
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
まつえ南商工会（法人番号 6280005002520） 

実施期間 平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日 

目標 

 近隣での商業集積地開発や大型店進出に加え経営者の高齢化により事

業者が減少していくなか、意欲ある事業者等への積極的支援及び地域資

源の復活と活用を重点課題と捉え、①事業計画策定支援による事業所の

持続的発展、②競争力のある商品づくりと販路の開拓、③観光資源によ

る経済的波及拡大を目指す。 

 こうした取り組みが実現できるよう、行政や関係機関と連携体制を構

築し、小規模事業者の持続的発展のため、小規模事業者に寄り添い地域

密着での伴走型支援を行う。 

事業内容 

１．経営発達支援事業の内容 

 ①地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

  地域内の事業所への調査やヒアリングを行い地域内事業所の景況を

収集、分析し、地域内動向として提供する。 

 ②経営状況の分析に関すること【指針①】 

  支援希望事業者を募集などにより選定し、環境（定性）と財務（定

量）の分析を行い、課題を抽出する。 

 ③事業計画策定支援に関すること【指針②】 

  事業計画策定の支援事業者を選定し、事業者の求める支援に応じ実

効性の高い計画となるよう支援する。 

 ④事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

  策定した事業計画が計画通り実施されているか定期的に確認し、必

要に応じ専門家を派遣するなどして確実に実施されるよう支援する。

 ⑤需要動向調査に関すること【指針③】 

  事業者が提供する商品やサービスの需要動向を把握するために必要

な情報を収集、分析し、提供する。 

 ⑥新たな需要開拓の支援【指針④】 

  事業計画の策定支援事業者および、地域資源を活用した事業や商品

開発に取り組む意欲的な事業者に対し、ＩＴ等による販路開拓、展示・

商談会への出展支援等を行う。 

２．地域活性化事業 

 当地域は古くから知られた地域資源がある。その資源を活用した特産

品づくりを支援する。また、地域内にあって外貨が獲得できる温泉地の

魅力を高める事業を関係機関と連携して実施するのに合わせ、温泉地で

特産品を活用・販促することで地域経済への波及拡大を目指す。 

連絡先 

まつえ南商工会 

 島根県松江市宍道町昭和１番地 TEL:0852-66-0861 FAX:0852-66-3377 

 URL: http://matu-minami.shoko-shimane.or.jp/ 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

 

 ＜地域環境と現状＞ 

  当商工会は、島根県の東部、県庁所在地である

松江市（特例市）の南部に位置し、東は安来市、

南は雲南市、西は出雲市に隣接する。平成 19年 4
月に松江市の西南部にあった旧八束郡のうち3つ
の商工会（八雲村、玉湯町、宍道町）が合併し誕

生した。当地域の人口は約 22,500 人（合併時か
ら約 400人減）である。 

  当地域は宍道湖に面し、陸地の大部分は山林で

あるため自然豊かな地形となっている。このため

古くから地域資源が存在し、宍道湖で盛んなシジ

ミ漁は日本一の漁獲量を誇る。また、年間約６０

万人の宿泊客が訪れる玉造温泉（玉湯町）は美肌の湯として、出雲和紙（八雲町）は工芸品と

して知られているほか、宍道町来待（しんじちょうきまち）では良質の石材（来待石）が産出

され、出雲石灯篭は国の伝統的工芸品に指定されている。 
 
  当商工会地域の商工業者 692の
うち 98％の 680が中小企業者、約
86％は小規模事業者（595）とな
っている。市町村合併により当地

域に行政の中心機能が無くなった

こともあり、事業者は厳しい経営

環境におかれ、5年間で約 40の小
規模事業者が減少した。595 の小
規模事業者のうち 21.5％が卸・小
売業、27.7％が建設業で内需依存
型が約 5 割を占める。しかし建設
業は公共工事の削減に加え市内業

者での入札による競争激化、小売

業は旧市内での商業集積地開発や

大型店進出に加え経営者の高齢化

により事業者数の減少が続いている。一方、域外マネーを獲得できる宿泊・飲食業と製造業は

合わせて 21.5％で、地域を支える主要な産業である。しかし、宿泊業では玉造温泉の宿泊客
（593,940人（H26）：玉造温泉旅館組合）と玉造温泉入込客（697,274人（H26）：島根県観
光動態調査）の差は小さく、製造業のほとんどは下請けで古くからの伝統産業も低迷しており、

その波及効果は限定的となっている。 
 
 ＜当地域の課題＞ 

 当地域の現状から次のとおり課題を集約する。 
 ①他地域にある商業集積地や大型店舗などの競争により、地元事業者の消費者に対する魅力は

≪ 業種別小規模事業者数 ≫ 

業 種 H22.4.1 H27.4.1 割合 増減

農林漁業 6 6 1.0 0

鉱業 3 3 0.5 0

建設業 190 165 27.7 -25

製造業 78 68 11.4 -10

情報通信業 3 6 1.0 3

運輸業 20 21 3.5 1

卸売業・小売業 132 128 21.5 -4

金融･保険業 6 3 0.5 -3

不動産業 10 9 1.5 -1

宿泊業・飲食業 55 60 10.1 5

教育・学習支援業 2 2 0.3 0

医療・福祉 11 10 1.7 -1

サービス業（その他） 118 114 19.2 -4

合 計 634 595 100.0 -39
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低下している。このため経営面での先行きが見通せない事業では後継者が育たず、経営者の

