
 
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 石央商工会 

実施期間 平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日 

目標 

行政や関係機関等と連携し「小規模事業者のビジネスモデル再構築」を地域ぐるみで

支援する体制を構築すると共に、経営のパートナーとして地域密着で伴走型の支援を行

い、「小規模事業者の持続的発展」につなげる。 

特に、「域外マネー獲得」と「地域内資金循環」のための「地域資源活用」や「6 次産業

化」、「新事業創出」や「産業人材育成」に重点を置き、小規模事業者の持続的発展に向

けた事業計画策定・実施を浸透させ「地域経済の活力を取り戻す」ことを目標とする。 

事業内容 

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】 

計画策定・実施支援を効果的に行うため、地域の経済動向や経営実態等につい

て情報収集、分析し情報提供する。 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

計画策定の入り口となる経営分析への取り組みを啓発し、社内環境や外部環境

を十分に踏まえた実効性の高い計画策定につなげる。 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

計画策定の必要性について広く小規模事業者に浸透させると共に、計画策定が

的確に進められるよう支援する。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

計画策定後の実施が効果的にできるよう関係機関との連携や施策の有効活用に

つなげ、伴走型でより質の高い支援を行う。 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

計画策定・実施支援を効果的に行うために、事業展開において特に重要となる

市場動向等の情報を収集し、分析、情報提供する。 

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】 

需要開拓の啓発と提案により取組事業者を増やすと共に、ＩＴ活用等情報発信、

関係機関と連携した展示会出展、補助金や専門家派遣制度の活用等により、需要

開拓を多面的に支援する。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組       

１．地域経済活性化事業           

行政と連携して活性化策の検討を行うと共に、地域の特徴を活かして地域経済活

性化につながる人材育成や協力体制の構築に取り組む。イベント等も地域内資金循

環や外貨獲得につながるよう地域経済の活性化を意識し質的向上を図る。 

連絡先 

＝石央商工会＝ 

【本    所】〒697-0121 島根県浜田市金城町下来原 1409-2  TEL：0855-42-0070 

【旭 支 所】〒697-0425 島根県浜田市旭町今市 627-4     TEL：0855-45-0056 

【国府支所】〒697-0003 島根県浜田市国分町 2205-16     TEL：0855-28-0109 

【三隅支所】〒699-3212 島根県浜田市三隅町向野田 3150    TEL：0855-32-0214 

【弥栄支所】〒697-1122 島根県浜田市弥栄町木都賀ｲ 588   TEL：0855-48-2130 

（ホームページアドレス：http://seki-ou.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＞ 

  当商工会は、島根県西部の中核都市・浜田市に位置し 5つの商工会（旭・金城・国府・三隅・

弥栄）が広域合併し誕生した。県内で最も広い支援エリアを有し、海あり山あり、豊かな自然

と、温泉、農林水産物、伝統技術等の地域資源に恵まれた環境にあるが、強力な集客力を有す

る観光資源や大きな産業集積も無く、商工業者（1,095）のうち約 95％が小規模事業者（1,038）

である。 

 

地域では人口減少や少子高齢化が進み、経営環境は厳しさを増すばかりで、事業所数も減少

し地域経済は衰退してきている。地区内小規模事業者の約 38％が卸・小売、生活関連サービ

ス業、22％が建設業の内需型で厳しい状況にある。一方、域外マネーを獲得できる製造業や飲

食・宿泊業は約 20％を占め、地域資源を活用するなど「小さくても光る企業」が育ちつつあ

り、地域を支えるために域外マネーを取り込む産業や企業の育成、支援が求められている。 

  

 ＜地域の産業政策＞ 

  浜田市は「産業振興ビジョン」を策定し、市・商工会・会議所で「はまだ産業振興機構」を

設立、「域外マネーを獲得する産業」の重点的支援に取り組んでいる。また、昨年「元気な浜

田をつくるためのロードマップ」が示され、起業支援や広島市場開拓室の設置など新たな取り

組みが始まっている。 

 

  島根県も地域経済の持続的な発展のために「島根県中小企業支援計画」を策定し、「中核的

企業の育成」、「起業・創業の促進および事業承継の円滑化」、「セーフティネットの強化」を柱

に地域主体の支援体制構築を推進している。 

 

 ＜商工会の課題と目標＞ 

  当商工会では、「地域密着型支援」を掲げ、「業務の見直し」、「組織マネジメント力の強化」、

「職員の支援能力向上」に取り組み、5つの支所を維持しつつ一体的な組織運営を行っている。

また、「行きます・聞きます・提案します」を合言葉に小規模事業者等の経営力向上を目指

した支援に取り組み、広域合併商工会の成功モデルを作りたいと考えている。 

 

  地域環境を踏まえ、地域経済の活力を取り戻すことが最優先課題であり、「域外マネー獲得」

と「地域内資金循環」のための「競争力のある商品づくり」と「販路開拓」、「交流人口の拡大」

に取り組んで行く。 

特に、域外マネー獲得産業（食、モノづくり、観光等）を中心に「地域資源活用」や「6次

産業化」、「経営革新」、「新事業の創出」や「産業人材の育成」に重点を置く。 

 

そこで、当商工会では、本経営発達支援計画によりこれらが実現できるよう経営のパートナ

ーとして地域密着で伴走型の指導・助言を行い、小規模事業者の持続的発展を支援する。 

 

また、県や市、関係支援機関、専門家とも連携を取り、小規模事業者が地域で持続的に経営

を行うためのビジネスモデル再構築を、地域ぐるみで面的に支援する体制を構築する。 
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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２７年４月１日～平成３２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「中小企業景況調査」を実施し、売上高推移、採算推移、資金繰りの状況、設備

投資の状況、経営上の問題点等を把握している。また、個別相談等の中で市場動向を把握し、

四半期毎に管内事業者の状況を取りまとめている。 

   

 ＜現状における課題＞ 

  現状は、「中小企業景況調査」等の統計データの活用や指導業務の中での地域経済動向等の

情報収集が中心であるが、小規模事業者の持続的発展につなげるためには、企業の実態や目指

す方向に即した計画策定・実施に役立つ情報の収集・分析・活用が課題となる。 

 

＜本計画において取り組む内容＞ 

小規模事業者の計画策定・実施支援を効果的に行うため、地域の経済動向や経営実態等につ

いて十分把握すると共に、小規模事業者の事業展開で特に重要となる需要動向等の情報収集・

分析・提供を行い、事業の持続的発展のための計画策定・実施につなげる。 

 

 (1)地域の経済動向に関する情報の収集、整理、分析、提供 

 

