
経営発達支援計画の概要 

実施者名 「津和野町商工会（法人番号 9280005005586）」 

実施期間 平成 31年 4月 1日～平成 36年 3月 31日 

目  標 

小規模事業者の経営能力や経営資源を的確に把握し、個々の経営力向上、販売促進等を

継続して支援するとともに、当地区における創業にむけた機運を盛り上げ、創業、第二

創業などを創出させることを目標とする。 
①観光関連事業者（小売業・飲食宿泊業・サービス業・菓子製造業）への重点支援 

②創業・第二創業者への支援 

③特産品を取扱う製造業者の販路開拓支援並びに地域資源のブランド化推進 

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】 

管内小規模事業者へ外部環境に係わる地域経済動向調査情報を提供することにより、

事業計画策定支援・実施支援の際の外部環境情報として活用する。 

①管内事業者の経営状況に関する情報の収集・整理・分析・提供・検証 

②地域経済に関する情報の収集・整理・分析・提供・活用 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

「観光関連業者」「特産品加工業者」「事業承継予定者」など重点的に支援する事業所

を選定し、経営分析を実施し現状を把握するとともに経営課題の抽出を行っていく。 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

経営状況分析を行った重点的に支援する事業所並びに創業予定者に対し、事業者が中

心となり経営ビジョン実現に向けた事業計画書策定支援を行う。 

４．事業計画書策定後の実施支援に関すること【指針②】 

四半期毎の進捗確認によるフォローアップ体制の構築と、ＰＤＣＡサイクルの徹底に

よる伴走型支援を行い、事業計画の実効性を高める。 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

小規模事業者の扱う商品やサービスに関する情報を収集・整理・分析・提供すること

により、事業計画の中の販売計画や品揃え計画の基礎データとして活用する。 

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】 

観光関連事業者の需要開拓に重点的に取組み、地域内の小規模事業者への波及効果を

高めていく 

①特産品製造業に対する販路開拓支援と各種補助金の支援 

②ＩＴの活用による販路開拓支援と観光情報等の発信 

 

Ⅱ地域経済の活性化に資する取組 

空き店舗を活用した創業・第二創業の促進や地域ブランドを確立しＰＲするイベント

等を開催し地域活性化を図る 

①空き店舗の活用と創業・第二創業の促進 

②津和野栗のブランド強化 

連 絡 先 

津和野町商工会 

〒699-5605 島根県鹿足郡津和野町後田ロ 187 

TEL：0856-72-3131  FAX：0856-72-1389  
E-mail：tsusho13@tsuwano.ne.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 

【地域の状況】 

１．津和野町の立地 

 津和野町は平成 17年に旧津和野町と旧日原町が合併し誕生した。 

当町は島根県の西端で、県庁所在地の松江市から約 200km に位置してお

り、益田市や吉賀町、山口県山口市・萩市に隣接している。 

街並みは、山あいに白壁と赤瓦の家並みがつづき、西に山城の跡がみえ

る城下町で、歴史を生かしたまちづくりが平成 27年に「日本遺産」と

して認定された。 

町の総面積は 307.03kmで、そのうち森林が占める割合は約 9割。耕

地面積は 11.6k㎡で、高津川と津和野川、その支流が入り込んで小谷をなし、狭小な谷底平野が開けてお

り、標高は 40mから 1260mまでと起伏に富んでいる。 

２．人口の動向 

津和野町の人口は、昭和 35年の 21,157人以降、減少が続いており、平成 27年で 7,653人となった。将

来推計によると、減少傾向は今後も続き平成 37年には 6,091人、平成 57年には平成 27年の半分以下の

3,690人と推計されている。年齢 3区分の人口構成比は生産年齢人口の比率が減少し続け、平成 27年で老

年人口比率とほぼ同率になり、その後は老年人口比率が生産年齢人口比率を上回る状況が続くと推計され

ている。 

 

 

出典：H27までは国勢調査、H32以降は人口問題研究所の推計 

 

【管内商工業者・小規模事業者の現状と課題】 

１.業種別事業所数・従業員数・売上 

町内で最も多い業種は卸売業・小売業で 131事業者(構成比 27.0％)であり、宿泊・飲食サービス業の 64

事業者(構成比 13.2％)、製造業 43事業者(構成比 8.8％)と続く。 

 従業員数では、卸売業・小売業 561 名(構成比 20.5％)、医療・福祉が 473名(構成比 17.3％)と続く。 

  売上高では卸売業・小売業が 5,236百万円(構成比 29.5％)、建設業 3,927百万円(構成比 22.2％)であ

り、事業所数・従業員数・売上高ともに当町では卸売業・小売業のシェアが高い。 

13,42313,002
12,131

11,389
10,628

9,515
8,427

7,653
6,843

6,091
5,4044,7834,2063,690

S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 H32 H37 H42 H47 H52 H57

津和野町人口推移（人）

18.1% 17.8%16.5%
14.6%

12.3%10.2% 9.1% 8.6% 8.8% 8.9% 9.0% 9.2% 9.5% 9.9%

63.9% 61.8% 59.7%
56.2% 53.6% 51.2% 49.1%

45.9%

42.8% 40.7%40.9% 41.9% 41.5% 41.8%

18.0%
20.4% 23.8%

29.1%
34.0%

38.6% 41.4%
45.2%

48.5% 50.4% 50.1% 48.9% 49.0%48.4%

S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 H32 H37 H42 H47 H52 H57

津和野町人口比率

年少人口（人） 生産年齢人口（人） 老年人口（人）

推計 
推計 



2 
 

出典:平成 26年経済センサス基礎調査加工 

 

２.小規模事業者の状況 

小規模事業者の業種構成はサービス業が 36％と最も高く、

卸・小売が 32％と続く。 

小規模事業者数は平成 21年には 518事業者であったものが、

平成 30年は 354事業者で 164事業者・32％減少している。特に

地域内で需要を賄う卸・小売業の減少が顕著で、この業種は平成

20年と平成 30年の比較では 66事業者減少している。サービス

業についても平成 20年から平成 30年の間に 55事業者減少して

いる。     

 

 

 

 

 

 

 

                 

                                

出典:津和野町商工会独自調査 

３.開廃業数の推移 

年毎によりバラつきはあるが、廃業が開業を

上回っている年度が殆で、平成 27年度だけ開

業が廃業を上回っている。廃業の原因は、ほと

んどが高齢化による自主廃業である。 

また、開業はすべての年度で一桁台である。 

  

 

 

 

出典:津和野町商工会独自調査 
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４.業種別の現状と課題 

①.建設業 

（現状） 

平成 25年 7月に起きた激甚災害復旧工事では、地域の経済・雇用を支えてきたが工事が終了したこと

により、売上額は大幅に減少し経営はきわめて深刻な状況になっている。また、公共工事の減少による

受注競争の激化から採算性の低下が設備投資を阻害し、労働人口の減少や賃金の格差等により従業員の

確保が一段と困難になっている。 

規模的には、従業員 20人未満の小規模事業者であり、公共事業費が減少する中で機械等の維持管理の

費用が除々に増加し、今後さらに維持管理費の割合が増すものと思われる。 

（課題） 

◆若年労働力の確保 

業界のヒアリング調査結果では、建設業の年齢構成は 50歳以上の従業員が半数以上を占めている。

今後若年齢層の確保や将来的な技術者の確保により、経営の安定に向けた取組みが必要である。 

◆新分野への取組み 

公共工事に依存している割合が高く、公共工事依存型から新たな需要の掘り起こしや異業種への参入

など新たな取組みへの支援が課題である。 

 

②.観光業 

（現状） 

津和野町は年間約 120万人の観光客が安定的に訪れる観光地

である。観光地別入込客数をみると、太皷谷稲成神社が 55.5

万人と最も多い。特に、月別にみると初詣客が大半を占めるた

め 1月が圧倒的に多く、太皷谷稲成神社を含む城下町の町並み

を楽しむ観光が主体となっている。町並みの一部は重要伝統的

建造物群保存地区になっており、景観計画を踏まえた町並み保

存を進めている。また、官民が運営する美術館、博物館が点在

し、回遊型観光の要素にもなっている。 

町では、観光資源の発掘や伝統文

化を後世に伝えていく取り組みを進

めており、それらを活かした回遊型

観光への転換を図っている。美しい

街並み景観とその周囲を囲う自然景

観、清流高津川がつくる文化的景

観、美しい夜空など、四季折々の景

観を楽しむことができる。また、春

から秋にかけてはＳＬやまぐち号が

運転され、美しい景観をバックにＳ

Ｌを写そうとする鉄道マニアも多数

来訪している。ＳＬは津和野の魅力を高める重要な観光資源となっている。 
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（課題） 

◆観光資源を総合的に活用する仕組みづくり 

津和野町には、店舗を含めた街並み、美術館、博物館、神社仏閣、歴史的・文化的資源などを豊富に

有しているが、老朽化により整備が必要になっていたりするものも多い。 

観光資源を活用していくためには、個々の資源がきちんと整備・維持管理されていることと、それを

運営できる仕組みづくりが必要である。 

◆日帰り型の観光地から滞在型の観光地へ 

年間 120万人の観光客が訪れるが、その多くが日帰り客で宿泊率が低くなっている。地域素材を活か

した料理を提供できる食堂が少なく、みやげ物もバリエーションがないため観光消費額も低迷している

ことから、地域の魅力ある環境と一体化できる観光資源の魅力について発信が必要である。 

◆効果的な情報発信 

観光において、旅行雑誌に掲載されるコンテンツが同類であり誘客に効果的な情報発信が不十分であ

るため、ホームページやＳＮＳを活用したスピード感のある情報発信が必要である。 

 

③.小売業 

（現状） 

小売業は、管内事業者の中でも数・割合とも最も多く減少している。その要因としては、高齢化によ

る廃業が殆どで少子・高齢化という構造的な問題に加え、消費や需要の低迷などによって事業者数は減

少の一途を辿っている。 

津和野地区の商品群別地元購買率推移を地元購買率の「全商品」で見ると、平成 13年から平成 16年

の間に 2.1ポイント増加したが、その後は減少傾向が続き、平成 10年から平成 28年の間に、13.6ポイ

ント減少している。 

日原地区の地元購買率を全商品で見ると、平成 10年から平成 28年の間に 27.5 ポイント減少し、減少

傾向が続く。 

また、津和野・日原地域の中には商業機能を失い空白地がでるようになり買い物弱者問題も顕在化

し、町内外からの移動販売車が入っており、行政ではテレビ電話・電話・ファックス・スマートフォン

による「高齢者買物支援事業」の社会実証を終え本格的に事業が始まろうとしている。 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                
出典：H28島根県商勢圏実態調査 
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（課題） 

◆地域に密着した店舗づくり 

中山間地域の小規模店舗では商品の仕入先確保が大きな課題となっている。仕入量・仕入額の少ない

店舗では、大型店が提供しにくい高齢者をはじめとした地域住民ニーズに対応した商品の提供、地域に

密着した小規模事業者ならではの機動性を活かした戦略が必要である。 

◆行政による高齢者買物支援事業の導入 

以下のことが行政により計画されており、新たなビジネスモデルとして期待しているが、取扱商品の

需要動向を意識した商品企画が必要である。 

 ①テレビ電話について利用者宅にインターネット回線を導入し、利用者のテレビから町の買物支援セン

ターに接続、画面を通じて会話による買物サポートを行う。 

 ②テレビ電話の利用が困難・不要な利用者からは電話・ファックスで注文を行う。 

 ③スマートフォンから画面を見ながら発注を行う。 

 

④.宿泊・サービス業 

（現状） 

津和野の宿泊数は近年増加傾向にあるが、観光入込客数に対する宿泊者の割合は 3％となっている。ま

た、宿泊施設としてはホテル・旅館・民宿があり、宿泊容量は約 600人/日であることから、団体客等の

受入は難しい状況にある。 

サービス業をみると、売上の低下、経営者・従事者の高齢化などにより厳しい経営環境にある。 

零細な事業者が多く観光産業は脆弱であるが、商業・農業・工業や運送業などと密接に関係してお

り、これらの産業と連携して、観光客の消費額を増やすと共に、地域内で循環する仕組みづくりも必要

である。 

（課題） 

◆滞在型の観光地へ 

宿泊施設は老朽化した施設が多く、地域の魅力ある環境と一体化できていないこともあるので、体験

メニューや宿泊しないと見られないライトアップ等、四季折々の観光資源の魅力を発信する必要があ

る。 

 

【小規模事業者の中長期的な振興のあり方】 

１．第１期の認定以降の地域等の変化 

第 1期の認定計画は実施期間を平成 28年 4月 1日から平成 31年 3月 31日までの計画であり、経営発達

支援計画認定以降に以下の変化があったため、第１期の事業実施の評価とともに、以下の内容も踏まえて

「中長期的な振興のあり方」を計画する。 

①.平成 28年 12月 14日「津和野町中小企業・小規模企業振興基本条例」が施行された 

この条例は、津和野町の中小企業・小規模企業支援における経済の発展に果たす役割の重要性に鑑

み、中小企業・小規模企業の振興についての基本理念等を定めるとともに、町の責務等を明らかにする

ことにより、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を総合的に推進し、もって地域経済の活性化と

町民生活の向上に寄与することを目的として制定されたものであるが、この条例に定める基本方針、施
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策などの考え方を十分に理解し、行政と連携して役割をしっかり果たすことで小規模事業者の支援を行

