
経営発達支援計画の概要 
実施者名 

(法人番号) 
雲南市商工会 （法人番号 6280005006463） 

実施期間 平成 30年 4月 1日 ～ 平成 35年 3月 31日（5年間） 

目標 

 雲南市商工会は雲南市や島根県商工会連合会等関係支援機関と連携しながら小規模事業者

の成長及び持続的発展を積極的に支援していく。地元購買力の市外流出による影響が著しい

小売業、食料品製造業、宿泊・飲食サービス業を重点支援先とし、経営力強化および販路開

拓を支援して地域内消費の拡大と外貨獲得を目指すほか、市、その他支援機関と連携して円

滑な事業承継・創業を実現し地域経済の活性化を図る。 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業 

1.地域の経済動向調査 

地域の経済動向について中小企業景況調査を実施し、業種別の経営状況と傾向を把

握するほか、各種統計データを収集して小規模事業者に情報提供するなど、支援を行

う小規模事業者及び地域の状況を把握し、的確な支援に繋げる。 

2.経営状況の分析 

ローカルベンチマークを活用して小規模事業者の財務面及び非財務の両視点から多

面的に分析を行い、事業者にフィードバックして事業計画の策定と実行に繋げる。 

3.事業計画策定支援 

地域の経済動向調査、経営状況分析、需要動向調査等の結果を踏まえ、それぞれ小

規模事業者にあった実行性の高い事業計画の策定を支援する。 

4.事業計画策定後の実施支援 

計画策定後、定期的な巡回訪問を通じて計画の進捗状況等を確認、PDCA サイクルの

導入により計画の実行性と実現性を高め、小規模事業者の持続的発展を図る。 

5.需要動向調査 

  消費者・バイヤー等買い手が何を求めているのか、どのようなニーズがあるのかを知

り、マーケットインの考え方で商品開発や販路開拓、サービスの改善ができるよう買い

手への各種調査を実施する。 

6.新たな需要の開拓に寄与する事業 

市内小規模事業者を中心とした商工業者のポータルサイトを構築、それを軸に地域

内循環と地域内調達の仕組みを構築して市民の消費喚起を促し、地域内消費の拡大を

図る。 

また、近隣で開催される商談会を中心に出展支援し、新たな需要の開拓に繋げる。 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

雲南市等と連携して雲南市の“顔”を形成すべく中心市街地エリアに商業集積を図

るほか既存商店街の商業振興を図ってまちに賑わいを創出する。また、雲南市農商工

連携協議会と連携して地域資源を活用した商品開発や販路拡大を行い、地域経済の活

性化を図る。 

連絡先 

〒690-2404 島根県雲南市三刀屋町三刀屋 274-10 

TEL 0854-45-2405  FAX 0854-45-2446 

URL http://un-nan.shoko-shimane.or.jp 

E-mail un-nan@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 

１．地域の概況 
 雲南市は平成 16年に大東町、加茂

町、木次町、吉田村、掛合町の 6 町

村が合併し誕生した新しい市であ

る。 

 古事記の舞台となった地域であ

り、ヤマタノオロチにちなんだ神話

が伝えられ、また、日本さくら百選

に選ばれた観光名所であるなど歴史

と文化、自然の各分野にバランスの

良い地域資源を有している。 

 

当市は面積 553k ㎡で島根県の総面

積の約 8％を占め、その大半が林野で

ある。人口は約 38,000人で、合併時

から約 6,500 人が減少した。これは

少子高齢化による自然減と転出が転

入を大きく上回る社会

減が主な原因とされて

いる（第 2次雲南市総合

計画より）。国立社会保

障・人口問題研究所の調

査によると、約 20年後

の 2040 年の総人口は

27,000人、このうち 15

歳以上 65歳未満の生産

年齢人口は現状より約

7,000 人 も 少 な い

13,000 人になると推計

されている。 

 

当市は県都松江市と出雲市に隣接しており、交通・商圏面において 2市と繋がりがあ

る。また、平成 27 年 3 月には中国横断自動車道尾道松江線が全線開通し、市内旧町村

の生活の利便性が向上したほか、山陽方面と高速道路で結ばれたことによりまちの中心

部である木次・三刀屋インター付近のガソリンスタンドや飲食店を中心に山陽方面から

のお客様が増加するなど、産業を中心とした更なる交流の促進が期待されている。 
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２．雲南市の産業 
（１）産業構造 

 右のグラフは平成 29 年 4 月 1 日現在の雲南市における

業種構成を示したものである。当市産業の業種構成は、建

設業が 657事業所で全体の 30%を占めている。次いで卸・

小売業が 572 事業所（26％）、製造業 250 事業所（11％）

と続いている。 

 

当市産業の業種別売上高（左下図）は、製造業が 496億

円で全体の約 40％を占め、次いで卸・小売業が 253 億円

（20％）となっており、全体の約 60％となっている。 

当市はこれまで製造業の企業誘致に力を入れており、ホ

シザキ㈱島根工場、パナソニック ESソーラーシステム

製造㈱、日本コルマー㈱出雲工場など当地域にとって

は大規模な製造業工場が立地してきた。現在も中国横

断道尾道松江線の加茂バスストップ周辺に新たな工業

団地の建設が計画されるなど、新たな雇用創出に伴う

人口増加をはじめ、小売店、飲食店等にとっても販路

拡大のチャンスとなることが期待されている。 

 

（２）事業所数の推移 

 雲南市のこれまでの事業所数の推移をみると、合併

により雲南市が誕生した平成 16 年から平成 29 年まで

の間に 172 事業所が減少した（減少率 7.5％）。また、

同時期の市内人口は約 6,500人が減少（減少率 14％）し、特に吉田町、掛合町など山間

部の人口減少が急速に進んでいる。今後は人口減少、少子高齢化により市内全域におけ

る需要の縮小が懸念され、当地域内での事業活動がより厳しくなり、更なる事業者の減

少が懸念される。 

 

 

３．当地域の小規模事業者の状況 
（１）小規模事業者の業種別割合 

 市内の小規模事業者数は、平成 29 年 4 月 1 日現在で

2,011 事業所となっており、市町村合併により雲南市が

誕生した平成 16年と比較して 175事業所が減少した（減

少率 8％）。 

業種別割合を見ると、建設業が最も多く 644 事業所で

全体の 32％を占めている。次いで小売業が 511 事業所

（25％）、サービス業 415 事業所（20％）、製造業 227

（11％）と続いている。サービス業の内訳では、飲食店

および宿泊業 147（7％）、生活関連サービス業 182（9％）、

他に分類されないサービス業 84（4％）などとなっている。 

建設業

657（30%）

卸・小売業

572（27%）

製造業

250（12%）

生活関連ｻｰﾋﾞｽ業

190（9%）

宿泊業・飲食サー

ビス業152(7%)

他に分類されない

サービス業93(4%)

その他234 （11%）

当市産業の業種別事業所数及び構成
（カッコ内の数字は総数に対する割合）

H29.4.1
(N=2,148)

建設業644
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ﾋﾞｽ業147
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いｻｰﾋﾞｽ業

84（4%）

その他
11%

雲南市の小規模事業者数
（カッコ内の数字は総数に対する割合）

H29.4.1
(N=2,011)

 

製造業

496億円

（39%）

卸・小売業

253億円

（20%）

建設業

212億円

（16%）

複合ｻｰﾋﾞｽ業

101億円

（8%）

医療・福祉

86億円（7%）

その他132億円

（10%）

当市の業種別売上高
（カッコ内の数字は総額に対する割合）

総額 1,280 億

円 
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（２）業種ごとの特徴 

＜建設業＞ 

雲南市として都市計画に従い進められてきた高速道との結節点、国道の改良、市庁舎

の建設といった大型の公共工事も一段落し、現在、大きな公共工事としては病院の建て

替えが進められている程度である。 

全般的に、かつてに比べ管内の公共工事は大きく減少してきている。市の小規模修繕

工事などの公共工事の発注もあるが、多くの事業者に仕事が波及するまでには至ってい

ない。特に大工、左官等を含めた建設業者数は小規模事業者のなかでも最も割合が多く、

これらの建築業者の多くが市外の松江市や出雲市に仕事を求めている現状がある。 

 

＜卸・小売業＞ 

市内旧町村単位に小規模な商業集積を有し、近隣型の小規模商圏を形成している。 

そうした店の多くは家族経営の小規模な小売店であり、顧客は町内など近隣からの顧

客に限られている。また、そうしたなかにあって、市内中心部の木次、三刀屋地域の一

部には比較的規模の大きな小売店が存在する。スーパー、ホームセンター、ドラッグス

トア、家電量販店等であり、店舗面積は共同店舗の外は多くが 500㎡から 1,000㎡まで

で、顧客の多くは市内からである。 

現在の市内の商業地図は、こうした中規模および大規模店と、コンビニエンスストア、

そして小規模小売店の三層構造といった形になっている。このほか市内小売店における

特異な取り組みとして、周辺部の中山間地域にあって住民組織で小売店を誘致し地域の

商業機能を維持する取り組みや、同様に中山間地域で高齢者宅等に移動販売を行い、併

せて見守り活動も実施するなど、地域の生活機能と商業機能維持の双方を同時に実施す

る継続的な取り組みを行なっている事例がある。 

 

＜製造業＞ 

 電子部品製造、機械金属加工、自動車部品製造等といった大手メーカーの加工工場や

下請工場などの誘致企業が多く立地するほか、麺類、乳製品、醤油、農産加工品といっ

た地場の製造企業も数多く存在する。これらの企業は誘致企業の場合、メーカーの経営

判断や景気の影響を受けやすいものの、現在は全般に堅調な操業が続いている。   

また、地場の製造業である食料品製造業等については、全国的にブランドを形成して

いる企業もあるが、全体に事業規模が小さく販路も限定されている。雲南市の自然環境

や地域資源等を活かした商品開発や販路開拓等の取り組みにより事業拡大の可能性が

十分にあると思われる。 

 

＜飲食店および宿泊業＞ 

飲食店についてその規模をみると、市内の飲食店の 9 割近くが従業員 10 人未満の事

業所であり、そのうち家族経営が 7割以上を占める。顧客は市内の近隣顧客が中心であ

る。現状としては、外食を減らすなど消費手控えの影響を強く受け、総じて売上は減少

傾向が続く。市内で中心市街地と位置付けられる三刀屋町三刀屋から木次町下熊谷にか

けての地域は、飲食店をはじめとした出店が比較的多い地域であり、市外からチェーン

店を出店し集客を図っているケースもある。市全体として業態の変化が感じられ、まん

べんなくメニューを揃えた従来型のレストランについては姿を消しつつある。 

宿泊業については、民泊も含めた宿泊業者が 20 社程度あり、このうち 8 割が小規模
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事業者である。利用顧客数も一日平均 4人までのところが多く、客数の減少、施設設備

の老朽化に直面している。観光目的の利用が限られるなかでは宴会顧客を増やすことに

重点が置かれている。 

 

＜サービス業＞ 

 生活関連サービス業のほか、その他のサービス業については近年、理美容、エステテ

ィックサロン等の出店が目立っており、顧客獲得に向けた競争が一段と激しくなってい

る。自動車整備業やガソリンスタンド等についても、顧客の車離れや低価格志向から売

上は減少気味である。クリーニング業についても自宅で洗える衣類の増加や低価格競争

などから売上は逓減、こうした企業については設備投資等に対する負担感が募っている

現状がある。 

 

 

４．当地域の課題 
（１）地元購買力の市外流出抑制によるダム効果の発揮と賑わいの創出 

当市は松江市と出雲市に隣接していること、また、高速道が開通したことによって比

較的短時間で域外へアクセスすることができるようになり、買回り品や外食を中心とし

た地元購買力が市外へ流出している。 

平成 28 年度に島根県商工会連合会と連携して実施した「島根県商勢圏実態調査（県

内消費者を対象としたお買い物調査）」結果における出雲市及び松江市への購買力流出

率を見ると、食料品や日用雑貨等の最寄品は全体で 12％と他の商品と比較して低く、市

民の地元購買志向は強い。しかしこれは市外の大手資本（大手スーパー、ホームセンタ

ー、ドラッグストア、コンビニ等）の当市への進出による影響もあり、昔ながらの地域

小売店は厳しい環境に晒されている。 

一方、衣料品や靴・バッグ・装飾品等の買回り品や外食における市外への購買力流出

率は非常に高く、市内中山間地域における流出率は 50％を超えている。 

 雲南市はこの地元購買力の流出を抑制するため、中心市街地活性化基本計画を策定

（平成 28 年 11 月に内閣府が認定）、官民協働で商業としての「まちの顔」を形成し魅

力ある商業振興を図ることとした。このことにより、地元購買力のダム効果を発揮（地

域内消費を拡大）するとともに周辺地域からの来訪者の流入、外貨獲得を狙う。 

本計画の中で、当会が中心となって地元商業者による新しい商業集積や魅力的な商業

振興事業を展開して活気と賑わいを創出し、既存商業者や商店街へ波及させていくこと

が期待されている。 

 