  地域の経済動向に関する情報を収集、分析し、会議や窓口相談、巡回訪問により情報提供を

行う。また、本計画で重点的に支援する産業等の支援策検討の参考にする。 

 

 情報収集の方法は次のとおり。 

 ①四半期毎に「中小企業景況調査」を実施し、管内事業者の売上高推移、採算推移、資金繰り

の状況、設備投資の状況、経営上の問題点等の把握を行う。 

 

 ②窓口相談や巡回訪問で管内事業者の業況や経営上の問題点を把握し、四半期毎に取りまとめ

る。特に、本計画において選定した支援先は、四半期毎に景況ヒアリングを行い、フォローア

ップを兼ねて業況把握を行う。 

  

③県では、各種統計等データ（生産、消費、投資、雇用、企業の業況等）を「本県経済の動向」

として毎月取りまとめしており、このデータを活用し当地域の経済動向等を把握する。 

 

 ④浜田市では、関係支援機関で「中小企業支援連絡会議」を毎月開催しており、この会議にお

いて意見交換し、管内の雇用情勢や需要動向等についての情報収集を行う。 
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＜地域の経済動向に関する情報活用の効果＞ 

地域の経済動向で、地域産業の課題や小規模事業者等の経営実態、経営上の問題点を把握す

ることができ、事業計画策定や産業振興策検討の参考とすることができる。 

 

 ＜目標＞ 

  支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

景況調査実施事業者数 15 15 15 15 15 15

支援先景況ヒアリング事業者数 - 50 50 50 50 50

需要動向等の情報活用支援事業

者数 
- 50 50 50 50 50

※現状でも、窓口・巡回相談時に情報提供や景況ヒアリングは行っているが、この目標は、本計画を効果的に実

施するための組織目標を数値化したもの。 

 

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＞ 

  これまでは、主に金融支援時に財務分析を中心に経営分析をしてきた。また、補助金活用や

経営革新時の事業計画の策定のために、企業の外部環境や内部環境の分析もあわせて行ってい

る。 

 

 ＜現状における課題＞ 

  現状は、金融や補助金利用を目的にした経営分析にとどまる傾向にあるが、経営の発達には

事業の持続的発展を見すえた多面的な経営分析が必要であり、広く小規模事業者に経営分析等

の啓発を行い、持続的発展を目指した計画策定への取り組みを浸透させることが課題となる。

 

 ＜本計画において取り組む内容＞ 

計画策定の入り口となる経営分析について、小規模事業者に広く啓発し、持続的発展を目指

した取り組みの必要性を浸透させる。また、的確な経営分析を実施することにより、社内環境

や外部環境を十分に踏まえた質の高い計画の策定につなげる。 

 

 (1) 小規模事業者の啓発と支援希望事業者の募集 

 

 次の取り組みにより、経営分析の必要性について啓発すると共に、商工会の支援を周知し支

援希望事業者の募集を行う。 

 

①商工会報やホームページへの掲載、窓口相談や巡回訪問時に情報提供と取り組みの必要性等

の助言を行い、支援希望事業者を募集する。 

 

②全国連（全国商工会連合会）の経理システム「ネット de 記帳」等利用先を中心に経営分析

システムによる財務分析を推進し、小規模事業者の啓発と支援希望事業者の募集を行う。 

 

 (2) 経営分析対象事業者の選定 

 



- 4 - 
 

 募集活動で経営分析を希望した事業者を分析対象者とすると共に、次の方法により、当商工

会が支援事業者を選定し経営分析を勧める。 

 

①過去の支援実績（金融支援先、補助金活用先、商品開発や販路開拓に積極的な企業等）から

リストアップし、巡回訪問によりフォローアップヒアリングを行い、経営分析を勧める。 

 

②意欲的な先や特徴的な経営資源を保有している先、後継者がいる先等をリストアップし、巡

回訪問によりヒアリングし経営分析を勧める。 

 

 (3) 経営分析する項目と方法 

 

  担当経営指導員が、巡回訪問による現地視察やヒアリング等を行うと共に関係資料を収集

し、対象事業者の外部環境および内部環境、現状や課題等の経営分析を行う。必要に応じて他

の経営指導員や専門家等とも連携を取り分析する。分析方法と項目は次のとおり。 

 

①現地視察による分析…現地調査により、経営実態や施設・設備状況、管理状況等を把握し分

析する。 

 

②ヒアリングによる分析…経営者等ヒアリングを行い、商品・役務の内容や特徴、市場環境や

競合状況、保有する技術・ノウハウ、従業員等の経営資源等を確認し分析する。 

 

③市場環境調査による分析…市場の需要動向や業界動向等の情報を各種調査資料や関係機関

等から収集し分析する。 

 

④財務分析…財務資料を入手し、全国連の「経営分析システム」等を活用し、貸借対照表や損

益計算書のデータ分析、主要科目や経営データの推移等を分析する。 

 

 ＜経営状況分析の効果＞ 

  対象事業者の置かれた市場環境や内部環境、経営実態等を客観的に評価でき、経営課題を明

確にして事業計画の策定に取り組むことができる。このことで、戦略的経営への転換を図るこ

とができ、小規模事業者の持続的発展に向けた道筋を作るという大きな効果が期待できる。 

   

 ＜目標＞   

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

経営分析システムによる財務分析

件数 
- 75 75 75 75 75

フォローアップヒアリング、支援候

補先ヒアリング事業者数の合計 
- 100 100 100 100 100

計画策定に向けた経営分析件数 - 50 50 50 50 50

 ※現状は、金融相談等において、随時、各自が任意の手法により財務分析や経営分析を行っており、この目標は、
システム活用や持続的発展に向けた事業計画策定を目的とした分析の組織目標を数値化したもの。 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】  
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 ＜これまでの取り組み＞ 

  経営改善計画や経営革新計画、創業計画、各種補助金申請のための事業計画等の策定支援を

行い、計画策定の経験やノウハウは蓄積されてきている。また、実施支援についても関係機関

や専門家と連携を取り小規模事業者を支援するためのネットワークを構築している。 

一方、地域経済の低迷や経営者の高齢化により、計画策定等に取り組む事業者が少なく、後

継者向け研修会や地域活性化研修会の開催、地域内資金循環等新事業検討事業などを実施し人

材育成を行っている。また、浜田市と連携し創業塾にも取り組んでいる。 

 

＜現状における課題＞ 

  現状においても各種制度活用のための計画策定等、ノウハウやネットワークはある程度構築

されているが、更に、事業の持続的発展といった視点での計画策定や成果につなげるための伴

走型支援が課題である。また、小規模事業者の計画経営への意識の醸成も不可欠である。 

 

