
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
吉賀町商工会（法人番号２２８０００５００５５８４） 

実施期間 平成３０年４月１日～平成３５年３月３１日 

目標 

 吉賀町商工会は、吉賀町及び関係機関と連携しながら、小規模事業者の成長

及び事業の持続的発展を目指し、経営力強化、販売促進等に向けた伴走型支援

を推進するとともに地域の活性化を図るため、以下の４点を柱とする。 

①.小規模事業者の今後の経営の方向性に沿った伴走型の支援 

②.売上高の確保・需要開拓に取組む小規模事業者への重点的な支援 

③.地域経済を担う人材育成支援 

④.事業承継支援 

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】 

（１）管内事業者の売上高情報の整理、分析、提供、検証を行う。 

（２）会員を対象としたアンケート調査による地域経済情報収集、整理、分析、 

提供、検証を行う。 

（３）地域経済に関する情報の収集、整理、提供、検証を行う。 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（１）全職員による巡回訪問による掘り起しと、セミナー開催による啓発を行 

い対象事業者を選定し、経営状況を分析する。 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（１）セミナー開催による事業計画策定への啓発を行い、策定に当たっては、

各項目の詳細な行動計画まで落し込んだ策定支援を実施する。 

（２）事業計画策定対象者は、経営分析・事業承継事業者、創業予定者とする。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

（１）四半期ごとの進捗確認によるフォローアップの体制構築とＰＤＣＡサイ 

クルの徹底による伴走型支援を行う。 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

（１）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・整理・分 

析・提供を行う。 

（２）商品トレンド情報や POS 情報等の整理・分析・提供を行う。 

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）島根県や県連主催の大都市圏での商談会への斡旋と支援の強化を行う。 

（２）ＩＴ等の活用による販路開拓支援の強化を行う。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

地域担い手育成事業として「よしか立志塾」の運営支援、地域活性化事業

として「吉賀町産業振興連絡会議」の定期開催、金融機関との情報交換を行

う。また、事業承継推進地域協議会の設立が予定され、関係機関と連携して

地域経済の活性化に努める。 

連絡先 
吉賀町商工会  〒699-5512 島根県鹿足郡吉賀町広石５６２ 

          TEL:0856-77-1255  FAX:0856-77-1640 
[URL]http://yoshika.shoko-shimane.or.jp  [E-mail] yoshisho@sun-net.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．吉賀町の立地 

島根県吉賀町は平成 17年 10月に旧六日市町と旧柿木

村が合併して誕生した人口 6,300名の町である。地域別

の人口は旧六日市町が 4,800名、旧柿木村が 1,500名で

あり、旧六日市町が吉賀町の中心部となっている。 

吉賀町は中国自動車道六日市インターチェンジを有し

島根県の西の玄関口にもなっている。１千ｍ超の安蔵寺

山を代表するように険しい山々に囲まれた自然豊かな中

山間地域で、六日市地区には国土交通省が実施している水質調査で平成 22年から 25年まで 4年

連続水質日本一となった「高津川」の水源がある。また、柿木地区は行政合併前より「有機農業

の里づくり」を政策として掲げており「水源と有機農業」の町である。 

２．人口の動き 

 吉賀町は戦後の建築ブームによる住宅材の供給基地として潤った時期もあったが、高度経済成

長に入り、高収入を目指しての向都離村現象や高学歴志向の高まりによる若者の都市部への流出

等により、急速な過疎化が生じた。昭和 58年 3月には中国自動車道六日市 IC が開通し、広域交

通網の整備による地域経済の活性化も期待されたが、過疎化に歯止めをかけるだけの要因とはな

らなかった。 

 昭和 35年には 13,876人

であった吉賀町の総人口

が、合併 10年目という節

目を迎えた平成 27年には

6,374人と 55年間の間に

54.1％減少した。     

また、昭和 60年には総人

口の 22.7％あった高齢者人口の割合

は増加を続け、平成 27年に 43.4％を

占めており、「吉賀町人口ビジョン」

による計画目標年度である平成 38年

には 49.0％と、およそ 2人に 1人が

65歳以上の高齢者となることが推計

されている。一方で、生産年齢人口は

昭和 60年には総人口の 59.0％を占め

ていたがその後減少が続き、平成 27

年においては 47.1％となった。 
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建設業, 

18%, 64者

製造業, 

11%, 40

者

卸売業/小売

業, 30%, 

108者

サービ

ス, 28%, 

103者

その他, 

13%, 48

者

H28 小規模事業者 業種構成比

 自治体は定住促進対策として民間賃貸住宅建設補助金の創設、UIターン子育て支援や空き家対

策支援等を打ち出しており、人口減少対策に注力しているが、今後は官民一体となった定住促進

策が必要である。 

【管内商工業者・小規模事業者の現状と課題】 

１．小規模事業者の推移 

吉賀町は、隣接する広島県、山口県都市部への交通アクセスが比較的良い環境であることから

製造業を中心とした自動車関連の誘致企業の進出や町外資本のホームセンター、スーパーの出店

もあり、産業的にもバランスのとれた構造となっている。 

小規模事業者は平成 28年度末で 363者であり、業種

別構成では卸・小売業が 30％と最も多く、サービス業が

28％と続く。 

昭和 59年から平成 26年の 30年の間に、小規模事業

者は 126者・26％が減少した。減少率・数とも最も大き

かった業種は建設業であり 58者・46％の減少であった。

卸・小売業も 26％減少はしているが島根県商工会地域全

体の減少率 58％と比較すると半分以下の減少率である。

卸・小売業の減少率の低さは商勢圏実態調査結果でも認められ、吉賀町の人口の 3分の 2を占め

る旧六日市町の地元購買率は減少傾向にはあるものの近年は下げ止まっている。地元消費者の継

続的な地元での購入が商業者数の維持に繋がっていると推察できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．事業承継に関するアンケート調査の実施 

平成 29年 2月に、町内の会員事業所を対象に事業承継に関するアンケート調査を実施した。

調査は個社の支援につなげるための基礎資料とすることを目的に、記名方式とした。全会員の半

数近くの 49.6％の回答を得ることができ、事業の承継に関心が高いことが分かった。 

 それによると、「後継者の存在」では、「後継者がいる」事業者は 31.1％、「後継者候補がいる」

事業者は 9.8％と 4割強の事業者に後継者が存在しているが、「後継者はいない」事業者も 23.5％ 

存在することが分かった。 

 また、「後継者に事業を譲るべき時期（譲りたい時期）」については、「10年以上先」が 26.5％

であるが、「3年以内（1年以内＋1～3年以内）」も同割合の 26.5％あり、「５年以内（3年～5年 
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以内）」では 15.2％と、5年以

内の近い将来に後継者に事業

を譲りたいと考えている事業

所は 41.7％存在する。後継者

がいる事業所への、早めの事

業承継支援が必要である。 

 更に、「後継者はいない」と

回答した事業者の後継者対策

として尋ねたところ、「自分の

代で廃業する」が 64.5％と最も多く、次いで「後継候補者を探し、事業をすべて譲渡する」が

22.6％と続く。「後継者はいない」事業所は、後継候補者を探して事業を承継する事業所もある

が、事業を承継せず廃業する考えの事業所が多いことが改めて分かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 アンケート結果では、経営者の年代は 60歳代が最も多く、5年以内に事業を譲りたいと考える

と、経営者の引退時期は、おおむね 70歳～75歳となり、事業承継の取組にある程度年数が必要

と考えると、60歳以上の経営者は、事業承継の取組を開始すべき時期になっていると言える。 

 一方で、後継者候補がいる事業者においても、「後継者に話をしていない」などなかなか後継

者と意思疎通がとれていないのも現状である。従って、事業承継の時期に差し掛かっている事業

所には、できるだけ早い段階から計画的に事業承継対策に取り組んでいただけるよう、支援を行

っていくことが重要となる。また、後継者がいない事業所においても、廃業が続くと地域経済が

疲弊することになるため、Ｍ＆Ａも視野に入れながら事業承継の方法を検討する必要もある。 

今後は、回答結果に基づき内容に応じた個別の事業承継支援を行うこととしており、現在は、

島根県に設置されている事業承継推進員と一緒になって事業所へのヒアリング訪問を行ってい

る。また、島根県では、事業承継を喫緊の課題として、かつ地域全体の問題と捉え、機動的に迅

速な対応を可能とするために、行政主導による体制整備として「事業承継推進地域協議会」設置

に向けて準備を進めている状況である。当町においても平成 30年度の設立に向けて現在、島根

県、吉賀町と商工会の関係機関で協議している。事業承継について支援しやすい環境づくりが始

まっている。 
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現業拡大

11%

新規事

業拡大

12%

現状維持

57%

経営縮小

9%

廃業

6%

不明

5%

今後の経営の方向性
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売上高確保

経費・原価削減

生産性向上

資金繰り改善

従業員確保・育成

後継者確保・育成

IT機器活用

新事業取組み

環境・安全対策

老朽化設備更新

その他

不明

経営課題

３．今後の経営の方向性 

平成 25年度に実施

した商工会員アンケー

トの「経営上の課題」

についての質問では

「売上高の確保」が最

も多く、「経費・原価削

減」「資金繰りの改善」

と続いており、売上高

の確保や経費・原価削

減の困難さから利益の獲得が難しく資金繰りにも支障を来す事業者の姿がうかがえる。しかしな

がら、こうした厳しい状況の中でも今後の経営の方向性として「現状維持」を図ろうとする事業

者は 5割強存在し、また「現在の事業を拡大する」11％・「新規事業を拡大する」12％と経営拡

大志向の事業者も存在している。 

 これまでの数値が示す通り、地域経済の沈滞、人口の減少及び高齢化により、ほとんどの業種

で事業所数は減少傾向にある。特に事業主が高齢である比率が高く、後継者もいない小規模事業

者の減少は著しく、総じて新陳代謝が停滞しているため、このままでは減少傾向に歯止めをかけ

ることは難しい状況にあると思われる。 

 また、小規模事業者の多くは、昔ながらの勘所に頼った経営をしているところが多く、外部環

境の変化に対応しきれていない事業所が多数存在する。更には、新たな取組みをしたいと考えて

はいるものの、経営資源に乏しく経営革新に二の足を踏んでいる事業所もあり、このままでは多

くの事業所が衰退していくことが予想される。 

 人口減少に伴い、既存の顧客は減少傾向にあるものの、緻密な経営分析や経営計画次第では新

たな市場も十分開拓可能の余地があると考える。そのためには、それぞれの事業所が自社の強み

を前面に押し出した事業計画を作成し、着実に実施することにより、地域密着の事業所ならでは

の顧客ニーズを踏まえた経営が可能になると考える。 

〔建設業〕 

 建設業は、当吉賀町に隣接する津和野町の激甚災害復旧工事が終了したことに伴い、売上額は

大幅に減少している。また、工事が発注されたとしても最近では競争が激しく実際に受注するの

は、厳しい状況である。建築業では新築住宅の着工がなく、リフォームの受注を中心とした経営

が続いている。加えて、人材不足が顕著であり、ハローワークに求人募集しても人材が確保でき

ない状況にある。 

 規模的には、従業員 20 人未満の小規模事業所がほとんどで、また売上は公共工事に大いに依

存している。今後は、公共工事依存型経営からの脱却による民間工事中心の経営と新たな発想が

求められる。特に建設業においては、異業種参入や事業規模の見直し、新たな取組み等の模索が

急務である。 

〔製造業〕 

 吉賀町の製造業は、マツダ関連の自動車部品鋳物製造業、自動車プラスチック製品製造業、建
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築関連金属製品製造業、縫製業が中心である。縫製業の地場企業である２社を除いて、ほとんど