（２）関係機関との連携による円滑な事業承継の推進 

 当市の事業所数は年々減少しており、特に中山間地域の小売店、飲食店は事業主の高

齢化と後継者不足による廃業が目立っている。 

 また、平成 29 年 3 月に雲南市と共同で実施した事業承継に関するアンケートにおい

て、市内の現事業主の年齢が 65 歳以上であるとする事業者が半数を超えており、事業

承継を考えている事業者の 8 割以上が 10 年以内の承継を考えていることが調査結果か

らわかった。 

中小企業白書によると、全国で年間 29 万社が廃業しており、このうち後継者不在を
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第 1 の理由とする廃業が 7 万社、このことによる雇用の喪失は毎年 20 万～35 万人にの

ぼると推定され、企業数の減少の背景には事業承継の問題が大きく影響していると考え

られる。 

また、全国的に経営者の高齢化が進んでおり平成 29 年（2017 年）の帝国データバン

クの調査によると、島根県における経営者の平均年齢は 60.8 歳で、過去最高を記録し

た全国平均 59.3歳を上回り全国で 3位となっている。 

当市においても経営者の高齢化が進む中で、多くの経営者はいずれ自身の引退と次世

代への承継に直面することになる。この事業承継が円滑に進まない場合は事業所数の減

少が加速していく恐れがあり、地域における雇用の喪失のみならず、事業者が保有して

いる技術や知的資産の喪失によって地域経済が大きく衰退していくことが懸念される。 

 このような中、雲南市（産業振興センター）は平成 27 年 3 月に策定したまちづくり

計画「第 2次雲南市総合計画」の中で事業承継（及び創業支援）を重点施策の 1つに掲

げ、当会や民間の専門支援機関、地元金融機関等と連携して進めていくこととした。 

 本計画の中で当会は、当会が保有している様々な事業所情報を基に各事業所が抱えて

いる問題・課題を抽出し、その解決に向けて上記関係機関と連携して推進していくこと

が期待されている。 

 

 上記、当地域の課題（１）及び（２）における当会の役割を踏まえ、今後、当会が重

点支援していく必要のある業種を次のとおり定め、関係機関、専門家等と連携して伴走

支援する。 

 ▸ 主に最寄品・買回り品を取り扱っている小売業 

▸ 宿泊・飲食サービス業 

 ▸ 食料品製造業 

 ▸ 若手経営者・後継者がいる小規模事業者 

 

 

 

５．雲南市の産業振興の方向性（ビジョン） 
 雲南市は平成 27 年 3 月、第 2 次雲南市総合計画（H27～H36）における産業振興につ

いて「第 2次雲南市産業振興ビジョン」を策定し、雲南市の経済産業活力を高めるため、

次の展開シナリオを設定した。 

 

＜第 2次雲南市産業振興ビジョンの展開シナリオ＞ 

（１）経済規模の縮小を克服する ⇒ 外貨獲得型産業を伸ばす 

 ・本市産業を牽引する製造業の振興を図る。 

 ・中心市街地の賑わいづくりにより商業の振興を図る。 

・産業において大きな成長要因を有する観光産業の振興を図る。 

 

（２）経済構造の弱みを克服する ⇒ 地域内循環型産業を再興する 

・中心市街地の賑わいづくりにより商業の振興を図る。 

・原材料の市内調達等により産業の重層化を確立する。 

・農商工連携の充実により農業振興を図る。 



- 6 - 

 

・木質バイオマス活用によりエネルギーの地産地消を進める。 

 

（３）優れた人材を確保育成する ⇒ 市内外の人材確保と育成を図る 

 ・学校教育等において産業人材の育成を図る。 

・他地域・大都市部から優れた人材の確保を図る。 

・女性、高齢者等多様な人材能力の活用を図る。 

 

（４）人と財の流れを転換する ⇒ 域外流入を増大、域外流出を抑制する 

・市内の観光消費を伸ばす。 

・市外への購買力流出を抑制する。 

 

（５）地域産業の再生産性を高める ⇒ 事業承継と起業創業を支援する 

・後継人材の確保による事業承継を支援する。 

・地域の課題解決や資源活用による起業・創業を支援する。 

 

 

 

６．第 1 期の経営発達支援計画の評価 
 当会は、第 1 期（H27～29）の経営発達支援事業の全体目標を「島根県、雲南市、そ

の他関係支援機関と連携し、個別企業の経営力向上、販売促進等を継続して支援すると

ともに、創業支援、経営革新支援等の取り組みを行う」とし、小規模事業者の支援を行

ってきた。第 1期の計画では、個別事業（地域の経済動向調査、経営状況の分析、事業

計画の策定・実施支援、創業・第二創業支援、需要の開拓に寄与する事業、地域経済の

活性化に資する取組）のそれぞれについて数値で支援目標を設定して取り組んだ。その

結果、各事業における目標数値は達成することができた。 

しかしながら、地域の小規模事業者を取り巻く環境分析が十分でない中で、重点支援

の対象とすべき業種の絞り込みが十分にできていなかったこと、また、個別の支援目標

を達成することによる小規模事業者の目指すべき姿が明確に定まっていなかったこと

から、個別事業の数値目標を評価基準として、それを達成するべく事業を遂行してきた。 

その結果、各個別事業の数値目標は達成できたものの、外部評価機関である「雲南市

地域経済振興会議」では、「個社の売上や利益の伸長・確保など、もっと小規模事業者

に及ぼした直接的な効果をもって目標の達成を把握すべき」などの指摘を受けることと

なった。 

第 2期においてはこれまでの取り組みと指摘事項、そして地域の問題・課題を十分に

踏まえた上で明確な目標を掲げ、小規模事業者の「経営の発達」に資する取り組みを組

織全体で進めていく。 

 

 

 

７．中長期的な視野に立った管内小規模事業者の振興のあり方 
 上記１．～６．（地域の概況、当市の産業、小規模事業者の状況、当地域の課題、当

市のビジョン、第 1 期計画の評価）を踏まえ、「地域の総合的経済団体」かつ「小規模
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事業者にとって最も身近な支援機関」として、向こう 10 年の小規模事業者に対する振

興、支援のあり方を次のとおりとする。 

 

（１）雲南市やその他関係支援機関と連携して小売業、宿泊業・飲食サービス業、食料

品製造業を重点的に支援して魅力溢れる商業振興を展開し、地域内消費の拡大と

外貨獲得を図る。 

（２）島根県、雲南市やその他関係支援機関と連携して円滑な事業承継及び創業を支援

し、市内小規模事業者の減少に歯止めをかけ、活気溢れる事業者を創出して地域

経済の活性化を図る。 

 

 

 

８．本計画の目標（5 か年） 
当会が第 1期の経営発達支援計画を実施した平成 27年から平成 29年にかけ、雲南市

では第 2次総合計画を策定、組織と支援体制を強化して「地場産業の振興と販路開拓支

援」、「創業・事業承継支援」、「企業誘致」を重点的に推進することとした。 

また、平成 28 年 11 月には雲南市が中心市街地活性化基本計画の認定を受け、「購買

力の市外流出抑制」、「定住人口の増加」、「交流人口の増加」を目標に掲げ、商業振興を

中心に地域経済の活性化を図ることとしている。 

このように、ここ 3年で雲南市が目指そうとする産業振興の方向性がより具体的に示

され、当会をはじめとする関係支援機関との連携強化がより一層求められるようになっ

た。 

そこでこのたび、前段で再度整理した当地域の状況・課題と向こう 10 年の小規模事

業者の振興のあり方を踏まえて第 1期の事業全体の目標をより明確化し、第 2期の本計

画（5か年）の目標を次のとおり設定する。 

 

（１）地元購買力の市外流出による影響が著しい小売業、宿泊業・飲食サービス業の経

営力強化及び販路開拓支援（新規） 

 前述４．（１）の「当地域の課題」で触れたとおり、市外資本からなる大手スーパー、

ホームセンター、ドラッグストア、コンビニエンスストア等の市内及び隣接する地域へ

の進出により、当市の既存小売店、飲食店は売上の減少や廃業など大きな打撃を受けて

いる。 

 そこで当会では、小売業及び宿泊業・飲食サービス業を営む小規模事業者のビジネス

モデルを再構築して小規模事業者の持続的発展を伴走支援し、地域内消費の拡大と外貨

獲得を目指す。 

 

【数値目標】 

▸ 新たな顧客の開拓や販売方法の変更等ビジネスモデルを再構築し売上高もしく 

は利益額が支援前と比較して同等か伸長した小規模事業者数：5か年で 40件 
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（２）地域資源等を活かしたものづくりにより外貨獲得が期待できる食料品製造業の経

営力強化及び販路開拓支援（新規） 

 前述２．の「雲南市の産業構造」で触れたとおり、当市は機械・金属加工、食料品等

の製造業が産業を牽引している。中でも地域資源を活用した食料品製造業の商品開発力

は期待ができ、地域資源の活用や後述する雲南市農商工連携協議会との連携による商品

開発・販路拡大により、雲南市の魅力を域外へ発信することが可能である。 

 そこで当会では、主に食料品製造業を営む小規模事業者の新商品開発及び販路拡大を

重点的に支援し、地域内消費の拡大と外貨獲得を目指す。 

 

【数値目標】 

▸ 新たな商品の開発や顧客開拓、販売方法の変更等ビジネスモデルを再構築し、売

上高もしくは利益額が支援前と比較して同等か伸長した小規模事業者数：5 か年

で 10件 

 

 

（３）雲南市、その他支援機関との連携による事業承継及び創業支援（新規） 

 前述４．（２）の「当地域の課題」で触れたとおり、経営者の高齢化が進む中で円滑

な事業承継ができなければ事業所数の急激な減少により地域における雇用が喪失する。

あわせて事業者が保有している技術や知的資産の喪失によって地域経済が大きく衰退

していくことも懸念される。 

 そこで当会は、雲南市、その他関係支援機関と連携し、各事業所が抱えている問題・

課題に対して伴走支援し、円滑な事業承継を実現する。あわせて、雲南市で新たに創業

を希望する者を支援する。 

  

【数値目標】 

▸ 当会の支援により事業を承継した小規模事業者数：5か年で 15件 

▸ 当会の支援により創業した小規模事業者数：5か年で 25件 

 

 

 

９．目標達成に向けた方針 
 上記目標の達成に向け、当会は次の方針に基づいて小規模事業者を伴走型支援する。 

 

（１）「マーケットイン思考」の浸透と事業計画に基づいた戦略的経営の推進 

 上記 8．「目標」で掲げた小売業、宿泊・飲食サービス業を営む小規模事業者は、買い

手のニーズを踏まえた商品・サービスを「販売する、提供する」という視点が、食料品

製造小売業を営む小規模事業者は「つくる、販売する」という視点が欠けている場合が

多く、事業計画に基づいて経営している事業者も少ない。 

 そこで当会では、小規模事業者への「マーケットイン（市場や購買者など、買い手の

立場に立って買い手が必要とするものを提供していこうとすること）」の考え方を浸透

させていきながら事業計画を策定・実行する一連の取り組みを支援し、新たな需要の創

造・掘り起こしへと繋げていく。 
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円滑な事業承継の実現については、まず「継がせる者（現経営者）」と「継ぐ者（後

継者）」とのコミュニケーション強化を積極的に図りたい。その上で日常の経営課題と

事業承継上の財務・税務等の課題とを明確にして事業計画に落とし込み、「円滑な事業

の承継」と「事業の持続的発展」の両面について市や専門家と連携しながら支援する。 

 

創業者支援については、経営環境分析、ビジネスモデルの評価（市場や買い手のニー

ズとの合致、事業の新規性、成長性、継続性など）、資金繰りなどあらゆる面において

きめ細かく対応して事業計画に落とし込み、計画に基づいて経営ができるよう頻度を上

げて巡回支援する。 

 

（２）小規模事業者の支援体制の強化 

 近年、経営環境が益々厳しくなる中で小規模事業者の経営課題も複雑化している。 

 当会は、当地域の小規模事業者が安心して事業や経営課題に取り組めるよう、雲南市

や島根県商工会連合会、金融機関、専門家などの関係支援機関と連携体制を強化して支

援する。 

 また、経験豊富な職員による OJTを中心に当会職員全体のレベルアップを図り、複雑

化した経営課題に対し小規模事業者と共に取り組んでいく。 

 

（３）ベンチマーク（指標）と PDCAサイクルの導入による着実な計画実行 

 本計画は PDCAサイクルを取り入れ、ベンチマーク（指標）に基づき進捗管理を行う。 

 計画、実行、評価、見直しが一過性のものにならないよう、当会内部の会議を月次開

催して進捗状況等を確認、差異が生じれば即座に見直して対応することで目標に向けて

着実に実行する。 
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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 30年 4 月 1日～平成 35 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】 
 