う。 

●条例の主な内容 

基本 

理念 

中小企業・小規模企業が本町における経済及び雇用を支える担い手として重要な役割を果たしてい

るという基本的認識の下、中小企業・小規模企業の自らの創意工夫及び自主的な努力を尊重しつつ、

国、県中小企業・小規模企業、中小企業支援団体、金融機関等、教育機関などの関係機関との連携に

より、中小企業・小規模企業の総合的な振興及び持続的発展を図ることを、町民共通の基本理念とし

て取り組まなければならない。 

 

基本 

方針 

 

 

1）経営状態の実態の把握に関すること。 

2）経営の革新及び経営基盤の安定・強化を図ること。 

3）国内外における販路開拓及び取引拡大の支援を推進すること。 

4）企業誘致の促進を図ること。 

5）資金調達の円滑化を図ること。 

6）新事業創出及び起業の促進を図ること。 

7）後継者対策及び事業承継の推進を図ること。 

8）人材確保と育成及び雇用の安定を図ること。 

9）農商工連携、６次産業化及び福祉分野との連携の促進を図ること。 

10）小規模企業に対する支援・連携ネットワークの構築を図ること。 

11）中小企業・小規模企業に関する情報の収集及び発信を図ること。 

12）前各号に掲げるもののほか、町長が認める中小企業・小規模企業の振興に関する施策を推進

すること。 

中小企業・

小規模企

業の役割 

1）中小企業・小規模企業者は、経済的社会的環境変化に応じて、自らの経営基盤の強化、経営革

新等に努めるものとする。 

2）中小企業・小規模企業者は、地域社会を構成する一員として、地域社会との調和を図り、安心

して暮らしやすい地域社会の実現に貢献するように努めるものとする。 

3）中小企業・小規模企業は、就業者が生きがいを持って働き、安心して子どもを生み育てること

ができる雇用環境の整備に努めるものとする。 

中小企業・

小規模企

業支援団

体の役割 

中小企業・小規模企業支援団体は、中小企業・小規模企業の実態を把握し、小規模企業の経営の向

上と改善及び事業承継に積極的に取り組むとともに、国、県及び町が行う小規模企業の振興に関する

施策の実施について協力するよう努めるものとする。 

 

②.平成 29年度から平成平成 38 年度におけるまちづくり指針を示した「第２次津和野町総合振興計

画」が策定された 

平成 29年度から平成 38年度までの 10年間の長期展望に立って、第 1次総合振興計画の基本理念を継

承しながら、移住・定住施策の推進、津和野ブランドづくりと宣伝活動の推進、コミュティの再構築と

協働のまちづくりによるひとづくり、益田圏域や山口県央連携都市圏域等広域的な地域間連携による地

域づくりとして「津和野町第 2次総合振興計画」が策定された。商工会としては、長期総合振興計画の

中の「商工業振興」の箇所について長期的な視野に立ち、津和野町と連携して取組んでいく。 
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■津和野町第 2次総合振興計画 

 基本目標別基本方針（抜粋） 

 イ.商工会が関係団体と連携し、商店街の魅力づくりや津和野ブランドの創出を推進します。 

  ロ.企業誘致について、ＩＴ産業を中心に企業が進出しやすいような環境整備や企業の要望にそえる用

地の紹介等に努め、継続して誘致活動を推進します。 

ハ.地場産業の振興のための支援を継続して推進します。 

ニ.地域資源を活用した新商品開発や販路拡大を支援します。 

  ホ.雇用対策について、求職者と町内企業とのマッチングの支援や、求人情報をＵＩターン者に効果的

に伝える取り組み等により雇用の確保に努めます。 

へ.観光振興について、関係団体や周辺地域と連携し、本町が有する個性的で多様な地域資源を生か

した観光産業の振興を図ります。 

  

③.平成 29 年度から 33 年度までの 5 年間を期間とする「津和野町観光振興計画」が策定された 

計画では、「『また来てみたい』観光まちづくり」を基本理念として（1）豊かな景観・観光資源の維

持・整備・活用 （2）回遊観光の充実 （3）観光客の満足度向上 （4）戦略的な情報発信強化 

（5）観光産業の競争力強化 （6）広域観光連携のさらなる発展を基本方針として掲げて、それぞれに

具体的な施策が計画されている。 

 

２．第１期の申請での小規模事業者の中長期的な振興のあり方と評価並びに評価を踏まえた

第２期での小規模事業者の中長期的な振興のあり方 

①.観光関連業者（小売業・飲食宿泊業・サービス業・菓子製造業）への重点支援 

観光関連業者は管内小規模事業者の多くを占めるとともに、観光地としての雰囲気を醸成し、賑わい

の場としての役割、また、他の業種への波及効果も高いため、観光に関連する事業者の振興を重点的に

取組んだ。地域の基幹産業である観光に関係する事業者を重点的に支援する事により、観光関連業者は

観光客のニーズを意識した事業を計画的に実践することと、PDCA サイクルを回した経営に日常的に取組

む状態を目指した。観光関連業者の経営の発達支援ならびに行政や観光協会と連携した観光振興の取組

により観光地としての魅力が今以上に向上し、観光客が増加していくことを目指した。 

1).第１期の評価 

第 1期の事業計画策定・実施支援件数 55件(30年度予定含む)のうち、観光関連小規模事業者は 20

件であった。第 1期で支援を行った観光関連小規模事業者のうち、計画的な経営の重要性を理解した

事業者も少なからずいたが、浸透したとは言い難い。また、当会の実施支援が充分でなかった部分も

あり、その効果を体現した事業者は 5件程度に留まった。PDCAを回した経営に日常的に取組む状態と

なるためには、実施支援の方法を再考し、小規模事業者が計画的な経営による経営の発達を実感でき

るよう、より効果的な支援を継続して行う必要がある。 

観光客のニーズ情報の提供としては、特産品製造事業者の製品アンケート調査を延べ 2回、調査数

延べ 185枚実施した。調査結果のフィードバックにより消費者ニーズに沿った製品改良に役立てた。 

観光地としての魅力向上のための取組みとしては、まず現状を把握することが重要であるため、観

光動態調査等を加工・分析し当町を訪れる観光客の推移や観光目的等の情報を関連事業者へ提供する
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とともに町・観光協会と定期的に開催する三団体連絡会議の場で観光地としての魅力向上の対策等の

協議を行った。今後も継続して調査・検討し観光客ニーズを満たした観光地づくりを目指していく。 

2).第１期の評価を踏まえた第２期での振興のあり方 

■観光関連業者（小売業・飲食宿泊業・サービス業・菓子製造業）への重点支援【継続】 

「津和野町観光振興計画」の基本方針でも観光産業の競争力強化が計画されており観光客の消費額

を増やすことが重要であるとしている。当町の主要産業である観光産業に係わる事業者支援を第 1期

と同様に継続して取組んでいく。 

第２期では第１期の評価を踏まえて、特に事業計画の実施支援について重点的に取組むことによ

り、計画的な経営の効果を体現できるよう支援していく。このことにより、ＰＤＣＡマネジメントサ

イクルを回した計画的な経営の浸透を図っていく。 

観光地の魅力向上の取組みについては、短期的に結果が出るものではないため、今までと同様に

町・観光協会と常に連携して協議を行い、実施できることから着実に実施していく。 

 

②.創業・第二創業者への支援 

小規模事業者数の減少が顕著であることから、創業・第二創業支援により事業者数の維持・増加に取

組んだ。このことは、空き店舗対策及び賑わい創出に繋がり、観光産業の振興にも繋がる。 

この取組により小規模事業者の減少傾向が緩和していく状態を目指すとともに、第二創業を支援する

事により事業の新陳代謝を促していく。店舗が必要な創業者等については、空き店舗対策により中心

商店街の空き店舗が減少している状態を目指し、観光地としての賑わい創出に取組んだ。 

1).第１期の評価 

第 1期での創業支援件数は 15件であり、そのうち期間内に創業した事業者は 4件であった。この間

の廃業は 26件であり、小規模事業者数は計画期間 3年のうちに 22件減少した。第 1期での第二創業

支援は 0件であり、空き店舗の斡旋件数は 4件であった。 

創業支援や空き店舗斡旋は対象者が事業者でない場合が多いため、どのような方法で商工会がこれ

らの支援を行っている団体であるかをＰＲしていくかが課題である。 

人口減少が続く中山間地域において創業支援・第二創業支援は、根気強く継続して地道に取組んで

いくことが重要であるため、今後も空き店舗の紹介も含めて商工会の支援内容を効果的に継続して多

くの関係者に発信していく必要がある。 

2).第１期の評価を踏まえた第２期での振興のあり方 

■創業者への支援【継続】 

「第２次津和野町総合振興計画」では新規創業、育成について津和野町創業支援事業計画に基づ

き、関係機関とのネットワーク構築や支援施策により創業支援を推進していくとしている。また、津

和野町中小企業・小規模企業振興基本条例の基本方針でも「新事業創出及び起業の促進を図ること」と

定められている。 

創業を志す者にとっては、商工会という存在を知らない者も多いため、第 1期の評価を踏まえて、

町をはじめ創業支援を行っている各種団体と常に連携・情報共有をできる体制を強化するとともに地

域外の者でも情報収集が可能となるようホームページ等で創業支援に関する情報を発信していく。こ

のことにより事業者数の維持・増加に取組む。このことは、空き店舗対策及び賑わい創出に繋がり、

観光産業の振興にも繋がる。 
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③.特産品を取扱う製造業者の販路開拓支援並びに地域資源のブランド化推進 

観光消費に影響される特産品の販路開拓を支援する事により、これらに関係する事業者の経営の持続

的発展を図った。 

特産品製造業者は、観光客ニーズを商品改良に反映できるノウハウを身につけ、ニーズを反映した商

品改良が行え、商品ラインナップの増加とともに域外での知名度向上に取組んだ。   

また、県内一の生産量を誇る「栗」関連商品の開発支援により、高付加価値の商品開発に繋げ、「津和

野栗」のブランド化に取組み経済波及効果を高めていく。 

1).第１期の評価 

第 1期での特産品製造事業者の観光客ニーズを反映した商品改良支援では、特産品製造事業者延べ

53者の製品アンケート調査を延べ 4回、調査枚数延べ 319枚実施した。域外での知名度向上への取組

みについては、展示会等への参加延べ 10回、参加事業者数延べ 23者、ホームページ作成については 

6者を支援した(いずれも 30年度未実施事業は目標数を含む)。 

アンケート調査結果については、事業者にフィードバックをしてはいるが、調査結果から具体的な

商品改良に結びついていない場合もあるので、調査結果を事業者にわかりやすい形で示す必要があ

る。また、場合によっては専門家による対応も検討する。 

「栗」関連商品については 2品開発された。これらの商品は提案試食会等により津和野栗の良さと

認知度向上に取組んだ。しかしながら生産者の高齢化が進んでおり将来的に生産量の不足が否めない

ことから、生産者の育成及び生産の拡大が求められ、年次計画により栗の植栽に取組むこととなっ

た。 

2).第１期の評価を踏まえた第２期での振興のあり方 

■特産品を取扱う製造業者の販路開拓支援並びに地域資源のブランド化推進【継続】 

「第２次津和野町総合振興

計画」では津和野のブランド化

推進の基本方針として『本町の

持つ「ひと」、「もの」、「情

報」、「しくみ」の中から「津

和野ブランド」を育てあげ、全

国に「津和野」の知名度が高ま

り、さまざまな情報が伝わる津

和野ブランドの宣伝活動を展開

していきます』としており、当会としてはこれらを具体化するために、第１期と同様に関係諸機関と

連携して特産品の販路開拓を支援し、これらに関係する事業者の経営の持続的発展を図る。 

消費者ニーズを踏まえた特産品のブラッシュアップについても第 1期に引続き取組んでいくが、第 1

期では調査結果が商品改良に結びついていない場合もあった。 

商品改良等については、専門的な課題が多いので、第 1期の評価を踏まえて、第 2期では、特に専

門家派遣等を活用して効果的な商品改良等フォローアップを図っていく。 

 

「第２次津和野町総合振興計画」津和野ブランド化推進のための主要事業 
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④.事業承継支援【新規】 