が吉賀町の誘致企業（従業員 50名から 100名前後）であり、そのため当町の製造品出荷額は島

根県内の市地域を除く町地域で上位を占める。 

 製造業でも総じて、人手

不足傾向にあり求人して

も人が集まらない。不足分

を外国人労働者で補って

いる傾向に変わりはない。 

人材確保対策として、吉賀町を中心に「吉賀町人材確保・定着推進協議会」が発足し、町や県、

商工会も含めた関係機関が一緒になって人材確保対策に取組んでいる。 

〔商業・サービス業〕 

 吉賀町の商業は、人口減少による購買額の低下に加え、近年のスーパー、ドラッグストア、コ

ンビニなどの進出による競争激化を受け、ここ 30年で卸・小売業が約 3割、サービス業で約 1

割の事業所が廃業している状況にある。 

 また、地域の中には商業空白地による買い物弱者問題も顕在化し、地元小売店による移動販売

が行われているが、今後は行政による対策の検討も始まろうとしている。 

 飲食店においては競合が激しい中、昼間はもちろんのこと、夜の入込客を囲い込むことが課題

であるし、更に自動車修理販売業や理美容業も競合が激しいように、既存の商業・サービス業と

も、売上低下、所得減少、経営者・従事者の高齢化などの厳しい経営環境下にある。こうした厳

しい状況の中、今後は、既存顧客はもちろん、大型店が提供しにくい高齢者をはじめとした地域

住民ニーズに細かく対応するサービスの提供、地域に密着した小規模事業者ならではの機動性を

活かした経営が必要である。 

〔農業〕 

 吉賀町の農業は、清流高津川源流部に位置する寒暖差の激しい肥沃な田園地帯の恵みを活かし

た米作が中心に行われている。中でも柿木地区は、行政合併前より有機農業の里づくりを政策と

していたため、現在でも有機栽培による農業が盛んで、都会地からの Iターン者定住の一因にも

なっている。また、ミニトマトに代表される施設野菜、菌床椎茸に代表される施設園芸も盛んに

行われ、町を代表する産品になっている。 

 しかしながら、従事者の減少や高齢化などにより、生産額や所得、担い手の減少が続き、農業

を取り巻く環境も厳しい状況が続いている。今後は、農商工連携や 6次産業化を視野に入れた食

料品製造業を中心とした連携、協力の推進が喫緊の課題であり、本事業により地域農産品を活用

した特産品開発・販路開拓に取組み、農業者の付加価値向上を目指す。 

【行政の方向性】 

平成 29年 6月に吉賀町の今後 10年間の「まちづくり」の指針として「第 2次吉賀町まちづく

り計画」が定められたことと、平成 29年 9月に「吉賀町中小企業・小規模企業振興基本条例」

が制定され、町内の小規模企業の振興について、町としての関わり方はもちろんのこと、商工会

の関わり方が明確に位置づけられた。 

 今後当商工会としても、「吉賀町まちづくり計画」の産業振興の方針、「吉賀町中小企業・小規
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模企業振興基本条例」に制定された商工会の役割をもとに、商工会としてやるべきことを行政と

一緒になって実施していく。 

 （１）「第 2次吉賀町まちづくり計画」 

   産業振興は、住民が社会生活を営む上で欠かせない大きな要素として位置づけられ、商工

業の振興を基本理念に置く。主要施策として、商店街の環境整備、商工会等の関係機関によ

る経営診断や経営指導、経営者意識の啓発の取組み、事業承継の推進、雇用の場の確保、創

業支援への取組みが掲げられた。 

   今後は、商工会としても本計画に沿って町とともに取組みを実施していく。 

 （２）「吉賀町中小企業・小規模企業振興基本条例」 

   商工会の役割として、中小企業・小規模企業の経営の安定・革新、人材育成及び事業承継

等に積極的に取組むとともに、町が行う中小企業・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ことが明確に定められた。 

   今後は、商工会の役割を踏まえて吉賀町とともに中小企業・小規模企業の振興に取組んで

いく。 

【小規模事業者の中長期的な振興のあり方】 

小規模事業者は、地域での雇用の受け皿としての役割や地域活性化を図る上でのリーダー的な役割

を果たすなどその役割は多岐にわたる。このように地域で小規模事業者が長期にわたり事業展開するこ

との重要性を認識し、「小規模事業者数の維持」を中長期的に目指すべき目標として掲げていく。小規

模事業者数の維持については、経営者の考える今後の方向性に基づいて、事業計画の策定や実施支

援を通じて常に寄り添い、地域の経済状況の変化等を把握しながら支援していく。また、創業を目指す

者の支援についても積極的に行っていく。「小規模事業者数の維持」を図るうえで、商工会として今後１０

年の小規模事業者の中長期的な振興のあり方を、第１期に引き続き、以下の①～③として設定するととも

に、第２期では新たに「事業承継支援」を付加する。 

なお、第１期の計画認定以降に「第 2次吉賀町まちづくり計画」が策定され、また、「吉賀町

中小企業・小規模企業振興基本条例」が制定されたため、第１期で設定した中長期的な振興のあ

り方①～③に、上記の行政の計画・条例の内容を反映したものとする。 

 

①.小規模事業者の今後の経営の方向性に沿った伴走型の支援 【継続】 

②.売上高の確保・需要開拓に取組む小規模事業者への重点的な支援 【継続】 

③.地域経済を担う人材育成支援 【継続】 

④.事業承継支援 【新規】 

平成 29年 9月に制定された「吉賀町中小企業・小規模企業振興基本条例」では商工会の役割

として事業承継支援に積極的に取組むことが定められており、第２期の本計画では「事業承継支

援」を新たに付加するものである。「第 2次吉賀町まちづくり計画」では地域の生活商業機能の

確保の一環として事業承継を進め商業機能の確保に努めるとされており、建設業に次いで減少

数・減少率が大きく、ほとんどが小規模事業者である小売業者に対する事業承継を中心に進めて

いく。 
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【経営発達支援事業の目標と方針】 

①.小規模事業者の今後の経営の方向性に沿った伴走型の支援 【継続】 

＜第１期における事業実施の評価等＞ 

第 1期では計画策定支援に注力し、実施支援が計画どおりいかなかったことを踏まえて、計画

策定支援段階で実施支援が効果的に行えるよう四半期毎の達成基準を設定し、ＰＤＣＡサイクル

による伴走型支援を繰り返し実施することとで、小規模事業者の持続的発展に結び付けていく。 

＜目標＞ 

本事業計画期間内に管内小規模事業者の半数がビジネスプランに基づく経営の重要性を認識

し、計画的な経営に邁進する状況を目指していく。 

＜目標達成に向けた実施方針＞ 

第 1期では管内小規模事業者の約 2割の計画策定・実施支援を行ったが、第 2期では第 1期に

事業計画策定・実施支援を行った事業者に対しては事業計画期間終了後に、計画実施後の評価や

経営環境の変化等を見据えた事業計画策定・実施支援を継続して行うとともに、本事業では 2度

目の事業計画策定支援であることを踏まえて、ＰＤＣＡサイクルの実践方法を指導することによ

り、事業者が自主的に計画的な経営を実践できる体制を整えていく。 

第 2期で新規に事業計画策定等の支援を行う事業者に対しては、第 1期と同様に計画実現に向

けて、常に寄り添って支援を行うとともに、ビジネスプランに基づく経営の重要性を常に啓発し

ながら支援していく。 

②.売上高の確保・需要開拓に取組む小規模事業者への重点的な支援 【継続】 

＜第１期における事業実施の評価等＞ 

第１期では「新たな需要の開拓に寄与する事業」の支援を、特産品の調査や商品のブラッシュアップ

を中心に行ってきたので、第 2期では次のステップとして商品の販路開拓に重点を置き実施していく。 

＜目標＞ 

第１期で商品開発・商品ブラッシュアップを支援した事業者を含め、第２期でも引続きこれらの取組

みを継続して支援するとともに、本事業計画期間内に延べ２７事業者の商談会出展支援を行い、１０件の

商談成立を目指す。また、ＩＴによる販路開拓支援もあわせて行い、本事業計画期間内に延べ 5事業者

のホームページ作成とニッポンセレクト.Comによる述べ７１件の商品受注件数を目指す。 

＜目標達成に向けた実施方針＞ 

経営課題として最も多い「売上高の確保」については事業計画策定・実施支援の中で、特に「販売計

画」の立案・実行を重点的に支援することにより「経営の維持・発展」をサポートし売上高の確保のための

支援を行う。特に、本事業の「新たな需要の開拓に寄与する事業」により販路開拓等に取組む事業者を

対象にした支援を重点的に行う。また、支援に当たっては関係する支援機関との連携を強化し、また、専

門家派遣事業などの支援メニューを活用することにより、より効果的な支援が行えるよう事業を実施する。 

③.地域経済を担う人材育成支援 【継続】 

＜第１期における事業実施の評価等＞ 

 平成２４年度から地域経済を担う人材育成を目的に「よしか立志塾」を開催し、塾生間の連携

による商品開発や行政等支援機関との関係が深まるなど一定の成果をみたが、今まではネットワ

ークの構築に主眼を置きビジネススキルの向上のための研修が不充分であった。 
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＜目標＞ 

第２期では特に、ビジネススキル向上のためのメニューを取り入れ、塾終了後も塾生の事業の

持続的発展を支援し、吉賀町経済の担い手としての中心的な役割を果たせる若手経営者を多く輩

出する。 

＜目標達成に向けた実施方針＞ 

吉賀町中小企業・小規模企業振興基本条例では、地域経済を維持するためには、後継者の育成、

新規創業等の支援が重要であるとされている。第２期でも「よしか立志塾」を行政と連携して開

催し、地域を担う事業者の育成を支援する。 

④.事業承継支援 【新規】 

＜目標＞ 

５年以内に事業を譲るべきと回答した事業者が、事業承継計画の策定をはじめとし、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り組みが実践できている状況を目指す。 