高齢化も相まって地域内事業者の維持すら難しい状況にある。このため内需型産業は急速に

衰退する恐れがあり、どう持続化させていくかが課題となっている。 
 ②地域内にある資源の多くは海外製品や代替製品によって衰退傾向にあるため、新たな利用価

値の模索や販路開拓による売上拡大が求められている。今ある資源を活かす一方で新たな地

域資源としての開発も課題となっている。 
 ③玉造温泉の宿泊客は広域観光に左右されるため、観光協会や旅館組合と連携した対策が求め

られている。地域で最も有力な資源である玉造温泉街への入込客の拡大と合わせ地域産業へ

どう波及させるかが課題となっている。 
 
 ＜地域の産業政策＞ 

  松江市は、基本構想のもと後期基本計画を策定し、「活力ある産業と魅力ある観光で豊かな

都市をつくる」をテーマに掲げ、特にものづくり産業と観光振興に重点を置いている。昨年３

月に高速道路「中国やまなみ街道」（尾道松江線）が全線開通したのを契機に、島根と山陽方

面とのものづくりや観光の交流事業も行われている。 
  島根県も島根県中小企業支援計画を策定し、「自律的経営の促進」、「起業・創業の促進及び

事業承継の円滑化」、「セーフティネットの強化」を柱に掲げ、商工会などと連携体制を構築し

中小企業支援の推進を図っている。 
 
 ＜地域内における中長期的な振興のあり方＞ 

  当地域の課題や地域の産業政策を踏まえ、経済的活力の向上を目指し次の目標を重点に取り

組む。 
 ①消費者の不便の解消、即ち住みやすさを低下させないために、意欲ある事業者や後継者等に

対し、あらゆる制度を活用すると共に関係機関と連携し積極的に支援することで、事業者の

存続と新規開業者を増加させる。 
 ②来待石や出雲和紙などの地域資源の活用を広げると共に地域内製造業の販路開拓を支援す

ることで、地域の活性化と安定した雇用を創出する。 
 ③地域内最大の産業である玉造温泉の魅力向上のため、地域内の産業や観光施設等と連携する

ことで、玉造温泉街の入込客増加と地域への経済的波及を促す。 
 
 ＜商工会の目標＞ 

  当商工会では、「身近な相談相手」として、2 つの支所（玉湯・八雲）を維持しつつサービ
スの維持・向上を図るため、組織力の強化と職員の資質向上に取り組み、地域の隅々まで支援

を行き渡らせると共に、意欲のある事業者を支援する方針である。 
  この方針のもと平成 26年度から組織力の強化と地域の活性化を目的として、業種別部会や
地域支部からの提案型による課題解決への取り組みを実施している。部会の地域資源活用検討

事業や支部のおもてなし講習会はその一例である。今後更に当地域内の産業振興を推し進め長

期的な目標を達成するため、本事業で次の事業を実施する。 
 ①個別企業の経営力向上や販売促進等を強化するため、経営計画の策定や販路開拓等を重点的

に支援する。      …年間支援目標：事業計画策定 5事業者、販路開拓 3事業者 
 ②当地域の古くから知られた温泉・和紙・石などの地域資源を活かした商品化等に対し、関係

機関や専門家の協力を得て、競争力があり外貨獲得のできる特産品づくり事業に取り組む。

                             …年間商品開発目標：1商品 
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 ③地域内にあって外貨が獲得できる玉造温泉街を松江市や関係機関（松江観光協会、玉造温泉

旅館協同組合）と連携し、周辺観光資源の発掘や共同事業を推進すると共に、他の地域資源

を玉造温泉と結び付けることで地域経済の活性化につなげる。 
          …関係機関との検討会議：年 3回、空き店舗活用：2年間に 1事業者 
 
  当商工会では本発達支援計画により、こうした取り組みが実現できるよう島根県、松江市や

関係機関などと連携体制を構築し、小規模事業者の持続的発展のため、小規模事業者に寄り添

い地域密着での伴走型支援を行う。 
 
 
 
 

経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

 

 ＜これまでの取り組み＞ 

  四半期毎に実施している「中小企業景況調査」により、売上高や採算性、経営上の問題点等

を調査し、管内の業況として把握している。 
 
 ＜課題＞ 

  景況調査は管内状況の把握のために極めて重要であるが、サンプル数が少なく特定企業の動

向を参考としているにすぎない可能性がある。このため、地域内中小企業者の全体景況をどう

把握するかが課題である。 
 
 ＜本計画において取り組む内容＞ 

  全国商工会連合会の経理システム「ネット de記帳」の利用先等へのヒアリングを行うこと
で景況調査先のみでは不十分な業種及び数量を補い地域の情報を収集・分析し小規模事業者の

実態を把握する。そして、小規模事業者が持続的な発展を遂げるための情報として提供する。

 
 （自主調査） 

 ①調査の項目 
   中小企業景況調査で実施している売上高・資金繰り・採算性・業況及び設備投資計画や経

営上の問題点を調査項目とする。 

 ②実施方法 
   中小企業景況調査の対象事業者に「ネット de記帳」の利用先等を加えたリストを作成し、

中小企業景況調査の実施時期である４半期毎に経営指導員等が担当地域を窓口や巡回訪問

により調査する。 
 



- 4 - 
 

 （各種調査の活用） 

 ①調査名及び調査項目 
   島根県が実施する島根県経済動向調査、松江財務事務所が発表する島根県の経済情勢、日

銀松江支店が公表する日銀山陰企業短観調査などにより、業況判断・個人消費・生産活動・

雇用情勢等を把握する。 

 ②実施方法 
   関係機関のホームページや提供されるメールによって情報を収集する。 
 
 （活用方法） 

 ①自主調査で収集した情報は地域内景況の判断として巡回時の説明材料や対外的に求められ

る地域内の景況説明の材料として活用する。また、事業計画を策定する上での根拠としても

使用する。 

 ②各種調査で収集したデータは巡回等の説明資料として提供すると共に、事業計画策定の際の

外部環境としても活用する。 
 
 ＜目標＞ 

  地域の経済動向を把握するため次の事業所数に対し年４回の調査を目標とする。 

対象業種 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

製造業 2 6 6 6 6 6
建設業 1 6 6 6 6 6
小売業 2 6 6 6 6 6
サービス業 2 6 6 6 6 6

計 7 24 24 24 24 24
  

 ＜経済動向等に関する情報活用の効果＞ 

  地域経済の動向を収集することで、小規模事業者が置かれている経営環境を地区や業種毎に

把握することができ、支援事業者等の事業計画や産業振興を検討するうえでの参考となる。 
  地域内の事業者にとっても地域の置かれている状況や地域内・業種内での自社の位置関係が