＜第 1期における事業の取組と成果・評価＞ 

（１）中小企業景況調査 

当会経営指導員が製造業、建設業、小売業、サービス業の合計 20事業所に対し、調

査票に基づき売上高や利益額、資金繰りの好転、悪化等を調査、それを島根県商工会

連合会が「県全体の業種別景況観」としてとりまとめ、事業者にフィードバックした。 

 調査は四半期に 1 度、該当する事業所を巡回訪問して実施したことにより事業者と

の接触回数も増え、本調査を機に資金繰りの相談や補助金の申請に繋がるなど、小規

模事業者の持続的発展に資する取り組みに繋がった案件もあった。 

その一方で、調査対象は 4業種 20事業所で、調査結果をとりまとめて分析するには

サンプル数として十分とは言えなかった。また、事業者にフィードバックした情報が

県全体の業種別の景況観であったため、当地域の経済動向として経営に役立てること

が難しかった。 

 

（２）高速道尾道松江線開通による影響調査 

尾道松江線沿線の小売業、サービス業を中心に約 80事業者を抽出、当会職員が巡回

訪問し、高速道全線開通による影響（来店客数・売上高等の増減等）をヒアリングし、

それをとりまとめて事業者にフィードバックした。 

 平成 27 年 3 月に全線開通したため、調査初年度（H27）は大変有効な調査となり、

沿線の事業者の売上の向上や山陽方面からの来客があることがわかるなど、開通によ

る事業への影響を知り、沿線の事業者の経営状況を把握することができた。2 年目以

降は調査結果も初年度と大きな変化が見られなくなり、一部の事業者からは本調査を

継続する意義が問われ、調査に非協力的な事業者も出始めるなど調査のあり方を見直

さざるを得なくなった。 

これらのことから、今回の申請において本調査は実施しないことにする。 

 

（３）各種データの収集と提供 

県内の経済動向調査や日銀の企業短観調査、各種新聞・業界紙等の情報を小規模事

業者に提供した。 

しかし、計画を立てて組織的に実施してはおらず、各経営指導員の判断で情報提供

するにとどまった。そのため、経営指導員によって情報収集の方法や質・量に差があ

り、小規模事業者の事業計画策定等にとって有益な情報としてとりまとめ提供する観

点から徹底できなかった。 
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＜今回の申請における取り組みの方向性＞ 

 今後、小規模事業者に対する的確な支援を行い、持続的発展に繋げていくためには支

援する個社及び地域の状況をしっかりと把握し、組織全体で共有しておく必要がある。 

 そこで今回は、第 1期に行った中小企業景況調査をサンプル数を増やして実施するほ

か、国・県・市・民間企業がとりまとめた各種統計データを整理するなどして小規模事

業者に提供する。また、3 年に 1 回、島根県商工会連合会と連携して実施する商勢圏実

態調査によって市内の消費動向掴み、広く小規模事業者に情報発信したい。 

 

（１）中小企業景況調査 

1 度目の事業の評価結果及び今後の課題を踏まえ、本計画では調査対象事業所数（サ

ンプル数）を増やし、かつ、市内の景況観としてとりまとめて小規模事業者にフィード

バックするほか、地域の経済動向や事業所の経営実態を把握した上で実行可能な計画策

定及び実施に役立てる。 

 

（２）各種データの収集と提供 

1 度目の事業の評価結果及び今後の課題を踏まえ、本計画では国・県・市・民間企業

がとりまとめた各種統計データを当会職員で分担して収集し、事務局内部の会議等で情

報共有を図る。その上でホームページやメールで小規模事業者に広く情報発信するほ

か、個別相談時に業種・業態等に応じて必要なデータを提示できるようにする。 

 

 

＜本計画にて実施する事業内容＞ 

（１）中小企業景況調査（継続） 

◆事業内容 

・従来から行っている中小企業景況調査件数に 20 件を追加し、全 40 事業所を対象に

経営指導員が四半期ごとに巡回して売上高や資金繰り、採算性等について調査、市内

の経済動向としてとりまとめて事業者にフィードバックする。 

・収集した情報は島根県商工会連合会がとりまとめ、県内の景況観として事業者にフ

ィードバックするほか、当会で調査項目を絞り込み、市内の景況観としてとりまとめ

て事業者にフィードバックする。 

 

◆調査対象業種（カッコ内は現状数） 

 次の 4業種、全 40事業所とする。 

・製造業 10社（5社） 

・建設業 10社（4社） 

・小売業 10社（7社） 

・サービス業 10社（4社） 

 

◆調査項目 

・景況・業況の動向（景況感、売上高、売上単価、資金繰り、採算性） 

・設備投資の動向（計画の有無） 

・経営上の問題点（需要の停滞、売上減少、従業員の確保難、仕入単価上昇） 

・雇用情勢（過剰、適正、不足） 
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◆調査回数 

 ・年間 4回（5月、8月、11月、2月） 

 

◆調査結果（成果）の活用方法 

収集した情報は、県内及び市内の経済動向として当会ホームページや会報誌へ掲載

したり、巡回により事業者にフィードバックして事業計画の策定に活用してもらうな

ど市内の小規模事業者の経営判断材料に活用できるようにする。 

 

◆目標 

目標とする内容 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

調 査 結 果 H P 公 表 回 数 ― 4 4 4 4 4 

 

 

（２）各種データの収集と提供（継続） 

◆事業内容 

国・県・市・民間企業がとりまとめた各種統計データを各ホームページ（HP）等か

ら収集し小規模事業者との個別相談等において、業種・業態・経営状況に応じて必要

なデータを提示できるようにし、小規模事業者の計画的な経営に活かしていく。 

データ 調査項目 調査回数 

島根県経済動向調査(島根県) 県内の業種別経済動向、景況観 等 年 4回 

日銀山陰企業短観調査 

(日銀松江支店) 

島根・鳥取県内の業種別の業況判断、設備投

資判断、雇用判断 等 
年 4回 

小規模企業白書(中小企業庁) 国の支援施策、小規模事業者の成功事例等 年 12回 

(毎月テーマ

を決めて) 
日経テレコン、日経 MJ、業界

紙等 

業界のトレンド、売れ筋商品情報、新商品・

新サービス開発に関する情報 等 

 

◆調査結果（成果）の活用方法 

収集した情報は商工会事務局内部の「経営支援会議」や「業務支援会議」等で共有

した上で、当会ホームページや会報誌へ掲載するほか、個社の取り扱い商品やサービ

スの内容に応じて情報を絞り込み、適宜小規模事業者へ提供し、事業計画策定の基礎

資料とする。 

 

◆目標 

目標とする内容 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

島根県経済動向調査及び日銀山陰企業短

観調査結果 HP公表回数 
－ 4 4 4 4 4 

小規模企業白書、日経テレコン、日経 MJ、

業界紙等調査結果 HP公表回数 
－ 12 12 12 12 12 

 

 

（３）市民を対象とした商勢圏実態調査（新規） 

◆事業内容 

・島根県商工会連合会と連携し、3 年に 1 度、市民を対象に最寄品、買回り品等の消
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費動向調査を実施する。 

・市内 13,800世帯の中から無作為に 1,300世帯程度を抽出し、郵送によりアンケート

票を配付、回収して市内の消費動向を調査する。 

 

◆調査項目 

生鮮品、日用品等の最寄品や衣類、家電等の買回り品等を購入する場所と理由、

商品を購入する時に重視する点（価格、鮮度、店員の接客など） 等 

 

 ◆調査結果（成果）の活用方法 

調査結果は当地域における消費者の買い物動向として取りまとめ、小売業や飲食店

を営む小規模事業者を中心に幅広く情報提供し、事業計画策定や店づくり・品揃えの

参考資料として広く活用してもらう。 

 

◆目標 

目標とする内容 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

商 勢 圏 実 態 調 査 回 数 ― ― 1 ― ― 1 

調 査 結 果 H P 公 表 回 数 ― ― 1 ― ― 1 

 

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 
 

＜第 1期における事業の取組と成果・評価＞ 

（１）経営分析シートを用いた小規模事業者の経営分析 

小規模事業者の現状を的確に把握し、事業計画の策定・実施支援に繋げていくことを

目的として経営分析シートに基づいて小規模事業者のビジネスモデル、強み、独自技術

等について年間 24件、3年で 72件の経営分析を実施した。 

分析した結果はそのまま事業計画に反映させ、策定・実施支援を行ったが経営指導員

間での分析手法や分析結果などの情報共有が十分にできず、支援の量、質ともにベテラ

ンと若手との間で差が出てしまう結果となった。 

 

（２）経理ソフト「ネット de記帳」を活用した小規模事業者の財務分析 

記帳専任職員等が経理ソフト「ネット de記帳」の財務分析機能を活用して年間 50件、

3年で 150件の財務分析を実施し、事業者にフィードバックした。 

対象の小規模事業者の財務情報があらゆる角度から分析され一覧表示される。そのた

め情報量が過多となり、小規模事業者に何をどのように説明したらよいのか戸惑うこと

も多く、小規模事業者が自ら現状を理解し、経営に活かせるような情報提供ができなか

った。 

 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 

 1 期目の評価を受け、2 期目においては職員が共通のツールを使い、分析する情報を

もう少し絞り込んで整理し、わかりやすく小規模事業者にフィードバックすることが重
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要である。 

そこで今回は「ローカルベンチマーク」を経営分析ツールとして活用し、小規模事業

者と商工会職員の双方が同じ目線で対話しながら分析によって経営状態を把握して経

営計画の策定に繋げたい。 

 

＜本計画にて実施する事業内容＞ 

（１）小規模事業者の経営分析（継続） 

◆事業内容 

1期目の評価結果を踏まえ、2期目は「ローカルベンチマーク」を活用して「財務面」

と「非財務面」の両面から小規模事業者の経営分析を行う。 

ローカルベンチマークは企業の経営状態の把握を行う道具として事業者と支援者の

双方が同じ目線で対話を行うための基本的な枠組みであり、事業性評価の「入口」と

して活用する。小規模事業者の経営状態を把握することで経営状態の変化に早めに気

付き、対話や支援につなげていく。 

「財務面」では財務分析の項目を必要最小限に絞り込んで分析し、小規模事業者に

的確かつ簡潔に伝える。それに加え、経営者の資質や事業所の強み・弱みなど「非財

務面」にも着目して経営力を総合的に分析し、小規模事業者の現状を深く知り、事業

計画策定に繋げる。 

財務面の分析に対して理解が浅い小規模事業者には、記帳専任職員等による財務・

会計に関する研修会や指導を通じて知識やノウハウの向上を図った上で分析の段階に

移行するなど、小規模事業者に伴走しながらきめ細かく丁寧に応えていく。 

 

◆分析対象 

①小売業、食料品製造業、飲食・宿泊サービス業を中心とした小規模事業者 

②若手経営者・後継者がいる小規模事業者 

③市内で創業する小規模事業者（非財務面の分析をメインとする） 

④新たな資金需要や補助金の活用を希望する小規模事業者で、これを契機に事業 

計画を策定して事業の持続的発展に取り組もうとする小規模事業者 

 

◆経営分析する項目 

【財務面】 

ローカルベンチマークを参考に当会にて

財務分析シートを作成、小規模事業者の財

務諸表から次の６つの視点で分析を行う。 

 

①売上高増加率（売上持続性） 

②営業利益率（収益性） 

③労働生産性（生産性） 

④EBITDA有利子負債倍率（健全性） 

⑤営業運転資本回転期間（効率性） 

⑥自己資本比率（安全性）              

 

 

■基本情報

■財務指標(最新期）

19

■財務指標（過去2期）

11 14

1.6(ヶ月)

26.7%

2.7(倍) 3

31.2(ヶ月)

1.4%

0.7%

10.4%

35.4%

24.2%

3

-1.2%

D

1.1(ヶ月)

2 1.4%②営業利益率

③労働生産性

④EBITDA有利子負債倍率

⑤営業運転資本回転期間

⑥自己資本比率

総合評価点 総合評価点

2

3

④EBITDA有利子負債倍率

⑤営業運転資本回転期間

⑥自己資本比率

指標

①売上増加率

3

-383(千円)

61.2(倍)

140(千円) 2

1.6(ヶ月)

2 541(千円)

貴社点数算出結果

20.1%

貴社点数

2

業種基準値

2.3%

B総合評価点

4.5(倍)

貴社点数

4

3

業種基準値

2.3%

1.4%

913(千円) 3 541(千円)

5,250,128(千円)

2016年3月

算出結果

541(千円)

2.3%

2015年3月

算出結果

-2.4%

-0.3%

業種基準値

2014年3月

※総合評価点のランクはA：24点以上、B：18点以上24点未満、C：12点以上18点未満、D：12点未満

1

2

2

2.8(ヶ月)

2.1%

1.6(ヶ月)

26.7%

4.5(倍) 4.5(倍)226.3(倍)

C

※セルの保護パスワードは「attack」となります。保護解除に

より、計算式等が崩れる可能性もあるため、解除後の作業

はご利用者の自己の責任でお願いします。

従業員数

指標

①売上増加率

②営業利益率

③労働生産性

株式会社○○

東京都○○

○○　○○

03_製造業

中規模事業者

36,500(千円)

40(人)