 ＜本計画において取り組む内容＞ 

持続的発展を目指すための計画策定の必要性について、広く小規模事業者に浸透させると共

に、計画策定・実施が効果的に行われるよう関係機関との連携や施策の有効活用なども行いな

がら伴走型でより質の高い支援を実施し、小規模事業者の持続的発展につなげる。 

 

 (1)事業計画策定に取り組む小規模事業者の掘り起し 

 

①商工会報やホームページで商工会の事業計画策定支援の取り組みを紹介し、計画策定に取

り組む事業者の掘り起しを行う。 

   

②日頃の窓口相談や巡回訪問の中で、商工会の事業計画策定支援と計画策定の意義を紹介

し、事業者の掘り起しを行う。 

 

  ③後継者向け研修会や地域活性化研修会、浜田市と連携した創業塾の開催、地域内資金循環

等新事業検討等に取り組み、事業計画策定を行う事業者を育成する。 

 

  ④金融や補助金活用等の相談があった事業者に事業計画の必要性や意義を助言し、計画策定

を勧める。 

 

  ⑤経営分析や需要動向等の情報提供を行った事業者に、事業計画策定の必要性や意義を助言

し、計画策定につなげる。 

 

 (2)事業計画策定支援 

 

  ①支援方針…小規模事業者の持続的発展を目指して、経営分析で経営実態をしっかり把握

し、需要動向等の情報を踏まえて、経営者に寄り添い、共に考え、実効性の高い計画策定に

向けて伴走型の指導・助言を行う。 

 

  ②支援対象…域外マネー獲得につながる産業（食、モノづくり、観光等）において、地域資

源活用や 6次産業化、競争力のある資源や技術を活用した経営革新、新事業創出に取り組む

小規模事業者を中心に事業計画策定を支援する。また、創業や事業承継を行う者や持続的な

発展の取り組みに意欲のある事業者も本計画の支援対象とする。特に、小規模事業者のため
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の「持続化補助金」や日本政策金融公庫が低利で融資する「小規模事業者経営発達支援融資

制度」等施策を有効活用するための事業計画策定についても積極的に支援する。 

 

  ③支援方法…巡回訪問し現地視察やヒアリング、財務分析等を行い経営の実態を把握し、内

部環境分析を行う。また、地域経済動向や商品等の需要動向について情報収集し外部環境分

析を行う。特に、今後の経営方針や取り組みたい事業等について経営者の思いをしっかりと

ヒアリングし、内部環境分析、外部環境分析を踏まえて計画策定の指導・助言を行う。事業

計画は全国連の「経営改善計画作成システム」などを活用し書面化する。 

基本的には担当経営指導員が支援を行うが、担当経営指導員は計画策定支援状況を経営支

援課長に報告し効果的な支援についての助言を受ける。また、必要に応じて他の経営指導員

や専門家等とも連携を取りながら実効性の高い事業計画の策定につなげる。 

 

＜事業計画策定支援の効果＞ 

  事業計画策定支援を行うことにより、地域経済動向や市場環境、自社の経営実態や経営資源

を踏まえた実効性の高い事業計画の策定が可能となる。このことにより、経営者の意識改革や

戦略的経営への転換を進めることもできる。 

 

 ＜目標＞ 

  支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

研修会開催回数 1 3 3 3 3 3

事業計画策定支援事業者数 15 50 50 50 50 50

 

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＞ 

  経営改善計画や経営革新計画、創業計画、各種補助金申請のための事業計画等の策定支援を

行い、計画策定の経験やノウハウは蓄積されてきている。また、実施支援についても関係機関

や専門家と連携を取り小規模事業者を支援するためのネットワークを構築している。 

 

＜現状における課題＞ 

  現状においても各種制度活用のための計画策定等、ノウハウやネットワークはある程度構築

されているが、更に、事業の持続的発展といった視点での計画策定や成果につなげるための伴

走型支援が課題である。 

 

 ＜本計画において取り組む内容＞ 

計画策定・実施が効果的に行われるよう関係機関との連携や施策の有効活用なども行いなが

ら伴走型でより質の高い支援を実施し、小規模事業者の持続的発展につなげる。 

 

 (1)事業計画実施支援 

 

①経営のパートナーとして随時相談対応を行うと共に、四半期毎に担当経営指導員が訪問し

進捗状況の確認（行動計画の取り組み状況、計画数値と実績、実施上の問題点等）と必要な

指導・助言を行い、計画実現に向けて小規模事業者に寄り添い伴走型の支援を行う。特に、

「持続化補助金」や「小規模事業者経営発達支援融資制度」等の施策を活用した事業者につ
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いては事業の効果的な実施のためのフォローアップを強化する。 

 

  ②事業実施にあたって商工会だけでは対応が難しい課題への対応は、関係支援機関とのネッ

トワークや専門家派遣制度を活用するなどしてワンストップで支援を行う。 

 

  ③補助金制度（持続化補助金、ものづくり補助金、県地域資源ファンド、経営革新補助金、

6次産業化補助金、創業補助金、浜田市補助金等）や融資制度（小規模事業者経営発達支援

融資制度等）、展示会・商談会など事業実施に役立つ支援策等の情報について適宜情報提供

し、必要に応じて活用の支援を行う。 

 

＜事業計画実施支援の効果＞ 

  事業計画の実施にあたっても商工会が継続的にフォローアップし、計画の進捗を確認しなが

ら問題点を把握し、問題解決に向け必要に応じて関係支援機関や専門家と連携して支援するな

ど伴走型の支援を行い、小規模事業者の持続的発展につなげることができる。 

 

 ＜目標＞ 

  支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

事業計画策定支援事業者数 15 50 50 50 50 50

法認定・補助金活用等支援事業

者数 
11 20 20 20 20 20

専門家派遣制度活用事業者数 8 10 10 10 10 10

 

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＞ 

  個別相談等の中で市場動向を把握し、四半期毎に管内事業者の状況を取りまとめている。

3年毎に実施している「商勢圏実態調査」では、買い物動向や買い物弱者のニーズ把握等を行

っている。また、県の各種統計調査等（生産、消費、投資、雇用等）の活用や、浜田市中小企

業支援連絡会議で雇用情勢や需要動向等についての情報交換を行っている。 

  

 ＜現状における課題＞ 

  現状は、「中小企業景況調査」等の統計データの活用や指導業務の中での地域経済動向等の

情報収集が中心であるが、小規模事業者の持続的発展につなげるためには、企業の実態や目指

す方向に即した計画策定・実施に役立つ情報の収集・分析・活用が課題となる。 

 