推測でき、今後の事業計画策定の参考にすることができる。 
 
 
２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

 ＜これまでの取り組み＞ 

  主に金融相談時に、資金繰り計画を作成するための経営分析を行ってきた。このほか各種補

助金申請の際に、事業計画の作成のために定量分析に加え必要に応じて定性的な分析を支援し

ている。 
   ※定性分析は、自社の状況を数値ではなく定性的表現で表したもの。定量分析は、自社の

状況を主に決算数値を用いて行うもの。 
   ※定性的とは、物事の様子または変化などを、数字では表せない「性質」の部分に着目し

て分析するさまを意味する語。 
 
 ＜課題＞ 

  経営状況の分析は、金融や補助金申請といった一時的な問題解決のための形式的なものとな
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っており、本質的な課題解決にどう結び付けるかが課題である。 
 
 ＜本計画において取り組む内容＞ 

（１）小規模事業者への啓発と支援希望事業者の募集 

 小規模事業者の持続的経営のために経営分析の必要性を啓発すると共に、商工会の支援を周知

し、支援希望事業者を次のとおり募集する。 

 ①ホームページや商工会報への掲載により経営分析の必要性を啓発する。 

 ②窓口相談や巡回訪問時等の支援機会を通じて、経営分析の必要性を説明し支援希望者を募集

する。 

 ③全国商工会連合会の経理システム「ネット de記帳」の利用先に対し、財務分析の推進を図
ると共に、経営分析の必要性を啓発し支援希望者を募集する。 

 
（２）経営分析対象事業者の選定 

 募集の結果、経営分析の希望があった事業者を対象者とする。さらに、次の方法により支援事

業者を掘り起こす。 

 ①決算申告指導、金融相談、補助金申請及び経営革新の認定先など、過去に経営相談を受けた

事業所へ、事後確認と合わせて巡回し、経営分析を啓発することで支援事業者として推進す

る。 

 ②商工会の青年部など、事業承継者や若手経営者に対し経営分析を啓発することで、その支援

事業者として推進する。 
 
（３）経営分析の項目と方法 

 経営分析対象事業者の商工会に現有する資料を基に概略を確認する。そして担当経営指導員が

巡回訪問し、ヒアリングと現地調査を行い、ホームページや業界誌等により収集した業界情報を

参考に経営分析を行う。経営分析の方法は次のとおり。 

 ①環境分析（定性分析） 
  ・ヒアリングによる分析…経営者等にヒアリングを行い、商品、サービスや技術の内容及び

そのノウハウ、組織の状況、顧客や競合状況を確認し分析する。

  ・現地調査による分析……事業者の現地を訪問し、建物、設備やその管理などの経営状況を

確認し分析する。 
  ・市場調査による分析……ヒアリング調査により把握した情報を基に、市場や業界動向につ

いて関係資料を収集する。 

 ②財務分析（定量分析） 
   財務資料の提出を受け、全国商工会連合会の「経営分析システム」等を活用し、貸借対照

表や損益計算書の比較分析、経営指標レーダーチャート・損益分岐点図表・経営指標時系列

比較の分析を行う。 
 
（４）経営分析結果の活用方法 

 分析により経営課題を抽出し経営支援に活用する。より専門性が求められる課題に対しては、

専門家の派遣を提案し解決に向け積極的な支援を行う。また、経営分析の結果は、事業計画を策

定する上での根拠として活用する。 
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 ＜目標＞ 

  対象事業者の選定及び分析する件数を次の目標とする。 

支援内容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

対象事業者選定件数 － 18 18 18 18 18
内財務分析のみ件数 － 9 9 9 9 9
内環境分析を含む経営分析数 － 9 9 9 9 9

 

 ＜経営分析により期待する効果＞ 

  環境分析や財務分析により対象事業者の置かれている状況を客観的に把握できる。この結果

は今後の事業計画策定に活用できるため、対象事業者の経営計画策定に役立つことが期待でき

る。また、経営資源が限られる小規模事業者において、経営分析によって得られる自社の強み

を活かした経営の推進により、持続的発展への効果が期待できる。 
 
 
３．事業計画の策定支援に関すること【指針②】 

 