商号

所在地

代表者名

業種_大分類

事業規模

売上高

営業利益

業種_小分類 0301_食料品・飼料・飲料製造業

※１各項目の評点および総合評価点は各項目の業種基

準値からの乖離を示すものであり、点数の高低が必ずしも企

業の評価を示すものではありません。非財務指標も含め、総

合的な判断が必要なことにご留意ください。

※２レーダーチャートで3期分の財務分析結果の推移が確

認できるため、各指標が良化（あるいは悪化）した要因を

非財務の対話シートを活用しながら把握することで、経営

状況や課題の把握に繋がります。

26.7%

0

1

2

3

4

5

②営業利益率

③労働生産性

④EBITDA有利子負債倍率

⑤営業運転資本

回転期間

収益性安全性

⑥自己資本比率

効率性 生産性

健全性

売上持続性

①売上増加率

財 務 分 析 結 果

財務分析イメージ 
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【非財務面】 

 ローカルベンチマークを参考に当会にて経営分析シートを作成し、小規模事業者に 

ヒアリングして情報収集、分析する。 

№ 非財務情報 着目する内容例（以下の視点で考察する） 

① 経営者への着目 

どのような資質、人柄か 

どのような経営方針、ビジョンを持っているか 

後継者をどのように育成しているか 

② 事業への着目 

事業の商流 

ビジネスモデル、製品・サービスの内容 

市場規模・シェア、競合他社との比較 

技術力・販売力の強み／弱み 

IT能力（イノベーションを生み出せているか） 

③ 
企業を取り巻く環境と

関係者への着目 

顧客リピート率、主力取引先企業の推移 

従業員数、平均年齢、定着率等 

取引金融機関数とその推移、金融機関との対話の状況 

④ 内部管理体制への着目 

どのような組織体制か、業務プロセスの見える化は 

進んでいるか、マニュアルの有無 など 

経営目標の有無、経営方針・目標の共有状況 

社内会議の実施状況、内容 

従業員の育成方法、育成の仕組み など 

 

◆経営分析の進め方 

経営指導員が中心となって補助員、記帳専任職員等とチームを組み、小規模事業者

に複数回巡回し分析を行う。対象は若手経営者・後継者のいる事業所をはじめ、過去

の相談・対応の中で経営の持続的発展に意欲的であると判断した事業者を中心に、「①

巡回訪問や窓口相談」、「②経営に関する研修会」等の機会を活用して広く呼びかけて

掘り起こし、分析を実施する。 

  巡回訪問は当会職員間で連携して実施、研修会は当会で独自に開催するほか、雲南

市等と共同で開催するなどして広く参加を募る。 

 

◆結果（成果）の活用方法 

  当会職員による巡回訪問や窓口相談、各種研修会を通じて当会職員と小規模事業者

の相談機会を増やし、計画的な経営への意識改革や事業意欲の向上を図る。 

また、小規模事業者の現状を把握することにより経営課題を明確にして経営計画の

策定、実施を支援し、経営の持続的発展に繋げる。 

 

◆目標 

目標とする内容 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

参加小規模事業者数 

(10人/回 × 開催回数) 
15 50 50 50 50 50 

経営分析件数 

(うち、事業承継先) 
74 

75 

(8) 

75 

(8) 

75 

(8) 

75 

(8) 

75 

(8) 
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３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 
 

＜第 1期における事業の取組と成果・評価＞ 

 職員による巡回訪問・窓口相談のほか、個別相談会を年 3回開催し、事業計画を策定

する小規模事業者の掘り起しと計画策定を行った。 

 事業計画の策定は経営指導員が支援し、1 年目 32 件、2 年目 40 件、3 年目 48 件であ

った。 

 事業計画は小規模事業者から金融相談や補助金の相談があった場合に策定支援する

こともあり、小規模事業者が自社の現状をしっかりと把握したうえで事業計画を策定す

るという流れになっていないことも一部でみられた。 

 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 

 小規模事業者が事業計画を策定してそれに基づいて経営していくためには、まず、当

地域内外の経営環境の変化や顧客ニーズをしっかりととらえ、自社の現状を把握し、問

題・課題を明確にする必要がある。その上で事業計画を策定し、計画に基づいて経営を

行っていかなければならない。 

 そのためには当会職員が的確な情報を提供しながら自社の経営分析、計画策定に積極

的に取り組むための気づきや機会を提供する必要がある。その上で当会職員が小規模事

業者に寄り添い、事業計画の策定、実行へ導いていく。 

 

＜本計画にて実施する事業内容＞ 

（１）小規模事業者の事業計画策定（継続） 

◆支援に対する考え方 

  当市内の小規模事業者は勘と経験による成り行き経営や自社の現状や市場の変化、

顧客ニーズ等を十分に把握していない事業者が多く、事業計画の策定に取り組んでい

る事業者も少ない。 

  一人でも多くの小規模事業者が自社を見つめ直し、事業計画の策定へとステップア

ップできるよう、当会職員による巡回・窓口ヒアリングや情報提供、事業計画策定研

修会※の開催等を通じて案件を掘り起こし、市や専門家等関係支援機関と連携してそ

れぞれの事業者にあった事業計画を策定支援する。 

また、事業承継を円滑に進めるため、事業承継先の小規模事業者に対しては市や専

門家と連携してシリーズで事業承継研修会※を開催し、経営者として必要な経営戦略、

財務会計、組織論等を体系的に身に付けてもらい、事業計画の策定に繋げる。 

※事業計画策定研修会は、年 5回開催（参加者計 50名（10名×5回）予定で、その

うち 3回を事業承継研修会として開催する予定。 

 

◆手段・手法 

  巡回訪問・窓口相談、事業計画策定研修会を開催して個別相談に繋げ、事業計画策

定を目指す小規模事業者の掘り起しを行う。 

  事業計画の策定にあたっては、経営分析を実施した小規模事業者を中心に重点支援

する次の小規模事業者等に対し、事業計画策定のメリットや策定方法を教示しながら

伴走支援し、新たな商品開発や販路拡大、お客様へのサービスの向上等に繋げていく。 
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◆支援対象とそれぞれの支援内容 

①小売業、飲食・宿泊サービス業、食料品製造業を中心とした小規模事業者 

 最寄品や外食を中心に消費が市外に流出し、市内の上記業種を営む小規模事業者

は大きな打撃を受けている。そこで、小規模事業者の外部及び内部の経営環境を当

会が支援して整理し、その上で経営計画策定セミナーや個別相談会等を開催し、自

社の強みを最大限に活かせる取り組みを共に考え、事業計画に反映させる。 

 

②若手経営者・後継者がいる小規模事業者 

 これらの小規模事業者については前向きな事業者が多く、特に 30～40 代の若手

経営者・後継者は商品・新役務の開発や各種補助金の申請、勉強会や地域イベント

への参加も積極的である。 

しかし、円滑に事業を承継するという課題に対しては消極的になることが少なく

ない。「現経営者が後継者の力量不足」、「売上減少、顧客減少などの理由から事業の

承継に後継者が消極的」、「経営者と後継者で事業に対する考え方が合わない」など、

理由は様々である。 

当会はこれらの現状を踏まえ、平成 28 年度から若手経営者・後継者や将来的に

事業承継を控えている小規模事業者を対象に外部専門家と連携してセミナーや勉強

会を開催したり、市と連携して事業承継支援を進めている。 

今後もこの取り組みを継続して行い、「継ぐ者」、「継がせる者」の意識を高めて

いきながら、現経営者の技術や人的ネットワーク等の強みを経営分析により洗い出

し、経営者と後継者、当会の 3 者でしっかりと情報共有する。そしてその強みを生

かし、顧客ニーズに合致した商品開発やサービスが展開できるよう個別相談会も併

用しながら事業計画の策定・実行を支援する。 

 

③市内で創業する小規模事業者 

 ここ 3 年、当会の創業支援実績は新規創業が年間約 5 件、第 2 創業、経営革新を

あわせると年間で約 10件である。事業主の高齢化や後継者不在、売上不振など様々

な理由により小規模事業者数が年々減少する中、当市内で創業を志す者を全力で支

援し、経営の安定を図っていく意味は大きい。 

相談者の大半は市内の社会的な特性、人口動向、市民の消費動向、競合店の動向

や自社の強み、弱みなどの分析が十分にできていない。 

当会はこの状況を踏まえ、創業相談があった際は創業動機やビジネスモデル、資

金面等をヒアリング、あわせて地域の経営環境を十分に分析した上で事業の継続可

能性、成長可能性を創業予定者と検討する。 

開業する方向に向かう場合は伴走してきめ細かい支援を継続的に行い、創業計画

書（事業計画、収支計画、資金繰り計画等）に落とし込む。特に創業前の準備段階

と創業直後は頻度を上げて巡回訪問し、きめ細かい支援を行う。 

 

④新たな資金需要や補助金の活用を希望する小規模事業者で、これを契機に事業計

画を策定して事業の持続的発展に取り組もうとする小規模事業者 

これらの小規模事業者は事業の継続・拡大に積極的な場合が多い。 

資金需要の相談や補助金・助成金の相談があった際は、これを機に改めて経営環

境を分析した上で自社の強みや顧客ニーズを整理し、目先の事業展開だけでなく、
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中長期的な視点で自社の事業を捉え事業計画に反映させる。 

 

◆目標 

目標とする内容 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

計画策定に関する研修会、

個別相談会の開催回数 
3 5 5 5 5 5 

参加小規模事業者数 

(10人/回 × 開催回数) 
15 50 50 50 50 50 

事業計画策定件数 

(うち、事業承継先) 
48 

50 

(5) 

50 

(5) 

50 

(5) 

50 

(5) 

50 

(5) 

 

 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
 

＜第 1期における事業の取組と成果・評価＞ 

 事業計画を策定した小規模事業者を対象に、経営指導員が計画に基づいて進捗状況の

確認や実行に対する助言等を行った。 

フォローアップの実績は、1年目 44件、2年目 68件（1年目の 44件＋新規 24件）、3

年目 98 件（1，2 年目の 68 件＋新規 30 件）で計画目標はクリアしたものの、経営指導

員間で 1事業者に対するフォローアップの頻度や方法にバラつきがあった。 

 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 

 小規模事業者は一人で営業、経理、事務など何役もこなしていることが多く日常業務

に追われているため、策定した事業計画の実現に向けては経営指導員が進捗状況を定期

的に確認しながら伴走支援していく必要がある。また、フォローアップの方法や支援先

の情報は、内部の月次会議にて情報を共有し、個人差が出ないよう組織的に行う。 

 

 

＜本計画にて実施する事業内容＞ 

（１）事業計画策定後のフォローアップ（継続） 

◆フォローアップの頻度と方法 

  事業計画策定後、経営指導員や記帳専任職員等が原則 3か月に 1回以上は事業所に

巡回訪問や電話等により、策定した事業計画や直近の試算表等と照らし合わせながら

進捗を確認する。経過が順調な事業者は巡回頻度を落とし、計画通りに進んでいない

事業者については頻度を上げ、理由と原因を調査して解決策を講じるなど、事業者の

状況に応じて対応する。 

  また、計画の実行段階で生じる問題や課題に対し、ミラサポやよろず支援拠点、県・

市の専門家派遣制度等を活用し、各分野の専門家と共に小規模事業者の視点に立って

伴走しながらきめ細かく丁寧に応えていく。 
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◆フォローアップの内容 

 事業計画を策定した全小規模事業者に対し、次のフォローアップを行う。 

・実行済・実行中・未実行の取り組みなど、進捗状況の確認と計画通りに進んでい

ない場合の見直し及び改善支援 

・計画実行に必要な資金需要に対する金融支援（例えば小規模事業者経営発達支援

資金の活用） 

・計画実行に際して起こり得る問題の円滑な解決や様々な経営課題に効果的に取り

組むため、市や専門家等関係支援機関との連携支援   

・計画をより効果的に進めるために講じる補助金・助成金の取得支援  など 

 

◆目標 

 

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 
 

＜第 1期における事業の取組と成果・評価＞ 

 1期目の計画に記載はないが、平成 28年に地域住民を対象としてお買い物調査（1回

の買い物金額や良く行くお店と理由 など）を実施した。地域における消費者の買い物

動向は把握できたが、消費者のニーズを収集して新たな商品・役務の開発や販路拡大に

繋げる取り組みに発展させるなどの個社支援には繋がらなかった。 

 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 

 小規模事業者が持続的発展を実現するためには市場における需要動向や買い手のニ

ーズをしっかりと把握し、それらを踏まえた商品・サービスを提供していくことが求め

られる。 

 しかし、小規模事業者の多くは時間的、資金的な制限がある上、どのように調査して

よいかわからないなどの理由から、市場動向や買い手のニーズを踏まえた商品やサービ

スを販売できていない。 

 そこで本計画では小規模事業者に「マーケットイン」の考え方を浸透させ、次に示す

取り組みによって地域内の消費拡大と外貨獲得を図る。 

 