＜本計画において取り組む内容＞ 

小規模事業者の計画策定・実施支援を効果的に行うため、地域の経済動向や経営実態等につ

いて十分把握すると共に、小規模事業者の事業展開で特に重要となる需要動向等の情報収集・

分析・提供を行い、事業の持続的発展のための計画策定・実施につなげる。 

 

 (1)小規模事業者の販売商品・提供役務の需要動向に関する情報の収集、整理、分析、提供 

 

  支援ニーズに合った情報収集に努め、支援候補先としてリストアップした業種の需要動向等

を把握し、整理、分析して、窓口相談や巡回訪問により情報提供を行う。 
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情報収集の方法は次のとおり。 

 ①消費トレンドや市場ニーズ、需要動向や業界情報など、商品や役務に関する情報をインター

ネットや新聞、業界誌、経済情報誌等から情報収集する。 

 

 ②消費トレンドや市場ニーズ、需要動向や業界情報など、経営支援会議で情報交換すると共に、

販路開拓支援に積極的な関係機関や専門家に照会し、実践で役立つ情報の収集を行う。 

  

 ③「商勢圏調査」を実施し（平成 28 年度予定）、地域の買い物動向や生活行動等を調査、分析

し、地区別・年代別等の購買行動、生活行動等を把握する。 

 

＜需要動向等に関する情報活用の効果＞ 

商品や役務の需要動向に関する情報は、事業計画策定や営業戦略の立案にとって不可欠であ

り、実現性の高い計画策定や計画実行において効果的な支援につなげることができる。 

 

 ＜目標＞ 

  支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

需要動向等の情報活用支援事業

者数 
- 50 50 50 50 50

※現状でも、窓口・巡回相談時に情報提供や景況ヒアリングは行っているが、この目標は、本計画を効果的に実

施するための組織目標を数値化したもの。 

 

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＞ 

  当地域では産業振興の柱に「域外マネーの獲得」を掲げており、当会も浜田市等と連携して

特に食品や工芸品の販路開拓支援に取り組んでいる。 

また、島根県や島根県商工会連合会も県外への需要開拓のための展示会出展等に取り組んで

おり、当会は、関係事業者にこれらの情報提供と支援策の活用支援を行っている。 

  一方、交流人口の拡大に向けて観光振興にも取り組んでおり、浜田市・広島ＰＲセンターと

意見交換を行うなど、広島からの誘客に向けた検討を行っている。 

 

＜現状における課題＞ 

  平成 25 年度当会会員アンケートの経

営課題についての質問では、すべての業

種で「売上確保」が最多であった。 

現状は、情報提供や支援策の活用等関

係機関と連携して支援しているが、積極

的に取り組む事業者数は限られている。 

特に、小規模事業者においては、経営

資源の不足から需要開拓のための商品

開発や情報発信、営業活動などが十分に

できていないのが実情で、これらの取り組みをいかに効果的に進めるかが課題となっている。

 

＜主な支援対象者と課題＞ 

  売上確保対策は、業種特性や経営資源により異なるが、当会は域外マネー獲得産業（食、も
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のづくり、観光等）を中心に関係機関と連携して伴走型で効果的な支援を行う。また、その他

の小規模事業者についても需要開拓に意欲の高い事業者を中心に支援策の有効活用と計画的

な支援を行う。主な支援対象者と課題は以下のとおり。 

 

(1)地域産品製造業者（食、ものづくり等） 

  当地域の食品製造業は水産加工や農産加工が中心で、ものづくり産業はユネスコ無形文化遺

産「石州半紙」や伝統工芸品「組子細工」等の工芸品がある。当地域から経済産業省のプロジ

ェクト「The Wonder 500」に 3点が選ばれるなど魅力的な商品もあるが、ほとんどが小規模で

域外への需要開拓に向けて商品力強化や営業力強化が課題となっている。 

  

(2)観光関連事業者   

  当地域は広島から近く、美又温泉・旭温泉などの温泉宿泊施設の集積があり、周辺には観光

農園やゴルフ場、スキー場、和紙や機織り体験などの産業観光施設、地域食材を活かした飲食

店などの観光関連事業者があるがいずれも大きな集客力は無く、新たな魅力づくりと需要開

拓、地域内を回遊させる仕組みづくりが課題となっている。 

 

(3)その他の小規模事業者   

  上記以外の業種においても若手経営者や後継者など新たな需要開拓に意欲的な小規模事業

者や企業の存続のために新たな需要開拓が不可欠な事業者も多く、市場ニーズを踏まえた創意

工夫による需要開拓が課題となっている。 

 

＜本計画において取り組む内容＞ 

現状では需要開拓に積極的に取り組む事業者数が限られていることから、改めて地域内の事

業者に需要開拓の必要性について啓発すると共に、新たな取り組みについて積極的な提案を行

い、需要開拓に必要となる「効果的な情報発信」、展示会・商談会等による「営業活動の強化」、

需要動向等に基づく「魅力的な商品づくり」や「計画的な事業実施」を支援する。 

また、これらの取り組みを効果的に行うため、需要開拓のノウハウやネットワークを有する

「専門家や行政、関係支援機関との連携」、「各種支援施策の有効活用」を行う。具体的な取り

組みは以下のとおり。 

 

(1)需要開拓の啓発と取り組みの提案 

需要開拓の主な支援対象者である地域産品製造業者、観光関連業者等をリストアップし、経

営指導員が巡回訪問により需要開拓に関する意識調査を行うと共に、各事業所の状況に応じた

取り組みを提案し、需要開拓に向けた意識を醸成する。 

また、巡回による事業所調査を行い、それぞれの特徴や商品・サービス情報を収集し、需要

開拓のための基礎情報を整理すると共に情報発信に活用する。 

一方、セミナーを開催するなど地域資源を活用した商品づくりや販路開拓のためのノウハウ

等について情報提供し、資質向上と需要開拓への取り組みを促進する。 

 

特に浜田市の「ふるさと納税」は人気で、平成 26 年度寄附額は 7億円を超え全国第 6位の

実績があり、半額程度の特産品がお礼の品として全国へ発送されている。このことを浜田の産

品への評価の高さ、需要開拓の可能性を示すものと捉え、関係事業者に対して全国へ販路を拡

大する取り組みを啓発し、需要開拓のための提案と実施支援を重点的に行う。 

 

(2)情報発信の強化による新たな需要開拓の支援 
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新たな需要開拓の取り組みをマスメディア等に情報提供すると共に、ホームページ等ＩＴを

