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平成 30年度会員事業所現況調査を実施しました 
 遊佐町商工会では、会員事業所の現状把握と支援施策の基礎資料にすることを目的とし

た現況調査を会員事業所 405事業所のうち遊佐町で商工業を営む法定会員 377事業所を

対象に実施しました。おかげさまで対象者の 9 割近い 334 事業所より回答をいただき、

平成 30年 12月に報告書として取りまとめましたのでお知らせいたします。 

 

調査対象は法定会員 377 事業所 
 調査時点（平成 30年 10月 1日）の会員

数 405 事業所のうち遊佐町で商工業を営む

法定会員が 377 事業所、医療法人や宗教法

人等の定款に定める定款会員が 19事業所、

遊佐町に事業所等を持たない商工業者や協同

組合等の非商工業者といった特別会員が9事

業所となっています。今回はこのうち法定会

員 377 事業所を対象に現況調査を実施しま

した。なお、法定会員 377 事業所の内訳は

個人事業主 235事業所、法人 139事業所、

その他 3事業所となっています。 

【遊佐町商工会の会員構成】 

種 別 事業所数 内  訳 

法定会員 377 

個人事業主 

法人 

その他 

235 

139 

3 

定款会員 19  

特別会員 9  

合 計 405  

 

代表者の平均年齢は 61.9歳 
 代表者の年齢については 328 事業所が回

答しており、平均年齢は 61.9 歳、中央値は

63歳であることから、代表者の過半数が 60

歳以上ということになります。 

 民間会社が 2018 年 1 月に発表した全国

の社長の平均年齢は 59.5 歳であることか

ら、当商工会においてはマスコミの報道以上

に高齢化が進んでいることがわかります。 

【代表者の年齢構成】 

80代■■■21 

70代■■■■■■■70 

60代■■■■■■■■■■■■119 

50代■■■■■■56 

40代■■■■■42 

30代■■19 

20代■1 
 

 

経営の困りごとについて 

最も多いのは「売上が少ない」 
 また、経営の困りごとについて調査したと

ころ、249 事業所より別表のとおり回答を

いただきました。 

 経営の困りごとについて最も件数が多い

のが「売上が少ない」で 114件。調査の対

象となる法定会員 377 事業所のうち

30.2％を占める件数です。以下、「利益が少

ない」、「建物の老朽化」、「顧客の減少」、「従

業員が足りない」…と続いています。 

 また、経営の困りごとのうち、特に困って

いる項目の上位 3 つを回答していただいた

ところ、1位に回答した項目で最も件数が多

いのが「従業員が足りない」で 46件。経営

における困りごとでは5位の項目でしたが、

困っていると回答した83件のうち55.4％

が 1 位に回答しており、マスコミの報道と

同様に当地域においても人手不足が深刻な

問題となっていることがわかります。 

 現況調査の報告書については概要版とし

てまとめたものを会員の皆さまにお配りす

るほか、平成 31年度事業を企画する際の基

礎資料とさせていただきます。 

【経営の困りごと】    （複数回答可） 
①売上が少ない   …114件 

②利益が少ない   …102件 

③建物の老朽化   …92件 

④顧客の減少    …85件 

⑤従業員が足りない …83件 

※上位 5項目のみ掲載 

【経営の困りごとで特に困っている項目】 

①従業員が足りない …46件 

②売上が少ない   …40件 

③顧客の減少    …19件 

④利益が少ない   …15件 

⑤後継者がいない  …13件 

※上位 5項目のみ掲載 
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米～ちゃんスタンプカード１周年 

いいミセえっぺだマップを発行 
 平成 29年 9月にスタートした『米～ちゃ

んスタンプカード』が 1周年を迎えたため、

これを記念して加盟店を紹介する『いいミセ

えっぺだマップ』を発行し、『庄内小僧』11

月号に特集記事を掲載しました。 

 加盟店はスタート当時の 46 店舗から 49

店舗に増加（平成 30 年 12 月 1日現在）。

この1年間で若い固定客や女性の固定客が増

えたとの意見もあり、加盟店の販促ツールと

して着実に成果を生んでいます。 

 また、『いいミセえっぺだマップ』発行後に

加盟店にアンケートを実施したところ、31

店舗より回答があり、このうち 38％の店舗

は新規顧客開拓に結びついたと回答している

ことから、今後も加盟店の新規顧客開拓に向

けて地道な広告宣伝に力を入れていきます。 

工業部会視察研修を開催 
 工業部会では、11月 8日（木）に遊佐町

工業団地友好会との共催により視察研修と

して上山市を訪問しました。 

 視察研修には会員事業所 9 名が参加。進

和ラベル印刷㈱とジャスト㈱を訪問し、製造

現場を見学したほか、創業から現在に至るま

で市場の変化に対応した事業内容の移り変

わりについてお話を伺い、ものづくりと変化

への対応力について学んできました。 

 
 

