場合   B（概ね順調）Ａ、Ｃ以外の場合   C（改善が必要）３つの観点の評価結果がｃ判定２つ以上の場合 Ｂ

新型コロナウイルス感染症が影響し、創業を先延ばしにするケースもあったが、年度内創業者輩出は昨年を上回り（※）、創業間もない（3年以下）経営者に対しても支援継続・強化したことにより
目標値以上の会員加入に繋がっている。会員数増加による組織率向上だけでなく、創業後の販路拡大に向けた補助金申請数増加など、会員の商工会支援制度活用率も高まっており、企業の
活力向上を後押ししたと言える。
（※）創業者輩出：昨年度18名、今年度20名

３．課題



（商工－様式５）

H29 H30 R1 R2

継続事業評価シート 評価実施日     令和３年３月３１日　 令和２年度（４年目）

事業コード 17 事業名 非会員への効果的な会員加入アプローチ 戦略コード 3 戦略名

実効性の高い会員加入促進運動の実施

【事業内容】

１．事業実施当初の背景

他業種事業者が有機的に結びつくことでネットワークを強化し、新たなビジネス創出や量的拡大により地域経済の活性化が必要。

２．事業のねらい

他業者事業者のネットワークを構築し会員数の増加、組織率の向上で組織の活性化と安定した組織運営を行う。

事業者が主役の商工会

商工会名 由利本荘市 担当者名 加藤・澤木 総轄者名 伊藤一隆 施策コード 7 施策名

職員を7チーム編成にし非会員数の多い本荘地区の強化を図るため加入促進を実施した結果昨年度は５７件の実績につながった。

４．昨年度の評価（対応方針）に対する対応

昨年度からの実施体制で実績に繋がっていることから今年度も同じ体制で加入促進を実施予定であったが、新型コロナウィルス感染症の影響で今年度が積極的な巡回での加入促進が出来な
い状況であった。

５．事業内容と実績　　　達成度：a（事業を完遂した）、b（事業に着手したが未遂行）、c（事業に着手しなかった）

事業内容 実績 達成度

３．これまでの評価結果 過年度 Ａ Ｂ Ｂ

年度 H29 H30 R1 R2 R3

7チーム編成で本荘地区を中心とした経営課題に応じた個別アプローチ等による効率的な会員
加入の実施。

新型コロナウィルス感染症の影響で積極的な巡回ができなかったが、非会員に対す
る各種施策等のチラシを作成し配布した。 Ｂ

６．評価指標と実績　　　達成度：　a（達成率が100％以上）、b（100％未満80％以上）、ｃ（80％未満）

項目 新規会員加入者数 項目 実指導企業数の割合 項目

年度 H29 H30 R1 R2 R3年度 H29 H30 R1 R2 R3

目標 ー ー ー 90%

実績 69 55 57

目標目標 60 60 60

実績実績 ー ー ー 86%

達成率 ー ー ー 95%

達成度 a b b

達成率達成率 115% 92% 95%

達成度達成度 b

【有効性の観点】　事業目標の達成状況　　 【事業内容】の「５．事業内容と実績」と「６．評価指標の達成度」が　　a（すべてa判定の場合）　　ｂ（a,c以外の場合）　　ｃ（c判定6割以上の場合） b

〈事業の目標は達成されているかどうか〉

実指導企業数については新型コロナウィルス感染症の影響で巡回が出来なくチラシ郵送としたことで実指導件数は少ないが、新型コロナにかかる国の施策で持続化給付金や家賃給付金、各種
補助金での対応により新規会員数は３月末で８５件と昨年度と比較し大幅に増加した。

【効率性の観点】　コスト（金銭・時間・人材）縮減のための取組状況　　　コスト縮減の取組は　　a（客観的で効果が高い）　　ｂ（取り組んでいる）　　ｃ（取り組んでいない） c