 ＜これまでの取り組み＞ 

  経営改善、経営革新、補助金申請時などにおいて、事業者が策定する事業計画等の作成を支

援してきた。 
 
 ＜課題＞ 

  事業計画の作成は、経営分析と同様に補助事業の申請など一時的な目的のための計画となっ

ている場合が多く、事業者の将来を見据えた計画にまで至っていないものがある。しかし、そ

れ以前にその必要性を理解し計画策定にどう結び付けるかの課題がある。 
 
 ＜本事業において取り組む内容＞ 

（１）事業計画に取り組む事業者の選定 

 経営分析支援者に対し事業計画策定を勧めるほか、次のとおり事業計画の支援事業者を掘り起

こす。 
 また本事業の支援対象者は、支援希望者のほか地域内資金循環、外部マネーの獲得に結び付く

地域資源を活用した事業に取り組む事業者などで、自ら事業計画を作成し持続的な発展のために

意欲的に取り組む事業者とする。 

 ①商工会報等を利用し事業計画策定支援事例を紹介すると共に、窓口相談や巡回訪問時の支援

機会を通し、計画策定の事業者を掘り起こす。 

 ②商工会の青年部など事業承継者や若手経営者及び創業予定者や創業セミナー受講者に事業

計画策定の意義を紹介し、事業計画策定者を掘り起こす。 

 ③金融や補助金等の相談者に対し事業計画策定の意義を説明すると共に、商工会が行う計画策

定支援の内容紹介と併せ、事業計画策定を推進する。 
 
（２）事業計画策定支援 

 事業者の持続的発展を目指し、経営分析をしっかり行ったうえで需要動向を踏まえた実効性の

高い計画となるよう、事業計画の策定を支援する。 
 支援対象者への支援方法は次のとおり。 
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 ①財務・環境の経営分析により事業計画策定支援事業者の現状を把握する。 

 ②経営分析をもとに現状の問題点を明確にし、今後の改善策・収支計画等を経営者にヒアリン

グする。 

 ③得られた情報を基に、全国商工会連合会の「経営改善計画作成システム」等を利用し、事業

計画の策定を支援する。 

 ④事業計画の策定支援にあたっては、商工会内の経営指導員同士が支援状況を共有するととも

に意見交換するなどし、必要に応じ経営者とのヒアリングを繰り返すことで実効性の高い計

画策定を支援する。 
 
 ＜支援対象者と計画内容＞ 

支援対象者 計画内容 支援計画 連携先 

経営革新・補助金導入や

経営の改善を検討する者 

経営資源を考慮し事業の見直し

のための戦略的経営計画 

経営計画 島根県、松江市、産業

振興財団、商工会連

合会、金融機関 

融資や事業の再生を検討

する者 

経営課題の解決を中心とする資

金繰り手当てを行う経営計画 

事業再生計画 商工会連合会、金融

機関 

事業承継を検討する経営

者及び後継者 

家内後継者や従業員等へ事業

を承継するための経営計画 

事業承継計画 商工会連合会 

創業・起業を考える者 需要動向など外部環境に対する

収益や資金調達などの創業計画

創業計画 松江市、産業振興財

団、商工会連合会、金

融機関 

 
 ＜目標＞ 

  事業計画策定の支援の事業者数を次の目標とする。 

支援内容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

経営計画 34 3 3 3 3 3
事業再生計画 ‐ 1 1 1 1 1
事業承継計画 ‐ ‐ 1 ‐ 1 ‐

創業計画 ‐ 1 ‐ 1 ‐ 1
  ※経営計画策定支援者のうち小規模事業者持続化補助金の申請支援が現状で 30 件含まれる。 
 
 ＜事業計画策定支援の効果＞ 

  経営資源が限られる小規模事業者においては、事業計画の策定を支援することで計画策定の

後押しにつながると共に、実効性の高い事業計画の策定となることが期待できる。また、事業

者の課題解決に向けた計画策定を支援することで、持続的な発展につながることが期待でき

る。 
 
 
４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 

 ＜これまでの取り組み＞ 

  事業計画の実施にあたっては、そもそも事業計画の策定が補助事業等の一時的な目的である

ことが多かった。このため補助事業を実施する機関等との連携により事後の支援を実施してい

る。 
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 ＜課題＞ 

  実施支援については、これまで計画的には行っていなかったため、どう計画的に支援してい

くかが課題である。 
 
 ＜本事業において取り組む内容＞ 

（１）事業計画実施の支援 

 策定した計画が確実に実施されるよう、担当経営指導員が四半期毎に訪問し実施状況を確認す

る。確認した実施状況（事業の進捗状況、目標到達度合、ギャップの理由など）により、指導や

助言を行うと共に、必要に応じて専門家を派遣し計画が進行するよう支援する。 
 計画の実施の際に資金の手当てが必要な場合は「小規模事業者経営発達支援融資制度」などの

活用を検討する。 
 また、策定された事業計画の実施に役立つ補助金制度や展示会などの販路開拓情報を紹介する

と共に、活用の際の必要な支援を行う。 
 
 ＜支援対象者と実行支援内容＞ 

支援対象者 実行支援内容 
経営計画策定支援者 計画に沿った経営が行われているかを確認し、必要に応じた支援を行

う。補助事業採択者に対して事業報告時の支援を行うと共に、必要で

あれば資金調達支援を行う。 
事業再生計画策定支援者 計画に沿った経営が行われているかを確認し、問題があれば金融機関

等と協議し必要な対策を行い、合わせて計画修正を支援する。 
事業承継計画策定支援者 計画通りの準備や運営が行われているかを確認し、必要に応じた支援

を行う。 
創業計画策定支援者 計画通りの経営が行われているかを確認し、問題があれば必要な支援

を行うと共に、計画の修正を支援する。 
 
 ＜目標＞ 

  事業計画策定事業者に対し計画通りに実施されているかを確認するため、次の巡回等の回数

を目標とする。 

支援内容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

経営計画策定支援者 23 12 12 12 12 12
事業再生計画策定支援者 ‐ 4 4 4 4 4
事業承継計画策定支援者 ‐ ‐ 4 ‐ 4 ‐

創業計画策定支援者 ‐ 4 ‐ 4 ‐ 4
  ※経営計画策定支援者のうち小規模事業者持続化補助金の採択事業者支援が現状に 20 件含まれる。 
 
 ＜事業計画実施支援の効果＞ 

  定期的な訪問等により進捗状況を確認し指導・助言することで、事業者の確実な計画実施を

支援できる。事業計画が計画通り実施されることは事業者の継続的な発展につながることが期

待できる。また、支援事業者の発展は他の小規模事業者への波及効果も期待できる。 
 
 
５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

 ＜これまでの取り組み＞ 

  事業者が経営革新や補助金申請等に取り組む際、必要と思われる情報（業界情報、市場規模
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等）を収集し提供している。また、３年に一度実施している「商勢圏実態調査」では、地元消