＜目標達成に向けた実施方針＞ 

平成 28年度末に実施した事業承継アンケート結果では 4割強の事業者は後継者が存在するが、

後継者が不在の事業者は 2 割強という結果であった。また、事業を譲りたい時期については 5年

以内と考えている事業者が 4割存在する。他方、平成 25年に実施した会員アンケート調査では

今後の経営の方向性として管内事業者の 8割は事業拡大・現状維持を考えているが、自分の代で

廃業すると考えている事業者も 6割強存在し、事業拡大・現状維持を図りたいが事業承継が課題

となり、事業が継続できない事業者が今後多く顕在化することが予想される。 

事業承継支援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

て進めていく。管内事業者に対しては事業承継に向けた早期取組の重要性を啓発しつつ、事業承

継支援対象事業者には本事業により経営状況を詳細に把握し、将来の事業承継を見据えた企業価

値を高めるための事業計画策定と実施支援、並びに承継時期を見据えた事業承継計画の策定と実

施支援により円滑な事業承継を推進していく。 
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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】 

＜本事業の目的＞ 

地域の経済動向に関する情報を収集、整理、分析することにより管内事業者の外部環境把

握のための基礎データとして活用する。 

 

＜第１期における取組と成果＞ 

１．管内事業者情報の整理・分析・提供 

管内事業者 65社の売上高を調査し、業種別に整理分析し情報提供した。事業者からは概ね

好評であったが、売上だけでなくもっと詳細な管内経済情報が欲しいという意見があった。 

２．地域経済情報の収集・整理・提供 

  日本政策金融公庫浜田支店が発信する地域経済情報を収集整理し提供した。事業計画策定

支援時の外部環境データとして活用する計画であったが、吉賀という特定エリアの経済動向

を反映しているかどうかは不透明感があり、吉賀エリア限定の経済動向調査が必要である。 

 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 

   第１期の取り組みで行った事業者の売上高をＤＩ値した景況天気図と日本政策金融公庫

浜田支店が提供する地域経済に関する情報の活用に加え、より詳細な吉賀エリアの経済情報

を収集するために、新たに“会員向け地域経済動向調査による情報の収集、整理・分析・提

供”を行い、管内事業所の外部環境把握のための基礎データとして活用していく。 

 

＜第２期での事業内容＞ 

１．管内事業者情報の整理、分析、提供、検証 （継続・拡充） 

（１）管内事業者売上高情報の整理、分析、提供、検証 (継続) 

①.第１期目での成果と改善の方向性 

地域の経済動向に関する情報を収集、整理するために、管内事業者 65 者（決算代行業者

と景況調査事業者の合計）に対し、定期巡回訪問時に売上高の状況をヒアリング調査した。

収集した情報は業種別に整理を行い、事業者が理解しやすいものとなるように、ＤＩ値化し

景況天気図として、業種別に整理、分析を行った。 

第１期目では、3年間の事業期間で 5件ずつ情報収集業者を増加していく予定であった。

しかし、内部での検証では現状数値の 65件でも十分なサンプル数であることと、情報収集・

整理・分析作業に思いのほか時間がかかったため、増加はせずに事業を進めた。 

今後、継続するにあたっては、情報収集数について現状を維持し事業を推進していく。 
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整理分析した情報は定期巡回訪問時に事業者へ対し情報提供を行った。（提供累計 250件、

事業者数 51事業者）事業者からの反応は良く、提供後の巡回訪問時や窓口相談時に事業者

に感想を求めたところ、「わかりやすい情報だと思う」「今後も提供してほしい」等の意見を

得ることが出来た。（回答者数 21件）反面、「吉賀町内のもっと細かい経済情報が欲しい」

という意見もあった。（27件） 

１期目の事業では、配布した全事業所からの評価を収集し、検証する仕組みがなかったこ

とから、決して信頼度が高いものとは言えないが、少なからずとも経済動向について情報提

供を求める事業者が存在しているため、継続して行うことが望ましいと考える。しかし、当

初期待していた『事業計画の策定において管内の状況や経済のトレンドを考慮した計画策定

が可能となる』への効果については、不透明であると感じるため、ミクロ観点での情報収集、

分析、提供を行う新たな取り組みが必要であると感じる。また、不足していた事業の検証部

分について明確にするため、改善が必要である。 

②.狙い 

 管内事業者の売上高の推移を把握するため、業種別に選定した対象事業所に対しヒアリン

グ調査を行う。 

③.調査手法 

情報収集事業者 65 件（建設業 15件・製造業 11件、小売業 15件、サービス業 24件）に

対し、四半期ごとに売上高をヒアリングし、業種別に取りまとめる。取りまとめたデータは

ＤＩ値化し、事業者に判りやすいよう天気図として取りまとめる。 

  ④.調査項目 

   1年間の売上高 

  ⑤.活用方法 

   調査年数を重ねるごとに管内の業種別の市場規模の変化が確認できる。このデータは商工

会としては地域経済の基礎データとして継続して変化を把握することと、事業者に対して

は、個社の売上高の変化と比較することにより地域経済動向の変化を見据えた事業計画の評

価・改善に活用する。また、行政に対しては、支援施策等を検討する際の基礎データとして

提供する。協力事業者、行政等関係機関には、訪問時等に調査結果を直接情報提供するほか、

ＨＰで公表する。 

⑥.効果検証 

   取り組みの効果を検証するために、各年度末に情報提供を行った事業者に対し、調査内容

に対するアンケートを実施し、次年度以降の展開へ繋げる。 

⑦.目標 

項  目 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

調査実施回数 4 4 4 4 4 

ＨＰ公表・情報提供回数 4 4 4 4 4 

 

（２）会員対象アンケート調査による地域経済情報収集、整理、分析、提供、検証 （拡充） 

第 1期で地域経済動向情報を提供した事業者の声として「売上だけでなくもっと詳細な管
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内経済情報が欲しい」という意見が多数あったため、第 2期では新規に会員事業所に対する

アンケート調査を実施し、より詳細な管内の経済情報を収集提供していく。 

①.狙い 

管内のより詳細な地域経済動向を把握するため、会員全事業所に対し地域動向調査アンケ

ートを実施し、地域内経済・経営等の環境調査を行う。 

  ②.情報収集の手法 

商工会でアンケート調査票を作成し、管内全会員（282件）に対し年 1回、巡回により配

付回収する。集計・分析も商工会で行う。 

③.アンケート調査項目 

  1).企業概況 

企業形態、年間売上額、売上見込み額、今後３年間の売上見通し、過去２年間の採算性・

今後の採算性、主要販売先、主要仕入先、後継者等 

2).設備投資と資金繰り 

資金繰りの状況、メインバンクとの関係性、金融機関への要望、過去１年間の設備投資状

況、今後の設備投資計画等 

  3).事業見通しと経営課題 

  事業の見通し、現在直面している経営課題、課題解決のために必要な支援策、新規事業の

予定等 

  ④.提供方法 

   集計・分析した情報は、管内全会員 280事業者に対し定期巡回訪問時に提供し、また、集

計分析が終了した後、年 1回ホームページで広く提供する。 

⑤.活用方法 

事業計画策定・実施支援の際の外部環境データとして活用するとともに、今後設置予定の

「事業承継推進地域協議会」でも情報を共有し、事業承継支援も含め、支援施策検討の際の

基礎データとして活用する。 

⑥.効果検証 

   情報提供の効果を検証するために各年度末に管内全会員に対し、取組評価のアンケートを

実施し、評価を反映したアンケート内容に改善することで、事業者にとってより有用な調査

内容とする。 

⑦.目標 

項  目 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

調査実施回数 1 1 1 1 1 

ＨＰ公表・情報提供回数 1 1 1 1 1 

 

２．地域経済に関する情報の収集、整理、提供、検証 （継続） 

①.第１期目での成果と改善の方向性  

 地域経済に関する情報を収集するために日本政策金融公庫浜田支店が調査する情報を収集

した。 
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 収集した情報は、事業者に必要となる部分を理解しやすいよう、わかりやすく整理した。 

 １期目の事業では、日本政策金融公庫のほか、島根県・日銀松江支店・島根県信用保証協

会が調査する情報も活用する予定であったが、情報量が少なく、実際には活用しなかった。

しかし、管内事業者の外部環境を把握するための基礎データとしては十分な内容であるた

め、今後、継続するにあたっては、現状を維持し事業を推進していく。 

整理した情報は、定期巡回訪問時に事業者へ対し情報提供を行った。（提供累計 286件、事

業者数 57事業者）事業者からの反応は良く、提供後の巡回訪問時や窓口相談時に事業者に感

想を求めたところ、「経済状況が把握できるのは良いことだと思う」「今後も提供してほしい」

等の意見を得ることが出来た。（回答者数 18件） 

１期目の事業では、配布した全事業所からの評価を収集し、検証する仕組みがなかったこ

とから、決して信頼度が高いものとは言えないが、少なからずとも外部環境を把握するため

に情報提供を求める事業者が存在しているため、継続して行うことが望ましいと考える。し

かし、当初期待していた『地域内の経済情報や消費情報を提供することにより地域消費者の

ニーズを考慮した計画策定が可能となる』については、効果が不透明であるため、継続する

にあたっては、事業検証部分の改善が必要である。 

②.狙い 

管内事業者を取り巻く環境を把握するため、地域経済に関する情報の収集を行う。 

  ③.情報収集の手法 

日本政策金融公庫浜田支店が調査する地域経済に関する情報を毎月収集する。 

④.調査項目 

   業況判断の推移、業種別売上高の推移、業種別資金繰りの推移、業種別販売価格の推移、 

業種別仕入価格の推移 

⑤.活用方法 

事業計画策定・実施支援の際の外部環境データとして活用するとともに、管内事業者の外

部環境の理解・把握に役立てるために巡回訪問時や窓口相談時、ホームページ等を活用し情

報提供する。 

⑥.効果検証 

   取り組みの効果を検証するために、各年度末に情報提供を行った事業者に対し、調査内容

に対するアンケートを実施し、次年度以降の展開へ繋げる。 

⑦.目標 

項  目 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

調査実施回数 12 12 12 12 12 

ＨＰ公表・情報提供回数 12 12 12 12 12 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

＜本事業の目的＞ 

経営資源に乏しい小規模事業者が売上や利益を伸ばすためには、自らの強み弱みを客観的

に把握し、強みを活かした経営に取組んでいく必要がある。また、そのためには、「経営分
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析セミナー」等の開催により経営分析の重要性の意識啓発を行うことも必要である。 

小規模事業者の経営を分析することにより、強みを伸ばす経営を計画的に実施し持続的な

発展を図っていく。 

 ＜第１期における取組と成果＞ 

１．対象事業者の掘り起し・選定 

   経営分析の意義等を多くの事業者に対して周知するために会報等で情報を提供したが効

果は乏しかった。巡回により丁寧に説明をした結果、対象事業者を掘り起こせたので第２期

でも同様の方法で実施する。 

 ２．経営分析 

   経営分析は中小企業基盤整備機構が提供している「小規模事業者の事業計画づくりサポー

トツール」を利用した。統一フォームで分析を行ったことにより、業務スピードがアップす

るとともに職員間の情報共有もスムーズに行えたため第２期でも同様の方法で実施する。 

 