＜本計画にて実施する事業内容＞ 

（１）新商品開発や改良に関する消費者ニーズ調査（新規） 

商品の開発や改良について、買い手である一般消費者に調査を行い、商品に対する

問題点、改善点等をとりまとめて小規模事業者へフィードバックする。 

それに基づいて個社ごとに買い手のニーズや市場の動向を把握し、いわゆるマーケ

ットインの考え方のもと、商品の開発・改良に活かして販路拡大を図る。 

 

目標とする内容 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

フォローアップ延べ回数 

(うち、事業承継先) 
98件 

200回 

(20回) 

200回 

(20回) 

200回 

(20回) 

200回 

(20回) 

200回 

(20回) 
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◆本事業の調査方法と進め方 

島根県商工会連合会や島根県ブランド推進課等と連携し、市内と市外において個

社が開発・改良した商品（主に食料品を想定）のモニター調査を実施し、小規模事

業者の商品開発や改良に活かす。 

 

【支援対象】 

・食料品製造業を営む小規模事業者 

・雲南市農商工連携協議会(*)に所属する小規模事業者 
    *「みんなでつくる！うんなんのほんもの」を合言葉に、雲南市のブランド化と産業振興をめざして、農

林業者等と商工業者等が連携しながら商品開発や販路開拓を行う。平成 21 年設立、現在 74 団体が所

属し、当会と雲南市産業振興センターが事務局を担っている。 

 

  【モニター対象】 

   モニターは年齢や未婚・既婚、子どもの有無等を考慮して選出する。 

     市内モニター：市内に住む 20代～60代の女性 15～20名程度 

市外モニター：松江市、出雲市、広島市、東京都等に住む 20代～60代の 

女性 15～20名程度 

 

【調査の流れ】 

・市内でのモニター調査は当会会議室、市外でのモニター調査は貸し会議室をそ

れぞれ会場とし、各会場に商品を持ち込んで行う。 

・各商品は、あらかじめ商品名、単価、原価、ターゲットなどの基本情報を商品

ごとに整理しておく。 

・当会で選出したモニターに集まってもらい、調査票による回答形式とグループ

インタビューによって各々商品を評価してもらう。 

 

【情報収集を行う項目】 

上記支援対象事業者の個別商品に対する「味・機能」、「価格」、「パッケージデ

ザイン」、「改善点」 など。 

  

◆調査結果の活用方法 

本調査結果は当会職員が支援して整理し、小規模事業者へ個別にフィードバックし

て消費者のニーズを踏まえた商品開発や改良に活かし、近隣で開催される商談会等へ

の出展など販路開拓を進め、新たな需要の開拓を目指す。 

 

◆本事業実施により期待される効果 

本調査を実施して各小規模事業者にしっかりと情報を届けることにより、買い手の

側に立った「マーケットイン」の考え方が浸透していくことが期待できる。このこと

により、市場に出す前の段階で商品・役務のブラッシュアップが可能となり、リスク

の軽減と販路拡大、外貨獲得に繋がることが期待できる。 
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◆目標 

実施内容 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

市内でのモニター調査情報提供・個社支援数 ‐ 10社 10社 10社 10社 10社 

市外でのモニター調査情報提供・個社支援数 ‐ 10社 10社 10社 10社 10社 

 

 

 

（２）市内宿泊施設に関する消費者ニーズ調査（新規） 

  多様化する消費者ニーズを把握し、小規模事業者の経営課題に対する取り組みを明

確にし、新たな需要の開拓に繋げる目的で市内宿泊施設を利用した一般消費者に平成

30年度にアンケート調査を実施する。 

 

◆支援対象 

 市内の旅館等宿泊施設を営む小規模事業者 10社 

 

◆調査対象 

上記宿泊施設に宿泊された一般消費者 

 

◆調査の流れ 

・上記支援対象施設 10社にそれぞれ調査票と回収用ボックスを設置し、宿泊された

お客様がチェックアウトする際に回答してもらい、回収する。 

・回収は四半期に 1 度、当会職員が回収し、施設ごとに回答情報を問題、課題、要

望等のカテゴリーに整理して該当の事業者に個別にフィードバックする。 

 

◆情報収集を行う項目 

①施設・設備 

施設の外観、客室、水回りなどの設備や施設に付帯する案内看板、駐車場などの

評価 

②料理 

料理の味、食材の鮮度、産地、独自性などの評価 

③ホスピタリティ 

スタッフの対応、接客態度、サービスなどの評価 

④コストパフォーマンス  

価格の妥当性評価 

 

◆調査結果の活用方法 

調査結果は該当する小規模事業者に個別にフィードバックし、事業計画策定や新た

な料理・サービスの開発・提供などに取り組み、効果的に需要開拓するための基礎資

料とする。 

 

◆本事業実施による期待される効果 

本調査を実施して評価情報を各小規模事業者にフィードバックし、消費者の側に立
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ったサービスを考え提供することにより外貨獲得に繋がることが期待できる。 

 

◆目標 

実施内容 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

調査結果の情報提供・個社支援数 ‐ 10 10 10 10 10 

 

 

 

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】 
 

＜第 1期における事業の取組と成果・評価＞ 

 平成 27 年 3 月の高速道尾道松江線全線開通による山陽、四国方面からの需要拡大に

対応するために以下の地域情報発信事業を実施した。 

 

（１）店舗及び観光地情報の道の駅等への配置 

 
■第 1期の地域情報発信事業イメージ 

・「携帯できる地域情報」をアナログとデジタルの両面から消費者のニーズに合わせて発信する 

・３つの情報発信ツールを連動させて様々な客層にアピールし、集客力に相乗効果を持たせる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

                                 

             

 

 

 

 

 

 

 

①ショップカード 

「いつ／どこで／何が楽しめるか」が 

一目でわかる情報カード 

②スマートフォンサイト「雲南ナビ」 

①の「ショップカード」を電子化し 

ナビ機能を持たせた情報媒体 

・店舗、商品情報発信 

・地域情報発信 

 

③吉田くん等身大立看板 

①ショップカード登録店に設置 

 ・イベント時のスポット目印 

 ・雲南おもてなし的役割 

連動 
連動 

連動 

集客 
集客 

集
客 
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①ショップカードによる店舗・商品情報発信（参加店：54事業者） 

アナログツールとして個々の店舗情報の入ったショップカードを作成し、主要道の

駅や観光施設に設置し個店の情報発信をおこなった。しかし、ショップカードによる

集客効果については検証が難しく、また、一方的な情報発信となってしまったきらい

がある。今後もこのショップカード事業について個店ごとに対応・推進するものの、

本計画には盛り込まないこととする。 

 

②周遊イラストマップによる情報発信 市内 6地域 

雲南市内６地域の観光情報、店舗情報の入った周遊イラストマップを作成し、主要

の道の駅や観光施設に設置して地域の情報発信を行った。設置施設から各地域別の地

域案内マップとして観光客にも説明しやすく好評であった。しかしながら、掲載情報

が観光施設の紹介、道順の紹介といった側面が強いところから今後は観光協会等の他

団体との連携のなかで対応を図ることとし、本事業は今回の申請には盛り込まないこ

ととする。 

 

 

（２）スマートフォンサイト「雲南ナビ」による店舗及び観光地情報の提供 

（参加店：54事業者） 

ショップカードをアナログツールとすると、スマホサイトはデジタルツールとして店

舗及び観光地情報の地域情報発信を行った。また、雲南ナビ活用セミナーを年 2回程度

開催し、新規店舗の募集と活用方法の提案による需要拡大を図った。また、雲南ナビサ

イトへの誘導として、広島県側から向かうと雲南市の南の玄関口となる「道の駅たたら

ば壱番地」へ QRコード看板を設置し、雲南ナビ活用への誘導を行った。 

雲南ナビはデジタル的顧客獲得ツールとして効果をみるべく導入を行った。平成 25

年に導入以来 4年が経過した現在、検索件数は頭打ちの状態である。検索件数が伸びず

来客に繋がりにくい理由としては、このサイトが県外からの集客を目的としたものであ

ったが、各個店の対象顧客は近隣の特に市内顧客に限られていることが大きいと考えら

れる。 

今後、このサイトについては県外顧客向けとして維持しながら個店ごとに対応いただ

くことするが、新たな顧客獲得ツールとしては効果が限定的であると考え、本計画には

盛り込まず、雲南市内顧客向けに新たなサイトを構築していく。 

 

 

（３）雲南吉田くん立看板と立ち寄りスポットへの設置と活用 29施設へ設置 

本事業では全国的知名度を誇る「吉田くん」キャラクターを活用し、雲南市オリジナ

ルイラストによる地域性とオリジナリティのある立看板を店舗・観光施設に設置し雲南

市全体の歓迎ムードを演出した。 

また、平成 27年度にはスポットの目印として立看板を活用した周遊イベントを行い、

市内外から 256名の参加者を得た。この事業が吉田くん看板を活用したイベント実施、

観光誘客のための事業であったことから、実験事業として 4年間実施できたことで一定

の成果をみたということができるが、個社の売上貢献については検証が難しく、また効

果は限定的と考えられるため本取組は本計画には盛り込まず、今後は参加店舗での独自

事業として事業を継続していく。 
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＜今回の申請における取組の方向性＞ 

 1 期目の取り組みと成果を踏まえ、今回の取り組みでは雲南市や専門家等と連携し、

市内商工業者の魅力を発信するポータルサイトを構築して雲南市民に PR、将来的に「地

域内循環」と「地域内調達の仕組み」を構築して購買力流出の抑制を図りたい。 

  

また、新たな取り組みとして県内外に積極的に打って出ようとする意欲ある小規模事

業者のうち食料品製造業者及び地域資源を活用する農商工連携事業者を対象に販路拡

大を支援する。消費者の意見をしっかりと聞き、買い手のニーズを踏まえた商品開発・

改良を行い、売上拡大を目指すマーケットインの考え方を浸透させながら伴走支援す

る。 

 

 

＜本計画にて実施する事業内容＞ 

（１）雲南市商工業者ポータルサイトの構築（新規） 

 

◆事業内容 

地域内消費の喚起を目的として、雲南市、ITデザイナー等と連携し、雲南市の小規

模事業者を中心とした商工業者を登録してポータルサイトを構築、事業所や商品・サ

ービスの PR を行う。サイトは、「引っ越し」、「冠婚葬祭」などの生活シーンごとにカ

テゴライズする提案型の内容とし、市民の消費喚起を促して地域内消費の拡大を狙う。 

 
例）市内住民が「七五三のお祝い」をする場合 

  想定される次の事業者を「冠婚葬祭」のカテゴリーで登録、SNSを活用するなどして情報

発信し、七五三のお祝いをする際は市内の事業者を利用するよう特典サービスとあわせて市

民の消費喚起を促し、地域内消費の拡大を図る。 

 ・和装や洋装が揃う洋服店、レンタルショップ 

 ・子どもの着付けができる美容院 

 ・着付けもできる写真館 

 ・個室のある飲食店、子どもが喜ぶメニューを提供できる飲食店 

 ・お祝いで利用する和菓子・洋菓子店、ギフトショップ など 

 

◆支援対象 

・小売業、宿泊・飲食サービス業、食料品製造業等の小規模事業者 

 

◆ポータルサイトの構築手順 

・当会が保有する市内商工業者の情報をもとに、市と連携して小規模事業者に巡回

訪問しポータルサイトへの登録を呼びかける。 

・登録する事業者に対し、当会経営指導員が中心となってポータルサイトに掲載す

る情報についてヒアリングを実施、事業者の商品・サービス、強み、知的資産な

ど各事業者の特長を見える化する。 

・市や ITの専門家等と連携し、集めた事業者情報を「引っ越し」、「冠婚葬祭」など

のシーンごとに整理して登録し、スマートフォンにも対応したポータルサイトを

構築する（登録事業者数：5ヶ年で 400事業者を目標とする）。 
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◆成果を上げる工夫 

・市や当会のサイトとリンクさせたり、SNSの活用等により情報発信の頻度を高め、

当ポータルサイトの閲覧を促す。 

・当サイトを通じて来店されたお客様（来店時、サイト画面をスマホ等で提示され

たお客様）に対してポイントサービスや割引等の特典を付加したり、プレミアム

商品券事業や子ども向け職業体験「うん？なに屋？」などの地域イベントと連動

させ、地域内消費を促す（BtoC）。 

・将来的には、「外注先を探している」「新規取引先を開拓したい」など、多様なニ

ーズを有する事業者に対して市内事業者間で取引マッチングを行ったり、事業者

特有の技術や保有している設備などのキーワード検索により自社が求めるビジネ

スパートナーを検索できるようにする（BtoB）。この取り組みにより地域内調達の

仕組みを構築して市内事業者間で取引を拡大させ、地域内消費の拡大を図る。 

 

雲南市商工会サイト

•島根大学と共同で、消費行動の細分化・ヒアリング項目の検討

•ライフステージに使えるシチュエーションに対して事業者・商品が選定できるよう
に再構築（例：引っ越し、冠婚葬祭、新築・リフォームなど）

カテゴリー

構築

•国の取引受発注サイト「ビジネス・マッチング・ステーション」簡易版を構築し、市内
事業者間で取引の拡大。

•（例：「外注先を探している」「仕事を受注したい」「こんな商品が市内にないか」等

地域内調達
システム

（BtoC)