若手経営者視察研修を開催 
 11月 12日～13日に若手経営者視察研

修をとして会員事業所 6 名で白鷹町の新興

開発㈱、川井工務店、㈲セイノヤ、飯豊町の

㈱香月の 4事業所を視察してきました。 

 白鷹町と飯豊町は遊佐町と同様に人口減

少という問題を抱えた小規模な自治体です。

そのような環境で、小さくても強みを活かし

た経営に取り組んでいる若手経営者の事業

所を訪問し、経営の考え方と事業の現場につ

いて学んできました。 

 

遊佐町商工会 今後の予定 
期  日 事 業 名 場  所 

1月 ４日（金） 冬の市抽選会 ゆざっとプラザ・エルパ 

1月 ５日（土） 冬の市抽選会 ゆざっとプラザ・エルパ 

１月 11日（金） 地域経済セミナー・賀詞交歓会 パレス舞鶴 

1月 16日（水） 年末調整個別指導 ゆざっとプラザ 

1月 1７日（木） 年末調整個別指導 ゆざっとプラザ 

1月 1８日（金） 年末調整個別指導 ゆざっとプラザ 

2月 ３日（日） 軽トラ市 鍋合戦・酒合戦 ゆざっとプラザ 

※正確な情報については通知文書等でご確認ください 
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遊佐町商工会が取り組む伴走型支援【事例 07】 
 遊佐町商工会では会員事業所の経営課題の解決に向けて継続的に支援する「伴走型支

援」に力を入れています。 

 今回は伴走型支援の事例としてサトウ商会代表の佐藤勝善さんからお話しをお聴きし

ました。 

 

サトウ商会 
遊佐町遊佐字川端 27-1 

Tel. 0234-72-3293 

業務内容 

・各種自動車販売・修理 

 

 
右から 

専従者 佐藤由美子さん 

代表者 佐藤勝善さん 

従業員 庄司徹さん 

 

 

きっかけは工場の移転新築 
 伴走型支援を受けるきっかけは商工会に工場の移転新

築を相談したことです。それまでは蕨岡地区の自宅そばの

借地で営業していましたが、サービス強化のため遊佐地区

中心部に土地を取得し、工場を移転新築したいと考えてい

ました。 

 そこで、商工会に相談したところ、日本政策金融公庫の

マル経融資を活用して資金調達。平成 27 年 2 月に新工

場と中古車展示場をオープンすることができ、作業効率の

向上と販売促進の強化へと結びつけることができました。 

 

小規模事業者持続化補助金で新規顧客開拓 
 ちょうどその頃、小規模事業者持続化補助金という制度

が始まり、申請に必要な経営計画を商工会の職員と一緒に

考えたところ、2回にわたって採択を受けることができま

した。 

 最初に採択されたのは鈑金塗装による販路拡大で、広く

なった新工場ではそれまで外注していた鈑金塗装も自社

でできるようになったため、コスト削減と顧客満足の向上

が実現。2回目は高性能スキャンツールを導入することに

より、それまでディーラーに外注することが多かったハイ

ブリッド車の整備を自社で対応できるようになり、いずれ

も売上の増加へと結びついています。 

 

経営計画でお客様の変化に対応する 
 補助金申請をきっかけに作成した経営計画ですが、自分

の強みや弱み、お客様のニーズの変化について考えるよい

機会になりました。これからも経営計画の作成をとおして

お客様のニーズを捉えていきたいですね。 

 

小規模事業者持続化補助金とは？ 
小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者が経営計画に基づいて実施する販路開

拓等の取り組みに対して 50万円を上限に補助金を交付する制度です。 

この補助金制度は平成 25 年度補正予算から毎年予算化されており、遊佐町商工会で

は過去 5年間でのべ 50件が採択されています。平成 30年度においても補正予算での

実施が期待されており、公募開始の際は商工会報等でお知らせする予定です。 

補助金申請に係る経営計画の策定や事務手続きについては遊佐町商工会で支援してい

ます。お気軽にお問い合わせください。 