費者の買い物動向等の把握を行っている。 
 
 ＜課題＞ 

  インターネットの普及により情報を入手し易くなった半面、その量は膨れ上がり必要な情報

を探すのに時間が必要となっている。また情報量の割に必要な情報がないのが現状である。 
 
 ＜本計画において取り組む内容＞ 

（１）需要動向に関する情報の収集、整理、分析及び提供 

 小規模事業者が提供する商品やサービスに対し、必要な情報収集に努めると共に、事業計画策

定支援事業者の業界毎の需要動向等を整理、分析し、巡回訪問や窓口相談などで提供する。その

情報収集の方法は次のとおり。 
 
 （収集方法及び内容） 

 ①小規模事業者が扱う商品の市場規模や消費動向、小規模事業者が営む事業の業界情報や競合

状況などの情報をインターネットや新聞、情報誌などから収集する。また、専門家派遣等で

同行した際、その専門家からも業界情報を積極的に収集する。 

 ②収集した支援事業者の経営に必要と思われる情報のほか、新規出店などの競合、新製品など

の代替品、問屋などの仕入先の情報は、商工会内の経営指導員で共有する。その際支援に不

足すると思われる情報は、必要に応じて関係機関等へ直接問い合わせるなどして補う。こう

して得られた情報は業種毎に整理し、状況を把握する。 

 ③地域内の消費者を対象に「商勢圏実態調査」を実施（次回平成 28年度に実施予定）し、地
元からの消費の流出率や通勤・通院・外食などの生活圏域等を把握する。 

 
 （情報の活用） 

 ④収集した情報は事業計画策定支援に活用するとともに、地域に必要な情報である「商勢圏実

態調査」などは、ホームページや会報等を通じて周知する。 
 
 ＜目標＞ 

  需要情報の提供先は事業計画策定先等を中心に次の目標とする。 

支援内容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

需要情報等の利用支援事業者数 － 5 5 5 5 5
 
 ＜需要動向に関する情報活用の効果＞ 

  今後の経営戦略を立案するうえで市場や業界に関する情報は、外部環境を把握するために極

めて重要な情報である。小規模事業者が扱う商品やサービスを今後どのように展開して行くの

かを検討する際に役立てることができる。 
 
 
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】 

 

 ＜これまでの取り組み＞ 

  当商工会では、販路開拓のための専門家派遣、展示・商談会への出展や販路開拓に関する補

助金申請時の計画作成などの支援を必要に応じて行ってきた。また、中海・宍道湖・大山圏域

でつくる「ものづくり連携事業」では、ものづくり企業の商談会出展や企業情報のデータベー
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ス化による販路拡大支援も関係機関と連携して行っている。 
 
 ＜課題＞ 

  小規模事業者の多くは従来からの地元消費中心の、待ちの姿勢で、需要に合わせた商品開発

や地域の資源活用も進んでいないのが現状である。 
 
 ＜本計画において取り組む内容＞ 

  事業計画の策定支援事業者および、地域資源（温泉、和紙、石など）を活用した事業や商品

開発に取り組む意欲的な事業者に対し、次のとおり支援する。 
 
（１）情報発信による販路開拓支援 

 商品をネットで購入する人が増える現状において、ホームページ等を活用した情報発信を行う

取り組みを支援する。ＩＴ等による販路開拓には、全国商工会連合会の「ＳＨＩＦＴ」の活用や

日本セレクト.ｃｏｍの利用を促し、地域内外へ向けた情報発信への取り組みを支援する。 
 ※ＳＨＩＦＴは全国商工会連合会が運営している会員紹介するインターネットサイト。 
 ※日本セレクト．ｃｏｍは全国商工会連合会が提供している通販サイト。 
 
（２）展示会等による販路開拓支援 

 温泉地である利点を活かし、地域内外から観光客が訪れる土産物店等へ、地域資源を活用した

商品を斡旋することで販路拡大を支援する。 
 また、地域外への販路拡大のため、島根県商工会連合会や島根県が出展支援する展示・商談会

への出展支援を行う。 
 
（３）関係機関等との連携による販路開拓支援 

 商品改良や商品の新規開発により、販路の拡大を図る取り組みに対し指導・助言を行うと共に、

必要に応じて専門家を派遣する。また、島根県が実施する商品開発セミナーや販路開拓に関する

補助金（地域資源産業活性化基金補助金交付事業や経営革新補助金）の情報を適宜提供すると共

に活用を支援する。 
 松江市が注力している観光振興においては、高速道路開通により山陽方面との連携による取り

組みが行われている。地元温泉地などの地域資源の活用推進を松江市とも連携し取り組む。 
 
 ＜目標＞ 

  販路開拓につながるインターネットサイトや展示会への出展事業者数を次の目標とする。 

支援内容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

ＳＨＩＦＴ等ＩＴ活用を支援し

た事業者数 － 5 5 5 5 5

県等との連携による展示会出展

等支援事業者数 － 3 3 3 3 3

 
 ＜新たな需要開拓支援の効果＞ 

  経営資源が限られる小規模事業者にとって、新たな需要開拓のために域外への情報提供、展

示会出展や商品開発への取り組みを支援することは、何もしなければジリ貧となる売上に対し

歯止めへの効果が期待できる。このことは、小規模事業者の持続的発展に大きく貢献するもの

と期待できる。 
  また、地域資源を活用した販路開拓の取り組みは、地域への波及効果と資源の魅力を高める

効果も期待できる。 
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＜統一ロゴ＞ 

 
 
Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

 ＜これまでの取り組み＞ 

  当商工会では、合併前の地区単位（宍道、玉湯、八雲）に支部

組織を設け、産業祭や文化祭等の支援を通じ、松江市の支所と連

携し地域活性化に資する取り組みを行っている。 
  商工会合併以後、特に注力したのが温泉地である玉造温泉街の

活性化である。地域の魅力おもてなし事業や温泉を使った商品の

販路開拓支援など、松江市観光協会や玉造温泉旅館協同組合と連

携して実施し「美肌の湯」としてのイメージを確立してきた。ま

た玉造温泉街としての魅力を高めるために玉湯町商工会時代か

ら行われている空き店舗を活用したチャレンジショップ事業は、

現在も島根県や松江市の支援のもと継続して実施している。 
  地域の魅力おもてなし事業でブランドの定着のために実施し

た温泉ビューティーアドバイザー養成講座を平成２６年から復活し基礎講座に続き、応用講座

の２つのプログラムを平成２７年度は実施する。 
  また、商工会の会員で業種ごとに組織している部会においては、平成２６年度から地域資源

を活用した新たな利用方法の模索や勉強会を開催している。 
 
 ＜課題＞ 

  地域内で古くからある資源のうち特に来待石（きまちいし）は、建築様式の変化や低価格の

海外製品により斜陽産業となりつつあり、新たな活用方法などが見出せないでいる。 
  観光地である玉造温泉街での空き店舗を活用したチャレンジショップなどの取り組みを松

江市等と連携し行っているが、温泉街の観光客の増加や旅館の宿泊客を温泉街へ誘客する取組

みはまだまだ不十分である。 
 
 ＜本計画において取り組む内容＞ 

  当地域で年間約６０万人の宿泊客が訪れる玉造温泉の温泉街活性化と合わせ、地域資源を活

用した魅力ある商品等を玉造温泉と連携することで、外貨獲得と地域内への資金循環による地

域経済の活性化を目指す。 

 

（１）地域資源を活用した地域活性化支援 

 ①当商工会の地域は自然豊かで、古くから知られた温泉・和紙・石などの地域資源がある。そ

うした資源も地域間競争、外国製品や代替製品に押され近年厳しい状況にある。しかし地域

資源を活用した事業展開は地域への経済的波及効果が大きいため、その資源や新たな地域資

源を活用した事業展開を商工会の支部や部会事業として推進する。平成２６年度は地元資源

を理解するための勉強会を実施し今年度は前年度の継続事業として、「竹」「出雲和紙」「来

待石」に資源を絞り、更に掘り下げて特性等について調査研究に取り組む。今後提案される

商品化等に対し、関係機関や専門家の協力を得て外貨獲得のための特産品づくりを本事業で

取り組む。 

 ②食材や味に関する資源は、農林漁業者と商工業者等が通常の商取引関係を超えて協力し、お

互いの強みを活かして売れる新商品・新サービスの開発、生産等を行い、需要の開拓を行う

「まつえ農水商工連携事業推進協議会」と連携して支援する。 
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（２）温泉を核とした観光振興による地域活性化支援 

 ①地域内にあって外貨が獲得できるこの温泉地の魅力を高めることが地域の活性化につなが

る近道である。松江観光協会玉造温泉支部、玉造温泉旅館協同組合と商工会が定期的な会合

を開催し玉造温泉街の活性化のための協議を実施する。 

 ②玉造温泉街の空き店舗を解消し、温泉街としての魅力を向上させるため実施しているチャレ

ンジショップ事業は、松江市等と協力しながら引き続き実施する。本事業では、松江観光協

会玉造温泉支部、玉造温泉旅館協同組合及び松江市と連携し新たに活用できる空き店舗を調

査すると共に、市のチャレンジショップ助成金の対象とならない事業者の支援を行う。 

 ③インバウンド観光（訪日外国人旅行）は、2020年に 2500万人、将来は 3000万人との試算
もある。訪日外国人旅行者のニーズ、趣向を的確に踏まえたマーケティング戦略と受け入れ

体制の改善等を松江観光協会玉造温泉支部、玉造温泉旅館協同組合及び松江市と連携し準備

し、グローバル市場での競争力を維持できるよう支援する。 
 
 ＜目標＞ 

  地域活性化へ向けての取り組みを次の目標とする。 

支援内容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

商品開発に取り組む資源の数 ‐ 1 1 1 1 1
玉造温泉街活性化検討会開催数 ‐ 3 3 3 3 3
空き店舗活用事業者数 ‐ 1 ‐ 1 ‐ 1

 

 ＜地域経済活性化事業の効果＞ 

  大消費地が近隣にあり地域の小売店が衰退していくなか、事業者自らが地域の資源を活用し

新たな商品開発に取り組むことは、地域への経済的波及効果が期待できる。また温泉地につい

ては、関係機関と連携した事業推進により、さらに魅力が増し、これまで以上の外貨獲得につ

ながることが期待できる。 
 
 
Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援能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）他の商工会との支援ノウハウ等の情報交換の実施 

 島根県商工会連合会が地域ごとに年２回実施する連絡会議において、他の商工会と地域の小規

模事業者の動向等を確認すると共に、支援ノウハウ等の情報交換を行う。 
 

（２）公的支援機関及び金融機関との支援ノウハウ等の情報交換の実施 

 公的支援機関や金融機関と個別案件ごとに、訪問や電話などにより支援の現状、支援の進捗状

況及び課題などの情報を共有する。 
 

（３）日本政策金融公庫との情報交換の実施 

 日本政策金融公庫が年２回支店管内の商工団体を対象に実施する協議会において、小規模事業

者の支援に役立つ情報を収集すると共に、支援ノウハウ等の情報交換を行う。 
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（４）専門家との情報交換の実施 