•サイト提示で割引特典 等

•プレミアム商品券やうんなに屋イベントと連動

•自社のＳＮＳ等と連動し、情報発信の頻度を高める

サイト特典Ｓ
ＮＳ等の連携

自社のＳＮＳ等と連動し

⇒顧客の囲い込み
⇒地域内消費を促す
⇒地域内循環（BtoC）
⇒地域内調達（BtoB）

展開案

観光情報や
飲食店中心

雲南市商工業者ポータルサイトの構築（イメージ）
【目的】
①市民に対して各業界、事業所のPR ②地域内循環の仕組みの構築
③地域内消費に向けて、事業所及び商品等の情報を発信する ④地域内調達システムの構築

（ターゲット）
市外・県外向け

ＢｔｏＣ事業者中心 （ターゲット）
雲南市民向け

市内商工業者ポータルサイト
情報集約

 
 

◆本事業実施の期待される効果 

 ・市内小規模事業者を中心としたポータルサイトを構築することにより、本サイトを

通して自社サイトを持っていない小規模事業者も市内外に自社を PR でき、来店を

促すことにより消費拡大が期待できる。 

 ・小規模事業者の本サイトへの登録が進めば、事業者間での取引マッチングやビジネ

スパートナー検索機能も充実させていき地域内消費を促すことにより市外への購

買力流出を抑制できる。 

 

◆目標 

支援する内容 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

サイトを通じて来店されたお客様により

売上高や来店客数が増加した事業者 
－ 

サイト

構築 
10 10 10 10 
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（２）商談会等への出展による販路拡大支援（新規） 

 

 ◆事業内容 

  これまで物産展や商談会というと県外で開催される催しに参加することが多かっ

たが、製造小売業を営む小規模事業者のほとんどが市内を中心とした近隣を商圏とし

ている。また、小規模事業者は多様化する消費者ニーズに合った商品を開発、改良、

発信していくことに慣れていないのが現状である。 

そこで 2 期目の事業においては、前述の「５．需要動向調査」における消費者ニー

ズ調査で収集した商品の評価結果を踏まえた商品改良の支援や、バイヤー等専門家を

講師として招聘して商品開発セミナーを開催し、買い手の側に立った商品の開発を支

援する。その上で近隣の松江市、出雲市、米子市等で開催される商談会等へ出展して

需要開拓の機会を増やし、新たな需要の開拓に繋げる。 

 

 ◆支援対象事業者 

・食料品製造業を営む小規模事業者 

・雲南市農商工連携協議会に所属する小規模事業者 

・地域資源を活用した商品開発を行う小規模事業者 

・自社でオリジナルの商品を製造している小規模事業者 

 

 ◆支援対象商品 

  ・前述の「５．需要動向調査」における消費者ニーズ調査に出品した商品 

  ・地域資源を活用した商品 

・既存のオリジナル商品 

 

 ◆支援内容 

出展前は、消費者ニーズを踏まえた商品改良支援や商品開発セミナーを開催して商

品開発支援を行うほか、商談会での商品説明の仕方や商品の魅力が伝わる試食品の提

供の仕方などについて勉強会を開催して新たな需要の開拓へと熟度を高めていく。 

出展当日は、出展前に専門家から得た知識・ノウハウを活かし、効果的な商品の展

示方法や商品説明の仕方、試食提供の仕方などの助言、実行支援を行い、円滑な運営

を目指す。 

出展後は商談会で得られたバイヤー等来場者からの意見を検証して商品の改良を支

援し、商談成立に繋げる。 

 

本事業実施後、積極的に県外への販路を拡大したい事業者については、需要開拓の

効果が見込める物産展等（イオン催事（広島市）、むらからまちから館（東京都）、ニ

ッポン全国物産展（東京都）など）を紹介したり、IT専門家と連携して自社ホームペ

ージを活用した ECサイトの構築支援など IT を活用した需要開拓の支援をも行う。 

 

【目標とする商談会等】 

・しまね信金ビジネスフェア（出雲市で開催） 

・島根県産品展示・商談会（出雲市で開催） 

・中海、宍道湖、大山圏域ビジネスマッチング商談・展示会（島根県、鳥取県） 
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（商談会前）

商品改良１・
商品開発

• 「5.需要動向調査」における消費者ニーズを踏まえた商品改良支援

• バイヤー等専門家を講師とした商品開発セミナーによる消費者ニーズに合った商品開発支援

（商談会前）

商談会術向上

• 専門家を講師とした商談会等での効果的な商品説明や試食提供の仕方等の習得支援

（商談会当日）

商談会等参加

• 効果的な商品の展示方法や商品説明の仕方、試食提供の仕方のなどの助言、実行支援

（商談会後）

商品改良２

• バイヤー等来場者からの意見を取り入れた商品改良による商談成立へ向けた支援

【商談会等出展フロー】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

◆訴求対象 

  バイヤー 

 

◆本事業実施の期待される効果 

  小規模事業者が直面する需要の創造や掘り起こしに対し、商談会の「実施前」「実

施当日」「実施後」の段階ごとにきめ細かく支援することにより、小規模事業者の人

的・時間的制約の解消に繋がるほか、商品開発・改良から販路拡大までの一連の流れ

やそれに関する知識・ノウハウも蓄積でき、新たな需要の開拓に繋がることが期待で

きる。また、来場者から生の声を聴くことができ、買い手の意見を踏まえた商品開発・

改良に繋げることで需要の拡大が期待できる。 

 

◆目標 

支援する内容 現状 H30 H31 H32 H33 H34 

商談会出展事業者数(島根県・鳥取県) － 5 5 5 5 5 

商談件数（10件/社×5社） － 50 50 50 50 50 

商談会成約件数 － 5 5 5 5 5 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 
＜第 1期における事業の取組と成果・評価＞ 

１．中心市街地活性化の取り組み 

（１）中心市街地活性化協議会の設立と中心市街地活性化基本計画の認定支援 

当会においては、平成 27年度、雲南市、まちづくり会社とともに中心市街地活性化

協議会を設立し、事務局として雲南市の「まちの顔」となる魅力的な商業集積の実現

を目指して、調査事業を実施した。平成 28 年 11 月には雲南市が策定する中心市街地

活性化基本計画が国の認定を受け、商業集積の実現に向けて、出店予定者を巻き込み

ながら事業を推進している。 

 

（２）中心市街地活性化事業の実施 

基本計画認定後は平成 30年度の新たな商業集積のオープンに向け、雲南市や関係団

体、専門家等と協議を重ね出店テナントの募集や施設整備・運営計画の検討、賑わい

づくりについて協議、検討を行った。 

 

 

２．既存商店街活性化の取り組み 

既存商店街活性化の取り組みとしては、既存商店街等に立地する個店に対するアプロ

ーチと商業者組織に対する対応の両面から取り組みを行った。個店に対するアプローチ

としては、商業者の現況把握のための商業者意向調査を実施し、アンケート調査および

ヒアリング調査から既存の商業者が抱える課題を整理した。調査結果からは商業者と住

民ニーズがマッチしていない現状が把握された一方で、顧客の利便を満たす取り組みを

継続して顧客を維持している事例も明らかとなった。 

また、商業者の組織的取り組みへのアプローチとしては、プレミアム商品券の発行に

併せた販促事業の推進、まちゼミの開催による商店の魅力アップと販促事業の実施にか

かる支援を行った。これらの活動については事業実施中の賑わいが一過性のものとなら

ないよう、事業者の連携した取り組みが必要であると感じた。 

 

 

３．需要開拓・にぎわい創出を目的としたイベントの実施 

（１）うんなん幸あり祭の実施 

  平成 28 年 3 月に実施された食と神楽をテーマとした「うんなん幸あり祭」におい

て当会青年部が企画・運営した子供向け職業体験コーナー「うん？なに屋？」が小さ

な子供たちに大好評であった。翌年度以降、うんなん幸あり祭は実施されていない。 

 

（２）うんなんまめなカー市の開催による需要開拓と賑わい創出支援 

平成 21 年度から実施している「うんなんまめなカー市（軽トラック市）」は、中心

市街地と既存商店街で年 4回程度開催し、販路拡大と賑わい創出を図った。 

まめなカー市の開催は、雲南市や関係団体と連携し実施することができ、今後は出

店者数の増加を図り、より集客が見込める魅力的なイベントとして販路拡大と地域活

性化に繋げていく方針である。 
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４．地域資源活用の取り組み 

（１）雲南市農商工連携協議会による産業振興支援の実施 

平成 21年度に雲南市の地域資源を活かし、農商工業者が連携しながらブランド化及

び産業振興を図ることを目的に設立された「雲南市農商工連携協議会」を雲南市とと

もに主催し、地元農産物を使った 6 次化産品の商品開発、販路拡大、情報発信を行い

産業振興につなげた。 

「雲南市農商工連携協議会」の中のプロジェクト（スパイス・スイーツの杜・たま

ご・さくら・山の幸）は、事業者の拡大や事業検証に基づく新たな事業展開により更

なる販路拡大に繋げる必要がある。 

 

５．行政と連携した地域活性化の検討協議 

（１）商工連絡会議の開催による事業情報の共有と連携 

雲南市と当会でお互いの施策や事業実施にかかる情報交換や連絡調整を目的とした

「商工振興連絡会議」を年 1回開催している。今後は定例的な開催による事業実施状況

の把握を行うとともに小規模事業者を支援する中で出てくる問題解決と適切な支援策

の提案を行うためこの会議を有効に活用し、更なる連携を図っていく必要がある。 

 

 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 

 第 1期経営発達支援計画に引き続き、地域経済活性化の取り組みとして中心市街地活

性化事業、既存商店街の支援事業、農商工連携による商品開発および販路開拓事業を雲

南市や関係機関等と連携しながら実施し、地域経済の活性化につなげていく。 

 

 

＜本計画にて実施する事業内容＞ 

１．中心市街地活性化の取り組み（継続） 

 

◆事業内容 

（１）中心市街地活性化のための支援 

中心市街地活性化事業においては、雲南市の“顔”となるべく商業集積事業や賑わ

い創出事業の実施に向け、雲南市やまちづくり会社、その他関係機関と協議を重ねな

がら事業を行っていく。当会としては、特に出店予定事業者の事業計画策定と事業実

施支援を重点的に行う。 

 

【中心市街地活性化協議会構成員】 

・法定構成員：雲南市商工会、まちづくり会社（雲南都市開発㈱） 

・雲南市、建築協会、観光協会、関係機関 

・商業者、地権者、市民代表 

・うんなん元気百貨店まちづくり協議会 

・金融機関 
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（２）「うんなん元気百貨店まちづくり協議会」の賑わい創出事業への支援 

中心市街地の商業集積エリアには、エリア内の事業者で構成する「うんなん元気百

貨店まちづくり協議会」（平成 28 年度設立）があり、当会もエリアの賑わい創出のた

めに「うんなんまめなカー市（軽トラック市）」等のイベント開催やまちづくり協議会

によるイベント開催の支援を行い、当該地域への出店者の業種的絞り込みと施設整備

に向けての調査検証を進める。前述６．の商談会等への出展による販路拡大支援にお

いて改良、開発された商品についてもうんなんまめなカー市へ出店を啓発し、消費者

への需要拡大と地域活性化に繋げていく。併せて、当該中心市街地エリアを中心とし

た商業の活性化を図っていく。 

 

【うんなん元気百貨店まちづくり協議会構成メンバー】 

・エリア内商業者（出店予定事業者を含む） 

・事務局：中心市街地活性化協議会 

■連携・支援機関 ■「うんなん元気百貨店まちづくり協議会」 ■支援機関

　○雲南市商工会 　○会員：SAKURAマルシェ出店事業者 　○金融機関
　○雲南都市開発株式会社 　既存商業者、周辺事業者 　　　山陰合同銀行、島根銀行、しまね信用金庫、

　　　ＪＡしまね
　○島根県
　○雲南市 　○事務局：雲南市中心市街地活性化協議会 　○株式会社日本政策金融公庫松江支店

（注）主な事業 　○（独）中小企業基盤整備機構中国本部
○共同の販売促進、宣伝活動
○イベント活動 　○雲南市観光協会

○会員及び会員の従業員の教育、研修及び視察
○環境整備・改善活動　　など 　○雲南市内の企業等（出資など）

連携 支援

 
 

◆本事業実施の効果 

施設整備におけるデザインづくりを進めるとともに調査検証作業により集客規模を

測ることで、当該地域への出店規模と業種の絞り込みが可能となる。当該中心市街地

への出店を希望する小規模事業者については、収益性を明確にしながらより具体性の

ある事業計画を策定することができる。また、雲南市や関係機関等と連携しながら賑

法定構成員

雲南市商工会

雲南都市開発㈱
（まちづくり会社）

雲
南
中
心
市
街
地
活
性
化
協
議
会

雲 南 市

うんなん元気百貨店

まちづくり協議会
国、島根県

中小企業基盤整備機構他

事業実施者

連携

連携

連携

支援

支援

支援

支援 連携

支援・連携

提言・要請
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【会員】
農業生産者、食品加工業者、飲食店 等