当町においては、経営者の高齢化・後継者難により、小売り・

サービス業を中心に廃業を余儀なくされている事業者が多い。昨

年度実施した事業承継アンケート調査結果においても、自分の代

で清算・廃業するとした事業者が 53.9％と半数以上を占めてい

る。また、島根県下の他市町村と比較しても人口及び事業所の減

少率が高く、将来的に地域住民の生活基盤が崩壊されることが危

惧される状況にある。 

このような状況の中、津和野町中小企業・小規模企業振興基本

条例の基本方針でも「後継者対策及び事業承継の推進を図るこ

と」と定められており、地域内商工業者の持続的な発展のために

は、人口減少に歯止めをかける施策や地域内事業者の円滑な事業承継の推進及び承継後の事業再生強化

が重要であることから、各機関と連携して事業承継推進について取組む。 

事業承継の進め方については中小企業庁が策定した「事業承継ガイドライン」を基本として、当商工

会へ設置した事業承継推進員や経営指導員が中心となり、管内事業者に対して事業承継へ向けた早期取

組みの重要性を啓発しつつ、島根県の「事業承継総合支援事業」と連携していく。これらの取組みによ

り、経営者の高齢化や後継者不在による廃業を抑制するべく、事業承継へ向けた経営者のマインドの醸

成や事業承継計画の策定支援、承継後の新たな取組みの支援まで、関係機関と一体となって総合的な支

援に取り組んでいく。 

また、この取り組みにより管内小規模事業者の事業承継の実態をマップに落し込むことにより実態を

把握し、本経営発達支援計画の期間内に円滑に承継が行えるように支援していく。 

 

３.第２期の経営発達支援事業の目標と実施方針 

①.観光関連業者（小売業・飲食宿泊業・サービス業・菓子製造業）への重点支援【継続】 

1).目標１ 

観光関連業事業者は観光客のニーズを意識した事業を計画的に実践することと、PDCA サイクルを回

した経営に日常的に取組む状態を引続き目指す。あわせて観光関連業者の経営の発達支援ならびに行

政や観光協会と連携した観光振興の取組により観光地としての魅力が今以上に向上し、観光客が増加

していくことを目指していく。 

▶PDCA によるマネジメントが定着した観光関連業者数 

項    目 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

観光関連事業者数 5件 5件 5件 5件 5件 

2).実施方針 

第 2期では第 1期の評価結果を踏まえて、事業計画の実施支援を重点的に行い、観光関連事業者が

計画的な経営による経営の発達を実現できるよう、継続して支援する。観光地としての魅力化向上に

ついても、継続して町・観光協会と定期的に開催する三団体連絡会議により対策等を検討し観光客ニ

ーズを満たした観光地づくりを目指していく。 

 

 

自分の代で清

算・廃業

53.9

後継者候補が未承諾

5.6

後継者候補

が若い

3.4

後継者候補が

複数存在

4.5

現在、探している

14.6

今決める必

要がない

15.7

その他

2.2

後継者が未決の理由（％）

出典：H29津和野町事業承継アンケート調査 
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②.創業・第二創業者への支援【継続】 

1).目標２ 

創業者支援により小規模事業者の減少傾向が緩和していく状態を目指すとともに、第二創業を支援

する事により事業の新陳代謝を促していく。店舗が必要な創業者については、空き店舗対策により中

心商店街の空き店舗が減少している状態を目指し、観光地としての賑わい創出に取組んで行く。第２

期での創業・第二創業支援者数は 5件を目指す。 

▶創業・第二創業支援目標数 

項    目 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

創業・第二創業支援数 1件 1件 1件 1件 1件 

2).実施方針 

第 2期では第 1期の評価結果を踏まえて、支援対象者となる現在事業を行っていない者に対して商

工会の支援内容を周知するために、商工会のホームページ等を活用し広くＰＲを行っていく。 

 

③.特産品を取扱う製造業者の販路開拓支援並びに地域資源のブランド化推進【継続】 

1).目標３ 

第１期と同様に特産品製造業者が、消費者ニーズを商品改良に反映できるノウハウを身につけ、常に

消費者ニーズを反映した商品改良が行え、商品ラインナップの増加とともに域外で知名度向上を目指し 

取組んで行く状態を目指す。 

項目／年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

特産品の展示会参加回数 3 回 3 回 3 回 3 回 3 回 

展示会出展支援事業者数 10 社 10 社 10 社 10 社 10 社 

商談件数／成立目標件数 2／1件 2／1件 2／1件 2／1件 2／1件 

ホームページ作成支援数 3 社 3 社 3 社 3 社 3 社 

販路開拓にかかる各種補

助金支援事業者数 
10 社 10 社 10 社 10 社 10 社 

2).実施方針 

第 2期では第 1期の評価結果を踏まえ消費者ニーズ調査結果をより事業者に判りやすく商品改良が

イメージできるレポートとして示すとともに、専門的に対応が必要な事項については専門家派遣等で

対応する。 

「栗」関連商品の開発支援について、第 2期では第 1期の評価結果を踏まえ原材料となる栗の生産

量の拡大と、新商品開発にむけ津和野栗再生プロジュエクト推進協議会と連携し、専門家派遣等によ

り津和野にふさわしい「栗」を使った商品の開発と販路拡大にむけ取り組んで行く。 

 

④.事業承継支援【新規】 

1).目標４ 

５年以内に事業を譲ると回答した事業者が、事業承継計画の策定等関係機関からの事業承継支

援を受け、計画的な事業承継の取組みが実践できている状況を目指す。 

2).実施方針 
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平成 29年度に実施した

事業承継アンケート結果

では、後継者が決まって

いる事業者は 22.5％でそ

のうち、5年以内に事業

承継をしたいとする事業

者は 79.2％となってい

る。第 2期では、5年以

内に事業承継を考えてい

る事業者に対して重点的

に支援を行い、円滑な事業承継を図るとともに、この取組みを商工会ならびに関係機関が共有する

ことにより、事業承継支援のノウハウの蓄積を図っていく。 

後継者は決

まっている

22.5

後継者は決

まってない

75

不明

2.5

後継者の決定（％）

1年以内

16.7

1～3年以内

37.5

3年～5年以内

25

5年～10年

以内

20.8

後継決定者に譲る時期（％）

出典：H29津和野町事業承継アンケート調査 
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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３１年４月１日～平成３６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】 

①.本事業の目的 

管内小規模事業者へ外部環境に係わる地域経済動向調査情報を提供することにより、経営課題に

対する選択肢の多様化が図られるとともに、【指針②】の事業計画策定支援・実施支援の際の外部環

境情報として活用する。 

 

②.第１期における取り組みと成果 

1).巡回・窓口指導における基礎的データの取得と確定申告指導時における聞き取り調査 

管内事業者 300社の事業所基礎データを更新するため、商工業者台帳に記載されている項目につい

て、ヒアリングによる調査を行った。金融あっせんや補助金申請等の際の手続による随時の変更は行

っているものの、改めて事業所の状況が詳細に把握できたことは、各種支援策にも活用できた。未実

施の事業所は継続して調査を実施する。 

確定申告指導時のヒアリングは、決算資料を基に過去 3カ年と比較しながら、売上・仕入・経費や

資金繰り、また、経営者が感じている経営状況の変化等の聞き取り調査や、業種別に財務諸表データ

を集計し管内の景況を把握した。しかしながら確定申告時には、業務に追われ効果的なヒアリングが

できないため、定期巡回時に業種毎のデータに特化した調査を行っていくことが必要である。 

■実績 

内 容 調査項目 28 年度 29 年度 30 年度予定 

基礎データ調査事業者数 資本金・労働者数・業種 

代表者及び生年月日 

300件 300件 300件 

基礎データ更新事業所数 240件 0 件 60 件 

確定申告時ヒアリング数 
売上・仕入・経費・資金繰

り・経営状況の変化 
102件 97 件 95 件 

2).三団体連絡会議開催による情報収集と各種調査からの情報収集 

津和野町役場商工観光課、一般社団法人津和野町観光協会との連絡会議を月 1回開催し、観光客入込

み数や、宿泊者数など各機関が実施した統計調査等から、地域内の経済動向についての情報の共有化、

課題の抽出を図った。これによりイベント等の観光振興活性化の企画に繋げることができた。 

また地域内情報・観光情報以外の不足する各種業界の最新動向などは、ネットや各種業界紙等により

タイムリーな情報収集を図った。 

■実績 

内 容 情報項目 28 年度 29 年度 30 年度予定 

統計調査提供数 施設ごとの月別観光客入込数 12 回 12 回 12 回 

三団体連絡協議会議 観光動向・観光イベントの協議 月 1回 月 1回 月 1回 
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3).情報の活用 

経営指導員間で情報を共有するための「経営支援会議」を週 1回、また全職員での情報共有のため

に「職員会議」を月 1回計画していたが、繁忙期には必ずしも足並みが揃わず不定期となった。 

会議を通じて情報を共有することは、事業者への有効情報の提供と、職員のスキルアップに繋がる

ことであり継続した開催が必要である。 

各種調査内容については年 3回の広報誌並びにホームページを通じて情報提供を行った。重点支援

先の観光産業関連事業者には個別に経営計画作成時のＳＷＯＴ分析・外部要因などに活用し効果的な

事業計画書の策定に繋げていくことができた。  

■実績  

内 容 28 年度 29 年度 30 年度予定 

広報誌等公表回数 年 3回 年 3回 年 3回 

ホームページ更新回数 月 1回以上 月 1回以上 月 1回以上 

職員会議（全職員） 月 1回 年 7回 月 1回 

支援会議（経営指導員） 月 1回 月 2回 週 1回 

 

③.第 1 期の評価を踏まえた今回の申請における取り組みの方向性 

第 1期では、管内の経済状況など関係団体の協力を仰ぎながら情報収集に努め、必要に応じて公表を

行ったが、情報の種類・整理の仕方等が十分とは言い難い。第 2期では、定期的に収集・提供する情報

を定めるとともに整理しやすいように事前にフォームを決めておき管内小規模事業者に広くタイムリー

に情報提供に努めるとともに、本調査事業の事業者の評価も踏まえレベルアップを図りながら取組んで

いく。 

 

④.第２期での事業内容 

1).巡回時における聞き取り調査【継続】 

管内事業者の「売上」、「仕入」、「資金繰り」、「経営状況の変化」等の聞き取り調査を実施する。本

調査を継続して実施することにより管内小規模事業者の経営や景況感の変化が把握できる。第１期で

は確定申告時に行っていたが、業務が煩雑な時期であり、時間的な制約があるため第 2期では通常の

巡回時に実施する。実施にあたっては、定型のヒアリングフォームに基づき全職員で行い、収集した

情報は業種別に集計・加工・分析し地域内の業種別の経済状況データとしてホームページ等により広

く提供する。 

調査対象事業者 

情報収集･整

理、分析を行

う項目 

調査手段・

手法 
成果の活用方法 

調査 

回数 

情報 

提供 

回数 

管内小規模事業者

95 者(製造 5・建設

20・小売 28・サー

ビス 42) 

売上高・仕入

高・資金繰り

状況・景況感 

ヒアリング

により調査 

・業種別に取りまとめ、ホー

ムページ等で公開し広く周知 

・事業計画策定時の外部環境

データとして活用 

年 1回 年 1回 
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2).各種調査からの情報収集【継続】 

観光客入込み数、宿泊者数など各機関の統計調査を活用し情報を収集するとともに、各種業界の最

新動向などはインターネットや各種業界紙等により情報収集を図る。 

第 2期では、第１期の評価を踏まえて、収集する情報や整理する様式等を事前に定めておき、より

効率的に、また、事業者が判りやすいように提供する。 

■情報収集手段及び内容 

 情報収集媒体  調査手段・手法 情報収集・整理、分析を行う項目 

・日本経済新聞 

・地方新聞 

・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・業界紙他 

当地域に関係する経済動

向等の情報を収集し、ペ

ーパー・PDF により整理 

地域(津和野町・鹿足郡・益田圏域)の経済動

向に係わる情報(地域の取組み、地域の業況、

その他) 

・津和野町 
津和野町が調査した情報

を収集・整理・分析 
入込み客数の増減、宿泊者数の増減 

3).RESAS(地域経済分析システム)を活用した地域経済分析【新規】 

当地域の主要産業である観光産業に関係する情報や産業構造等の情報を、RESASを活用して収集･

分析し年 1回ホームページ等で公表するとともに事業計画策定支援等に活用する。 

分析項目 調査内容・整理、分析を行う項目 

From-to分析 町内で宿泊された観光客はどこから来ているかを分析 

目的地分析 
町内の観光目的地を訪れる観光客はどこから出発地しているか

を分析 

地域経済循環マップ・生産分析 何で稼いでいるか等を分析 

産業構造マップ 産業の現状等を分析 

4).情報の活用方法 

情報については継続的に整理、分析し、事業計画作成時の経営環境分析等に活用するとともに、調

査の内容については管内小規模事業者へ広報誌やホームページを通じて年 4回情報提供をする。特に

観光産業関連情報については重点的に情報を収集し、適宜、関係する事業者や行政、関係機関に対し

て情報を提供する。 

5).期待する効果 

管内小規模事業者は経営課題に対する選択肢の多様化が図られるとともに、【指針②】の事業

計画策定支援・実施支援の際の外部環境情報として活用できる。 

6).目標 

 

内 容 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

巡回聞き取り調査回数  

  〃   公表回数 

  年 1回 

  年１回 

  年 1回 

年１回 

  年 1回 

年１回 

  年 1回 

年１回 

  年 1回 

年１回 

各種調査回数 

   〃 提供回数 

(内、観光関連情報調査･提供) 

月１回 

年４回 

不定期 

月１回 

年４回 

不定期 

月１回 

年４回 

不定期 

月１回 

年４回 

不定期 

月１回 

年４回 

不定期 

RESAS 調査回数 

   〃  提供回数 

  年 1回 

  年１回 

   年 1回 

 年１回 

  年 1回 

年１回 

  年 1回 

年１回 

  年 1回 

年１回 
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２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