 ＜今回の申請における取組の方向性＞ 

   経営環境が目まぐるしく変化する中で、小規模事業者が持続的に事業を運営していくため

には、事業者自身が自らの強みを活かしつつ、変化に対応した経営計画づくりを進め、戦略

的な販路拡大や変化する顧客のニーズに応じた商品やサービスの提供など、需要を見据えた

計画的な経営を推進していくことが必要である。 

   そのためには、第１期に引き続き、強み弱みを客観的に把握するために自らの経営を分析

することにより、強みを伸ばす経営を計画的に実施し持続的な発展を図っていく。 

   また、「第２次吉賀町まちづくり計画」が策定され「吉賀町中小企業・小規模企業振興基

本条例」が制定されたことを踏まえて、第２期では「事業承継予定者」についても対象者と

して事業を実施する。 

  

＜第２期での事業内容＞ 

 １．対象事業者の選定 

①.第１期目での成果と改善の方向性 

対象事業者は、全職員による年間３回の全会員事業所への巡回訪問の際のヒアリング、及

び経営指導員による個別の会員事業所への巡回により、自らの意志で経営の持続的発展を図

ろうとする事業者、経営の方向性が明確な事業者等、売上アップを目指している意欲ある事

業者の中から選定した。今後売上を伸ばし利益を確保していくためには、どのような取り組

みをしていけばよいのかを念頭に置き、経営状況の分析、課題の整理を行うことができた。 

   また、全体への周知も必要であるため経営分析及び事業計画策定の意義を説明した募集チ

ラシを作成し、全会員を対象に配布をしたが事業者の反応は鈍く、巡回訪問による掘り起こ

しの方に効果があったので、第２期においても引き続き巡回訪問による掘り起しを行う。 

管内の小規模事業者においては、売上や利益を伸ばすためには自らの強み弱みを客観的に

把握し、強みを活かした経営に取組んでいく必要があるにもかかわらず、そのために自らの

事業所の経営状況を把握することの必要性については、事業者の意識も低く、また、商工会
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としても周知不足のため、引続き意識啓発を行うことが必要であると考えるため、新たに経

営分析セミナーを実施する。 

②.全職員による巡回訪問による掘り起し  

   本事業の対象とする事業者は、全職員による全会員事業所巡回訪問により支援事業者の掘

り起こしに取組む。 

 巡回によるヒアリングを踏まえて、自らの意志で経営の持続的発展を図ろうとする事業

者、経営の方向性が明確な事業者等、売上アップを目指している意欲ある小規模事業者、第

２期中に事業承継を予定する事業者の中から選定する。 

  ③.セミナー開催による経営分析への意識付け （新規） 

  1).目   的 経営分析セミナー開催を通じ、経営分析の重要性について周知徹底を図り、

経営分析対象者の掘り起こし、及び分析の実施に結び付ける。 

  2).実 施 内 容 ○経営分析の必要性と考え方 ○財務諸表の見方 ○経営状況を把握する

手法 等 

  3).実 施 時 期 年間１回 

  4).対   象 地域内小規模事業者 

  5).方   法 (1)商工会広報への掲載、当会ＨＰ及びチラシ配布により幅広く周知する。 

          (2)経営指導員等が巡回訪問により周知する。 

  6).目   標 

支援内容 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

経営分析セミナー 

（開催回数／参加者数） 
１回／12名 １回／12名 １回／12名 １回／12名 １回／12名 

 

２．経営状況の分析 

①.第１期目での成果と改善の方向性 

経営分析対象事業者に対して、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た。取りまとめや財

務分析については、中小企業基盤整備機構が提供している「支援者のための小規模事業者の

事業計画づくりサポートツール:事業計画作成キット」を利用した。経営革新計画、事業承

継計画、補助金申請及び金融支援の必要な事業者に対しては、記帳機械化による財務分析の

活用やそれぞれの内容に対応した分析シートを作成した。 

また、経営状況の分析については、「伴奏型小規模事業者支援推進事業」を活用して専門家

派遣を実施した。専門家と連携して経営分析を行うことで、商工会のマンパワー不足を補う

ことができるとともに、より詳細な経営の現状把握を行うことが可能となった。特に後継候

補者や若手経営者には、自社の経営に関する内容に非常に関心が高く、熱心に取り組むこと

ができた。 

経営分析項目については、中小企業基盤整備機構が提供している「事業計画作成キット」

の「事業者概要シート」及び「事業環境の棚卸シート」を利用して、顧客層・商圏・取扱商

品・ノウハウ・技術等を分析した。また、「財務分析シート」を利用して、収益性・効率性・
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生産性・安全性等について整理・分析した。 

経営分析結果については、事業所ごとに報告書を作成し事業者に対し、経営指導員や専門

家も交えて分析結果を説明し、情報の共有化を図り、目標設定や事業計画策定への資料とし

て活用した。中でも取扱商品やノウハウ、技術などについては、経営環境や需要動向の資料

も参考にして今後の方向性あるいは強みをどのような方法で伸ばしていくか、事業者と一緒

になって考えた。 

また、「事業計画作成キット」による統一のフォームを利用し職員間の情報の共有化がで

きるようにしたことで経営支援会議を通じて経営分析を実施した事業所の共通の理解をす

ると同時に、今後の個別の経営支援に繋げていくことができた。 

経営分析を実施するに当たり事業所との日程調整のうえ、実際に事業所へ訪問しヒアリン

グをし、関係資料を収集し一覧表を作成するという作業に、思ったより時間と手間を要した。

支援対象事業者数が多すぎても支援内容が中途半端になるので、経営分析の中身を充実させ

るためにも目標数については、第１期と同程度の目標数が適当と考える。 

  ②.対象事業者 

   管内小規模事業者のうち、現状維持を図ろうとする者・現在の事業の拡大・新規事業への

進出を目指そうとする事業者を対象とする。また、本事業第２期の間に事業承継を図ろうと

する者も対象とする。 

   経営状況を明確化することで、自らの強み弱みを客観的に把握し、強みを活かした経営に

取組んでいくことが可能となる。 

③.分析項目と分析方法・分析に用いる情報 

   経営分析に必要な情報は、巡回訪問等により入手する。経営分析項目については、中小企

業基盤整備機構が提供している「事業計画作成キット」の「事業者概要シート」及び「事業

環境の棚卸しシート」を利用して、顧客層・商圏・取扱商品・ノウハウ・技術等を分析する。

また、「財務分析シート」を利用して、収益性・効率性・生産性・安全性等について整理・

分析する。 

事業承継を図ろうとする者については、事業承継を進めていく上で必要となる資産や負債

の状況、株式の保有状況、許認可の状況などもあわせて把握する。 

   経営分析や課題抽出の際に、専門的な知識が必要な場合は、関係団体等による専門家派遣

事業を活用し、専門家と連携を図り実施する。 

 また、分析結果は、事業計画策定の際の内部環境資料として活用するとともに､経営判断

の資料として小規模事業者にフィードバックする。 

 

 

分析項目 分析項目 分析に用いる情報 

■非財務分析 

顧客層・商圏 
ヒアリングまたは顧客名簿や取引

先台帳などの関係資料より確認 

取扱商品・ノウハウ・技術 
ヒアリング・現場訪問により特に

強みとなる内容を把握 
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分析項目 分析項目 分析に用いる情報 

■財務分析 

売上高・売上原価・経費・経常利益の推移 

※ネット de記帳代行先については、「経営分析システム」

を活用 

財務諸表 

■事業承継 
資産・負債・株式の保有形態・特許・許認可 

相続人・承継の形態等 
ヒアリングや関係書類より確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④.成果の活用  

経営資源を顕在化することで、課題解決に向けた事業計画策定の基礎資料とするほか、経

営状況の把握による経営資源の選択と集中及び強化する事業の選定に活用する。 

   経営分析結果は対象事業者に説明し、情報の共有化を図ることとし、中でも取扱商品やノ

ウハウ、技術などについては、経営環境や需要動向の資料も参考にして今後の方向性あるい

は強みをどのような方法で伸ばしていくか、事業者と一緒になって考えていく。 

   分析結果は、経営支援会議で情報を共有する。 

  ⑤.目標 

支援内容 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

経営分析件数 27 28 30 37 39 

 

３．事業計画策定支援に関すること 【指針②】 

＜本事業の目的＞ 

   経営資源の乏しい小規模事業者が今後、売上や利益を獲得していくためには、明確なビジ

ョンに基づいた経営を行うことが重要である。そのためには、「事業計画策定セミナー」等

最新記入日

◆事業者の概要

企業名・屋号 従業者数 名

事業主・代表者名 （うち家族） 名

業種

資本金

創業年月 年 月

業歴 年

（現在地） 年

用途等

役職・役割 年齢 親族 ○

株

株

◆業績推移（単位：千円）

売上高 粗利益

◆最近の相談事項、話題等

沿革

百万円

備考年度

氏　　　名

所在地

事
業
者
概
要

事　業　者　概　要　シ　ー　ト　

3期前

2期前

前期

税引後利益

家族構成

資産等

主な
事業所等

事業主・
経営者の

略歴・技能等

経営理念
（指針等）

名義

年齢（○代目）

主な商品・製品
サービス等

主
な

取
引

金
融

機
関

主
な

幹
部

経歴など

主
な

株
主

◆商品・製品・サービスの棚卸し
粗利益率（推定）

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

◆顧客の棚卸し
粗利益率（推定）

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

◆競合・業界の棚卸し

主
な
売
上
構
成

商品・製品・サービスの名称 内訳（千円or％） 主な商品・材料の仕入先

合計

事 業 環 境 の 棚 卸 し シ ー ト　

特
長
等

①：品種・品質・ラインナップ等

②：価格帯・値ごろ感等

③：立地・流通チャネル等

④：販促、接客、営業手法等

合計

0

0

特
長
等

①：属性（年齢・性別、嗜好等）

②：地域・エリア等

③：ニーズ（品質・価格・手軽さ等）

④：その他の特長

主
な
顧
客
構
成

顧客（群）の名称 内訳（千円or％） 主な販売ルート等

商品・製品・サービスの特徴 主な顧客（群）

高品質 ・ 低価格 ・ 手軽さ

・ 他（　　　　　　　　　 　　　　　　）

・ 他（　　　　　　　　　 　　　　　　）

高品質 ・ 低価格 ・ 手軽さ

業界全般、トピック等
（売上傾向、新商品や技術動向、新規参入・撤

退の傾向等）

高品質 ・ 低価格 ・ 手軽さ ・ 他（　　　　　　　　　　　　 　　　）

主
な
競
合
先

競合企業、店舗等の名称

出所：支援者のための小規模事業者の事業計画づくりサポートブック 
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の開催により事業計画策定の重要性の意識啓発を行うことも必要である。 