【事業評価】

１．３つの観点からの評価

【必要性の観点】　現状の課題に照らした妥当性　　　現状の課題に　　a（対応している）　　ｂ（一部対応している）　　 ｃ（対応していない） a

〈評価の理由〉

会員数の増加、組織率の向上で組織の活性化と安定した組織運営を行うために必要不可欠な取組みである。

非会員への巡回による加入促進は加入率が低いことから戦略的なアプローチが必要。

４．今後の対応方針（改善点）

創業支援や各種補助金申請にかかる支援をした事業所の会員加入が多いことから各種施策等の情報提供ツールによる加入促進を展開する。次年度もこのような状況が続くと思われるが状況
にあった加入促進を実施する必要がある。

〈コスト縮減に向けた具体的な取組内容または取り組んでいない理由〉

非会員の加入促進は費用対効果の面でも効率性が高いとは言えない。

２．総合評価・理由   A（順調）３つの観点の評価結果が すべてa 判定の場合   B（概ね順調）Ａ、Ｃ以外の場合   C（改善が必要）３つの観点の評価結果がｃ判定２つ以上の場合 Ｂ

今年度は新型コロナウィルス感染症の影響で計画とおり巡回による加入促進ができなかったが、各種施策の活用による経営課題への個別アプローチで支援した企業の会員加入が多かった。
結果的に新規会員加入目標の56件を大きく上回る84件の新規加入に至った。

３．課題



（商工－様式５）

H29 H30 R1 R2

z

継続事業評価シート 評価実施日     令和３年３月３１日　 令和２年度（４年目）

事業コード 18 事業名 受託業務・地域振興事業における積極的な業務改善 戦略コード 4 戦略名

受託業務・地域振興事業の見直し

【事業内容】

１．事業実施当初の背景

個社支援に組織的・機能的に取り組むためには、現在支所単位で抱えている事業を総合的に評価し、受託替え・自主的活動へと移行を図っていく必要がある。

２．事業のねらい

個社支援に集中できる環境を整えるため、個々の業務から事業全体に至るまでの横断的な見直しを図り、事業削減や業務完全につなげる。

機動的・効率的な商工会

商工会名 由利本荘市 担当者名 岡部・佐藤(博) 総轄者名 伊藤一隆 施策コード 8 施策名

受託替え・自主的活動への移行までに至らないながらも、職員の従事時間を削減するなど平成２９年度より取組を進めている。

４．昨年度の評価（対応方針）に対する対応

業務改善・効率化などにより、職員の従事時間を削減するといった取組を進めながら、関係団体等との調整・折衝を行い見直しを図っていく。

５．事業内容と実績　　　達成度：a（事業を完遂した）、b（事業に着手したが未遂行）、c（事業に着手しなかった）

事業内容 実績 達成度

３．これまでの評価結果 過年度 Ａ Ａ

年度 H29 H30 R1 R2 R3

受託業務・地域振興事業における積極的な業務改善
①本荘由利雇用開発協会解散　②「本荘追分全国大会」開催見直し　③「矢島ひなめ
ぐり」開催中止　④労保基幹番号の集約　⑤一人親方労災団体解散　⑥飛び込み決
算に係る青申会への移行

Ａ

６．評価指標と実績　　　達成度：　a（達成率が100％以上）、b（100％未満80％以上）、ｃ（80％未満）

項目 事業削減・業務改善数 項目 項目

年度 H29 H30 R1 R2 R3年度 H29 H30 R1 R2 R3

目標

実績 ー 22 14 6

目標目標 ー 20 10 5

実績実績

達成率

達成度 a a a

達成率達成率 ー 110% 140% 120%

達成度達成度

【有効性の観点】　事業目標の達成状況　　 【事業内容】の「５．事業内容と実績」と「６．評価指標の達成度」が　　a（すべてa判定の場合）　　ｂ（a,c以外の場合）　　ｃ（c判定6割以上の場合） a