①.本事業の目的 

「観光関連業者」「特産品加工業者」「事業承継予定者」など重点的に支援する事業所の、財務状況や

強み・弱みなどの経営状況を把握することにより支援対象事業者の経営状況に合致した事業計画策定支

援・実施支援に結びつける。 

 

②.第１期における取り組みと成果 

記帳機械化事業所を中心に、３期分の決算書データと業種別経営指標（日本政策金融公庫調査資料）

を活用し、経営分析シート（小規模事業者の計画づくりサポートキット）を作成し事業者へ提供した。 

経営状況分析の結果から、自らの強みを活かしつつ計画的な経営を行うことの重要性を啓発すること

ができた。 

■実績 

支援内容 28 年度 29 年度 30 年度予定 

経営分析件数 30 件 30 件 20 件 

 

③.第 1 期の評価を踏まえた今回の申請における取り組みの方向性 

 第１期での取り組み方法で特に問題はなかったため、第２期でも第１期の方法で継続実施する。 

3 期分の決算書データと業種別経営指標を活用し、経営分析シート（小規模事業者の計画づくりサポ

ートキット）を作成し事業者へ提供する。 

分析結果を事業者に解り易く説明すると共に、経営分析の重要性を更に事業者に根付かせていくこと

で、持続的発展を図ろうとする事業者や新たな取組みを目指す事業者の事業計画策定へ発展するよう促

していく。不足する知識は専門家と連携し支援体制強化を図っていくと共に、職員の支援能力のスキル

アップを図っていく。 

 

④.第２期での事業内容 

1).対象事業者の発掘・選定方法 

重点的に支援する業種の中から、記帳機械化を受託している事業所、若手経営者や後継者のいる事

業所を選定し、経営分析項目を示し財務諸表などの関係資料等を収集したのち、経営分析を実施し現

状を把握するとともに経営課題の抽出を行っていく。 

2).経営分析項目と分析手法 

経営分析項目等は、小規模事業者の計画づくりサポートキット又はネットｄｅ記帳の経営分析シート

を活用し経営に活かす分析を行う。 

■経営状況の分析項目 

分析項目 内容 

決算書の主要科目の推移 売上高・売上原価・売上総利益・経費・経常利益 

財務分析（業界比較の検証） 収益性・効率性・生産性・安全性 

主要取扱商品・サービス・技術 主力商品・独自技術・独自ノウハウ 

月別入込客数の推移(小売・サービス業) 年代構成・売れ筋商品 

強み・弱み 経営上の強み・弱み 
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事業承継の財産等（事業承継予定者） 自社株親族関係・知的財産・個人財産の把握 

 

[小規模事業者の事業計画づくり・サポートブック]より一部抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3).分析結果の活用方法 

経営分析を行った小規模事業者のうち、経営の持続的発展を図ろうとする事業所や新たな取組を目指

す事業所、後継者のいる事業所については【指針②】の事業計画策定支援の際の内部データとして活用

する。 

4).期待する効果  

「観光関連業者」「特産品加工業者」「事業承継予定者」など重点的に支援する事業所の経営状況を多面

的に把握することにより、事業者が抱えている課題だけでなく、保有する資源や事業者の経営能力など

客観的に把握することができ、事業者の実施可能な取組みの提案や、具体的な事業計画・行動計画の作

成支援が可能となる。また、事業承継予定者に対しての有形・無形の財産が把握でき事業承継計画の精

度が向上する。 

5).目標 

支援内容 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

観光関連事業者経営分析件数 5 件 5 件 5 件 5 件 5 件 

特産品加工業者経営分析件数 5 件 5 件 5 件 5 件 5 件 

事業承継予定者経営分析件数 3 件 3 件 3 件 3 件 3 件 

第 1期経営分析事業者継続経営分析件数 5 件 5 件 5 件 5 件 5 件 

合 計 18 件 18 件 18 件 18 件 18 件 

 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

①.本事業の目的 

小規模事業者が経営ビジョン実現に向けた事業計画の策定を行うことにより、計画的な経営と持続的

発展が図られる。 

 

■　財務分析シート

(日本政策金融公庫「小企

算式 単位 数値 数値 増減 数値① 増減

□ 収益性

売上高総利益率 粗利益÷売上高 ％ 30.0% 29.2% -0.8% 27.6% -1.6%

売上高営業利益率 営業利益÷売上高 ％ 3.0% 1.7% -1.4% -2.6% -4.2%

人件費対売上高比率 （給料賃金+福利厚生費+専従者給与）/売上高 ％ 22.6% 23.4% 0.8% 22.6% -0.7%

諸経費対売上高比率 （経費合計-人件費-減価償却費-外注工賃）/売上高 ％ 3.6% 3.7% 0.1% 6.6% 2.9%

□ 効率性

総資本回転率 売上高÷資産合計 回 3.4 3.3 ▲ 0.1 3.1 ▲ 0.2

商品回転期間 棚卸資産÷１日あたり売上高 日 9.3 9.6 0.3 9.9 0.3  

受取勘定回転期間 （受取手形・売掛金＋割引手形）÷１日あたり売上高 日 18.6 19.2 0.6 19.7 0.5

支払勘定回転期間 （支払手形・買掛金）÷１日あたり売上高 日 18.6 19.2 0.6 19.7 0.5

□ 生産性

従業者１人当たり売上高 売上高÷従業者数 千円 13,093 12,667 ▲ 427 12,333 ▲ 333  

粗付加価値額 控除前所得金額+人件費+減価償却費+支払利息割引料 千円 10,393 9,700 ▲ 693 7,750 ▲ 1,950

従業者１人当たり粗付加価値額 粗付加価値額÷従業者数 千円 3,464 3,233 ▲ 231 2,583 ▲ 650

従業者１人当たり人件費 （給料賃金＋福利厚生費）÷従業員数 千円 2,558 2,558 0 2,391 ▲ 167

店舗面積3.3㎡（坪）当たり売上高 売上高÷店舗面積（㎡）/3.3 千円 1,296 1,254 ▲ 42 1,221 ▲ 33

□ 安全性

当座比率 現預金合計+受取手形・売掛金/流動負債合計 ％ 144.4% 144.4% 0.0% 144.4% 0.0%

流動比率 流動資産÷流動負債 ％ 188.9% 188.9% 0.0% 188.9% 0.0%

借入金回転期間 短期・長期借入金÷平均月商 月 2.0 2.1 0.1 2.3 0.2

自己資本比率 自己資本÷負債・資本合計 ％ 8.7% 8.7% 0.0% 8.3% -0.4%

損益分岐点比率（経常利益） （経費・営業外収支合計-外注工賃）÷限界利益率 ％ 91.0% 95.5% 4.5% 110.6% 15.1%

　前年比悪化または業界平均

指標

H1期 H2期 H3期
◆商品・製品・サービスの棚卸し

粗利益率（推定）

27% 25.0%

32% 25.0%

16% 20.0%

16% 15.0%

8% 20.0%

100% 22.0%

◆顧客の棚卸し
粗利益率（推定）

54% 25.0%

27% 20.0%

16% 15.0%

3% 20.0%

0%

100% 22.0%

     　　　　　　　　　　　 　　　　

     　　　　　　　　　　　　 　　　

     　　　　　　　　　　　　 　　　

    

 　　　　　　　　　 　　　　　　

 　　　

    

37,000

特
長
等

①：属性（年齢・性別、嗜好等） 直販は地元個人客。古くからのシニア層が多い（若年層には？直販以

②：地域・エリア等 市内および県内客が大半。土産客、通販客の割合少なく、エリアは不

③：ニーズ（品質・価格・手軽さ等） 手作り感と手ごろな価格が、地元の常連客に好まれている理由か？

④：その他の特長 地元知名度は相当高いが、県外にはほとんど知られていないレベル。

主
な
顧
客
構
成

顧客（群）の名称 内訳（千円or％）

店頭販売（地元個人客） 本店・支

合計

37,000

20,000

10,000

6,000

1,000

卸売販売（県内百貨店、駅、空港等）

通販（不明） 楽○市場

圏内問屋

OEM販売（九州圏内の個人客？） ○○フー

特
長
等

①：品種・品質・ラインナップ等 直販・卸20品目、OEM5品目位。店頭での売れ行きにはバラつき有。

②：価格帯・値ごろ感等 1個100円～250円程度。地元知名度はそこそこで値頃感有。

③：立地・流通チャネル等 本店は駅前商店街の好立地。支店は大通りだが通行量は時間帯によ

④：販促、接客、営業手法等 商店街のキャンペーン程度。卸・OEM先に営業は特に行っていない。

事 業 環 境 の 棚 卸 し シ ー ト　

主
な
売
上
構
成

商品・製品・サービスの名称 内訳（千円or％）

「○○サンド」 ○○商事

マドレーヌ等焼き菓子 ○○商事

チョコレート菓子 ○○商店

クッキー ○○商事

その他

合計

10,000

12,000

6,000

6,000

3,000
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②.第１期における取り組みと成果 

経営状況分析対象事業者を事業計画書策定支援事業者とし、当初の定量目標に対しては目標達成した

ものの、経営分析から事業計画作成支援を行う上で、内部環境・外部環境の現状分析が不十分であった

めに実現可能な事業計画となっていないケースもあった。 

■実績 

支援内容 28 年度 29 年度 30 年度予定 

事業計画策定事業者数 15 件 20 件 20 件 

 

③.第 1 期の評価を踏まえた今回の申請における取り組みの方向性 

ビジネスプラン等に基づく経営の重要性については、事業者の意識も低く周知も不足しているため、

支援対象事業者の掘り起しと、事業計画策定の重要性の意識啓発を継続して行っていく。事業計画の策

定支援に際しては、【指針①】の経営分析による経営状況を明確にし、第１期の課題として顕在化した「地

域経済動向調査」や「需要動向調査」による外部環境分析をしっかり行った上で、経営状況に対応した

事業計画の策定支援を行う。 

 

④.第２期での事業内容 

1)．対象事業者の選定 

経営状況分析を行った「観光関連業者」「特産品加工業者」「事業承継予定者」ならびに創業予定者

など重点的に支援する事業者を中心に、自らの意思で経営の持続的発展を図ろうとする事業者、新た

な取組みを目指す事業者など、意欲ある事業者を選定し事業計画策定支援を行う。 

2)．事業計画の策定支援 

(1).事業計画策定支援【継続】 

重点的に支援する「観光関連業者」「特産品加工

業者」「事業承継予定者」に対して、ビジネスプラ

ン等に基づく経営の重要性について意識啓発を行

い、中小企業基盤整備機構が提供している「小規模

事業者の計画づくりサポートキット」を活用し、外

部環境分析をしっかり行った上で、経営指導員が伴

走型支援を行いながら、事業者が中心となって事業

計画を作成する。 

(2).事業承継計画策定支援【新規】 

事業承継計画策定支援にあたっては、事業承継相

談カルテを用いて、親族内承継・第三者承継・Ｍ＆

Ａなど事業承継の方向性をヒアリングにより把握

し、事業承継計画書の作成支援を行う。また、贈与

や資産譲渡等について中長期的な計画が必要とさ

れる場合は、専門家を活用する。 

 

 

１．実現したい目標

２．１．を達成するための課題

３．取組み項目（アクション）と実行計画

№ 内容 アクション 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期

（マイ ルストーン）

（マイ ルストーン）

計画
3期目

実行者

実行時期・期間・マイルストーン

計画1期目

2

（事業者名）　事業計画書

取組み項目 計画
2期目

作成日：

1

事業承継計画表
　【基本方針】

・中小太郎から、長男学への承継。

・5年目に社長交代。（代表権を学に譲り、太郎は会長へ就任。10年目に完全引退。

・長男学に総務・経理を担当させ社内のローテーションを終了させる。外部の後継者教育講座も受講。

・太郎の財産内容がほぼ固まったところで公正証書遺言を作成する。

項目 現在 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目

会
社

売上高 10億円 13億円 15億円

経常利益 5千万 7千万円 9千万円

元役員C氏
から金庫株
取得

太郎に退職
金1億円支
給

定款・株式・
その他

相続人に対
する売り渡し
請求制度の
導入

太郎の弟か
ら金庫株取
得

現
経
営
者

年齢 60歳 61歳 62歳

関係者の理
解

家族会議
社内に計画
発表

63歳 64歳 65歳 66歳 67歳 68歳 69歳 70歳

役職 社長 会長 相談役 引退

取引先・金
融機関に発
表

株式・財産
の分配

公正証書遺
言の作成

持株（％）
70% 67% 64% 61% 58% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

暦年課税制度【贈与】 相続時精算課税制度【贈与】

[小規模事業者サポートブック]より抜粋 
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(3).創業・第二創業計画実施支援【新規】  

創業・第二創業計画策定支援にあたって

は、中小企業基盤整備機構の「支援者のため

の創業サポートブック」活用し創業・第二創

業計画策定支援を行う。創業予定者の現状を

詳細に確認し、どの段階での相談なのか見極

めて段階に応じた支援を行っていく。 

また、地域情報や創業予定の業種情報、各

種補助金等の情報も提供しながら創業に向

けて支援していく。 

 