目指すべき方向性を定め、ビジョンに基づいた事業計画を【指針①】経営状況の分析と、

【指針③】地域経済動向調査・需要動向調査の状況を踏まえ策定支援することにより経営の

持続的発展を図っていく。 

 

 ＜第１期における取組と成果＞ 

 １．対象事業者の選定 

   経営状況の分析対象事業者を事業計画策定支援対象事業者としたため、比較的スムーズに

選定できた。第 2期においても同様に選定していくとともに、ビジネスプランに基づく経営

の重要性については管内小規模事業者に浸透しているとは言い難いため継続して啓発活動

を行っていく。 

 ２．事業計画策定支援 

   経営分析からの流れで事業計画策定支援も統一したフォームで行ったため、職員間の情報

共有ができたことと、計画策定支援対象者は計画的な経営の重要性・意義が理解された。 

 

 ＜今回の申請における取組の方向性＞ 

   経営資源の乏しい小規模事業者が今後、売上や利益を獲得していくためには、明確なビジ

ョンに基づいた経営を行うことが重要である。 

   目指すべき方向性を定め、ビジョンに基づいた事業計画を経営状況の分析と地域経済動向

や需要動向の調査結果を踏まえ策定支援することにより計画的な経営に取り組み、持続的な

発展を図っていく。 

   基本的には第 1期と同様に経営分析を実施した事業者を中心に事業計画策定支援を行う。 

   また、「第２次吉賀町まちづくり計画」が策定され「吉賀町中小企業・小規模企業振興基

本条例」が制定されたことを踏まえて、第２期では「創業予定者」「事業承継予定者」につい

ても対象者として事業を実施する。 

 

＜第２期での事業内容＞ 

 １．対象事業者の選定 

①.第１期目での成果と改善の方向性 

事業計画策定対象事業者は、経営状況の分析を行った事業者を中心に自らの意志で経営の

持続的発展を図ろうとする事業者、経営の方向性が明確な事業者等、売上アップを目指して

いる意欲ある事業者を選定し事業計画策定支援を実施し、目標(60者)以上の実績(予定:74

者)を上げることができた。 

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こしと、事業計画策定の重要性の意識啓発を継続して

行うことが必要である。 

  ②.対象事業者 

   第１期と同様に経営分析対象事業者を中心に事業計画策定支援を行う。また、創業予定者
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は、創業相談者の中で本事業第２期中に創業を予定する者、事業承継予定者も第２期中に事

業承継を予定する者に対して計画策定支援を行う。 

  ③.セミナー開催による事業計画策定への意識付け （新規） 

  1).目   的 事業計画策定に関するセミナー開催を通じ、事業計画策定の必要性につい

て周知徹底を図り、事業計画策定対象者の掘り起こし、及び事業計画策定

の実施に結び付ける。 

  2).実 施 内 容 ○事業計画の意義や必要性 ○自社の状況の把握 ○強みを踏まえた目標

の設定とそれを達成するプラン作り 等 

  3).実 施 時 期 年間１回 

  4).対   象 (1)経営分析セミナー受講者 

          (2)経営分析実施者 

          (3)事業計画策定を希望する事業者 

  5).方   法 (1)商工会広報への掲載、当会ＨＰ及びチラシ配布により幅広く周知する。 

          (2)経営指導員等が巡回訪問により周知する。 

          (3)セミナーの内容は、経営目標の設定とそれを達成するプラン作りを主と

し、経営指導員等も同席することで、事業計画策定の必要性や考え方の

意識付けを図る。 

6).目   標 

支援内容 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

事業計画策定セミナー 

（開催回数／参加者数） 
１回／12名 １回／12名 １回／12名 １回／12名 １回／12名 

 

２．事業計画の策定支援 

 （１）事業計画策定支援の実施 （継続） 

及び各項目の詳細な行動計画策定支援の実施 （拡充） 

①.第１期目での成果と改善の方向性 

事業計画の策定支援に際しては、経営分析を実施し経営状況を明確にしたうえで、「地域経

済動向調査」や「需要動向調査」で得られた各種情報を活用し、経営状況に対応した事業計

画の策定支援を行った。取りまとめや計画策定については、中小企業基盤整備機構が提供し

ている「事業計画作成キット」の検証シートや目標達成シミュレーション及び「事業計画書

フォーマット」を利用して事業計画の策定を支援した。また、事業計画策定を実施する際に

統一のフォームを利用し、職員間の情報の共有化ができた。 

   事業計画の策定に際しては、経営指導員等が中心となり支援するが、専門的な課題解決や

実行性の向上に対応すべく、「伴走型小規模事業者支援推進事業」を活用して専門家派遣を

実施した。 

   専門家の指導により売上を伸ばして利益を確保し持続的な経営をしていくには、どのよう

な課題があり、その課題解決にはどのような取り組みが必要かを、事業者、専門家、経営指

導員３者で一緒になって協議し、売上と利益向上を目的とした事業計画策定を支援した。そ
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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）

（マイ ルストーン）

（マイ ルストーン）

（マイ ルストーン）

5

計画
3期目

4

実行者

実行時期・期間・マイルストーン

計画1期目

3

2

（事業者名）　事業計画書

取組み項目 計画
2期目

作成日：

1

の中で新たな取り組みや商品開発等の動きが生まれたことは非常に効果があったと考える。

また、事業計画策定により、いつまでに・何を目標にして・どんな取り組みをしなければな

らないかが明確になり、そのことに気づくことだけでも非常に効果があったと考える。 

事業計画書を策定するに当たり事業所との日程調整のうえ、実際に事業所へ訪問しヒアリ

ングをし、関係資料を収集し計画書を策定支援するという作業に、思ったより時間と手間を

要した。支援対象事業者数が多すぎても支援内容が中途半端になるので、事業計画の中身を

充実させるためにも目標数については、第１期と同程度の目標数が適当と考える。 

第２期でも事業計画の必要性を啓蒙し、策定に取組む小規模事業者の意欲向上を図る。ま

た、経営ステージや経営分析の結果に基づき事業計画の内容を選定し、伴走型の策定支援を

実施することで、計画の実現性向上に結び付ける。 

 

  ②.事業計画策定支援の方法 

  1).対象者：経営分析事業者 

  (1)事業計画の策定支援は、経営指導員等が巡回訪問により伴走型で支援し、策定に係るサ

ポート及び助言・提案する。 

  (2)計画策定に際しては、「地域の経済動向調査に関すること」「経営状況の分析に関するこ

と」「需要動向調査に関すること」で得られた各種情報を活用する。 

  (3)経営指導員等が事業計画のロードマップ(具体的な実行計画とスケジュール)の作成を支

援し、可視化により計画の内容や

実施時期等の情報を事業者と共有

することで、計画の実現性を高め

る。 

  (4)事業計画策定の際に専門的知識が

必要な場合は、専門家派遣制度を

活用し、専門家と連携を図り実施

し、より高度な実現性の高い事業

計画策定を伴走型で支援を行う。 

  (5)経営課題の解決を図るうえで有効

となる、金融・補助金等の各種支

援策を整理し、情報提供や活用提

案等を行う。 

  (6)事業承継計画の策定に際しては、

後継者も交え計画策定を支援し、

経営者意識の醸成を図る。支援に

あたっては島根県に設置されている事業承継推進員ならびに今後設置予定の「吉賀町事

業承継推進地域協議会」と連携しながら承継計画策定支援を行う。 

(7)取りまとめや計画策定については、中小企業基盤整備機構が提供している「事業計画作

成キット」の検証シートや目標達成シミュレーション及び「事業計画書フォーマット」を

出所：支援者のための小規模事業者の事業計画づくりサポートブック 



２０ 

 

利用して事業計画の策定を実施する。 

(8)目標を達成するまでのステップとして取組項目（アクション）を明確にするとともに、

各ステップで実施する具体策を行動レベルまで落とし込む。また、その時の達成基準とし

て更に各取組項目（アクション）ごとの詳細な行動計画まで策定支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2).創業予定者 

 創業予定者の創業計画策定支援では、

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」を活用し、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を見極めて、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、近隣での創

業スクールや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.事業計画策定支援の効果  

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

基づく経営の浸透を図っていく。また、経営ステージや経営状況に合わせた策定支援を実施

することで、小規模事業者の確実な持続的発展と経営力向上を果たす。事業承継計画につい

ては、事業者個人、また、法人の保有する経営資源等の内容に応じ、特にスケジュールを意

識した計画策定支援によりスムーズな事業承継が可能となる。 

   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「事

業計画作成キット」による統一のフォームを利用し、職員間の情報の共有化を図っていく。

分析結果や支援手法等の情報は、経営支援会議で経営指導員同士の情報の共有化を図り、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。 

 

 

№ 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

営業 新規代理店の開拓 A担当

（マイルストーン） 10 20 10 10
1

新規代理店アプローチ件数

実行時期・期間・マイルストーン

取組み項目

実行者

計画1期目
計画

2期目
計画

3期目

各項目ごとの詳細な実行計画 (行動レベル)全体の実行計画 落し込み

7月 8月 9月 10月 11月 12月

取扱商品の検討・決定

営業エリアの検討・設定

取引条件の検討・決定

取引候補先の検討・選定

エリア別の流通方法の検討

営業ツール(販促)の開発

D Aエリアへの営業(10社)

相手先の反応・要望等のとりまとめ

要望事項に対する対応協議

A 要望事項を反映した取引内容の変更

新取引内容によるAエリアへの再営業(10社)

新取引内容によるBエリアへの営業(10社)
D

C

P

第3四半期 第4四半期
達成手段 事前準備

出所：支援者のための創業サポートブック 
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  ④．目標 

支援内容 現 状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

事業計画策定件数 20 20 20 20 25 25 

事業承継計画策定件数 3 4 5 6 7 8 

創業計画策定件数 3 3 3 4 5 6 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

＜本事業の目的＞ 

   事業計画策定後、巡回訪問を行い、計画の進捗状況、計画に基づく販路開拓や売上、収益

性、資金繰り等の課題を事業者と共有し、策定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。 

 

 ＜第１期における取組と成果＞ 

定量目標は達成したが、内容についてはヒアリングによる進捗状況確認に留まった。計画

策定後の検証や修正等の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。 

 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 

   策定した事業計画に基づく、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、ＰＤＣＡサイクルによる伴走型支援を実施すること

で、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確認するためには、事業スケ

ジュールの中で四半期ごとの達成要件を設定し確認する。 

  事業計画策定後の支援は、経営指導員等が主となり実施していくが、より効果的な支援を

提供するために、専門家派遣事業を活用し、専門家と連携しながら事業計画の達成に向け支

援を実施していく。 

 