〈事業の目標は達成されているかどうか〉

労保手続きにおける支所での作業や飛び込み決算に関して集約できる業務であったものの、これまで職員個々の業務改善が図れなかったが、本所での一元管理や青申会等関係機関への移
行に合意したことなど、話し合いが進んだこともあり目標達成に至った。また本荘追分全国大会はコロナの影響で開催を見送ったが、次年度以降も開催しない方向で調整中である。

【効率性の観点】　コスト（金銭・時間・人材）縮減のための取組状況　　　コスト縮減の取組は　　a（客観的で効果が高い）　　ｂ（取り組んでいる）　　ｃ（取り組んでいない） a

【事業評価】

１．３つの観点からの評価

【必要性の観点】　現状の課題に照らした妥当性　　　現状の課題に　　a（対応している）　　ｂ（一部対応している）　　 ｃ（対応していない） a

〈評価の理由〉

個社支援に組織的・機能的に取り組んでいくためには、必要不可欠なアクションである。

受託替え・地域振興事業の見直しに対する根強い反対意見にどのようにアプローチし理解を得てもらうかが大きな課題である。

４．今後の対応方針（改善点）

受託団体・関係機関等に対し、丁寧な説明や粘り強い交渉を行っていくとともに、職員レベルでの改善意識の更なる醸成と改善提案をより一層推し進めていく。

〈コスト縮減に向けた具体的な取組内容または取り組んでいない理由〉

目標が実現されれば休日対応や時間外対応など人件費面でもコスト削減につながる。現状では、個々の業務改善が多く、効果としては小さいものの徐々にではあるが着実にコスト削減が実現
している。

２．総合評価・理由   A（順調）３つの観点の評価結果が すべてa 判定の場合   B（概ね順調）Ａ、Ｃ以外の場合   C（改善が必要）３つの観点の評価結果がｃ判定２つ以上の場合 Ａ

受託替えや事業スクラップには根強い反対があり、大胆な取組が進められない状況下にあるものの、職員レベルでは確実に意識が浸透しつつあり、今後も引き続き受託団体や関係機関等とも
粘り強く交渉を進めていく。

３．課題



（商工－様式５）

H29 H30 R1 R2

継続事業評価シート 評価実施日     令和３年３月３１日　 令和２年度（４年目）

事業コード 19 事業名 地域振興事業への効果的な事業参画 戦略コード 4 戦略名

受託業務・地域振興事業の見直し

【事業内容】

１．事業実施当初の背景

いままで本会が主催してきた「商工会フェア」「本荘追分全国大会」等の地域活性化事業は、参画する事業者の固定化やマンネリ化といった課題があることから、今後は利害関係者である事業者
自らが企画運営する事業への転換が必要となっている。

２．事業のねらい

事業者が地域振興事業を自身の商売に結び付けるため、主体的に事業へ携わっていくことのできる仕組みを構築する。

機動的・効率的な商工会

商工会名 由利本荘市 担当者名 岡部・佐藤(博) 総轄者名 伊藤一隆 施策コード 8 施策名

地域イベントの見直しの必要性は、職員間でも認識されているものの、行政や観光協会等が継続を望んでおり、商工会が実行委員会から離脱することに理解を得られない状況が続いている。
商工会が主催であるイベントは、職員の関与が徐々に少なくなっている。

４．昨年度の評価（対応方針）に対する対応

本会独自の補助事業であるチャレンジ助成金は、補助対象を個々の事業所としていたが、今年度より地域振興事業を実施するグループまで拡大し、利害関係者自らが企画運営する事業を支援で
きるようにした。

５．事業内容と実績　　　達成度：a（事業を完遂した）、b（事業に着手したが未遂行）、c（事業に着手しなかった）

事業内容 実績 達成度

３．これまでの評価結果 過年度 Ａ

年度 H29 H30 R1 R2 R3

Ａターンして市内で飲食店を経営する若者を中心に、独自にイベント実施し個店の売上の増加
や店舗のＰＲに結び付けている。こういったイベントに対しチャレンジ助成金の活用を促し、ＰＲチ
ラシの作成等を支援した。