 

3).事業実施の効果 

事業計画策定を支援することで、ビジョン実現に取り組む事業者の意欲の持続と、ビジネスプランに

基づく経営の浸透を図っていく。 

事業承継計画については、個人事業者、法人の有する経営資源等の内容に応じ、スケジュールを意識

した計画策定支援によりスムーズな承継が可能となる。 

策定手法やノウハウ等の支援内容については、中小企業基盤整備機構が提供している「小規模事業者

の計画づくりサポートキット等」による統一フォームを利用し、職員間の情報の共有化を図っていくと

共に、分析結果や、支援手法等の情報は、経営支援会議を通じ経営指導員の情報共有を図り、事業計画

策定に取組む小規模事業者の拡大及び、巡回・窓口相談等の支援業務に活用する 

4).目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

①.本事業の目的 

事業計画策定後、巡回訪問により、計画の進捗状況、計画実施上の課題を事業者と共有し、策定支援

した事業計画の着実な実施を支援する。また、ＰＤＣＡサイクルによる検証を行い、状況に応じた支援

を実施し事業計画の実現性を高める。 

 

②.第１期における取り組みと成果 

事業計画実施にあたっての支援は、定量目標に対しては達成したが、分析から事業計画策定、実施支

援までの取り組みに遅れが生じ、事業実施に伴う進捗状況の確認や計画と実績の比較等も十分ではなく、

支援内容 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

事業計画策定件数 10 件 10 件 10 件 10 件 10 件 

創業計画策定件数 1 件 1 件 1 件 1 件 1 件 

事業承継計画策定件数 2 件 2 件 2 件 2 件 2 件 

第 1期事業計画更新策定件数 5 件 5 件 5 件 5 件 5 件 

合計 18 件 18 件 18 件 18 件 18 件 

[支援者のための創業サポートブック]より抜粋 
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事業計画が経営課題の解決や小規模事業者の持続的発展に活かされていない状況にあり、単なる聞き取

り程度で留まっているケースがあった。 

計画策定後の検証や修正等フォローアップ支援の体制構築と、ＰＤＣＡサイクルによる伴走型支援の

計画的な実施が課題である。 

■実績 

支援内容 28 年度 29 年度 30 年度予定 

事業計画策定事業者数 15 件 20 件 20 件 

 

③.今回の申請における取り組みの方向性 
小規模事業者の着実な事業遂行をサポートするため、定期巡回計画による継続支援体制の構築とＰＤ

ＣＡサイクルによる伴走型支援を実施し、小規模事業者の持続的発展を図る。 

事業計画の遂行状況を把握するため、四半期ごとのフォローアップスケジュールを計画し、新たな問

題・課題にいち早く対応していく。 

特に事業計画が実施されないと、経営発達支援事業の目的である小規模事業者の経営の発達が図れな

いという意識のもと、第２期での重点的な取組として位置付けて実施する。 

 

④.第２期での事業内容 

1).事業計画策定後の実施支援【継続】 

第 2 期では、四半期毎の定期巡回を通じ、ＰＤＣＡサイクルによる状況に応じた支援を実施し、事

業計画の実現性を高める。また、前年度で実施した事業計画策定支援者についてはその進捗状況を 1

年間重点的にフォローアップしていく。 

計画内容の中で、専門的な支援が必要な場合は専門家を活用して計画実現に向けて集中的に支援を

行うが、計画を実施する上で資金等手当てが必要となった場合には、日本政策金融公庫や金融機関等

の制度融資、各支援機関等の助成金を積極的に活用し事業者の持続的発展を促進する。 

2)．事業承継計画実施支援【新規】 

事業承継計画策定後の実施支援にあたっては、承継計画書に基づいて支援を行うが、計画は比較的

長期的な計画である場合が多く、そのため不確定要素が多分にあり、計画の大幅な変更もあり得るの

で、計画の実施状況を四半期毎に確認しながら支援を実施していく。また、事業承継に係わる税務や

法律等の改正についても注意を払い、円滑な事業承継を目指す。 

3)．創業・第二創業計画実施支援【新規】 

創業計画策定後の実施支援にあたっては、創業計画どおりに事業が実施できていれば、記帳税務、

労働保険や金融など通常業務面での支援を行う。また、計画通りに実施できていない場合は、原因を

事業者と一緒に検証し、場合によっては計画の練り直しを行う。 

4).事業実施の効果 

経営状況分析から事業計画策定支援、実施支援を一連の流れとして行うことでより実現可能な事業計

画となり、事業計画の達成度合いが高まり小規模事業者の持続的発展に繋がっていく。 

5).目標 

支援内容 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

事業計画策定事業者 15 件×4 回 15 件×4 回 15 件×4 回 15 件×4 回 15 件×4 回 
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フォローアップ件数 ＝60回 ＝60回 ＝60回 ＝60回 ＝60回 

創業計画策定事業者 

フォローアップ件数 

1 件×4回 

=4 回 

1 件×4回 

＝4回 

1 件×4回 

＝4回 

1 件×4回 

＝4回 

1 件×4回 

＝4回 

事業承継計画策定事業

者フォローアップ件数 

2 件×4回 

＝8回 

2 件×4回 

＝8回 

2 件×4回 

＝8回 

2 件×4回 

＝8回 

2 件×4回 

＝8回 

合計 72 回 72 回 72 回 72 回 72 回 

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

①.本事業の目的 

管内の小規模事業者の扱う商品やサービスに関する情報を収集、整理、分析、提供することにより、

事業計画の中の販売計画や品揃え計画の基礎データとして活用する。 

 

②.第１期における取り組みと成果 

1).情報の収集 

観光動態調査や観光需要調査等を行い、観光ニーズやトレンドの情報収集を行なった。観光動態調

査としては、津和野町の把握する観光入込客数や宿泊者数の調査結果、インバウンド状況確認による

観光動向確認を行なうとともに、各観光産業事業者（小売業・飲食宿泊業・サービス業・菓子製造業）

への定期的な巡回によるヒアリングにより事業者による生の声を収集するとともに、各種情報媒体（イ

ンターネット、情報冊子）から情報を収集した。 

また、ニーズ、トレンド調査においては、マルキューフェア（山口県山口市及び下松市）への出展

を通して津和野町特産品の消費者アンケートを実施したが、予定していた萩世田谷幕末維新まつり（東

京世田谷区）での消費者アンケートは悪天候のため実施できず、首都圏での調査ができなかった。 

 

2).事業者への情報提供および職員間の情報共有 

平成 28 年度商勢圏実態調査結果における地元での購買状況や意識調査結果、インバウンド状況に

ついて広報誌で周知し、おもてなしの向上や新商品開発に向けた個社支援時において各種補助金メニ

ューの活用にあわせ情報提供を行なった。また、津和野町の観光資源である「ＳＬやまぐち号」は平

成 30 年度西日本豪雨災害の影響で運行が停止する事態となったため、観光入込客数調査により影響

（前年度ＳＬ利用者数と同月比）の確認を行なうとともに町における対応施策の周知や、復旧・運行

開始にかかる情報の提供を行なった。 

特産品においては県外においてそのＰＲを行なうとともに、消費者アンケートを実施し菓子等製造

業者へフィードバックを行なった。 

山口県でのアンケート調査では商品の認知度の高さもあったことから全商品において高評価を得た

が、認知度の低い首都圏でのアンケート調査が出来なかったことで、販路拡大に向けたＰＲや訴求力

を高めるパッケージ、商品改良に向けた調査できなかった。 

収集した情報や職員各自が有した情報においては、商工会内で共有するため「月 1 回の職員会議」

「週 1回の経営支援会議」を実施し、各事業者の状況の確認やニーズの確認を行い、情報共有を図り、

広報誌、商工会ホームページにて情報の公表を行なった。 
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■消費者アンケート 実績 

[萩・世田谷維新祭り]でのアンケート 

項目/年度 28 年度 29 年度 30 年度 

出展事業者数 9 社 9 社 9 社 

消費者アンケート実施数 49 枚 0 枚 100 枚 

調査結果公表回数（広報誌） 1 回 0 回 1 回 

[マルキューフェア山口]でのアンケート 

項目/年度 28 年度 29 年度 30 年度 

出展事業者数 7 社 9 社 10 社 

消費者アンケート実施数 0 枚 85 枚 85 枚 

調査結果公表回数（広報誌） 0 回 1 回 1 回 

[アンケート調査項目] 

○お客様情報 

・性別 ・年齢（～20 代、30 代、40代、50代、60代以上） 

・イベント情報の入手先（チラシ･雑誌、ＨＰ、テレビ･ラジオ、家族･友人･知人、通りがかり） 

○試食、試飲について 

・試食、試飲商品（源氏巻、栗御門、栗羊羹、焼き栗、わさび漬け、まめ茶ほか） 

・味、食感・価格帯 

○商品全般について 

・お気に入りの商品・購入された商品・購入金額 

 

③.第 1 期の評価を踏まえた今回の申請における取り組みの方向性 
第１期では本調査事業の支援対象事業者が曖昧であったため、調査内容や情報提供対象者も曖

昧なものとなってしまった。今回は支援対象事業者を明確に定め、支援対象事業者にとってどの

ような情報が有用であるかを想定し調査することにより、事業計画策定時における販売計画や品

揃え計画の基礎データとして活用し、売上高の増大に繋げていく。 

第２期では新たに管内消費者を対象にした消費者ニーズ等のアンケート調査を実施する。この調

査結果を活用することにより消費者ニーズにマッチした品揃えやサービスの提供を事業に取り入

れ、潜在的な需要獲得を目指す。 

 

④.２期での事業内容 

1).イベントまたは出展によるアンケート調査の実施【継続】 

(1).目的 

第１期に引続き、地域特産品の消費者ニーズを把握するためアンケート調査を実施する。この調査

結果により消費者ニーズを踏まえた商品改良等に活かす。 

(2).支援対象事業者 

事業計画策定支援・実施支援対象事業者ならびに創業支援対象者のうち、特産品等を製造する事業

者 
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(3).情報収集の方法 

「山口県マルキューフェア」において、来店者等に対して、アンケート調査票に記入してもらう。 

(4).調査品目 

源氏巻、栗御門、栗羊羹、焼き栗、わさび漬け、まめ茶ほか 

(5).アンケート内容(案) 

  アンケート内容は対象事業者と協議の上、決定するが前回調査との比較等も必要な場合もあるので

次の内容を基本とする。 

○お客様情報   性別 ・年代 

○商品について・味、食感・価格・パッケージデザイン・再購入の意思等 

(6).活用方法 

支援対象事業者へのフィードバックにより消費者ニーズに沿った商品改良へつなげる。 

(7).目標 

項目／年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

消費者アンケート回収件数 100件 100件 100件 100件 100件 

同上アンケートの対象企業数 5 社 5 社 5 社 5 社 5 社 

2)．管内消費者対象の商品やサービスに関するニーズ調査の実施【新規】 

(1).目的 

管内小規模事業者の主要顧客となる地域の消費者の商品やサービス等のニーズ情報を収集し

整理・分析・提供する事によって、事業者にとって潜在顧客となる消費者のニーズとして捉え

ることができるとともに、自社が提供する商品やサービス等との乖離を確認し販売計画立案や

商品の改廃、新サービスの提供等を促していく。 

 (2).支援対象事業者 

   事業計画策定支援・実施支援対象者ならびに創業支援対象者のうち、管内消費者が中心顧客

である「飲食業者」・「サービス業者」を支援対象事業者とする。 

 (3).情報収集の手法 

アンケートの回答者については、事業所により年代等のターゲットが異なると考えられるこ

とから事業者と協議の上決定し、行政や金融機関、ＰＴＡ等町内の各種団体等を通じて募集、

依頼する。アンケートは商工会から各種団体等を通じて回答者に配布していただき、一定期間

留め置きの後、団体等を通じて回収して頂く。調査数は 100件以上を目指す。 

(4).アンンケート内容(案) 

アンケート内容については、年齢・性別・家族構成などの回答者属性のほか、主要調査項目は

以下を想定するが、事前に事業所と協議の上決定し、商工会で作成する。 

業種 共通調査項目 業種別調査項目 

飲食業 

①.店舗選択の際に重視する点 

②.商品やサービス選択の際に重視する点 

③.店舗や商品・サービスの情報収集手段 

④.店舗でのクレジットカード利用頻度 

⑤.ポイント付与に対する意識 

⑥.利用店舗の満足・不満の要因 

⑦.要望事項 

外食(昼・夜)の頻度・よく行く同伴者・テイ

クアウトの利用実態・利用頻度の多い飲食店

とその理由・分煙に対する意識 等 

サービス業 

(理容等) 