＜第２期での事業内容＞ 

 １．事業計画策定後の実施支援 

①.第１期目での成果と改善の方向性 

事業計画実施にあたっての支援は、「計画通り事業が実施できているのか」・「実施できて

いない場合は、その原因は何か」を四半期ごとの定期的な巡回により確認した。事業が計画

より遅れている、あるいは実施できていない場合はその原因を事業者と一緒に協議し、必要

な場合は計画の修正を図り目標達成に向けての支援を行い、より専門性の高い事項について

は、専門家を派遣し連携をとりながら支援を行った。 

一方で、実施支援をするに当たり事業所との日程調整のうえ、実際に事業所へ訪問しヒア

リングをし、事業計画の進捗状況を確認するという作業に思ったより時間と手間を要したた

め、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、事業計画が経営
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課題の解決や小規模事業者の持続的発展に十分に活かされていない現状にある。結果として、

事業計画の策定が主となってしまい、策定後は、経営指導員等が巡回訪問した際の、ヒアリ

ングによる進捗状況確認に留まった。また、巡回訪問も計画に基づく定期的な実施とまでは

至っておらず、計画策定後の検証や修正等の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。 

   第２期では今まで以上に、一つ一つの事業計画の項目に対して手間をかけて丁寧に実施支

援を行っていくためにも、目標数については、第１期と同程度の目標数が適当と考える。 

  ②.進捗確認によるフォローアップの実施 （継続）及びＰＤＣＡの実施 （拡充） 

   四半期ごとの定期巡回を通じ、策定した事業計画の着実な実施を支援する。また、ＰＤＣ

Ａ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。 

  1)実 施 内 容 ＰＤＣＡサイクルによる事業計画の実行・検証・修正等の支援、定期的な巡

回訪問による伴走型支援 

  2)実 施 時 期 四半期ごと 

  3)実施支援の方法 

  (1)経営指導員等の四半期ごとの定期的な巡回訪問により進捗状況の確認を行う。進捗状況

確認の際は、事業計画書のロードマップを活用することで、状況の明確化と情報の共有

を図る。 

  (2)経営ステージを勘案しつつ、ＰＤＣＡサイクルによる継続的な評価と改善を図り、事業

の進捗状況に合わせた必要な支援と各種施策の情報提供を行う。 

  (3)実行段階において、事業計画の修正が必要となった場合や新たな経営課題が生じ、専門

的な知識が必要となった場合には、専門家派遣事業を活用し、専門家と連携しながら課

題解決の支援を行う。 

  (4)達成状況が計画に比べて極端に遅れている場合は、計画未達成の原因を話し合い突き詰

め、解決不可能な原因に依存する場合は修正を検討する。 

  (5)事業が計画より遅れている、あるいは実施できていない場合はその原因を把握してもら

うために最初は事業主と一緒に協議し、理解を得る。そしてしばらく期間をおいて事業主

自ら解決の方法を考える時間を設けることで、より認識が深まり自主的な計画の実施を促

していく。更にその後の巡回訪問で一緒に確認する。その繰り返しをすることで計画的な

経営の浸透を図っていく。期間をおいて事業者が自分で考える癖をつける仕組みづくりを

構築していく。 

  (6)アクションプランの達成基準として、更に落し込んだ各取組み項目（アクション）ごと

の詳細な行動計画の実施を支援し、ＰＤＣＡを繰り返し実施する。その実施支援の回数を

きちんとこなすことに重点を置く。 

  ③.フォローアップの効果 

   定期的な巡回訪問により、ＰＤＣＡサイクルを用いた事業計画の検証・修正等の支援を実

施することで、策定した事業計画の実現性を高める。また、事業計画の目標を達成するため

の取組み項目（アクション）と詳細な行動計画を確認し、ＰＤＣＡサイクルによる伴走型支

援を繰り返し実施することで、小規模事業者の持続的発展に結び付ける。 
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  ④.創業計画実施支援 

   創業計画策定支援の段階から行動に移す(創業する)段階に移行した後は、創業計画どおり

事業が実施できていれば記帳や税務、労働保険や金融等の通常業務面においての支援を行

う。計画どおり実施できていない場合は、改善の余地が無いか、その原因を事業者と一緒に

検討し、場合によっては商品、サービス、オペレーションなどの計画の練り直しも視野にい

れて支援していく。 

創業計画実施支援のフォローアップについては、原則四半期毎とするが、創業間近の段階

では計画策定段階で検討していなかった課題が多く現出することが想定されるため、２ヶ月

に１回の頻度で計画実施状況を確認し、必要な場合は、早い段階でのＣ(評価)とＡ(改善)に

より計画の実現性を高めていく。 

  ⑤.事業承継計画実施支援 

   親族内承継・親族外承継・Ｍ＆Ａなど事業承継の方法に合わせた支援を行っていくことに

なるが、承継に至るまでは関係者の理解・後継者教育・株式や財産の分配・保証や担保の処

理など高度で専門的な支援が必要になる場合も想定される。また、贈与や資産譲渡等につい

ては中長期的に計画的に実行していかないと対応によっては思いもよらない課税が発生す

る事も考えられる。また、事業承継計画についても経営状況や事業者、後継予定者等が変化

すれば見直しが出てくる場合も想定される。 

事業承継計画はある程度中期的な計画が想定されるが、経営の変化を常に確認するととも

に、承継計画どおり実施されているか四半期に 1度確認し、計画の変更が必要となった場合

は、計画の修正・ブラッシュアップを支援し円滑な事業承継を目指す。 

  ⑥．目標 

支援内容 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

事業計画策定事業者フォローアップ件数 80 80 80 100 100 

創業計画策定事業者フォローアップ件数 15 15 20 25 30 

事業承継計画策定事業者フォローアップ件数 16 20 24 28 32 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

＜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、販売計画や品揃え計画の基礎データとして活用する。 

 

 ＜第１期における取組と成果＞ 

 １．商勢圏実態調査結果の情報整理と提供 

事業所からは、「過去のデータは参考になるが、もう少し鮮度の高い情報がほしい」「もう

少し詳細な情報がほしい」等の声があったが、県内統一の調査であるため当商工会独自の内

容は反映できず、個社支援には結びつかなかった。 

 ２．商品トレンド情報や POS情報等の整理・分析・提供 

   今まで行っていなかった事業であるため、事業者からは比較的高い評価を得たが、支援対
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象事業者を設定していなかったため収集する情報が散漫となった。支援対象事業者を特定し

て、個社が求める情報をタイムリーに提供する必要がある。また、小規模事業者は管内消費

者が主要顧客であるため全国的な情報に加えて、管内消費者のニーズ等についての調査は有

効であると思われる。 

 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 

   第１期の取り組みを踏まえ、より管内消費者のニーズに合った商品やサービスに関する情

報を収集、整理、分析、提供、検証することにより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販

売計画に反映し、潜在的な需要獲得を目指す。 

 

＜第２期での事業内容＞  

１．商勢圏実態調査結果の情報整理と提供 (取りやめ) 

①.第１期目での成果と改善の方向性 

島根県商工会連合会が３年に一度実施している商勢圏実態調査をベースに過去５回（１５

年間の推移）の商品群別・購入場所別等の情報を整理し、定期巡回時に全会員に対して提供

を行った。事業所からは、「過去のデータは参考になるが、もう少し鮮度の高い情報がほし

い」「もう少し詳細な情報がほしい」等の声があった。 

事業者からは変化する消費者ニーズに的確に対応した情報を求める声が多かったため、今

後は管内事業者ニーズに合った的確な情報収集を行い、提供内容についても、より消費者の

声を反映した内容を提供する必要があると感じている。しかしながら、本調査は県内全域で

３年ごとに実施される統一した調査であるため、本会が独自に調査項目等の設定はできな

い。よって、事業自体は実施するが本計画としては取りやめる。 

 

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・整理・分析・提供（新規） 

 ①.目的 

  全国的な売れ筋商品等や新サービス等については、各種媒体から関係する情報を収集し、

提供することによって支援対象事業者の販売戦略等に活用することは有用であるが、併せて

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も収集

し整理・分析・提供する事によって、事業者にとっては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(情報提供)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

客である小売業・飲食業・サービス業者を情報提供対象者とする。 
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  ③.対象業種 

生活関連業（小売業、飲食業、サービス業）にかかる管内消費者の潜在的な需要を把握す

るため、管内消費者に対するアンケート調査を実施し、消費者が求める商品・サービスに対

するニーズの把握を行う。 

  ④.情報収集の手法 

アンケートの回答者については、個社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、行政機関や老人会、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件以上を設定する。 

⑤.アンケート内容 

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 

小売業 

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 

※買回り品や最寄品等の商品特性別に設定 

(例)食料品→トレーサビリティに対する意識・

有機農産物の購入実態・保健機能食品の認

知度 等 

飲食業 

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 

※業務内容別に設定 

理美容→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 

⑥.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。 

  ⑦.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。 

  ⑧.効果検証 

   第１期で行っていなかった取組の効果を検証するために、各年度末に情報提供を行った

事業者に対し、提供した情報が「売上や利益の確保に繋がったか」を中心に取組へのアン

ケートを実施する。 
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⑨.目標 

支援内容 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

調査結果情報提

供・個社支援数 

小売業者 7 7 7 8 8 

飲食業者 8 8 8 11 12 

サービス業者 8 8 8 11 11 

合計 23 23 20 30 31 

 

３．商品トレンド情報や POS情報等の整理・分析・提供 （継続） 

①.第１期目での成果と改善の方向性 

日経 MJや日経テレコン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、整理したものを巡回訪問、窓口相談時に事業者に対し提

供を行った。（提供累計 278件、事業所数 89事業所）事業者からは「自分で収集するのは苦

手なので、こういった情報提供はありがたい」「今まで情報収集したことがなかったので、

商品を構成する上で参考になる」等の高い評価となった。（回答者数 43件） 

 この結果から、管内事業所で常日頃から情報収集している事業所は数少ないことが見受け

られるため、この取組に関しては継続して行う。 

問題点としては、全業種に対し同じ情報を提供していたため、不要な部分まで提供してい

たことと、対象事業者を設定していないため収集する情報のポイントが絞れていないこと、

また、検証の仕組みを構築していなかったため、継続の際には改善が必要である。 

②.支援対象(情報提供)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情報提供支援対象者とする。 

   事業計画策定支援段階では、事業計画の中の「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・または今後取扱

う予定の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.提供する情報  

前回に引き続き、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収集し提供する。また、支援対象事業者に

対しても「どのような情報が有用か」を調査することにより効果的な情報提供に繋げていく。 

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 

市場情報評価「ナビ・ミーナ」、日経流通Ｍ

Ｊ、日経テレコン（POS情報）等から収集 
随時 
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対象業種 調査・分析項目 情報収集方法 調査頻度 

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 
市場情報評価「ナビ・ミーナ」から収集 随時 

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 

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.効果検証 

   第１期で行っていなかった取組の効果を検証するために、各年度末に情報提供を行った事

業者に対し、提供した情報が「売上や利益の確保に繋がったか」を中心に取組へのアンケー

トを実施する。 

⑥.目標 

支援内容 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

調査結果情報提

供・個社支援数 
23 23 24 30 31 

 