活用した情報発信を支援する。特に、ホームページ未整備の事業所には商工会のホームページ

作成支援システム「ＳＨＩＦＴ」等を活用して作成を支援する。加えて、既にホームページが

ある事業所を含め効果的な情報発信ができるようＩＴ専門家と連携して支援する。 

また、浜田市のバイヤー向けＷｅｂ特産品カタログ「浜田の商品リスト」、全国連が運用す

るＥＣサイト「ニッポンセレクト.com」への登録を進め地域産品の魅力発信と取引拡大につな

げる。観光関連事業者は、商工会で関連施設リストを作成し、Ｗｅｂ上で情報発信すると共に

ブログ等を活用しタイムリーな情報発信と誘客につなげる。 

 

(3)展示会・商談会等による需要開拓の支援 

  地域産品の需要開拓のため展示会・商談会等の活用を進める。需要開拓を進める市場は、事

業者の意欲や経営力、商品力により、大きく分けて 2 つの市場（周辺地域（県内、広島等）、

首都圏等）が想定され、主に次のような取り組みを行う。 

 

①周辺地域（県内、広島等） 

・石見の国特産品総覧会（浜田市）、中四国ビジネスフェア（広島市）等への出展…近隣地域

のバイヤー等を対象とした商談会への出展を支援し、小規模事業者でも広く取り組みやすい県

内周辺地域と、浜田市から距離の近い広島市場への需要開拓を支援する。 

 

②首都圏等 

・ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ･ﾄﾚｰﾄﾞｼｮｰ、ｱｸﾞﾘﾌｰﾄﾞ EXPO（食品）、ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｷﾞﾌﾄｼｮｰ（工芸品）（東京都）等

への出展…いずれも全国から関係者が集まる大規模な展示会であり、島根県も県産品の販路開

拓を支援するためにブースを確保しており、首都圏等への需要開拓に意欲的な事業者への出展

を支援し全国への需要開拓につなげる。 

 

  また、展示会等出展後にはバイヤー等の評価を踏まえ、今後の取引につながるよう商品のブ

ラッシュアップや新商品開発、営業活動の強化について関係機関との連携や専門家派遣制度の

活用などにより成果が上がるよう伴走型の支援を行う。 

 

(4)関係機関等との連携による需要開拓の支援 

 ①浜田市、はまだ産業振興機構との連携 

  市、商工会、商工会議所で設立している「はまだ産業振興機構」の一員として、首都圏を中

心に高級スーパーや百貨店等のバイヤーへの情報発信、都内店舗での浜田フェアの開催等に取

り組み、事業者の参加を支援し需要開拓につなげる。また、市のブランディングセミナー（商

品開発・改良、販路開拓等）の参加者募集と参加者のフォローアップを行い、セミナーの成果

が需要開拓につながるよう伴走型の支援を行う。 

  観光関連は、美又温泉と旭温泉で活性化計画があり、行政と連携して魅力ある地域づくりや

関連事業所の経営革新と誘客策の実施など新たな需要開拓に向けた支援を行う。また、浜田の

名湯パンフレット（おゆぱん）や観光グルメ情報（はまごち）の活用など観光客誘致と地域内

の回遊促進のため市や観光協会と連携して需要開拓に取り組む。 

 

 ②浜田市広島市場開拓室、浜田市広島ＰＲセンターとの連携 

市は広島市場開拓の拠点として、物産は「広島市場開拓室」、観光は「広島ＰＲセンター」

を広島市に設置しスタッフを配置している。距離の近い広島市場への需要開拓を進めるため

に、これらの機関と情報交換会を開催するなど連携を密にし、管内事業者に情報提供すると共
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に、域外市場のニーズ把握を行い事業者にフィードバックし、商品開発や改良、需要開拓の支

援につなげる。 

 

 ③島根県、島根県商工会連合会との連携 

県は、しまねブランド推進課を設置し県産品の県外への販路開拓に取り組んでおり、特に食

品製造業や工芸品支援に積極的で展示会等への出展やセミナーを実施している。当会も県と連

携して参加事業者の掘り起こしやフォローアップを行い需要開拓につなげる。 

また、商工会連合会も地域力活用市場獲得等支援事業（主に首都圏向け）など地域資源を活

用した商品開発、消費者モニタリングや味覚分析、セミナーや商談会開催等に取り組んでおり、

当会も連携して事業者への情報提供や参加者のフォローアップを行い需要開拓につなげる。 

 

(5)施策の有効活用による需要開拓の支援  

当会では、需要開拓に取り組む事業者に対して経営指導員が個別に伴走型の支援を行い、各

種事業への取り組みから事業実施後のフォローアップまで、経営資源の不足する小規模事業者

が効果的に需要開拓できるように各種支援施策の活用しながら支援を行う。 

具体的には、出展や商品開発等を支援する補助制度（県地域資源産業活性化ファンド、市イ

ノベーション支援事業等）や、ＩＴ活用や商品開発等を効果的に進めるための専門家派遣制度

（ミラサポ、県経営力強化アドバイザー等）の活用など需要開拓の取り組みを支援する。また、

需要開拓が思うように進まない事業者に対しては、専門家派遣制度を活用して商品改良やデザ

イン改良等を指導するなど需要開拓に向けて継続的な支援を行う。 

その他の小規模事業者についても市場ニーズを踏まえた創意工夫による需要開拓への取り

組みを拡大するため持続化補助金等の活用支援を進め、需要開拓が計画的で効果的に進められ

るよう必要に応じて専門家等と連携するなど、伴走型の支援により広く小規模事業者の持続的

発展につなげて行く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【需要開拓支援イメージ図】 
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 ＜新たな需要開拓支援の効果＞ 

需要開拓への取り組みに積極的な事業者が限られる中で、魅力的な商品やサービスがあるこ

とを再認識し、小規模事業者に広く新たな需要開拓の必要性を啓発すると共に、需要開拓の可

能性を提案することにより、事業者の持続的発展に向けた取り組みを促進することができる。

小規模事業者の需要開拓は、ノウハウやマンパワーの不足、資金の問題から独自に取り組む

のは難しく、県や浜田市等の設ける出展機会の情報提供や出展支援、補助制度活用支援は、競

争力のある資源や技術を持つ小規模事業者の需要開拓に大きく寄与する。 

  また、魅力ある商品づくりやＩＴを活用した情報発信は需要開拓に不可欠であり、支援シス

テムや専門家派遣制度の活用により、取り組みの遅れている小規模事業者の需要開拓に貢献

できる。また、行政等の関係機関との連携など商工会が幅広いネットワークを活用し伴走型

の支援を行うことにより効果的な需要開拓につながり支援の効果が期待できる。 

 