・アマビエ市2回、鳥海山麓けけまつり2回、ドリンクテーリング、縁の日に対するチャレ
ンジ助成金による支援を6回行った。
・青年部による市内観光開発事業の実施1回

Ａ

６．評価指標と実績　　　達成度：　a（達成率が100％以上）、b（100％未満80％以上）、ｃ（80％未満）

項目 事業削減・業務改善数 項目 事業者が主体的に行う地域振興事業 項目

年度 H29 H30 R1 R2 R3年度 H29 H30 R1 R2 R3

目標 ー ー ー 5

実績 ー ー 14

目標目標 ー ー 10

実績実績 ー ー ー 7

達成率 ー ー ー 140%

達成度 a

達成率達成率 ー ー 140%

達成度達成度 a

【有効性の観点】　事業目標の達成状況　　 【事業内容】の「５．事業内容と実績」と「６．評価指標の達成度」が　　a（すべてa判定の場合）　　ｂ（a,c以外の場合）　　ｃ（c判定6割以上の場合） a

〈事業の目標は達成されているかどうか〉

事業者が自ら企画運営する新規事業に対して、チャレンジ助成金の活用で支援できたことは、参画している事業所のほとんどが会員であり有効な事業であった。

【効率性の観点】　コスト（金銭・時間・人材）縮減のための取組状況　　　コスト縮減の取組は　　a（客観的で効果が高い）　　ｂ（取り組んでいる）　　ｃ（取り組んでいない） a

【事業評価】

１．３つの観点からの評価

【必要性の観点】　現状の課題に照らした妥当性　　　現状の課題に　　a（対応している）　　ｂ（一部対応している）　　 ｃ（対応していない） a

〈評価の理由〉

地域振興事業は商工会事業の大きな柱であり重要である。しかし今まではイベントを実施することが目的で、参画する事業者の個社支援に結び付いていなかった。今後は事業者が主体的に実施
するイベントに側面的な支援をおこないつつ、事業者の売上増加に結び付く個社支援を行っていく。

チャレンジ補助金の活用は、イベントを実施したいとの相談があり実現できたことであり流動的である。

４．今後の対応方針（改善点）

GoTo商店街等を活用しイベント実施のプラットホームを準備できれば、自主的なイベントを実施するきっかけづくりとなる。

〈コスト縮減に向けた具体的な取組内容または取り組んでいない理由〉

現在実施している地域イベントでは、職員の休日出勤への対応や、準備に係る拘束時間等を考慮すると効率性が悪いことから、そういった事業の見直しを行いつつ、チャレンジ助成金等による支
援といった労力のかからない支援へシフトすることで一層の効率化が図られる。

２．総合評価・理由   A（順調）３つの観点の評価結果が すべてa 判定の場合   B（概ね順調）Ａ、Ｃ以外の場合   C（改善が必要）３つの観点の評価結果がｃ判定２つ以上の場合 Ａ

本事業の目的は事業１８で既存事業の見直し、スクラップを図りつつ、個社支援につながる地域振興事業にシフトしていくことが目的である。
今年度は、懸案事項であった「本荘追分全国大会」の中止、事業所が自ら企画運営するイベントへチャレンジ助成金での支援を実施し、参画している事業者のなかから持続化補助金、元気づくり
補助金の採択に結び付けることができバランスよくスクラップ＆ビルドができた。