 専門家派遣事業等を利用し、事業者へ専門家を派遣した際に、事業所へ同行し積極的に業界や

市場の動向等支援に役立つ情報を収集する。合わせてより事業者の経営状態を理解している立場

として支援ノウハウ等について意見交換し、課題解決に向けた方針を共有する。 
 
 
２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

（１）経営指導員等の支援能力の向上 

 ①島根県商工会連合会・商工会議所が主催する「島根県経営指導員等研修会」において、小規

模事業者の利益確保に資する支援ノウハウの習得を中心に受講し、支援能力の向上を図る。

指導職員（補助員、記帳専任職員等）についても必要に応じてこの研修会を受講すると共に、

島根県商工会連合会が主催する「指導職員研修会」等を積極的に受講し、小規模事業者の支

援能力向上を図る。 

 ②島根県商工会連合会では経営指導員に経営支援事例の作成を義務付け、地域の連絡会議でそ

の事例発表を行っている。この会議に出席し、他の経営指導員が実際に取り組んだ支援事例

を聞き、小規模事業者の支援に役立てる。 

 ③全国商工会連合会が運営する「経営指導員等ＷＥＢ研修システム」を活用し、小規模事業者

の支援をめぐる環境変化に伴い必要となる各種知識の習得に努め、支援の基礎力を高める。

 ④商工会内で毎月開催する経営支援センター会議（経営指導員・記帳専任職員）等において、

事業者の支援に対する意見交換を行うことでＯＪＴによる支援能力の向上を図る。 
 
（２）支援ノウハウ及び小規模事業者の経営状況の分析結果等の組織内での共有 

 ①商工会内で毎月開催する経営支援センター会議（経営指導員・記帳専任職員）において、需

要や地域経済動向の情報を共有すると共に、支援事業者の課題等について情報交換し、効果

的な支援能力の向上を図る。 

 ②経営支援センター会議に合わせて経営指導員による支援会議を開催し、支援事業者の経営分

析結果や事業計画策定状況を共有する。支援状況や支援上の課題等はそれぞれの経験を活か

し意見交換を行うことで支援能力の向上を図る。 

 ③経営支援センター会議に合わせ記帳職員会議を開催し、情報交換等による支援能力の向上を

図る。また、全国商工会連合会の「経営分析システム」の活用などに対し、必要に応じて経

営指導員等を講師に支援能力の向上を図る。 

 ④各職員の経営支援状況は、全国商工会連合会が運用する「小規模事業者支援システム」に入

力し、支援事業者への支援状況を共有することで、適切な支援につなげる。 
 
 
３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

 経営発達支援事業について、計画した事業の実施状況及び目標に対する達成度を毎年度評価し

見直しを行う。 
 評価・見直しについては、内部評価のほか外部有識者による評価委員会による評価も実施する。

評価結果は公表し、事業の評価・見直しの仕組みを構築する。 
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（１）事務局内での評価・見直し 

 四半期毎に、事務局長、経営指導員による評価会議を開催し、事業の実施状況、目標達成度や、

実施上の問題点を確認し、事業の実施方法等の見直し案を検討する。 
 
（２）総務委員会への報告と評価・見直し 

 年５回程度開催される総務委員会において、事業の実施状況及び目標達成度を報告し、総務委

員からの評価と意見を受け、事務局内で検討した事業の実施方法の見直し案を再度見直す。 
 

（３）理事会への報告と評価・見直し 

 年３回程度開催される理事会において、事業の実施状況及び目標達成度を報告すると共に、理

事会からの評価を受け、事業の実施方法の見直し案に対する意見収集を行う。 
 

（４）評価委員会による評価 

 外部有識者を含む評価委員会を設置し、毎年度、経営発達支援事業の実施状況と目標達成度及

び事業推進方法等の見直しについての理事会意見の報告を受け、委員会に諮る。 
  評価委員は、地域産業政策や企業支援に精通する行政職員や支援機関職員を想定。 
 

（５）評価・見直し結果の公表 

 事業の評価・見直し結果は、会報により会員事業者に周知すると共に、ホームページに掲載し、

閲覧可能な状態とし事業の実効性を高める。 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（平成 27 年 4 月現在）

（１）組織体制 

 経営発達支援事業は、商工会業務において最も重要な事業であり、その意義を共有し組織を挙

げて取り組まなければならない。 

 組織体制（組織体制図）は、事務局長が全体を統括し、経営支援センター及び支所の業務を業

務管理課がサポートする。 

 経営発達支援事業の実施（経営発達支援計画実施体制）にあたっても、事務局長が統括し、事

業者の支援は経営支援センターが中心となって行う。２つある支所地域は経営指導員と記帳専任

職員の２名体制で担当する。この業務を効果的に実施するため、本所の経営支援センター長が中

心となって支援情報や支援ノウハウを共有する会議や事業の管理を行う。 
 
 ＜組織体制図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ＜経営発達支援計画実施体制＞ 

担 当 役  割 担当地区 

事務局長 総括責任者  
経営指導員（センター長） 指針①、②、③、④及び地域経済活性化 宍道本所 
経営指導員 指針①、②、③、④及び地域経済活性化 宍道本所と玉湯支所

経営指導員 指針①、②、③、④及び地域経済活性化 宍道本所と八雲支所

記帳専任職員 指針①、③及び地域経済活性化 宍道本所 
記帳専任職員 指針①、③及び地域経済活性化 玉湯支所 
記帳専任職員 指針①、③及び地域経済活性化 八雲支所 

 

 

 

 

 

事 務 局 長 

業務管理課 

課 長（兼務）  １名 
指導職員    ２名 
一般職員    １名 
嘱託職員    １名 

玉 湯 支 所 
（玉湯地域密着型応援窓口） 

経営指導員（兼務）１名

指導職員     １名

 