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】 

＜本事業の目的＞ 

 農産加工品製造業者を中心とする支援対象事業者の取扱商品や商品特性に合わせた効果的

な商談会・展示会への出展促進を図り新たな需要を開拓する。 

 

 ＜第１期における取組と成果＞ 

１．管内食品製造業者等の実態調査の実施 

地域内にある特徴的な原材料や、商品開発を行っている事業者の主要販売先、販売実績、

販売価格などの実態調査を行う事で、今まで把握できていなかった当地域で収穫されている

原材料や事業主の実態把握ができた。 

第１期で調査は終了したため、第２期では実施しない。 

２．セミナーの開催 

首都圏の食品関連コンサルやバイヤーを講師として招き、「売れる商品づくり講習会」とし

て１年目は座学にて原価の算出方法、見積書・提案書の作成講座、２年目は商品ブラッシュ

アップと模擬商談会を開催、３年目には全国展開として東京にてバイヤー３社を招聘し「吉

賀町特産品商談会」を実施し、現在２品目で成約と１品目で商談中となっている。 

３カ年計画でセミナーを開催し、関係する事業者は受講済みのため第２期では実施しない。 
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＜今回の申請における取組の方向性＞  

第１期で実施した「管内食品製造業者等の実態調査」は調査の終了、「売れる商品づくり

講習会」は次のステップへの移行のため第２期では実施しない。 

第１期において、実態調査を行ったが、今まで把握できていなかった食品製造業者の実態

がほぼ把握でき成果を得られたため、今期の実態調査への取組みは取り止めとする。セミナ

ーの取組みに関しても、見積書や提案書の作成が各事業者で行えるようになり大きな進歩を

遂げることができたため、今期での取り組みは取り止めとする。 

第１期の評価として、地域の実態を把握し見積書や提案書の作成について習得し商品のブ

ラッシュアップまで実践できたが、実際の商談会でどのようにして自社商品の売り込みを行

っていくかまでは実践できていない。商談会、商品開発セミナー、バイヤーによる講習・指

導会を通じて商品のブラッシュアップも含め支援しているが、大手の企業が開発した商品に

比べ認知度、商品完成度とも劣り事業効果は必ずしもいい結果には繋がっていない。これは、

今まで大都市圏での商談会への参加がほとんどなされていなかったため、商談回数の圧倒的

な少なさが大きな要因となっていると考えられる。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、次のステップとして、実際に商品の売り込

みを行い成約件数を上げることが必要である。今後は販売体制の構築などに取組み、吉賀町

のブランド品としての確立を生産者と商工業者が連携していき、域外マネーの獲得に結び付

けていくために積極的に大都市圏で開催される商談会への参加による販路開拓支援を行う。 

   また、商談会への参加による販路開拓を支援するとともに、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ＩＴを活用した販路開拓支援に

も取り組む。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。 

 

＜第２期での事業内容＞ 

 １．島根県や県連主催の大都市圏での商談会への斡旋と支援の強化 （新規） 

①.第１期目での成果と改善の方向性 

第１期では町内にある原材料や、商品開発を行っている事業者の調査を行う事で今まで把

握していなかった実態が把握できた。今まで詳細な原価計算を行わず販売価格を決定してい

たり見積書や提案書を作成したことがない事業者が多数であったが、セミナーを開催したこ

とによって受講後には数値に対する意識が大いに改善された。また、首都圏で実際に売れて

いるものを理解するために、首都圏での小売現場視察会を実施した。商品トレンドやデザイ

ン、包装等を目の当たりにすることで商品完成度を高めることの重要性を認識できた。３年

間の経験によって商品ブラッシュアップに関しては一定の成果を得ることができた。今度は、

その商品を大都市圏のバイヤーへ売り込む販路開拓支援を実施する。当町の特産品を扱う事

業者は、ほとんどが農産加工品の販売であり、これまでの取組みにより販路開拓を希望する

事業者が多いことから、対象事業者の商品に合わせた支援を実施する。 

平成２２年に全国展開支援事業を実施し、その時のメンバー並びに新たに商品開発に取組

んでいる事業者に対して民間、公的機関が実施する商談会や展示会を定期的に案内している



２９ 

 

が、それでも模擬商談会や実際にバイヤーへの売り込みを行う商談会の経験が少なく、今後

は更に商談会への参加機会を増やし大都市圏への販路開拓に注力していくこととする。 

②.対象事業者の選定 

   支援対象者は、吉賀町産の原材料を活用した特産品開発を行い、大都市圏に向けて販路開

拓を希望している事業者とする。自社商品の販路開拓支援及び商談会におけるバイヤーとの

折衝等の支援を行うことで、自社だけでは解決できない問題の把握と解決が可能となり、成

約に向けて一歩を踏み出すことに期待できる。また、商談会に参加することで、大都市圏で

の売れ筋商品やトレンドを把握して自社商品に反映させることが出来るため、商品のブラッ

シュアップにも効果がある。 

③.支援内容 

1).各種情報提供 

   島根県、島根県商工会連合会、または各種機関の商談会、物産展等に関する情報提供を行

う。商談会等の情報については、対象商品・参加するバイヤーの所属、参加数など詳細な情

報を提供し、事業者が計画している販売数量や販売エリアなどを考慮し、より出展効果が高

いと思われる展示会等を事業者と一緒になって検討する。 

  2).出展前支援 

   出展する展示会が決定したら出展申請者や商品提案書の確認、ポップやバイヤーの目に留

まりやすい商品陳列の確認、そしてプレゼンの事前練習を行うことで効果の上がる商談を行

える下地を作っていく。また、商品のブラッシュアッ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。 

  3).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。 

  4).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。 

  ④.活用する商談会等 

   当町においては一部魚介類の特産加工品があるが、ほぼ農産加工品が占めており、そのよ

うな特産品を対象とした展示商談会を中心に活用していく。  

 また、商談会は、企業間取引（ＢtoＢ）が可能となる商談会を中心に活用し、それぞれの

事業者の需要・経済動向や経営分析・計画を踏まえて、対象事業者の取扱商品や商品特性に

合わせた効果的な商談会・展示会への出店促進を図る。 
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 ※参加が想定される島根県及び島根県商工会連合会が支援する特産品商談会 

時期 開催場所 商品類 取引 商談会名 

２月 幕張 
農産 

加工品 
BtoB 

スーパーマーケットトレードショー 

（小売・中食・外食業界の垣根を越えた商談展示会） 

  大阪 
農産 

加工品 
BtoB 

アグリフード EXPO 

（農業者たちによる国産農産物等の商談展示会） 

  大阪 
水産 

加工品 
BtoB 

シーフードショー 

（魚介特産品バイヤーに向けての商談展示会） 

３月 幕張 
農産 

加工品 
BtoB 

FOODEX JAPAN 

（海外バイヤーに向けての商談展示会） 

  出雲市 
農産 

加工品 
BtoB 

島根県産品展示商談会 

（中国地方バイヤーに向けての島根県産品商談展示会） 

８月 東京 
農産 

加工品 
BtoB 

アグリフード EXPO 

（農業者たちによる国産農産物等の商談展示会） 

  東京 
農産 

加工品 
BtoB 

インターナショナルフードショー 

（海外バイヤーに向けての商談展示会） 

１１月 東京 
農産 

加工品 
BtoB 

島根県産品展示商談会 

（首都圏バイヤーに向けての島根県産品商談展示会） 

⑤.農産加工品類の商談目標 

支援内容 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

商談会参加事業所（件） 5 5 5 6 6 

商談件数目標（件） 5 5 7 10 10 

商談成約目標（件） 1 1 2 3 3 

 

２．ＩＴ等の活用による販路開拓支援の強化 （新規） 

①.対象事業者の選定 

   支援対象者は、吉賀町産の原材料を活用した特産品開発を行っている事業者、及び観光関

連産業、製造業、小売業の事業者で、全国の消費者に向けて販路開拓を希望している事業者

とする。 

②.活用する支援メニューと支援内容 

ホームページ（以下 HP）作成支援ツール「SHIFT」を活用した自社 HP の作成支援、及び全

国連が運営する「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。 

HP 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。 
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③.目  標 

支援内容 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

ＨＰ作成企業数 1 1 1 1 1 

ニッポンセレクト.Com 

出店企業数 
1 2 2 3 3 

ニッポンセレクト.Com 

商品受注販売件数 
6 12 15 18 20 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

１．地域担い手育成事業 

＜本事業の目的＞ 

   立志塾を通じて、経営理念の構築、同業、異業種間の連携を深め、地域経済の担い手とし

ての中心的役割を果たせる若手経営者を育成する。 

 

 ＜第１期における取組と成果＞ 

 １．よしか立志塾の運営 

   吉賀町と吉賀町商工会が共同で事務局として運営に携わり、塾の顧問に一橋大学名誉教

授、明星大学経済学部教授である関満博氏、塾頭に関塾ネットワークの活動に携わる長崎利

幸氏を迎え、若手経営者や後継者・新規創業者の志を高め地域の経済を担う人材を育成する

目的とした塾を、講義、町外研修を含め年間１０回を企画運営している。平成２４年８月か

らスタートし、現在、３期６年目を迎え、今期は現在１２名の塾生で活動している。 

【よしか立志塾の開催】                      単位：回 

項 目 １年目 ２年目 ３年目予定 

立志塾の開催（目標） 6 6 6 

（実績）      6 7 6 

 ２．塾生意見交換会・実行委員会の開催 

   塾開催前には塾生による実行委員会を開催し、開催内容や方向性について議論を重ねてい

る。また、塾開催後には必ず検証として、実行委員会を開催し、反省点や次の開催に向けた

議論を重ねている。 

   開塾前の進行、内容の打合せや受講後の塾生間の意見交換会は、塾生が個々に感じたこと

を意見交換することで受講により吸収したことを再認識するために重要と考え継続する。 

【塾生会・実行委員会の開催】                   単位：回 

項 目 １年目 ２年目 ３年目予定 

塾生会  （実績） 3 5 8 

実行委員会（実績） 11 13 13 

３．他の経営塾生との意見交換会 

   塾の年間目標には「東京フロンティアすみだ塾研修」「他県の立志塾での研修（全国若手

ものづくりシンポジウム）」が設けてあり、全国の活躍している若手経営者の経験に基づい

た講義を聴くことや意見交換を行うことで自社が抱える課題や今後の経営の方向性などを

学習することで、若手経営者としてのスキルアップに努めている。 

   こうした交流活動は、地域外で活躍している同世代の経営者の経験を学び、自己に置き換

えることで自社の発展に役立てることや、地域外の同業者、異業種の方との人的ネットワー

クを構築することで、新たな事業展開を常に意識する意識改革にも役立つ取り組みとなって

いるため、継続する。 
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【町外研修（交流会への参加）】                   単位：回 