 ＜目標＞ 

  支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

需要開拓の啓発、提案を行った事

業者数 
- 30 30 30 30 30

ＳＨＩＦＴ等ＩＴを活用した情報

発信を支援した事業者数 
- 15 15 20 20 20

県・市等との連携による需要開拓

支援事業者数 
4 10 10 15 15 15

施策を活用して需要開拓を支援し

た事業者数 
- 20 20 20 20 20

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組                       

 

１．地域経済活性化事業   

 

 ＜これまでの取り組み＞ 

  浜田市は、旧市町村単位で自治区制を採用し、自治区毎に個性を活かしたまちづくりを進め

ており、当商工会も支所毎に、市各支所と連携をとり地域活性化事業に取り組んでいる。これ

まで、観光振興や地域資源活用支援などに取り組むと共に、地域産品の需要開拓やにぎわい創

出のためのイベント開催や運営支援も行っている。また、今年度は、三隅支所で「地域内資金

循環等新事業検討事業」を実施し、女性の視点を活かした地域活性化をテーマに人材育成と新

事業開発に取り組んでいる。 

  一方、島根県立大学と連携した「浜田を元気にするアイデアコンテスト」をはまだ産業振興

機構等と共催するなどの取り組みも行っている。 

 

＜現状における課題＞ 

  人口減少や高齢化、行政合併等による地域活性化の担い手不足や地域の活力低下が問題とな

っている。また、従来からのイベント事業では一時的なにぎわい創出にとどまる傾向にあり、

いかに地域経済の活性化につなげるかが課題となっている。 

 

＜本計画において取り組む内容＞ 

行政と連携して地域経済活性化に取り組むと共に、地域の特徴を活かして地域経済活性化に
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つながる人材育成や協力体制の構築を進める。イベント等事業も地域内資金循環や外貨獲得に

つながるよう地域経済の活性化を意識した取り組みとして内容の質的向上を図る。 

 

 （1）行政と連携した地域経済活性化の検討と取り組み 

   当商工会には 5つの支所があり、山あり海あり、自然も地域資源も豊富で、地域の特徴を

活かした活性化策が求められる。そこで、市の各支所と地域経済活性化を検討する場を持つ

と共に、市や地域の活性化グループ、事業者団体等と連携して事業の推進を行う。 

   特に、温泉活用や観光振興、6次産業化、地域資源を活用した商品開発、地域の情報発信

等が課題となっており、小規模事業者の持続的発展につながるよう積極的に取り組む。 

 

 （2）地域内資金循環等新事業検討の取り組み 

   地域の小規模事業者等が連携して、地域内で資金を循環する又は地域外から資金を呼び込

むための新事業開発を検討する取り組みを行い、新たな事業創出の芽を育てる。今後、各地

区で順次委員会を組織し地域内資金循環等新事業の検討を行い、新事業の創出と需要開拓に

よる地域経済活性化につなげる。 

   また、若者のアイデアを活かした地域活性化策を検討するためのコンテストについても、

島根県立大学やはまだ産業振興機構と連携を取りながら継続する。 

 

 （3）需要開拓とにぎわい創出のためのイベント運営支援 

   地域活性化の観点から各地区で実施されている産業祭等の運営支援を行う。こうしたイベ

ントは、行政やＪＡ、地域の活性化グループ等が連携して実施されており、地域の連帯意識

の醸成やにぎわい創出の意味からも継続して行く必要がある。 

   一方、商工会青年部が石見神楽をメインに地域食材を活用した屋台村を展開する新しいイ

ベント（石見のまんなか神楽市）を実施しており、観光客誘致や地域資源活用、需要開拓と

いった意味からも意義深く引き続き支援すると共に、他のイベント事業にもにぎわい創出だ

けでなく地域経済活性化につなげる視点を反映させて行く。 

 

＜地域経済活性化事業の効果＞ 

   人口減少や高齢化が進み地域の疲弊感が高まる中、地域経済活性化の方向について行政等

と一緒に検討することにより事業推進の協力体制が構築できる。また、広域合併した市町村、

商工会であるが故、支所ごとに地域の特徴を活かした取り組みを進めることにより一体感も

醸成され効果的な事業推進が期待できる。 

   同様に、商工会でも各地域の特徴を活かした地域内資金循環等の新事業を検討することに

より、新たな事業創出と需要開拓につなげ地域経済活性化に貢献できる。 

   また、イベント運営支援は、地域の連帯感醸成といった意義があるが、単に一時的なにぎ

わい創出に止まることなく、交流人口の増加や新たな需要開拓につながる展開を考えること

により地域経済の活性化を図ることができる。 

 

 ＜目標＞ 

取組項目 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

行政と連携して地域経済活性化に

取り組む支所数 
3 5 5 5 5 5

地域内資金循環等事業検討に取り

組む支所数 
1 1 1 1 1 -
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需要開拓を目指して運営支援した

イベント数 
6 6 6 6 6 6

 

 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援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、年 2回、地域毎に開催する連絡会議や経営支援リーダー会議にお

いて、他の商工会と小規模事業者や需要の動向について情報交換し、支援に役立つ情報の

収集を行う。 

   

 （2）日本政策金融公庫、島根県信用保証協会との支援ノウハウ等の情報交換の実施 

   日本政策金融公庫、信用保証協会が支店管内の商工団体を対象に実施する協議会、研修会

において、支援ノウハウ等の情報交換を行うと共に、小規模事業者や需要の動向について情

報交換し、支援に役立つ情報の収集を行う。 

 

 （3）島根県商工労政事務所、しまね産業振興財団との支援ノウハウ等の情報交換会の開催 

   県商工労政事務所および産業振興財団と情報交換会を開催し、支援状況や支援ノウハウ、

小規模事業者や需要の動向について情報交換し、支援に役立つ情報の収集を行う。 

 

 （4）浜田市中小企業支援連絡会議での支援ノウハウ等の情報交換の実施 

   浜田市が、効果的な支援のために毎月実施する連絡会議において、県、ハローワーク、産

業振興財団、定住財団、商工会議所等と支援ノウハウ、小規模事業者や需要の動向につい

て情報交換し、支援に役立つ情報の収集を行う。 

 

 （5）はまだ産業振興機構、広島市場開拓室、広島ＰＲセンターとの情報交換会の開催 

   首都圏等へ販路開拓を進めるはまだ産業振興機構、広島への販路開拓を進める広島市場開

拓室、広島からの観光客誘致・交流人口拡大を進める広島ＰＲセンターとの情報交換の場

を設け、それぞれの支援状況や支援ノウハウ、市場の需要動向、需要開拓の可能性等につ

いて情報交換し、支援に役立つ情報の収集を行う。 

 