八 雲 支 所 
（八雲地域密着型応援窓口） 

経営指導員（兼務）１名

指導職員     １名

 

経営支援センター 

経営指導員   ３名 
指導職員    １名 
 
 

宍道本所 

＜職員の数＞ 事務局長   １名   指導職員（補助員）    ２名 
       経営指導員  ３名    〃  （記帳専任職員） ３名 
       一般職員   １名   嘱託職員         １名 （計１１名） 
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（２）連絡先 

 当会では「身近な相談相手」として、小規模事業者が相談できる窓口を本所のほか支所にも設

置している。 

 
 まつえ南商工会 

本  所 〒699-0408 松江市宍道町昭和 1  TEL:0852-66-0861 FAX:0852-66-3377

八雲支所 〒690-2103 松江市八雲町西岩坂 320-2 TEL:0852-54-0839 FAX:0852-54-1427

玉湯支所 〒699-0201 松江市玉湯町玉造 1419-4 TEL:0852-62-1116 FAX:0852-62-2749

 
  ホームページアドレス http://matu-minami.shoko-shimane.or.jp/ 

 

 

 

（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                  （単位 千円） 

 平成28年度 

( 4 月以降) 
平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

必要な資金の額 72,144 72,144 72,144 72,144 72,144

 

・経営改善普及事

業 
63,253 63,253 63,253 63,253 63,253

・総合振興費 250 250 250 250 250

・工業振興費 660 660 660 660 660

・観光商業サービ

ス業振興費 
600 600 600 600 600

・建設業振興費 375 375 375 375 375

・産業振興対策費 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100

・地域振興対策費 3,841 3,841 3,841 3,841 3,841

・景況調査費 65 65 65 65 65

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

 

 必要な資金調達は、会費・手数料・国補助金・県補助金・市町村補助金等により行う。

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に

関する事項 

連携する内容 

（１）「Ⅰ‐１‐３．事業計画の策定支援」における連携 

 ①経営計画の作成支援にあたって補助事業の申請・実施・報告に対し連携して支援する。 

 ②事業再生計画等の作成支援にあたって計画作成・資金繰りに対し連携して支援する。 

 ③事業承継計画作成支援にあたって専門的な内容について専門家の派遣を連携して支援する。

 ④創業予定者の事業計画策定や事業計画の実施に対し連携して支援する。 

（２）「Ⅰ‐１‐６．新たな需要開拓に寄与する事業」における連携 

 ⑤支援事業者が販路開拓のために出展する展示・商談会や補助金活用に対し連携して支援す

る。 

（３）「Ⅱ‐１．地域経済活性化事業」における連携 

 ⑥玉造温泉街の活性化のための取組みを、関係機関と連携して行う。 

連携者及びその役割 

（１）連携者の名称、代表者氏名、住所、電話番号及び連携する事業の内容は次のとおり 

名 称 代表者氏名 住所／電話番号 連携する事業 

松江市 松浦 正敬 松江市末次町 86 

℡：0852-55-5555 

①設備導入等補助事業支援 

④創業者窓口相談支援 

⑤販路開拓出展等支援 

⑥地域資源活性化支援 

島根県 溝口善兵衛 松江市殿町 1 

℡：0852-22-5111 

①経営革新計画等支援 

⑤販路開拓出展等支援 

⑥地域資源活性化支援 

（財）しまね産業振興財団 山崎 征爾 松江市北陵町 1 

℡：0852-60-5111 

①設備導入等補助事業支援 

④創業窓口相談等支援 

島根県商工会連合会 石飛 善和 松江市母衣町 55-4 

℡：0852-21-0651 

①補助事業支援 

②事業再生計画作成支援 

③事業承継専門家派遣支援 

④創業セミナー開催 

⑤販路開拓出展等支援 

（一社）松江観光協会 

玉造温泉支部 

松崎  滋 松江市玉湯町玉造1419-4

℡：0852-62-3300 

⑥地域資源活用支援 

玉造温泉旅館協同組合 皆美 佳邦 松江市玉湯町玉造1419-4

℡：0852-62-0934 

⑥地域資源活用支援 
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連携体制図等 

 ①経営計画作成・実行支援 
 

                           

  

     

  

 

 ②事業再生計画作成・実行支援 
 

                           

  

 ③事業承継計画作成等支援 
 

                           

  

 ④創業支援 
 

                           

  

     

 

 ⑤販路開拓支援 

         

                           

 

 

 ⑥地域資源活用支援 

 

                          

 

 

 

 

松江市、島根県、島根県商工会連合会： 

      展示会出展、販路開拓補助金等の支援 まつえ南商工会：販路開拓支援 

 

まつえ南商工会： 

      経営計画作成・実行支援 

松江市：設備導入等補助事業支援、   

島根県：経営革新計画等支援、 

（財）しまね産業振興財団：設備導入等補助事業支援、

島根県商工会連合会：補助事業支援 

金融機関：資金繰り支援 

松江市、島根県、松江観光協会、玉造温泉旅館組合：

              特産品開発や地域活性化支援 

まつえ南商工会： 

 特産品開発及び地域活性化支援

連携 

連携 

連携 

まつえ南商工会： 

   事業再生計画作成・実行支援 

島根県商工会連合会：事業再生計画作成等支援 

金融機関：資金繰り支援 

連携 

まつえ南商工会： 

     事業承継計画作成等支援 

島根県商工会連合会：専門家派遣等支援 

 

連携 

まつえ南商工会： 

       創業相談及び実行支援 

松江市：創業窓口相談、   

島根県商工会連合会：創業セミナー開催、 

（財）しまね産業振興財団：創業相談支援 

金融機関：資金繰り支援 

連携 