スイーツの杜スパイス

さくら

山の幸たまご

５つのプロジェクト

「事務局」

商 工 会

「事務局」

雲 南 市

雲南市農商工連携協議会 ■商品開発

■販路拡大

■情報発信

地域内循環

外貨獲得

地域活性化

支援

支援

わいを創出することで中心市街地を中心とした消費の流れをつくり出し、中心市街地

形成のためのコンセンサスを得る。 

 

 

２．既存商店街活性化の取り組み（継続） 

◆事業内容 

既存商店街の個店へのアプローチとして、1 期目に行った商業者意向調査を参考に

固定客化の手法を検討する。また、商業者グループの組織的取り組みへの支援として、

プレミアム商品券事業に合わせた販促イベントやまちゼミの開催も想定する。まちゼ

ミについては、商業グループによる勉強会の開催により個店の魅力アップによる売上

（利益）増加を目指すことで、その効果が商店街等の活性化にも繋がるよう関係団体

等と連携しながら支援する。 

・雲南市プレミアム商品券利用期間のスタンプ会の利用特典による購買アップ 

・個店の魅力アップ事業による販路拡大と売上増加 

・各事業の相乗効果による商店街の活性化 

 

◆本事業実施の効果 

既存商店街活性化の取り組みについては、固定客化を図るための仕組みづくりの検

討とプレミアム商品券等に併せた販促事業を通じ、顧客の獲得と売上の増大に効果が

期待される。まちゼミについては商業者のグループによる勉強会の開催を行う予定で

あり、商店街等に人の流れをつくり、活気と賑わいを創出するほか、空き店舗活用等

を進めることで商店街としての活性化が図れるものと考えられる。 

また、併せて雲南市や関係機関等と連携して店舗施設の有効活用を進めることによ

り、事業承継の機会拡大にも繋がるものである。 

 

 

３．地域資源活用による商品開発及び販路拡大の取り組み（継続） 

 ◆事業内容 

  雲南市農商工連携協議会と連携し、農業生産者、食品製造事業者、飲食店・小売店

等が連携しながら地域の資源を使った商品開発や販路拡大を行い、雲南市の地域経済

活性化のために雲南市や関係団体と連携しながら取り組んでいく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 32 - 

 

◆本事業実施の効果 

小規模事業者が行う地域の資源を使った商品開発を雲南市や関係団体と連携しなが

ら支援することにより地域内循環が生まれ、またプロジェクトとして販路拡大や情報

発信を行うことで話題性が広がり地域活性化に繋げることができる。 

 

 

４．雲南市と連携した地域経済活性化の検討協議（継続） 

雲南市商工振興課と商工会で開催している「雲南市商工振興連絡会議」において商工

業に係る事業実施状況を確認し逐次情報共有を図る。会議の実施は、地域の商工業者が

置かれた状況、そして支援者としての商工会の対応状況を報告すること。また、行政施

策の実施状況を理解することで、地域の商工業者の健全な発展を促していこうとするも

のである。現場の商工業者、支援機関、行政のそれぞれの動きが有効に機能していくた

めの連絡調整を密接に行っていく所存である。 

 

 

 

 

 

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 
 

＜第 1期における事業の取組と成果・評価＞ 

経営発達支援事業を円滑に進めるため、各支援機関と次のとおり支援ノウハウの情報

交換等を行い、自らの支援能力の向上を図った。 

 
支援機関名 情報交換等の内容 開催回数 

島根県 県の中小企業支援施策に係る情報交換 年 1回 

雲南市産業観光部 

（商工振興課、産業振興 

センター、観光振興課） 

商工業振興施策および管内事業者への支援状況に係る

協議、連絡調整等 
年 1回 

雲南市農商工連携協議会 新商品開発および農商工連携に係る連絡調整 年 3回 

雲南市地域経済振興会議 市の産業振興施策、人材育成等にかかる協議 年 4回 

雲南市創業承継支援者連絡会 創業・事業承継に係る連絡会議 年 2回 

島根県商工会連合会 
企業支援に係る専門家派遣、補助金・助成金等にかか

る相談、小規模事業者支援研修にかかる連絡会議 
随時 

しまね産業振興財団 企業支援に係る意見交換、創業・承継に係る情報交換 年 4回 

事業引継ぎ支援センター セミナーの共同開催、事業承継を中心とした情報交換 年 2回 
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＜今回の申請における取組の方向性＞ 

 経営発達支援事業を円滑に行うため、第 2 期の事業実施にあっても第 1期同様に雲南

市商工振興連絡会議その他関係支援機関との情報交換及び連絡会議を開催する。 

特に、第 1期においては需要の開拓や事業承継等のテーマに応じて各支援機関との支

援ノウハウの共有と支援能力の向上を図ったが、いまだ取り組みは十分とは言えず、全

ての事業において支援ノウハウの共有が図られたとは言い難い。 

そこで第 1期の取り組み結果を踏まえ、雲南市担当課との連携はもちろん、他の支援

機関との連携も密に企業支援の質を高めていく所存である。常に連携体制にある雲南市

とのあり方については、支援施策に関する相互理解、小規模事業者の経営状況に係る相

互理解、地域経済全体に対する相互理解を深めていく。また、島根県、しまね産業振興

財団、事業引継ぎ支援センター、金融機関等との相互連携も密にとり、経営発達支援計

画についての実効性を高めていく方針である。 

 

 

＜本計画にて実施する事業内容＞ 

 雲南市や金融機関等の支援機関と会議の場を持ち、支援ノウハウや支援施策について

情報交換・共有を図り、市内小規模事業者の支援能力向上に努める。 

 

支援機関 情報交換等の内容 連携理由・効果等 

島根県 県内の動向、中小企業支援施策 
県内の動向や景況観を知り、各種施策

を通じて事業者を支援する。 

雲南市産業観光部 

(商工振興課、産業振興

センター、観光振興課) 

雲南市産業振興施策及び個社の

支援施策、小規模事業者が抱える

問題・要望、補助金・助成金 

市の産業振興施策や事業者の問題・課

題等について情報共有し、施策へ反映

させ、事業者の支援に繋げる。 

雲南市農商工連携 

協議会 

地域資源を活用した新商品開発

や農商工連携による 6 次産業化

の取り組み、域内、域外での販路

拡大の状況と今後の展開等 

５つのプロジェクト（スパイス、スイ

ーツ、たまご、さくら、山の幸）との

連携により、雲南市の魅力を域外へ情

報発信することができる。 

日本政策金融公庫松江支店 
県内事業者の状況、金融支援メニ

ュー 

事業者を金融・財務面から支える必要

があり、情報共有しておくことでお互

いが連携して円滑な支援に繋げる。 
市中金融機関 

島根県信用保証協会 

中小企業基盤整備機構 
中小企業支援施策、専門家派遣、

職員の資質向上研修 

支援機関向け研修が充実しており、優

秀な講師陣・専門家と連携することに

より支援能力の向上と事業者の経営力

アップが見込める。 

島根県商工会連合会 

補助金・助成金、専門家派遣制度、

個社支援コーディネート 

他の支援機関とのコーディネート役と

しての機能を有し、様々な支援メニュ

ーを通じて当会と一体となった小規模

事業者支援が期待できる。 

しまね産業振興財団 

事業引継支援センター 事業承継先の情報、承継ノウハウ 
連携することにより円滑な事業承継支

援を図る。 
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２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 
＜第 1期における事業の取組と成果・評価＞ 

（１）off-JT 

中小企業基盤整備機構が実施している中小企業支援担当者研修（地域資源活用、事業

計画策定、ローカルベンチマークを活用した事業者支援等）及び小規模事業者支援研修

（小規模事業者支援の方法、事業計画策定と実施支援、事業承継）を経営指導員が受講

し、支援能力の向上を図った 15時間/人）。 

また、島根県商工会連合会・島根県商工会議所連合会が主催する事業者支援研修（事

業計画策定、事業承継、税務・財務）を経営指導員が受講し、支援能力の向上を図った

（25時間/人）。 

 組織として小規模事業者を支援していくためには、経営指導員だけでなく支援に携わ

る他の職員も計画的に上記研修会に参加して支援能力向上に努め、組織全体のレベルア

ップが必要である。 

 

（２）OJT 

若手職員が経験のある職員に同行して支援の方法や助言の仕方を教わるなど、各職員

が支援能力向上に努めた。 

 小規模事業者をしっかりと伴走支援していくためには、OJT による知識やノウハウを

可視化し、内部会議等で多くの職員と情報共有を図り、組織全体のレベルアップが必要

である。 

 

 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 

 Off-JTでも OJTでも、個々が身に付けた知識やノウハウを可視化し、内部会議等で多

くの職員と情報共有して組織全体のレベルアップを図るとともに、組織の財産として残

す仕組みを構築する。 

 

 

＜本計画にて実施する事業内容＞ 

（１）職員の資質向上に関する取組 

 ◆事業内容 

小規模事業者に伴走してきめ細かな対応をしていくためには職員の支援能力を向上

させる必要がある。支援能力を向上させるポイントは各人によって異なり、向上させる

手法も様々である。 

そこで今回は、次の取組を実施することで経営指導員をはじめとする職員の支援能力

の向上を図り、組織全体としてのレベルアップを目指す。 

進め方として、まず年度初めに事務局長が各人の不足する支援能力や育成ポイントを

本人との面談において把握し、島根県商工会連合会が職員の育成や人事評価で実施して

いる「資質向上計画書」や「職種別業務チェックリスト」に基づき、支援能力向上のた

めの計画を策定する。 

策定した計画は、OJTや off-JTを活用し、職員間で情報の共有や進捗の確認をしなが
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ら能力向上に努める。育成状況は半年に 1度、本人と事務局長が面談にて振り返り、次

の計画に活かす。 

 

①OJTによる小規模事業者支援能力の向上（継続） 

事務局長や経験のある経営指導員・記帳専任職員が中心となり、小規模事業者を支

援するための基本的な知識やノウハウはもちろん、各人の役割、取組姿勢等の向上に

ついて、内部研修も含め、職場、現場を通して計画的かつ継続的に指導していく。 

 

 

②off-JTによる小規模事業者支援能力の向上（継続） 

次の各種研修等を活用し、多様化する小規模事業者のニーズに対応できるよう、不

足しがちな支援ノウハウや知識を意識的に習得し、個々の支援能力向上を図る。 

 

・中小企業基盤整備機構が実施する「中小企業支援担当者研修」や県連が主催する

「経営指導員等研修会」の活用により、スポットで知識・ノウハウの向上を図る。 

例）事業計画策定支援、商品開発・販路拡大支援、事業承継支援 等 

・全国商工会連合会が実施する「経営指導員等 WEB 研修」の活用により、体系的に

知識を身に付ける。 

例）企業経営理論、財務・会計、経営法務、運営管理、経営情報システム 等 

 

 

（２）経営支援情報の共有に関する取組 

◆事業内容 

今まで経営指導員等個人に蓄積しがちであった支援手法や成功事例等のほか、支援に

有用なデータそのものやデータの取り方についても、次の取り組みを実施することで組

織として共有し、組織の財産として残していく。 

①支援事例の共有（新規） 

  当会内部で定期的に開催する「経営支援会議」及び「業務（記帳）支援会議」の場

で職員が交代で事例発表を行い、職員個人に蓄積しがちな「経営分析結果」や「支援

に必要な知識・ノウハウ」、「小規模事業者の売上や利益の確保を支援する実際の取組

事例」等の情報共有を図る。 

これらの情報は支援データベースとして職員共有フォルダで管理し、閲覧できるよ

うにする。 

 

②経営カルテ及び記帳カルテの活用（新規） 

  今までのカルテ機能の活用方法は、事業者から受けた相談内容を簡易的に残す程度

であったが、今後は、相談内容に対する助言内容、支援内容の要点を記載して支援ノ

ウハウの蓄積を図る。こうすることにより、人事異動や担当替えがあってもすぐに該

当企業の支援を引き継げるようにする。 
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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 
 

＜第 1期における事業の取組と成果・評価＞ 

 事業実施の報告および評価検証を行う機関として雲南市中小企業振興基本条例を基

に平成 26 年 4 月から設置された「雲南市地域経済振興会議」を位置づけてきた。当会

議は学識経験者として大学教授、関係行政機関、商工会員、金融機関、一般公募された

委員などで組織、行政施策に対する提言活動等を目的に年間 3～4 回程度開催されてき

た。経営発達支援計画については、この会議において実施計画の説明と年度ごとの結果

報告を行い、評価を受けてきた。 

一方、当会議が雲南市との連絡調整のもとに開催されてきたが、定期的な開催ではな

かった事や外部有識者から受けた評価を次年度の計画に十分に反映し、遂行することが

できなかったことなどが反省点として残る。 

 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 

今回 2 期目の事業実施にあたっても、1 期目同様に「雲南市地域経済振興会議」を経

営発達支援事業の実績報告・評価・見直しの機関として位置づける。当会議の開催にあ

たっては行政担当者と事前に連絡調整を十分に行い、当会議の実行性を確保するととも

に外部有識者ら委員から毎年度評価を受け、必ず次年度の計画へ反映させるなど、効果

的な PDCAサイクルの構築を図り実行する。 

 