※業務内容別に設定 

現在理由しているサービス以外で利用したい

サービス・利用店舗を変えたことがある場

合、その理由 等 
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(5).提供方法 

   回収したアンケートは商工会で集計・分析し、支援対象事業者に対し事業計画策定支援・実

施支援の際に情報を提供する。 

 (6).活用方法 

   調査結果は事業計画立案時(特に販売計画)や計画実施時の参考資料として活用する。特に、

支援対象事業者が提供している商品やサービスがアンケート結果から読み取った管内消費者の

ニーズとマッチしているかという視点で検討する。 

(7).目標 

支援内容 31 年度 32年度 33年度 34年度 34年度 

調査数 
調査数   飲   食 100枚  100枚  100枚 

  〃    サービス  100枚  100枚  

調査結果情報提

供・個社支援数 

飲食業者 10 社  10 社  10 社 

サービス業者  10 社  10 社  

 

3)．商品トレンド情報や POS情報等の整理・分析・提供【新規】 

(1).目的 

日経 MJ や日経テレコン等の新商品や新サービスの情報、また、POS 情報など事業者の品揃えや

販売戦略に資する情報を収集し、支援対象事業者に対して提供する。これらの情報は事業計画策

定時等の外部環境資料として活用する。 

(2).支援対象事業者 

事業計画策定事業者ならびに創業計画策定事業者を支援対象者とする。 

事業計画策定支援段階では、事業計画書の中の「商品・製品・サービスの棚卸し」「顧客の棚

卸し」を検討する段階で支援対象の各事業者が現在取扱っている商品等が消費者ニーズにマッチ

しているか、また既存顧客やこれから開拓しようとする潜在的な顧客のニーズに答えられるかと

いう視点で該当する情報を収集し提供する。計画実施支援段階でも、移り変る消費者ニーズの旬

な情報を提供することにより、商品やサービス等の改善のための資料として活用する。 

(3).収集・提供する情報  

日経 MJ や日経テレコン等の新商品や新サービスの情報、POS 情報など支援対象事業者の品揃

えや販売戦略に資する情報を各種媒体から収集し、整理して事業計画策定時等に提供する。 

対象業種 調査・分析項目 情報収集方法 調査頻度 

製造業 

新商品情報 

消費トレンド 

業者別需要動向データ 

日経流通Ｍｊ、日経テレコン(POS情

報)等から収集 
随時 

小売業 

商圏内の人口、世帯数や消費支出 

食品・衣料品・化粧品・家電品の需要動向 
「地図で見る統計（統計 GIS）」 

日経流通ＭＪ、日経テレコン（POS情

報）等から収集 

随時 

 

サービス業 
商圏内の人口、世帯数や消費支出 

各役務サービスの需要動向 

建設業 

公共工事 

民間設備投資 

住宅建設 

国・県・市の「公共工事予算」、日本

政策金融公庫の「中国地方民間設備

投資動向」、建設業界の「建設業況調

査」等から収集 

随時 
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(4).活用方法 

   事業計画策定支援段階では、特に販売計画において、計画する商品やサービス等が消費者ニ

ーズにマッチしているか、という視点で情報を収集提供し販売計画検討の際のデータとして活

用する。 

   計画実施支援段階では、販売計画で定めた達成基準との乖離を確認するとともに、乖離の原

因が消費者ニーズとのミスマッチではないかという視点でデータを活用する。 

(5).目標 

支援内容 31年度 32年度 33年度 34 年度 35年度 

調査結果情報提供支援数 18 社 18 社 18 社 18 社 18 社 

 

 

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.本事業の目的 

当商工会の経営発達支援事業における主要対象事業者である観光関連事業者の需要開拓に重点的に取

り組み地域内の小規模事業者への波及効果を高めていく。 

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補助金活用を含めた新

商品開発による販路開拓支援、需要調査やホームページ作成支援などの支援策の有効活用と計画的な支

援を行う。 

 

②.第１期における取り組みと成果 

平成 28 年度は「萩・世田谷幕末維新まつり」で首都圏において津和野町の特産品をイベント出展し

た。同まつりへは、山口県萩市と津和野町が観光ルートで結ばれ、互いの観光へ波及効果をもたらして

いることから、協調関係のなか当商工会も参画しており、例年 10月下旬の 2日間において開催され、来

場者数のべ５万人が訪れる。出展者数 16社、うち当商工会は津和野町特産品 9社 19 品の販売・ＰＲで

販路開拓を図ったが、津和野町東京事務所との連携がうまくいかず、地酒について酒類販売免許の関係

で取扱い出来なかった点は反省材料であった。しかしながら、他特産品については消費者アンケートの

実施により調査を行うことができた。このことを踏まえ、翌 29年度には他特産品と同様に地酒のアンケ

ートも実施するに至った。一方、予定していた首都圏での個別商談会については開催がなかったため未

実施となり、翌年度以降への課題として残った。 
個別商談会においては、上述のように首都圏での個別商談会が行なえなかったが、隣県である山口県

のスーパーマッケットとの協力関係のもとで開催されるフェアへ 3 期連続で出展し、前年度の反省も踏

まえ事業者の商談を実施。商談件数 3件（目標 2件）うち 2 件が商談成立するなど、津和野町産品の販

路開拓支援を行なった。 

販路開拓支援としては、いわみ特産品商談会（浜田）への出展(2社)、津和野町東京事務所との連携に

よる支援策の活用等、関係機関と連携して支援しており、また、補助金活用による販路開拓支援 16 件

（目標 5件）も行った。 

一方、ホームページ作成支援について、相談はあったもののコスト面やＩＴ活用能力不足から目標に

は至らず、経営資源の有効な活用に向けた情報発信を目指し、個社へのさらなる支援および体制整備の

構築にむけた支援が必要である。 
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「観光情報等の発信」においては、商工会ホームページ上に企業紹介、各種観光イベント等の周知を

行なうこととしていたが、平成 28 年度、29 年度とも情報発信の頻度が低く企業紹介、各種観光イベン

トの情報発信が行なえていなかったことから、30年度は商工会ホームページ管理者を 2名体制とし常に

意識しあう環境作りにより掲載頻度を上げ観光情報の発信を行なった。 

■実績 

内 容 28 年度 29 年度 30 年度予定 

特産品展示会等参加回数 4 回 3 回 3 回 

展示会出展支援事業者数 7 社 7 社 9 社 

商談件数 0 件 3 件 3 件 

商談成立件数 0 件 2 件 2 件 

ホームページ作成支援数 4 件 0 件 2 件 

販路開拓補助金支援事業者数 32 件 16 件 11 件 

 

③.第 1 期の評価を踏まえた今回の申請における取り組みの方向性 
品質の良い商品でありながら商品の売り込みによる販路開拓の機会が不足しているため、商品の

売り込みを支援し、成約件数を上げることが必要である。今後は町全体の取り組みとして津和野ブ

ランドの確立を生産者と商工業者が連携して行い、商談会等への参加による販路開拓支援を行う。

また、第１期の取組では効果的な支援が出来なかったＩＴ活用による需要開拓に注力を注ぎ、より

多くの事業者とその取り扱う商品の販路開拓を支援するため、全国の消費者を対象にしたＩＴを活

用した販路開拓支援に取り組む。 

企業を対象とした商談会への参加と消費者を対象としたＩＴ活用の両方の販路開拓支援により、

事業者の売上高の向上を図る。 

 

④.第２期での事業内容 

1).特産品製造業に対する販路開拓支援【継続】 

「源氏巻」「地酒」「まめ茶」など地域を代表する伝統的な特産品の製造業者を対象に、販路の開拓と

認知度の向上を図るため、関係支援機関と連携して以下の事業を継続実施するとともに、販路開拓に資

する各種情報の提供を行う。 

(1).首都圏でのイベント『萩・世田谷幕末維新まつり』出展ならびに首都圏での個別商談への支援

【継続】 

第 1期からの継続事業として、東京都で行なわれる『萩・世田谷幕末維新まつり(来場予定者 5万

人)』において、販路開拓支援を行う。 

この首都圏でのイベントの機会を捉え、津和野町および津和野町観光協会の東京事務所と連携し、

首都圏の飲食店や小売店に産品を直接持参し各事業者が個別の商談を行うことで、広く産品のＰＲを

行いながら販路を開拓する。支援は次の手順で行う。 

a).出展前支援 

出展・個別商談が決定した事業者に対して、商品提案書の作成支援、ポップの作成、商品

陳列の方法など効果的な商談を行うための出展前支援を行う。また、商品のブラッシュアッ
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プを目的に実施するアンケート調査を行う場合は、事業者の意見や考えを踏まえつつ、調査

内容について提案する。 

  b).出展当日 

出展時には、経営指導員も随行することでより密度の濃い支援を行う。消費者ニーズに対

応した商品内容やパッケージデザイン等の改良を行うことを目的にバイヤーや来場者にアン

ケート調査を実施する場合は、より多くの調査票回収のため調査の支援を行う。 

  c).出展後 

商談会後にも３ヶ月に一度、その後の状況を巡回によってヒアリングすることで、商談時

に指摘された課題の消込がきちんと行われているか（exパッケージデザインの変更であれば

専門家派遣によりパッケージや商品 PRの充実を図り、よりブラッシュアップされた商品とし

ていく）等のアフターフォローも行っていく。受注機会の損失を防ぎ確実な受注へと繋げて

いくことで伴走型のトータルサービスとしての支援を行う。 

(2).山口県食品スーパーでのイベント出展『山口マルキューフェア』支援【継続】 

第１期に引続き、山口県の「マルキューフェア(来場予定者 1千人)」での展示販売会への出展支援

を行う。支援方法は首都圏での出展支援と同様に出展前・当日・出展後についてそれぞれ必要な支援

を行う。同スーパーでの出展は消費者への直接販売とともに、マルキューバイヤーへの商品提案も行

われるため、ＢtoＢ並びにＢtoＣの両方の支援内容を明確にし、それぞれの効果が上がるよう支援を

行っていく。 

 (3).いわみ特産品商談会出展支援【新規】 

  島根県の石見地域の食料品製造事業者とバイヤーとの商談会であり、石見地域の食品製造業者がバ

イヤーに商品を提案するビジネスマッチングの場である。昨年度実績はバイヤー12社で個別商談は

118 件という実績の商談会である。本商談会自体は今までも行われていたが、開催日が当町とのイベ

ントと重複していたため、本事業による支援は行っていなかったが、平成 30年度より商談会実施日

等が変更になり、支援が可能となるため、第 2回目から出展者支援を行い販路開拓に結びつける。支

援方法は上述の方法で行っていく。 

(4).目標 

項目／年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

■特産品の展示会参加回数 

・萩世田谷幕末維新祭り(年１回) 

・マルキューフェア(年１回) 

・いわみ特産品商談会(年１回) 

3 回 3 回 3 回 3 回 3 回 

特産品展示会出展支援延べ事業者数 10 社 10 社 10 社 10 社 10 社 

商談件数／商談成立目標件数 2／1件 2／1件 2／1件 2／1件 2／1件 

 

2).ＩＴ等の活用による販路開拓支援の強化【継続・拡充】 

(1).対象事業者 

特産品製造業者のみならず、卸売業・小売業等の事業者でＢtoＣによる販路開拓を図ろうとする小

規模事業者を対象に支援を行う。 

(2).支援内容 
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島根県商工会連合会と連携し全国連が展開しているホームページ作成ツール「ＳＨＩＦＴ」を活

用し、ホームページ製作コストの低減と、ＩＴが苦手な方も使いやすく更新も簡単であることから

ＩＴ操作の苦手意識を払拭させるべく対処を図り、個社の取扱商品や提供するサービスを魅力的に

紹介し新規顧客を獲得できるよう支援を行なう。 

全国連が運営する ECサイトである「ニッポンセレクト.Com」への出品支援を通じて、自社

商品のＰＲ機会の提供と全国へ向けた販路拡大を支援する。【拡充】 

ホームページの作成支援にあたっては、対象事業者の商品の他に、事業者の商品に対する思い

などの情報も掲載し他の商品との違いや商品の特徴を魅力的に紹介することで、新規顧客獲得に

向けての支援を行う。また、SEO 対策の支援も合わせて行い、閲覧回数の増加と売上増に向けて

の支援を行う。支援にあたり専門的な対応が必要な場合は専門家を活用する。 

   「ニッポンセレクト.Com」についても商品の露出機会を高め、多くの消費者に商品をＰＲする

目的で出展支援を行う。このことにより今まで利用のなかった潜在的な顧客層に向けて商品情報

を発信し新たな需要開拓に結び付ける。 

(3).目標 

項目／年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

ホームページ作成支援数 3 社 3 社 3 社 3 社 3 社 

ニッポンセレクト.Com 出店事業者数 2 社 2 社 2 社 2 社 2 社 

ニッポンセレクト.Com 商品受注件数 2 件 3 件 3 件 4 件 4 件 

 3).観光情報等の発信【継続】 

平成 30年度より商工会ホームページ管理者の 2名体制とし掲載頻度を上げ観光情報の発信を行な

っており、観光情報は、町や観光協会がパンフレットやホームページなどの各種媒体により観光スポ

ットなどの情報発信をしているが、商工会としても商工会のホームページで情報発信を行うことによ

り閲覧の機会を増加させ、他機関の観光情報とリンクさせながら相乗効果を拡大していく。 

商工会としては、観光関連事業者の紹介を中心に行うことにより宿泊や土産品販売などの需要の開

拓を狙う。具体的な小規模事業者の観光情報発信については、上述のホームページの新規作成および

改良支援により支援していく。 

情報発信者 想定対象者 情報発信内容 期待する効果 

行政(町) 
津和野に興味を持つ

人 
津和野町全体の概要 

津和野の歴史や観光に対する取組

姿勢など町の姿を知り、興味が向上

する 

観光協会 
津和野に訪れたいと

思っている人 

津和野の観光スポット

やイベント情報・アクセス

方法など 

観光スポットやイベント情報など

により訪問動機を与えることができ

る 

商工会 
津和野に訪れる予定

の人 

旅館や土産品・特産品

などの小規模事業者の提供

するサービス等の情報 

具体的に訪問する際の宿泊場所飲

食場所・特産品や飲食メニューなど

訪問した時のイメージを具体化でき

る 
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4).新たな需要開拓に取組む意欲のある小規模事業者に対する各種補助金等の支援 