３．課題



（商工－様式５）

H29 H30 R1 R2

継続事業評価シート 評価実施日     令和３年３月３１日　 令和２年度（４年目）

事業コード 20 事業名 職員削減を想定した事務局体制の検討 戦略コード 4 戦略名

支所統合を含む事務局体制のあり方検討

【事業内容】

１．事業実施当初の背景

広範囲に点在する商工会支所の分散しているマンパワーを効果的に機能させ、個社支援を重視した支援体制を強化していく必要がある。

２．事業のねらい

あらゆる角度から事務局体制のあり方を検討し、個社支援及び地域商工業振興のために必要な組織づくりを行う。

機動的・効率的な商工会

商工会名 由利本荘市 担当者名 佐藤(大)・加藤 総轄者名 伊藤一隆 施策コード 9 施策名

単に本支所に職員を配置するだけの事務局体制にとどまらず、日常の支所間移動や管理体制など運営面での提案を行った。

４．昨年度の評価（対応方針）に対する対応

議論を深め、結論を出していくためには、様々な提案をしていくことが有効と考え、大小関わらず多くの事務局体制案を提示していく。

５．事業内容と実績　　　達成度：a（事業を完遂した）、b（事業に着手したが未遂行）、c（事業に着手しなかった）

事業内容 実績 達成度

３．これまでの評価結果 過年度 Ａ Ｂ Ａ

年度 H29 H30 R1 R2 R3

合併特例が無い場合の定数にて職員配置モデルを提示し、事務局体制に係る幅広な意見交換
を行った。

より具体的なモデルを提示することで、現実的な課題としての意識が高まった。今後
の活発な議論が期待できる。 Ａ

６．評価指標と実績　　　達成度：　a（達成率が100％以上）、b（100％未満80％以上）、ｃ（80％未満）

項目 事務局体制モデル（パターン） 項目 項目

年度 H29 H30 R1 R2 R3年度 H29 H30 R1 R2 R3

目標

実績 6 ー 3 3

目標目標 6 ー 3 3

実績実績

達成率

達成度 a b a a

達成率達成率 100% ー 100% 100%

達成度達成度

【有効性の観点】　事業目標の達成状況　　 【事業内容】の「５．事業内容と実績」と「６．評価指標の達成度」が　　a（すべてa判定の場合）　　ｂ（a,c以外の場合）　　ｃ（c判定6割以上の場合） a

〈事業の目標は達成されているかどうか〉

職員定数を提示するよりも具体的な職員配置案（３パターン）を提示することでイメージしやすくなり、活発な議論を行うことかができた。

【効率性の観点】　コスト（金銭・時間・人材）縮減のための取組状況　　　コスト縮減の取組は　　a（客観的で効果が高い）　　ｂ（取り組んでいる）　　ｃ（取り組んでいない） a

【事業評価】

１．３つの観点からの評価

【必要性の観点】　現状の課題に照らした妥当性　　　現状の課題に　　a（対応している）　　ｂ（一部対応している）　　 ｃ（対応していない） a

〈評価の理由〉

商工会を取り巻く環境が変化していく中において、その状況に応じて最適な事務局体制のあり方を検討していくことは必要な取組である。

具体的かつ分かりやすい事務局体制案を継続的に提示できるかが今後の課題である。

４．今後の対応方針（改善点）

議論を深めているため、事務局体制だけではなく多方面からのシミュレーション等を提示するなど様々な工夫を凝らしていく。

〈コスト縮減に向けた具体的な取組内容または取り組んでいない理由〉

モデル作成に時間を要するものの、様々な場面で活用することで、議論の深化とコストパフォーマンスの向上につながる。

２．総合評価・理由   A（順調）３つの観点の評価結果が すべてa 判定の場合   B（概ね順調）Ａ、Ｃ以外の場合   C（改善が必要）３つの観点の評価結果がｃ判定２つ以上の場合 Ａ

合併特例が無い場合の職員定数（現状24名→11名）に対する理解が徐々に深まってきた。想定されうる事態を目の当たりにしたことで共通の危機感を共有することができたことは、今後のあり
方検討により良くつながっていくものと思われる。