＜本計画にて実施する事業内容＞ 

（１）日々の進捗管理・評価はベンチマーク（指標）と PDCA サイクルの導入により、

当会事務局長が中心となって当会内部の月次経営支援会議にて行う。 

 

（２）事業の評価・見直しをする機関として外部有識者として大学教授、関係行政機関、 

商工会員、金融機関、一般公募された委員などで構成される「地域経済振興会議」

とする。 

毎年度、当会は事業の実施状況及び成果を報告し、当会議において事業に対する

評価、見直し案の提示を受け、次年度に反映させる。 

 

（３）その後、商工会役員会へ報告し、承認を受ける。 

 

（４）事業計画と事業の成果、評価、見直し結果は商工会のホームページで公表し、小

規模事業者が常に閲覧できるようにする（http://un-nan.shoko-shimane.or.jp/）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://un-nan.shoko-shimane.or.jp/
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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 29年 11月現在） 

 

（１）組織体制 

 

経営発達支援事業
実施者（21名）

商工会役員会
（30名）

進 捗 管 理
・事務局長（1名）
・経営支援会議（8名）
・業務支援会議（7名）

雲南市地域経済振興会議（15名）

連 携 機 関
・島根県
・雲南市産業観光部
・雲南市農商工連携協議会
・金融機関
・中小企業基盤整備機構
・島根県商工会連合会
・よろず支援拠点 ほか

評価・見直し

進捗管理情報共有

事業連携

報告

実績報告

雲南市商工会（職員数21名）
・事務局長（1名）
・経営指導員（8名）
・補助員（2名）
・記帳専任職員（6名）
・記帳指導職員（1名）
・嘱託職員（3名）

＜本所（18名）＞
・事務局長（1名）
・経営指導員（7名）
・補助員（2名）
・記帳専任職員（4名）
・記帳指導職員（1名）
・嘱託職員（3名）

＜大東支所（3名）＞
・経営指導員（1名）
・記帳専任職員（2名）

 
 

 

（２）連絡先 

雲南市商工会 

本  所 ： 〒690-2404 島根県雲南市三刀屋町三刀屋 274-10 

                TEL 0854-45-2405  FAX 0854-45-2446 

  大東支所 ： 〒699-1251 島根県雲南市大東町大東 1865 

TEL 0854-43-2488  FAX 0854-43-2491 

 

ホームページ ： http://un-nan.shoko-shimane.or.jp/ 

 

Eメールアドレス   :  un-nan@shoko-shimane.or.jp 

 

 

 

mailto:un-nan@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） 

 平成 

30年度 

平成 

31年度 

平成 

32 年度 

平成 

33年度 

平成 

34年度 

必要な資金の額 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 

 

 

＊項目の番号は、事業計画本編の番号と連動

しています。 

Ⅰ．経営発達支援事業 

１．地域の経済動向調査 

（1）小規模事業者の景況調査 

（2）各種データの収集と提供 

２．経営状況の分析 

(1)小規模事業者の経営分析 

３．事業計画策定支援 

(1)小規模事業者の事業計画策定 

４．事業計画策定後の実施支援 

（1）事業計画策定後のフォローアップ 

５．需要動向調査 

(1)商品開発等に関する消費者ニーズ調査 

(2)市内宿泊施設に関する消費者ニーズ調査 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業 

(1)雲南市商工業ポータルサイト構築 

(2)商談会等への出展による販路拡大支援 

 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

１．中心市街地活性化のための取り組み 

(1)中心市街地活性化のための支援 

 

２．既存商店街の活性化の取り組み 

 

３．地域資源活用の取り組み 

 ・農商工連携協議会と連携した商品開発及

び販路開拓 

 

 

 

(2,700) 

 

200 

200 

 

200 

 

300 

 

 

 

800 

300 

 

100 

600 

 

 

 

(4,300) 

 

3,000 

 

1,000 

 

 

300 

 

 

 

 

(2,900) 

 

200 

200 

 

200 

 

300 

 

 

 

800 

300 

 

100 

600 

 

 

 

(4,100) 

 

2,800 

 

1,000 

 

 

300 

 

 

 

 

(2,900) 

 

200 

200 

 

200 

 

300 

 

 

 

800 

300 

 

100 

600 

 

 

 

(4,100) 

 

2,800 

 

1,000 

 

 

300 

 

 

 

 

 

(2,900) 

 

200 

200 

 

200 

 

300 

 

 

 

800 

300 

 

100 

600 

 

 

 

(4,100) 

 

2,800 

 

1,000 

 

 

300 

 

 

 

 

 

 

 

(2,900) 

 

200 

200 

 

200 

 

300 

 

 

 

800 

300 

 

100 

600 

 

 

 

(4,100) 

 

2,800 

 

1,000 

 

 

300 

 

 

 

（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 

 

国補助金、県補助金、市補助金、事業受託費、会費等収入、共済手数料収入 

 

（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 

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】 

（１）中小企業景況調査 

（２）各種データの収集と提供 

（３）市民を対象とした商勢圏実態調査 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（１）小規模事業者の経営分析 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（１）小規模事業者の事業計画策定 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

（１）事業計画策定後のフォローアップ 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

（１）新商品開発や改良に関する消費者ニーズ調査 

（２）市内宿泊施設に関する消費者ニーズ調査 

 

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】 

（１）雲南市商工業者ポータルサイトの構築 

（２）商談会等への出展支援 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

１．中心市街地活性化の取り組み 

（１）中心市街地活性化のための支援 

（２）「うんなん元気百貨店まちづくり協議会」の賑わい創出事業への支援 

２．既存商店街の活性化の取り組み 

３．地域資源活用による商品開発及び販路拡大の取り組み 

４．雲南市と連携した地域活性化の検討協議 

 

 

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 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

（１）職員の資質向上に関する取組 

（２）経営支援情報の共有に関する取組 
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連携者及びその役割 

本計画を実施するにあたり、連携者を次のとおり示す。 

 なお、連携者の詳細な役割は、次ページの「連携体制図」において示すこととする。 

 

1．次の行政機関と小規模事業者支援施策の検討及び活用等について情報共有を図る。 

（１）島根県 (知事 溝口善兵衛) 

〒690-8501 島根県松江市殿町 1 番地 ℡ 0852-22-5111 

（２）雲南市（市長 速水雄一） 

〒699-1392 島根県雲南市木次町里方 521-1 ℡ 0854-40-1000 

 

２．外部支援団体と連携することにより支援ノウハウ等の共有と小規模事業者に対する支

援の質を向上させ、小規模事業者の持続的発展を図る。 

（１）島根県商工会連合会(会長 石飛善和) 

〒690-0886 島根県松江市母衣町 55-4 ℡ 0852-21-0651 

（２）全国商工会連合会（ 会長 石澤義文） 

〒100-0006 東京都千代田区有楽町 1-7-1 ℡ 03-6268-0088 

（３）中国経済産業局(局長 波留静哉) 

〒730-8531 広島県広島市中区上八丁堀 6-30 ℡082-224-5615 

（４）中小企業基盤整備機構(中国本部長 村松清孝) 

〒730-0013 広島市中区八丁堀 5 番 7 号広島ＫＳビル 3 階 ℡ 082-502-6300 

（５）（公財）しまね産業振興財団(代表理事理事長 山崎征爾) 

〒690-0816 島根県松江市北陵町 1 番地テクノアークしまね内 ℡ 0852-60-5110 

 

３．金融機関との定期的な情報交換の機会を設け、地域経済動向の情報収集と円滑な金融

支援を図る。 

（１）日本政策金融公庫松江支店(支店長 立元 博) 

〒690-0887 島根県松江市殿町 111(松江センチュリービル) 

（２）島根県信用保証協会(会長 小林淳一) 

〒690-8503 島根県松江市殿町 105 番地 ℡ 0852-21-0561 

（３）山陰合同銀行雲南支店(支店長 原田正俊) 

〒690-2403 島根県雲南市三刀屋町下熊谷 1773-1 ℡0854-45-5505 

（４）島根銀行雲南支店(支店長 畑浩夫) 

〒690-2403 島根県雲南市三刀屋町下熊谷 1678-1 ℡ 0853-45-5557 

（５）しまね信用金庫三刀屋支店(支店長 周藤隆) 

〒690-2404 島根県雲南市三刀屋町三刀屋 324-4 ℡ 0854-45-2514 
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連携体制図等 

１．地域の経済動向調査に関すること 

（１）中小企業景況調査 

 

商工会
（調査・取りまとめ）

島根県
商工会連合会

（県景況調査の実施）

小規模
事業者

民間の調査会社
（調査結果の集計・分析）

調査

分析結果の
フィードバック

分析結果の
フィードバック

調査データ集計・分析依頼

調査データ
集計・分析依頼

分析結果の
フィードバック

 
 

 

（２）各種データの収集と提供 

 

小規模
事業者

商工会
データの収集と職員間共有

HPや会報誌による情報発信等

など

中小企業庁

情報提供

データを活用した
経営支援

島根県商工会連合会

島根県 雲南市 金融機関

民間調査機関

情報収集

 
 

 

（３）商勢圏実態調査 

 

小規模事業者

商工会

島根県
商工会
連合会
消費動向の
分析

市内住民

アンケート

調査票の
回収

連携

住民の消費動向情報
の提供

調査票の送付、回収
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２．経営情報の分析に関すること 

（１）小規模事業者の経営分析 

３．事業計画策定支援に関すること 

（１）小規模事業者の事業計画策定 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

（１）事業計画策定後のフォローアップ 

 

 

小規模事業者 商工会

・専門家との連携
・小規模事業者との コーディネート

・事業計画の策定、遂行に関する相談
・経営上の問題・課題に関する相談

島根県

【専門家派遣制度の活用、研修会の開催等】

島根県
商工会連合会

雲南市 よろず支援拠点

など

・巡回訪問等によるヒアリングによる
財務・日財務分析の実施

・研修会の開催による掘り起し

・事業計画策定・遂行支援

 
 

 

 

５．需要動向調査に関すること 

（１）商品開発や改良に関する消費者ニーズ調査 

  

モニター
商
工
会

小
規
模
事
業
者

ニーズ調査

評価の
フィードバック

商品提供

都市部の一般消費者
（実施・集計）

市内の一般消費者

島根県商工会連合会、島根県ブランド推進課
バイヤー等専門家

連携
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（２）市内宿泊施設に関する消費者ニーズ調査 

 

小規模事業者の
宿泊施設

宿泊者
商工会

①アンケート
調査

②調査票の
回収 調査票の作成、

回収、分析

③分析結果
の提供

 
 

 

 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

（１）雲南市商工業者ポータルサイトの構築 

 

小規模事業者

雲南市

雲南市民

ポータルサイト構築に必要な事業所情報の調査

サイトの構築

事業者情報の提供

商品・役務の購入

商工会

事業者情報の提供

 
 

 

（２）商談会等への出展支援 

 

商談会・物産展
商
工
会

小
規
模

事
業
者

事前セミナー
出展支援・補助出展

連携

島根県、雲南市、島根県商工会連合会、金融機関、専門家等

商品改良支援
販路拡大支援
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

１．中心市街地活性化の取り組み 

（１）中心市街地活性化のための支援 

（２）「うんなん元気百貨店まちづくり協議会」の賑わい創出事業への支援 

 

法定構成員

雲南市商工会

雲南都市開発㈱
（まちづくり会社）

雲
南
中
心
市
街
地
活
性
化
協
議
会

雲 南 市

うんなん元気百貨店

まちづくり協議会
国、島根県

中小企業基盤整備機構他

事業実施者

連携

連携

連携

支援

支援

支援

支援 連携

支援・連携

提言・要請

 
 

 

 

２．既存商店街の活性化の取り組み 

 

商工会

・うんなんまめなカー市開催
・プレミアム商品券実施 他

支援

参加・協力

賑わい・活力商店街

小規模
事業者

小規模
事業者

小規模
事業者

小規模
事業者

小規模
事業者

商店街

小規模
事業者

小規模
事業者

小規模
事業者

小規模
事業者

小規模
事業者

商店街

小規模
事業者

小規模
事業者

小規模
事業者

小規模
事業者

小規模
事業者
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３．地域資源活用による商品開発及び販路拡大の取り組み 

 

【会員】
農業生産者、食品加工業者、飲食店 等

スイーツの杜スパイス

さくら

山の幸たまご

５つのプロジェクト

「事務局」

商 工 会

「事務局」

雲 南 市

雲南市農商工連携協議会 ■商品開発

■販路拡大

■情報発信

地域内循環

外貨獲得

地域活性化

支援

支援

 
 

 

 

 

 

 

 

４．雲南市と連携した地域経済活性化の検討会議 

 

小規模
事業者

商工会

地
域
活
性
化
支
援

検討・協議

雲南市

雲南市商工振興連絡会議
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