(1).販路開拓にかかる各種補助金等の支援【継続】 

販路開拓のための展示会等の出展や、ホームページの整備についてはどうしても費用がかかり、小

規模事業者はその費用の面で出展や整備を断念し、販路開拓に二の足を踏んでしまうことがあるた

め、補助金の活用等を提案し需要開拓の取組を促進させる。 

(2).対象者の選定・掘り起し 

対象者は重点支援先と位置づけている特産品の製造事業者を中心に補助事業の提案を行う。掘り起

しについて、重点支援先の中の事業計画策定・実施支援対象事業者に対しては、事業計画の中で補助

金活用が計画実施のための有効な手段となり、補助金対象となる取組みであれば積極的に活用を提案

する。重点支援先でない事業者に対しても、巡回訪問や窓口相談対応時に補助金活用が需要開拓に資

すると思われる場合は、事業計画策定支援も合わせて実施し需要開拓を支援していく。 

補助金等の情報は、商工会のホームページや広報誌、巡回訪問などを通じて管内小規模事業者に対

して遍く周知を図っていく。 

(3).支援方法 

小規模事業者の経営支援の中で、需要開拓の取組だけを独立して支援していく訳ではないので、補

助金等の活用を効果的な事業実施の手段として位置付け、対象者には現状分析【指針１】から事業計

画支援・実施支援【指針２】も行いながら補助金の有効活用を図っていく。 

(4).目標 

項目／年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

販路開拓にかかる各種補助金支援事業者数 10 社 10 社 10 社 10 社 10 社 

5).この事業により期待する効果 
特産品等の販路開拓を支援する事により、事業者の販路開拓基本ツールの整備（商談シート、ＨＰ

導入、ネット販売、ＰＯＰ等）や商談知識、商談力の向上・習得が図られるとともに、消費者ニーズ

の把握による商品の改良等による販路開拓への意欲向上や特産品による観光需要の喚起、観光関連事

業者としての受入体制整備等、関連付けされた事業者の活動展開が期待出来る。 

また、これらを製造する事業者のみならず原材料を生産する農業者や販売する小売業者、飲食等で

提供するサービス業者など幅広い経済波及効果が期待でき、特産品を通じて観光地津和野の認知度向

上にもつながる。 

需要開拓に積極的に取組むその他の小規模事業者については、各種補助金の活用やホームページの

作成支援により、潜在的な顧客層へ向へた商品等の認知度向上が図られる。 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組  

①.本事業の目的 

関係する諸機関と連携し、第 1期に引続き「空き店舗を活用した創業・第二創業の促進」、「津和野栗

のブランド化」を継続して協議・実施し地域経済の活性化を目指す。 

 

②.第１期における取り組みと成果 

1).空き店舗を活用した創業・第二創業の促進 

人口減少率、高齢化率の高い島根県の中でも津和野町は特にその進行度合いが顕著である。 

このことは事業所にも当てはまっており、廃業等による空き店舗が目立つようになっている。 

特に観光地における空き店舗は観光客からみた町全体のイメージダウンにも繋がるため、津和野町が

認定を受けた創業支援計画に基づき、積極的に空き店舗を活用した創業・第二創業の支援を行い、地域

活性化に繋げていった。 

取り組みとして、空き店舗調査を巡回による現地訪問により実施しデータ化を図った。 

平成 28 年度に空き店舗情報登録シートを作成したが、空き店舗情報に登録件数は少なく、時期を選

び集中的に空き店舗調査を実施することとし、不動産事業者との連携強化を図り整理していく。 

平成 29年度には津和野町と連携したＩ・Ｕターン者の情報をもとに、4件の創業相談（飲食業 2、小

売業、サービス業）があり、うち 1件を創業につなげることが出来た。 
平成 30年度は、 津和野町空き家バンク登録の確認・抽出作業を行ない、マッチング可能物件の整理

を行い、引き続き巡回による現地訪問調査を実施しマップへの落とし込みを行なった。 

空き店舗情報がまだまだ不足していることから、津和野町や関係機関と連携し再調査を実施し、マッ

プへの落とし込みとデータ化を図る必要がある。  

2).津和野栗のブランド化 

津和野町は、盆地特有の昼夜の寒暖差が激しい土地であり、このことが美味しい栗が育つ条件のひと

つとなっている。そのため、昔から栗の栽培が盛んで県下最大の栗生産量を誇っている。その実は大粒

で市場でも名品として取り扱われているものの、後継者不足や生産者の高齢化等により生産量も減少し

ている上、収穫されたそのほとんどを京都市場へ出荷しているため、町内で消費されることが少なく、

その認知度も低い。そのため津和野栗の良さとその認知度を上げることを目的とした『津和野の里の小

さな栗まつり』や、良質の湧き水などにより、品評会などで数々の賞を獲得している酒蔵を擁しその認

知度を上げるため『つわの地酒まつり』など、特産品等の認知度アップのためのイベントを町・観光協

会とともに開催してきた経緯があり、津和野栗のブランド化を図った。 

本事業では、ブランド化に向け商工会が事務局となり「津和野栗再生プロジェクト推進協議会」を設

立し事業推進を行った。 

栗まつりの開催、栗ひろいイベントの実施、山口県での焼き栗による PR、苗木の補助による生産拡大

支援、剪定講習の開催、商品開発セミナーを開催し、地域ブランド産品として津和野町民の認知度向上

に向けた活動や、生産者支援を行い、地域団体商標の検討等実施することでブランド化を推し進めた。

一方、栗の確保が計画より少量になったため商品開発に繋がらない面もあり、連携事業団体であるＪＡ

との事前協議の徹底による栗の確保と地域団体商標の取得を次年度目指すこととした。 

平成 29 年度において、生産増加のための先進地視察や、圃場指導会、PR イベントや新商品開発のた

めの提案試食会を行い、ブランド化に向けて継続した取り組みを行ってきたが、津和野栗ブランド化事
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業の課題として、生産者の育成及び生産の拡大が挙げられ、30年度は生産を最優先することで将来的な

生産量の確保が出来るよう、津和野町農林課とＪＡを中心に生産拡大の事業に転換を図り、生産地盤を

固めつつブランド化を目指すため、津和野栗再生プロジェクト推進協議会に継続的に参加し状況を把握

するとともに、イベントにおいて津和野栗の PRを行った。 

3).実績 

内 容 28 年度 29 年度 30 年度 備 考 

空き店舗活用による創業・第二創業 2 件 
1 件 

1 件 （ ）相談数 
（3件） 

 栗プロ PRイベント開催 3 回 5 回 1 回 企画数 

 栗プロ協議会開催 1 回 
1 回 1 回 

（ ）ﾜｰｷﾝｸﾞ 
（7回） （4回） 

 栗プロ新商品開発  2 件 0 件 試食他商品化検討 

 

③.今回の申請における取り組みの方向性 
地域経済の活性化と小規模事業者の持続的発展は表裏一体である。地域経済の活性化の取組みは商工

会が単独で実施し効果が出るわけではなく、また長期的な取組みとなるため行政をはじめとした関係諸

機関と連携し取組んでいく。基本的には第 1期の取組みを、関係諸機関と連携しながら継続実施する。 

 

④.第２期での事業内容 

1)．空き店舗を活用した創業・第二創業事業【継続】 

廃業等による空き店舗が目立つようになっている。観光地における空き店舗は観光客からみた町全体

のイメージダウンを招くことが懸念されるため、空き店舗を活用した創業・第二創業事業を継続し、創

業相談者やＩ・Ｕターン希望者へ積極的に支援を行っていく必要がある。そのためには、早急にデータ

化しマップに落とし込み、町全体を俯瞰してみることが重要となる。 

平成29年度に商工会が実施した事業承継アンケートにおいても後継者が決まっていない先は74.2％、

そのうち自分の代で廃業を検討している事業者は 53.9％あった。このことからも、創業支援やＭ＆Ａに

よる店舗活用および事業承継による新事業活用としての店舗活用等積極的に進めていく。 

(1).実施内容 

a).関係機関と連携した地域の活性化に向けた定期的協議 

津和野町商工観光課、津和野町観光協会、津和野町商工会で構成する『三団体連絡会議』を毎月開

催し、地域の活性化や振興、空き店舗活用などについて検討する。 

b).事業承継推進員との連携・情報共有 

平成 30 年度、津和野町は事業承継推進員を設置しており、事業承継推進員との情報共有を図りつ

つ、事業承継新事業における空き店舗対策を進めていく。 

c).マップの作成 

巡回による調査や登録情報、事業承継推進員からの情報をマップに落とし込み、空き店舗マップを

作成し、見た目でも分かりやすくする。 
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d).空き店舗情報登録シートのデータ化 

マップ作成と連動して、空き店舗情報登録シート基にデータ化する。 

 

 

2)．津和野栗のブランド強化【継続】 

第 1期におけるブランド開発では津和野栗のブランド化を目指したが、生産量の不足という課題が

浮き彫りになったことで生産基盤の強化が求められることになった。平成 28 年度、栗の木の植木を

行い、生産拡大を図っており、平成 30 年度に体制の整備を行ったことから、継続してブランド化を

目指していく。 

(1).実施体制 

ＪＡ・栗生産部会・町観光協会・津和野町・津和野町商工会をメンバーとする津和野栗再生プロジ

ェクト推進協議会で取組内容やスケジュール等を協議・決定し推進していく。 

(2).実施計画(案) 

年度 内  容 

現状 
津和野栗再生プロジェクト推進協議会（ワーキング委員会） 

津和野栗 PR イベントの開催および出展 

31 年度 
協議会への参画 

津和野栗 PR イベントの開催および出展 

32 年度 
協議会への参画 

津和野栗 PR イベントの開催および出展 

33 年度 

協議会への参画 

津和野栗 PR イベントの開催および出展 

津和野栗を活用した新商品開発 

34 年度 

協議会への参画 

津和野栗 PR イベントの開催および出展 

津和野栗を活用した新商品開発 

35 年度 

協議会への参画 

津和野栗 PR イベントの開催および出展 

津和野栗を活用した新商品開発 
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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.事業の目的 

関係機関との連携を密にし、支援ノウハウ、支援の現状、地域や企業の課題や解決方法について情報

交換をすることで支援能力向上に努める。 
 

②.第１期における取り組みと成果 

行政や税務署、日本政策金融公庫、島根県信用保証協会の金融支援団体、商工会・商工会議所など

の支援機関と連携し経済動向、経営支援等の情報交換を行い、小規模事業者の支援に活用するととも

に、地域課題の解決に向けた取り組みに効果があった。 
 

③.事業実績 

・商工会石見事務所や石見地区商工会との情報交換 

・日本政策金融公庫や島根県信用保証協会との情報交換 

・商工労政事務所やしまね産業振興財団石見事務所との意見交換 

・益田税務署管内税務援助協議会での意見交換や専門家受入時に情報交換 

 

④.第 1 期の評価を踏まえた今回の申請における取り組みの方向性 

第１期と同様に、関係機関との連携を図り、支援ノウハウ、支援の現状、地域や企業の課題や解決方

法について情報交換をすることで支援能力向上に努めていく。 
これまでの情報交換の中で、地域が衰退してしまう地域課題として、事業承継問題、人材確保対策、

新規創業支援対策等が挙げられている。 
小規模事業者の維持存続が地域経済の活性化に繋がるためにも、関係支援機関が連携して支援能力の

向上に努める。 

 

⑤.第２期での事業内容  

1).島根県商工会連合会・商工会との連携【継続】 

目    的：石見事務所連絡協議会・石見地区経営指導員会議において、経営発達支援計画の効

果的な実施方法について情報交換を行い、取り組み方法の質の向上を図る 

構    成：島根県商工会連合会石見事務所・石見地区商工会 

頻    度：年２回程度 

内    容：各会相互のスキル等の意見を積極的に交換し、支援ノウハウ等を習得する  

期待する効果：他の支援期間との連携や情報交換を行うことで支援ノウハウの向上を図る 

2).金融機関との連携【継続】 

目    的：金融機関等との情報交換やノウハウの共有 

構    成：日本政策金融公庫・島根県信用保証協会 

頻    度：年２回 

内    容：マル経融資推薦団体連絡協議会や金融相談会において、金融に関する情報交換や支

援に有効なノウハウ等を収集する 
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  期待する効果：情報や支援ノウハウ等を共有することにより、管内事業者の円滑な金融支援体制の