 （6）専門家との積極的な情報交換の実施 

   専門家派遣事業等により専門家を招聘した時に、対象企業の支援にとどまらず、積極的に

支援ノウハウ等の情報交換を行うと共に、市場の需要動向や新たな需要開拓等の支援に役立

つ情報の収集を行う。 

 

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・商工会議所主催の「島根県経営指導員等研修会」について、特に、

計画策定や需要開拓、利益確保につながる支援ノウハウの習得を中心に年間受講計画を策

定、受講し、支援能力の向上を図る。 
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  ②指導職員（補助員、記帳専任職員等）も必要に応じて「島根県経営指導員等研修会」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」等を受講し、支援能力の

向上を図る。 

 

  ③島根県商工会連合会主催の研修会で実施される各地区経営指導員の経営支援事例発表や

中国ブロック経営指導員等研修会で実施される各県の経営支援事例発表に経営指導員を出

席させ、実践的な支援ノウハウの習得に役立てる。 

 

  ④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

の高度化・多様化するニーズに対応し提案型指導ができるよう必要な知識の習得に努める。

 

⑤県や関係機関が主催する「販路開拓セミナー」や「ブランド化セミナー」、「6次産業化セ

ミナー」等に積極的に参加し、売れる商品づくりや販路開拓の手法等のノウハウを習得し、

支援能力の向上を図る。 

 

⑥経営支援課長が各支所の支援状況を把握し、効果的な支援につなげるための助言を行い、

必要に応じて共同で支援するなどＯＪＴによる支援能力向上を行う。また、支所内において

も経営指導員が記帳専任職員等に経営分析や経営指導に係る助言を行い、ＯＪＴによる支援

能力の向上を図る。（参考：組織体制図は別表 2のとおり） 

 

 （2）支援ノウハウおよ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経営指導員は、毎月経営支援会議を開催し、それぞれの支援状況や課題、習得した支援ノ

ウハウ、市場動向等について報告し、情報の共有を行う。また、それぞれの知識や経験に基

づき助言や提案等意見交換を行い相互の支援能力向上につなげる。 

 

  ②各支所内の支援業務等において収集した小規模事業者等の経営状況や課題等について、経

営指導員と記帳専任職員等は積極的に情報共有を行い、効果的な支援と支援能力向上につな

げる。また、記帳専任職員等は、女性の視点を活かした商品づくりや売上拡大策を提案する

など経営指導員と積極的に情報意見交換を行う。 

 

  ③指導職員（補助員、記帳専任職員等）は、四半期毎に指導職員会議を開催し、支援ノウハ

ウの共有を行うと共に、必要に応じて経営指導員等を講師に経営分析結果の活用や小規模事

業者の利益確保等につながるノウハウ習得のための研修を実施する。 

 

  ④各職員の経営支援状況は、全国連が運用する「小規模事業者支援システム」上のカルテに

記入し、小規模事業者等の経営状況や支援内容等の情報共有を行う。また、「経営分析シス

テム」を活用して経営状況の分析を行い、分析結果の共有により効果的な支援につなげる。

 

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   

 

  経営発達支援事業の効果的な実施のため、計画した事業の実施状況およびその成果につい

て、毎年度、評価・見直しを行う。 

評価・見直しの方法は次のとおりとし、内部評価にとどまらず、外部有識者による評価委員
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会による評価も実施する。また、評価・見直し結果を公表するなど、有効な事業推進の仕組み

を構築する。 

 

 （1）事務局内評価会議の開催による評価・見直し 

   四半期ごとに、事務局長、業務管理課長、経営支援課長および経営指導員によって構成す

る評価会議を開催し、事業の実施状況、成果、問題点等について確認、検討し、事業推進方

法等の見直しを行う。 

 

 （2）監査会への報告と評価・見直し 

   年 2 回開催される商工会の業務監査において、事業の実施状況および成果について報告す

ると共に、監査会の評価・意見を受けて事業推進方法等の見直しを行う。 

 

 （3）外部評価の実施 

   外部有識者による評価委員会を設置し、毎年度、計画した経営発達支援事業の実施状況お

よび成果について、評価・見直し案の提示を受ける。 

   評価委員は、地域の産業政策や企業支援に関して豊富な経験、幅広い知見を有する者を選

定する。 

  ・想定する外部評価委員：島根県、浜田市、しまね産業振興財団、日本政策金融公庫、島根

県信用保証協会、島根県商工会連合会など 

 

 （4）理事会への報告と評価・見直し 

   毎年度、商工会の理事会において、事業の実施状況および成果について、監査会、外部評

価委員会の評価・意見・見直し案を含めて報告し、理事会としての評価・見直し方針を決定

し、新年度の事業に反映させる。 

 

 （5）評価・見直し結果の公表 

   事業の成果・評価・見直しの結果について、会報等により管内企業に情報発信すると共に、

石央商工会のホームページ（http://seki-ou.shoko-shimane.or.jp/）において計画期間中

公表し、小規模事業者等が常に閲覧可能な状況にし、実効性と透明性の高い事業推進を行う。
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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 8 月現在）

（１）組織体制 

 

経営発達支援事業は、今後の商工会業務の中核となるものであり、組織全体で考え方や目標、

実施項目等を共有し取り組む方針である。 

 

 組織体制については、下図（組織体制図）に示すとおり、事務局長が全体を統括し、業務管理

課（3名）は業務管理や会計管理を行うと共に、経営支援課（5支所 14 名）の業務をサポートす

る。 

 

 経営発達支援事業の推進にあたって中心的な役割は経営支援課が担う。現在、経営改善普及事

業についても経営支援課が中心的な役割を果たしており、経営改善普及事業において把握した地

域や企業の動向、経営支援ノウハウを活かしてよりレベルの高い支援につなげて行く。 

 

これらの業務を効果的に実施するためには、各支所との情報共有や連携、実施状況のチェッ

ク・見直しが重要となり、中小企業診断士の資格を有する経営支援課長が統括し事業を推進する。

 

 各支所においては、各経営指導員が責任者として記帳専任職員等と地域や企業の情報を共有

し、地域の特性を勘案しながら協力して効果的な支援を行う。 

 

■組織体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※当会は 5 つの事務所を有し、浜田市金城町にある本所内に金城支所、その他の 4 つの地区にそれぞれ旭支所、国府

支所、三隅支所、弥栄支所を置いている。 

 