３．課題



（商工－様式５）

H29 H30 R1 R2

継続事業評価シート 評価実施日     令和３年３月３１日　 令和２年度（４年目）

事業コード 21 事業名 支所統合を含む事務局体制の検討 戦略コード 4 戦略名

支所統合を含む事務局体制のあり方検討

【事業内容】

１．事業実施当初の背景

広範囲に点在する商工会支所の分散しているマンパワーを効果的に機能させ、個社支援を重視した支援体制を強化していく必要がある。

２．事業のねらい

あらゆる角度から事務局体制のあり方を検討し、個社支援及び地域商工業振興のために必要な組織づくりを行う。

機動的・効率的な商工会

商工会名 由利本荘市 担当者名 佐藤(大)・加藤 総轄者名 伊藤一隆 施策コード 9 施策名

単に本支所に職員を配置するだけの事務局体制にとどまらず、日常の支所間移動や管理体制など運営面での提案を行った。

４．昨年度の評価（対応方針）に対する対応

議論を深め、結論を出していくためには、様々な提案をしていくことが有効と考え、大小関わらず多くの事務局体制案を提示していく。

５．事業内容と実績　　　達成度：a（事業を完遂した）、b（事業に着手したが未遂行）、c（事業に着手しなかった）

事業内容 実績 達成度

３．これまでの評価結果 過年度 Ａ Ｂ Ａ

年度 H29 H30 R1 R2 R3

合併特例が無い場合の定数にて職員配置モデルを提示し、事務局体制に係る幅広な意見交換
を行った。

より具体的なモデルを提示することで、現実的な課題としての意識が高まった。今後
の活発な議論が期待できる。 Ａ

６．評価指標と実績　　　達成度：　a（達成率が100％以上）、b（100％未満80％以上）、ｃ（80％未満）

項目 事務局体制モデル（パターン） 項目 支所統合を含む事務局体制あり方検討会 項目

年度 H29 H30 R1 R2 R3年度 H29 H30 R1 R2 R3

目標 ー ー ー 2

実績 6 ー 3

目標目標 6 ー 3

実績実績 ー ー ー 2

達成率 ー ー ー 100%

達成度 a b a

達成率達成率 100% ー 100%

達成度達成度 a

【有効性の観点】　事業目標の達成状況　　 【事業内容】の「５．事業内容と実績」と「６．評価指標の達成度」が　　a（すべてa判定の場合）　　ｂ（a,c以外の場合）　　ｃ（c判定6割以上の場合） a

〈事業の目標は達成されているかどうか〉

職員定数を提示するよりも具体的な職員配置案（３パターン）を提示することでイメージしやすくなり、活発な議論を行うことかができた。

【効率性の観点】　コスト（金銭・時間・人材）縮減のための取組状況　　　コスト縮減の取組は　　a（客観的で効果が高い）　　ｂ（取り組んでいる）　　ｃ（取り組んでいない） a

【事業評価】

１．３つの観点からの評価

【必要性の観点】　現状の課題に照らした妥当性　　　現状の課題に　　a（対応している）　　ｂ（一部対応している）　　 ｃ（対応していない） a

〈評価の理由〉

商工会を取り巻く環境が変化していく中において、その状況に応じて最適な事務局体制のあり方を検討していくことは必要な取組である。

具体的かつ分かりやすい事務局体制案を継続的に提示できるかが今後の課題である。

４．今後の対応方針（改善点）

議論を深めているため、事務局体制だけではなく多方面からのシミュレーション等を提示するなど様々な工夫を凝らしていく。

〈コスト縮減に向けた具体的な取組内容または取り組んでいない理由〉

モデル作成に時間を要するものの、様々な場面で活用することで、議論の深化とコストパフォーマンスの向上につながる。

２．総合評価・理由   A（順調）３つの観点の評価結果が すべてa 判定の場合   B（概ね順調）Ａ、Ｃ以外の場合   C（改善が必要）３つの観点の評価結果がｃ判定２つ以上の場合 Ａ

合併特例が無い場合の職員定数（現状24名→11名）に対する理解が徐々に深まってきた。想定されうる事態を目の当たりにしたことで共通の危機感を共有することができたことは、今後のあり方
検討により良くつながっていくものと思われる。