構築を図る 

3).県及び関係支援期間との連携【継続】 

目    的：県及び関係支援期間との情報交換やノウハウの共有 

構    成：島根県西部県民センター商工振興課、しまね産業振興財団石見事務所 

頻    度：都度 

内    容：石見ネットワーク会議やしまね産業振興財団（津和野町と包括的業務協力協定及び

よろず支援拠点を設置）との情報交換や意見交換を行い支援に有効なノウハウ等を

収集する 

  期待する効果：情報や支援ノウハウ等を共有することで、小規模事業者に必要な補助金や助成金な

どの支援策が図れる 

4).税理士会との連携【継続】 

目    的：税務署及び税理士会との情報交換やノウハウの共有 

構    成：益田税務署、中国税理士会益田支部、益田商工会議所、管内商工会 

頻    度：年１回 

内    容：税務署や税理士会との情報交換や意見交換を行い支援に有効なノウハウ等を収集す

る 

  期待する効果：意見交換や研修により、小規模事業者の税務について的確な指導を行う 

5).専門家との連係【継続】 

目    的：専門家との情報交換やノウハウの共有 

構    成：各種専門家 

頻    度：随時 

内    容：小規模事業者への専門家派遣を利用し、課題解決に取り組んでいく 

期待する効果：事業者へ専門家を派遣した際に、事業所へ同行し支援のノウハウ等の向上を図             

       る 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

①.事業の目的 

商工会連合会が主催する「事務局長研修会」「経営指導員等研修会」「指導職員研修会」や、業務を

所管する関係機関が主催する研修会に全職員が参加し、経営発達支援事業の推進に係る支援能力を強化

する。 

これらの研修で習得したノウハウを活かし、小規模事業者に対して売上及び利益確保、経営改善計画

書や事業承継計画書の作成など、伴走型の支援に取り組む。 

組織内研修体制を強化することで、若手職員への知識・ノウハウの承継、ＯＪＴ強化による支援能力

の向上を図ると共に、共有ホルダー等により支援内容・状況等の情報共有と組織内の支援ノウハウの蓄

積を徹底し、経営発達支援事業をチームとして展開できる組織体制の構築を図る。 
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②.第１期における取り組みと成果 

1).経営指導員等の支援能力向上 

第 1 期において、島根県経営指導員等研修会に参加して、習得した内容は経営分析や、経営計画

策定に活用することができた。 
2).支援ノウハウの共有 

経営支援会議で支援ノウハウや情報、経営課題や問題点を職員間で共有し、諸問題に対する共通

認識が可能となった。 
3).事業実績 

・県連主催研修会 

・Ｗｅｂ修受講(全職員)、OJTによる支援能力の取り組みを随時行った 

 
③.第 1 期の評価を踏まえた今回の申請における取り組みの方向性 

第 1期では各職員が有する支援ノウハウ等を確認することなく、一律に本事業を遂行する上で必

要となるであろうノウハウ等に関する研修等の受講を計画したが、第 2期では、経営発達支援計画

を実施する上で不足するノウハウを職員ごとに確認したうえで、特に不足ノウハウの習得を中心に

支援能力の向上に取り組む。 

個人に帰属しがちな支援ノウハウの共有は、定期的また頻度を高めた職員会議等により組織とし

て共有化を図っていく。 

 

④.２期での事業内容 

1).経営指導員等の支援能力向上【継続・拡充】 

継続して、経営指導員等研修会や、商工会連合会が実施している各種研修会への参加や、他の

支援機関や関係団体が主催するセミナー・研修会などに参加することで各自の支援能力の向上を

図る。 

更に、不足する支援ノウハウを補う方法として、島根県商工会連合会資質向上対策指針に基づ

く「職種別業務チェックリスト」「資質向上計画書」を利用して、これから高めていく必要のあ

る支援ノウハウを全職員が自ら確認し、具体的な資質向上の取組みを計画的に行っていく。 

内部でＯＪＴ計画を立案し、経営指導員と指導職員間の段階的なレベルアップを図っていく。 

 

2)．支援ノウハウの共有【継続・拡充】 

第 1期で支援した小規模事業者の中から、経営発達支援計画の一連の事業に関係し、支援効果

の高かった事業者の支援内容や支援手法を取りまとめ、本計画実施のための職員用テキストとし

て活用する。このことにより、事業の目的や各取組みの関係・流れが理解できより効果的な支援

ノウハウの共有を図る。 

 定期的に実施している職員会議等は月 1回以上開催し、支援上の課題や、うまくいった方法等

の情報を共有する。 

経営発達支援事業に関係する各種情報は、商工会内の共有ホルダーに支援事業者毎にファイリ

ングし全職員による支援ノウハウと情報の共有化を図り円滑な計画実施を目指す。 
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３．事業の評価及び見直しをするための仕組み 

①.事業の目的 

経営発達支援事業の「実施・評価・検証・改善」の仕組みを確立し事業のスパイラルアップを図

っていく。そのために評価・検証・改善の場に第三者に参加頂き、より客観的な評価等により事業

の質の向上を図る。 

 

②.第１期における取り組みと成果 

島根県や津和野町及び関係団体等の有識者で構成する経営発達支援委員会を構成し、事業の実施

状況、成果の評価・見直し案の提示を行った。 

事業の成果・評価・見直しの結果は本商工会の総会資料や会報、またホームページで計画期間中

公表した。 

 

③.今回の申請における取り組みの方向性 

５年間の事業計画について毎年度、本計画に記載の事業の実施状況及び成果について、評価・検

証を行い、評価時点で目標との乖離を確認し改善策の検討・実施を行っていく。 

経営発達支援員会において、事業の実施状況、成果の評価・見直し案の提示を行い、理事会にお

いて、評価・見直しの方針を決定する。見直し案により更なる効果・成果を求め計画を遂行する。 

 

④.２期での事業内容 

1).全職員会議の開催 

毎月の定例職員会議において、経営発達支援計画の進捗状況を確認し、見直し等の必要事項が発

生した場合には、全職員で協議し見直しをする。 

2).事業の評価及び見直し 

経営発達支援委員会において、本事業が計画どおり進められているかどうか実施状況を確認す

るとともに計画と乖離がある場合は早期の軌道修正を行い、円滑な事業推進を図るため成果の評

価・見直し案の提示をおこなう。経営発達支援委員会は毎年度実施する。 

3).理事会への報告・承認 

経営発達支援委員会での評価や意見等は、理事会へ報告する。理事会では委員会の意見等を参

考に本事業の成果・評価・見直しを協議し、協議結果について承認を得る。 

4).事業結果の公表 

事業の成果・評価・見直しの結果を本商工会の総会資料や会報、またホームページで計画期間

中公表する。（http://tsuwano.shoko-shimane.or.jp/） 

 

 

 

 

 

 

 

http://tsuwano.shoko-shimane.or.jp/
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※経営発達支援委員会＜構成メンバー＞ 

委 員 長 津和野町商工会長 

外部有識者委員 

島根県西部県民センター商工観光部商工振興課長 

津和野町商工観光課長 

しまね産業振興財団石見事務所長 

一社）津和野町観光協会事務局長 

内部評価委員 津和野町商工会総務委員長 

事 務 局 津和野町商工会事務局長・経営指導員 

 

  
 
 

 
 
 

 
                   
       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

経営発達支援委員会 

（評価・見直しの方針検討） 

津和野町商工会 

理事会 

小規模事業者 

商工会 
ホームページ 
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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 30年 11月 1日現在 

（１）実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

（２）連絡先 

  〒699-5605 

   島根県鹿足郡津和野町後田ロ１８７ 

    津和野町商工会 

TEL：0856-72-3131 

     FAX：0856-72-1389 

E-mail：tsusho13@tsuwano.ne.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） 

 
31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

必要な資金の額 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 

 
総合振興費 

一般事業費 

1,500 

700 

1,500 

700 

1,500 

700 

1,500 

700 

1,500 

700 

（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 

会費収入・国補助金・町補助金・事業収入 

（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。 

 

事務局長（本所） 

本所（津和野） 
経営指導員２名 

補助員２名 
記帳専任職員２名 

支所（日原） 
記帳専任職員１名 

(兼務) 
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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 

○津和野町産業振興審議会 

地場産業における設備の新増設と雇用の安定・拡大等を図るために必要な措置を図り、産業振興

に資することを目的とし、「津和野町産業振興条例」を定め、条例の適切な運営のため町長の諮問

機関として「津和野町産業振興審議会」を設置し、広範囲かつ専門的な意見の場とする。 

（金融機関 2名・学識経験者 3名・津和野町・津和野町商工会） 

 

○津和野栗再生プロジェクト協議会 

 地域資源に指定されている津和野栗の生産振興を図り、加工・販売まで町内で行うシステムを構

築し、地域の新たな産業の確立と地域ブランド化に寄与する。 

（津和野町町長・ＪＡ西いわみ・（一社）津和野町観光協会・津和野栗生産部会・津和野町商工会） 

 

○経営安定特別相談室連絡協議会 

保証協会と他団体との情報共有で金融支援能力の向上を図る 

 （保証協会益田支店） 

 

○益田税務署管内税務援助協議会 

 税務署、税理士会との情報交換で、税に関する知識を習得し支援能力の向上を図る 

（益田税務署・中国税理士会益田支部） 

 

連携者及びその役割 

○津和野町産業振興審議会 

町の個別商業包括的支援事業費補助金、事業承継研修制度、固定資産税の減免など町産業振興に

関する事業の諮問機関 

名 称 役職・代表者名 住 所 連絡先 

津和野町商工会 会長 椿 康隆 津和野町後田ロ 187 0856-72-3131 

山陰合同銀行津和野支店 支店長 水津聡子 津和野町後田ロ 198-2 0856-72-0671 

西中国信用金庫津和野支店 支店長 橋本英治 津和野町後田ロ 207 0856-72-1112 

学識経験者・住民代表 藤井昌幸 津和野町笹山 79 0856-72-0344 

学識経験者・住民代表 木村富士夫 津和野町池村 2195-5 0856-74-1006 

学識経験者・住民代表 長谷川裕子 津和野町森村イ 578-9 090-1666-4126 

津和野町税務住民課 課長 山本慎吾 津和野町日原 54-25 0856-74-0069 
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○津和野栗再生プロジェクト協議会 

津和野栗の生産量増加を図り、加工・販売まで行うシステムの構築と、新商品の開発による販路開

拓を目指す 

名 称 役職・代表者名 住 所 連絡先 

津和野町 町長 下森博之 津和野町日原 54-25 0856-74-0028 

JA しまね西いわみ 地区本部長 田村清己 益田市駅前町 15-1 0856-22-1589 

一社）津和野町観光協会 副会長 小林智太郎 津和野町森村ハ 19-5 0856-72-0174 

津和野町商工会 会長 椿 康隆 津和野町後田ロ 187 0856-72-3131 

津和野栗生産部会 部会長 石川敏明 津和野町添谷 102 0856-75-0008 

西部農林振興センター益田事

務所農業普及部 

益田北地域 

振興課長 大野泰司 
益田市昭和町 13-1 0856-31-9614 

 

■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  

○経営安定特別相談室連絡協議会 

保証協会と金融情報の共有で支援能力の向上を図る 

名 称 役職・代表者名 住 所 連絡先 

島根県信用保証協会益田支店 支店長 山根和宏 益田市あけぼの本町 10-6 0856-22-4567 

益田商工会議所 会頭 松永和平 益田市元町 12-7 0856-22-0088 

吉賀町商工会 会長 松前享司 吉賀町広石 562 0856-77-1255 

美濃商工会 会長佐々木恵二 美都町都茂 1809-2 0856-52-2537 

津和野町商工会 会長 椿 康隆 津和野町後田ロ 187 0856-72-3131 

 

○益田税務署管内税務援助協議会 

税務署、税理士会との情報交換で、税に関する知識を習得し支援能力の向上を図る 

名称 代表者名 住所 連絡先 

益田税務署 所長 辻 和男 益田市元町 12-11 0856-22-0444 

中国税理士会益田支部 税理士 村中登志男 益田市昭和町 1-25 0856-22-3854 

中国税理士会益田支部 税理士 品川昭夫 益田市横田町 1967-1 0856-25-1565 

中国税理士会益田支部 税理士 矢萩節雄 益田市多田町 1036-30 0856-23-5621 
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連携体制図等 

○津和野町産業振興審議会 

 

 

 

  

 

 

 

       

 

○津和野栗再生プロジェクト協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

○経営安定特別相談室連絡協議会 

 

 
 
 

 
 

○益田税務署管内税務援助協議会 

 
 
 

 
 
 

  

 

 

商工観光課長 
及び担当者 

 

津和野町産業振興審議会 

商工業者 
津和野町商工会 
経営指導員 

津和野栗 

再生プロジェクト協議会 

栗生産者（生産） 商工業者（加工・販売） 

ＪＡしまね西いわみ 津和野町商工会 津和野町 

農林課・商工観光課 

経営安定特別相談室連絡協議会 

島根県信用保証協会益田支店

 
益田地域商工団体 

益田税務署管内税務援助協議会 

益田税務署 中国税理士会益田支部 益田地域商工団体 
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