＜本所＞ 【職員数】（合計18名）

　・事務局長

　・経営指導員

　・補助員

　・記帳専任職員

　・記帳指導職員

　・臨時職員

【業務管理課】 【経営支援課】

・業務管理課長 ・経営支援課長

　（経営指導員） 　（経営指導員）

　（中小企業診断士）

・補助員 ＜金城支所＞ ＜旭支所＞ ＜国府支所＞ ＜三隅支所＞ ＜弥栄支所＞

・補助員 ・経営指導員 ・経営指導員 ・経営指導員 ・経営指導員 ・経営指導員

・記帳専任職員 ・記帳専任職員 ・記帳専任職員 ・記帳専任職員 ・記帳専任職員

・記帳指導職員 ・臨時職員 ・臨時職員

（経営改善普及事業および経営発達支援事業の中心的な役割）

・事務局長（全体統括）

（業務管理、会計管理、
経営指導員の補助等）

1名

7名

2名

5名

1名

2名　
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＜経営支援課と支所の関係＞ 

当会は、現在、各支所（5支所）に経営指導員 1名と記帳専任職員 1名等を配置し、経営改

善普及事業を中心に業務を行っている。 

この 5つの支所の職員と経営支援課長で「経営支援課」を構成しており、当会の支援エリア

が極めて広域であることから経営支援業務をエリア毎に分担する形をとっている。 

経営支援課長が全体を統括し、質の高い支援ができるよう各支所に対して指導・助言を行う

と共に、事業実施の進捗管理等を行っている。また、支所内においては、経営指導員が中心と

なり記帳専任職員等と協力して管轄エリアの経営支援を行っている。 

この経営発達支援計画についても同様に「経営支援課」が中心的な役割を果たすことになり、

経営支援課長が統括的な役割を果たし、目標の達成に向けて事業をコーディネートすると共に

各支所への指導・助言を行う。各支所では、それぞれ経営指導員を中心に効果的な事業実施に

取り組むとともに、支援ノウハウや各種情報の共有等共同実施が可能な事業については経営支

援課全体で取り組む。 

 

＜5支所間の役割分担＞ 

前述のとおり、5つの支所は、役割分担ではなく業務をエリアで分担しており、経営支援業

務や経営発達支援事業においてそれぞれ同様の役割を果たすこととしている。一方、経営支援

課長が全体の統括、事業コーディネート、各支所の指導・助言といった役割を果たし、当会と

して効果的な事業実施ができる仕組みを構築している。 

 

 

（２）連絡先 

 

 当会では、小規模事業者が直接相談等を行うことのできる窓口を、各本支所（5ヶ所）に設置

している。それぞれの連絡先は次のとおり。 

 

 ＝石央商工会＝ 

【本    所】〒697-0121 浜田市金城町下来原 1409-2  TEL：0855-42-0070 FAX：0855-42-1783
【旭 支 所】〒697-0425 浜田市旭町今市 627-4     TEL：0855-45-0056 FAX：0855-45-0339

【国府支所】〒697-0003 浜田市国分町 2205-16     TEL：0855-28-0109 FAX：0855-28-1997

【三隅支所】〒699-3212 浜田市三隅町向野田 3150    TEL：0855-32-0214 FAX：0855-32-2541

【弥栄支所】〒697-1122 浜田市弥栄町木都賀ｲ 588   TEL：0855-48-2130 FAX：0855-48-2928

 

ホームページアドレス：http://seki-ou.shoko-shimane.or.jp/ 
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（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） 

 
27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

必要な資金の額 101,139 101,420 101,420 101,420 101,420

 

 

・経営改善普及

事業費 

・景況調査費 

・総合振興費 

・商工振興費 

・観光振興費 

 

 

 

 

95,723 

 

66 

4,500 

700 

150 

 

96,000

70

4,500

700

150

 

96,000

70

4,500

700

150

 

96,000 

 

70 

4,500 

700 

150 

 

96,000

70

4,500

700

150

（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 

 

必要な資金の調達は、会費・手数料、国補助金、県補助金、市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．「３.事業計画策定支援」「４．事業計画策定後の実施支援」「５．需要動向調査」での連携 

～創業支援事業で関係機関と連携して創業支援（計画策定、実施支援）を行う。 

２．「６.新たな需要開拓の支援」での連携 

～首都圏等への需要開拓、広島市への需要開拓で関係機関と連携して取り組む。 

連携者及びその役割 

＜連携者＞ 連携者の氏名又は名称、住所及び電話番号は以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜連携者の役割＞ 役割は「連携体制図」に記載する。 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○浜田市… ・はまだ産業振興機構～商談会等の開催、首都圏等への販路開拓支援
（浜田市、浜田商工会議所、石央商工会で構成）

・広島市場開拓室～市場ニーズ把握、広島への販路開拓支援

・広島ＰＲセンター～商品企画・ニーズ把握等支援、観光客誘致支援

○島根県… ・しまねブランド推進課～ブランド化等研修会開催、展示会等出展支援

○島根県商工会連合会…　販路開拓研修会開催、展示会等出展支援
↑

↓
連携

●石央商工会～研修会等情報提供、展示会等出展支援、販路開拓支援

6．新たな需要開拓の支援

＜連携の必要性と効果＞ 

いずれの事業も専門性が高く経験やネ

ットワークが必要である。今回連携を予定

する機関は各分野において専門的に支

援を行ってきており、連携することにより

各々の支援ノウハウやネットワークが活用

でき、多面的でより効果的な支援を行うこ

とが期待できる。 

 特に需要開拓支援については、連携す

ることでより幅広い情報収集と販路開拓が

可能となり、各機関の知恵・情報・行動力

を結集することにより効果が期待できる。 

■浜田市起業支援連絡会

＜情報共有によるワンストップ支援＞

○浜田市～創業支援セミナー開催
↑

↓
連携

●石央商工会～個別相談支援、専門家による支援

○浜田商工会議所～個別相談支援、専門家による支援

○島根県商工会連合会～個別相談支援、専門家による支援

○ しまね産業振興財団～個別相談支援、専門家による支援

インキュベーション施設支援
↑

↓
連携

＜起業相談アドバイザー＞

市内金融機関～創業支援セミナー講師、資金調達支援

3．4．5．事業計画の策定・実施・需要動向調査支援

3．4．5． 6．

○ ○ 浜田市殿町1
○ 浜田市殿町1
○ 松江市殿町1

○ ○ 松江市母衣町55-4
○ 松江市北陵町1
○ ○ 浜田市殿町124-2

名称

石飛善和
山崎征爾

浜田商工会議所 岩谷百合雄

 0855-25-9500
 0855-25-9502

0855-22-3025

0852-22-5128
0852-21-0651
0852-60-5111

島根県商工会連合会
（財）しまね産業振興財団

溝口善兵衛島根県

住所 電話番号
連携内容

久保田章市
近重哲夫はまだ産業振興機構

代表者氏名

浜田市