３．課題



（商工－様式５）

H29 H30 R1 R2

継続事業評価シート 評価実施日     令和３年３月３１日　 令和２年度（４年目）

事業コード 22 事業名 環境変化に合わせた財務シミュレーションの実施 戦略コード 5 戦略名

環境変化に備える中長期財政運営計画の策定

【事業内容】

１．事業実施当初の背景

市・県補助金の減額が懸念される中、自己所有会館の老朽化に伴う維持管理費の増加も予想されるなど、今後はシビアな財政運営が求められる。

２．事業のねらい

様々な状況を想定した財政シミュレーションを実施する。

環境変化に強い商工会

商工会名 由利本荘市 担当者名 佐藤(大)・加藤 総轄者名 伊藤一隆 施策コード 10 施策名

財政の現状把握や財政シミュレーションを行うなど、本会財政の特徴を分析。

４．昨年度の評価（対応方針）に対する対応

収支構造を明らかにするとともに、様々な状況に応じた財政シミュレーションを実施し、より分かりやすい具体的な議論を展開していく。

５．事業内容と実績　　　達成度：a（事業を完遂した）、b（事業に着手したが未遂行）、c（事業に着手しなかった）

事業内容 実績 達成度

３．これまでの評価結果 過年度 Ａ

年度 H29 H30 R1 R2 R3

補助金削減、会員減少、職員減少、会費及び手数料減少などのシミュレーションを実施する。 シミュレーション結果をもとに対応策等についての意見交換を行った。 Ａ

６．評価指標と実績　　　達成度：　a（達成率が100％以上）、b（100％未満80％以上）、ｃ（80％未満）

項目 財政シミュレーション（パターン） 項目 項目

年度 H29 H30 R1 R2 R3年度 H29 H30 R1 R2 R3

目標

実績 － － 3 3

目標目標 － － 3 3

実績実績

達成率

達成度 a a

達成率達成率 － － 100% 100%

達成度達成度

【有効性の観点】　事業目標の達成状況　　 【事業内容】の「５．事業内容と実績」と「６．評価指標の達成度」が　　a（すべてa判定の場合）　　ｂ（a,c以外の場合）　　ｃ（c判定6割以上の場合） a

〈事業の目標は達成されているかどうか〉

組織全体を捉えると課題が多くなりすぎ幅広な議論になり過ぎてしまうため、中長期財政運営計画より個別具体的なシミュレーションが有効であった。

【効率性の観点】　コスト（金銭・時間・人材）縮減のための取組状況　　　コスト縮減の取組は　　a（客観的で効果が高い）　　ｂ（取り組んでいる）　　ｃ（取り組んでいない） a

【事業評価】

１．３つの観点からの評価

【必要性の観点】　現状の課題に照らした妥当性　　　現状の課題に　　a（対応している）　　ｂ（一部対応している）　　 ｃ（対応していない） a

〈評価の理由〉

これまでの傾向に基づきつつ、起こり得る様々な事態を想定したシミュレーションを実施することは必要な取組である。

商工会を取り巻く環境は1年ごとに目まぐるしく変化することから、目新しくなくとも有益なシミュレーションは継続して行った方が良い。

４．今後の対応方針（改善点）

継続的にシミュレーションを実施していきながら、新たな切り口も模索していく。

〈コスト縮減に向けた具体的な取組内容または取り組んでいない理由〉

的を絞ったシミュレーションとしたことで、コスト削減等につながる個別の対応策が見つかるなどの効果があった。

２．総合評価・理由   A（順調）３つの観点の評価結果が すべてa 判定の場合   B（概ね順調）Ａ、Ｃ以外の場合   C（改善が必要）３つの観点の評価結果がｃ判定２つ以上の場合 Ａ

補助金削減、会員減少、職員減少、会費及び手数料減少など的を絞ったシミュレーションを個別に行ったことで深みのある議論が展開できた。そうしたことからも、財政全体を意識しつつ、目的を明
確にしたシミュレーションは有効的な方法であった。

３．課題



（商工－様式５）

H29 H30 R1 R2

継続事業評価シート 評価実施日     令和３年３月３１日　 令和２年度（４年目）

事業コード 23 事業名 財政安定化に向けた財源確保の検討 戦略コード 5 戦略名

環境変化に備える中長期財政運営計画の策定

【事業内容】

１．事業実施当初の背景

商工会を取り巻く環境が大きく変化し、県・市補助金が減額となっていくことが想定されることから、財政安定化に向けた取組を検討する段階にある。

２．事業のねらい

財源確保の観点から、新たな手数料収入を見据えた検討を行い、将来的な手数料規程の改訂を目指す。

環境変化に強い商工会

商工会名 由利本荘市 担当者名 佐藤(大)・加藤 総轄者名 伊藤一隆 施策コード 10 施策名

４．昨年度の評価（対応方針）に対する対応

５．事業内容と実績　　　達成度：a（事業を完遂した）、b（事業に着手したが未遂行）、c（事業に着手しなかった）

事業内容 実績 達成度

３．これまでの評価結果 過年度

年度 H29 H30 R1 R2 R3

他商工会から情報収集し、本会とは大きく内容の異なる労働保険及び融資斡旋手数料について
検討を行った。

他商工会との比較により本会における手数料について客観的に見ることでき、踏み
込んだ議論を行うことができた。 Ａ

６．評価指標と実績　　　達成度：　a（達成率が100％以上）、b（100％未満80％以上）、ｃ（80％未満）

項目 検討会開催 項目 項目

年度 H29 H30 R1 R2 R3年度 H29 H30 R1 R2 R3

目標

実績 － － － 2

目標目標 － － － 2

実績実績

達成率

達成度 a

達成率達成率 － － － 100%

達成度達成度

【有効性の観点】　事業目標の達成状況　　 【事業内容】の「５．事業内容と実績」と「６．評価指標の達成度」が　　a（すべてa判定の場合）　　ｂ（a,c以外の場合）　　ｃ（c判定6割以上の場合） a

〈事業の目標は達成されているかどうか〉

本年度は職員による検討となったが、財政状況を共有し、手数料規程の改訂に向かう流れを作れたことから、本年度の目標は達成されたと捉えることができる。

【効率性の観点】　コスト（金銭・時間・人材）縮減のための取組状況　　　コスト縮減の取組は　　a（客観的で効果が高い）　　ｂ（取り組んでいる）　　ｃ（取り組んでいない） a

【事業評価】

１．３つの観点からの評価

【必要性の観点】　現状の課題に照らした妥当性　　　現状の課題に　　a（対応している）　　ｂ（一部対応している）　　 ｃ（対応していない） a

〈評価の理由〉

県・市補助金が減額となり、会員減に伴い手数料収入も減っている現状下において、非常に重要な検討事項である。

新たな手数料、値上げとなると反発も予想されることから、会費も含めた横断的な議論が必要である。

４．今後の対応方針（改善点）

社会情勢や価値観の変化を考えれば、手数料に受益者負担の視点をさらに強めることも有効な手段と考えられる。会費とのバランスも考慮に入れながら、議論を深めていきたい。

〈コスト縮減に向けた具体的な取組内容または取り組んでいない理由〉

本事業は、新たな収入に関することであるが、財政安定化にはコスト削減の意識も重要であることから、新たな収入の検討と同時にコスト削減に向けた協議も行っている。

２．総合評価・理由   A（順調）３つの観点の評価結果が すべてa 判定の場合   B（概ね順調）Ａ、Ｃ以外の場合   C（改善が必要）３つの観点の評価結果がｃ判定２つ以上の場合 Ａ

商工会の収入は限られていることから、これまでなかなか議論されてこなかったテーマに着手できたことは大きな一歩である。固定概念に捉われず、フラットな目線で今後も議論を進めていく。

３．課題