項 目 １年目 ２年目 ３年目予定 

東京フロンティアすみだ塾研修 （目標） 1 1 1 

（実績） 1 1  

全国若手ものづくりシンポジウム（目標） 1 1 1 

大分県さいき立志塾研修  （実績）   1 

岡山県関塾津山経営者塾研修（実績）  1  

秋田県あきた未来塾    （実績） 1   

 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 

現状では若手経営者の精神的な成長や個人のネットワーク構築について特化する時間構成

としており、塾生個々の置かれている状況を鑑み、経営者として必要な財務分析、会計、労

務等のスキル学習も取り入れた内容構成にしていない。 

今後は必要とするビジネススキル研修も取り入れたメニュー構成とし、総合的な経営者育

成を図り、地域経済の担い手としての中心的役割を果たせる若手経営者の育成に努める。 

また、次期の構想として若手経営者に加え、行政、地方銀行、支援団体等の地域経済発展

に携わる職員等にも入塾を促し、地域経済の発展に貢献できるような人材育成の取組みとし

たい。 

 

＜第２期での事業内容＞ 

 １．よしか立志塾の運営 （継続） 

①.第１期目での成果と改善の方向性 

   塾の内容は主に、全国で活動される関塾関係者の塾生やＯＢ等を講師に迎え最先端のヒ

ト、コトに触れることにより、自己啓発・意識改革により自分自身を高めることを中心にプ

ログラムを組み、互いに刺激し合ってモチベーションの相乗効果を促すものとなっている。

また、町外研修は全国の塾生と交流することで、ネットワークを通じた新しい協力関係の構

築や、刺激による新たなビジネス展開につなげることも目的としている。 

３期６年間の成果としては、塾生の起業や事業承継が進んだことや平成３０年において全

国若手経営者、後継者、行政、支援機関関係者が交流を通じて、地域の担い手である中小企

業や行政機関が連携して地域を発展させることを目的とする「全国若手ものづくりシンポジ

ウム」を塾生が中心となり、町規模では初めての開催を予定している。また、ビジネス面で

の成果としては、東京都、岡山県の塾生事業者とのビジネス連携や地域の原材料を活用した

商品開発に際し、宮崎県の塾生事業者の支援で製品化したことなどである。 

また、この塾の運営を行政、塾生、商工会等の支援機関が連携して進めることで地域の若

手経営者と行政、支援機関の信頼関係が深まった取組みでもあった。 

第１期の課題としては塾が３期目を迎え、塾生の営業活動の多忙等もあり塾生の出席率が

低下していることや経済を担う人材不足等を背景とする新規の塾生加入が伸び悩んでいる

ことである。 
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状況を改善するためには、塾への出席率の向上や新規塾生加入を増やし、塾の活動を活発

化させるため、今まで事務局（吉賀町、商工会）主体での運営計画策定であったものから、

塾生が主体となり講師選定や講義内容、新規塾生加入推進など総合的な運営計画を企画、立

案し、塾生が主役となり、行政、商工会と共同体で運営に取組み活性化を図る必要がある。 

②.取組みの目的 

   地域の経営環境は、少子高齢化や人口減少などの構造的要因や、経営者の高齢化並びに後

継者不足により事業継続が困難となるなど厳しい環境が続き、事業所の減少や雇用の喪失な

ど地域経済の衰退が懸念される。 

   このことから、地域の経済的活力を向上することが必要であり、そのためには今後の地域

経済を担う人材を育成することが必要となる。若手経営者や後継者、創業予定者等を対象に

次世代の地域経済を担う志の高い人材を育成することを目的として、人材育成塾を塾生や行

政、商工会等の支援団体が協力して運営し、地域経済のリーダーを育成し地域の産業振興に

繋げることを目的とする。 

③.組織運営フロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施主体 

立志塾実行委員会（塾生） 

・運営企画策定 

（講師選定・講義内容、研修会等の検討） 

・立志塾の開催運営 

・塾生会の開催（意見交換会） 

 

 

 

 

支援組織 

吉賀町・商工会 

（運営補助） 

講義内容 

・若手企業経営者等によ

る講義、ディスカッショ

ン 

 

目 的（意識改革） 

・全国で活躍する若手経

営者から刺激を受ける

ことで、自己啓発・意識

改革により自分を高め

ることによる新たな視

点の習得 

研 修 

・他塾開催研修会への参

加 

 

目 的（実務的成長） 

・全国の塾生と交流する

事でネットワークを通じ

た新たな協力関係の構築

や、刺激による新たな展

開を促す 

講義内容 

・経営コンサルタント等

による財務・会計研修会 

 

目 的 

・財務・会計等経営スキ

ルの向上 

協力機関 

・島根県西部県民センター 

・ふるさと島根定住財団 
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④.運営組織 

現在の事務局体制は吉賀町、商工会が共同で担い、運営企画策定を行っているが塾生の出

席率が低下傾向にあることや新規塾生の加入を促すため、塾生の参加しやすい環境づくりや

必要とする講義、塾生の自主的活動を図るため、運営計画の企画、立案を塾生間で協議のう

え策定し、吉賀町、商工会等支援組織と連携した運営に努め活性化を図る。 

  ⑤.講義内容 

   現在の講義内容は、全国で活動される関塾関係者の塾生やＯＢ等を講師に迎え同世代の若

手経営者の経験に学び、自己啓発・意識改革により自分自身を高めることを中心にプログラ

ムしている。このことに加えて経営者として必要とする財務、会計等の経営スキルについて

の学習も講義に組み込み、自己啓発、意識改革の意識的成長に併せ経営者として必要な経営

力の向上を図るための実務的成長を促す講義も加えた内容とする。 

⑥.意見交換会・実行委員会の開催 

   開塾前の進行、内容の打合せや受講後の塾生間の意見交換会は、塾生が個々に感じたこと

を意見交換することで、受講により感じたことの再認識や今後の運営改善点などの協議を行

う。 

⑦.他の経営塾生との意見交換会、交流会への参加 

   全国で活躍する若手経営者が全国各所で開催する交流会へ参加し、交流を通じて、地域外

で活躍している同世代の経営者の経験を学び、自己に置き換えることで自社の発展に役立て

ることや、地域外の同業者、異業種の方との人的ネットワークを構築することで、新たな事

業展開を常に意識するといった意識改革にも役立つ取り組みを推進する。 

   平成３０年には、関塾関連塾生の全国規模交流会の全国若手ものづくりシンポジウムを開

催する。 

 

２．地域活性化事業 

＜本事業の目的＞ 

金融機関との金融懇談会、島根県、吉賀町、財団等の関係機関との協議については問題提

議の折に協議しているが、地域課題の支援策や今後の地域活性化の進め方については関係機

関が連携して取り組むことが極めて重要である。 

  関係機関が連携した施策の推進、活動を行うため「吉賀町産業振興連絡会議」を定期開催

し、小規模事業者の現状、買い物不便対策など地域課題を幅広く協議し、施策の立案、提言

などを行い地域活性化に繋げる。地域経済の情報を共有することで、迅速な対応策、関係機

関の連携した取り組みが図れる。 

 

 ＜第１期における取組と成果＞ 

１．吉賀町産業振興連絡会議 

これまでは吉賀町と商工会との間で地域課題の支援策や地域活性化の進め方について議

論する機会はなかった。吉賀町としても、町内商工業者に対して有効な支援施策について模

索していたところであり、連絡会議にあたっては吉賀町から全面的な協力体制の下、開催す
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ることとなった。 

 【会議開催実績】 

項  目 １年目 ２年目 ３年目予定 

開催回数 3 4 4 

２．金融機関との情報交換、意見交換会の開催 

   これまでは管内事業者の資金面及び経営面における支援について、問題提議の折に都度、

金融機関と商工会で協議し解決してきたが、今回、構成員に吉賀町産業課、企画課を追加し、

管内支援機関全体が意識の共有を図ることが可能となった。 

 【会議開催実績】 

項  目 １年目 ２年目 ３年目予定 

開催回数 1 1 1 

３．買い物不便者対策への取り組み 

   買い物不便者に対する事業として、吉賀町と商工会が連携し事業を行う予定であったが、

福祉の観点が強い事業内容であったため、首長判断で吉賀町の単独事業として行うこととな

った。 

 【会議開催実績】 

項  目 １年目 ２年目 ３年目予定 

開催回数 0 0 0 

 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 

第１期目の取り組みの結果、吉賀町産業振興連絡会議と金融機関との情報交換、意見交換

会については、地域課題の支援策や今後の地域活性化の進め方等で高い効果があったため、

今回の計画でも継続して行う。一方で、前述にもあったように、吉賀町では事業承継問題が

大きな問題となっており、町としても問題解決に注力する方針であることから、吉賀町と商

工会で平成 29年度内に「吉賀町事業承継推進地域協議会」を設立し、平成 30年度から本格

的に取り組みを開始し、地域活性化に繋げるものとする。 

 

＜第２期での事業内容＞ 

 １．吉賀町産業振興連絡会議の定期開催 （継続） 

①.第１期目での成果と改善の方向性 

会議の中身としては、効果的な施策を求める吉賀町に対し、商工会が、地域産業の状況に

ついて説明し、会員事業所からの要望に基づいた内容を提言する形で進められた。結果、以

下の３点が第１期の取り組みの成果として挙げられる。 

 1).会員事業所従業員の資格取得にかかる費用の一部助成 

会員事業所から要望の大きかった、従業員の資格取得時にかかる費用（２種免許、大型

車両免許）の助成について助成制度が創設された。 

2).民間によるアパート建設への助成制度 

  吉賀町がＵＩターンを推進する一方で、慢性的に住宅は不足しているため、管内業者が
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建設するアパート等の建設費用に対する助成制度が創設された。 

3).吉賀町人材確保・定着推進協議会の設立 

  当会からの要望を機に吉賀町が設立し、支援機関として島根県、会員事業所、商工会が

参加している。 

取り組みとしては、慢性的な人材不足を解消するために地元高校生を対象としたセミナ

ー開催や企業説明会の開催、町内就職希望者及び求職者に対する支援施策等について協議

を行った。 

   これまで実現しなかった要望が実現したことで、会員事業所からの反響も大きく、今後の

展開に対する期待も大きいことから、今後も継続して取り組みを行う必要がある。 

②.構 成 員 

本会議の構成員は、吉賀町産業課、企画課、商工会とする。地域課題については、必要に

応じて島根県にも参加していただき、指導を受ける。 

③.協議内容 

 地域産業の情報交換、地域産業振興施策の協議、提言等を行う。 

 

２．金融機関との情報交換、意見交換会の開催 （継続） 

①.第１期目での成果と改善の方向性 

これまでは管内事業者の資金面及び経営面における支援について、問題提議の折に都度、

金融機関と商工会で協議し解決してきたが、今回、構成員に吉賀町産業課、企画課を追加し、

管内支援機関全体が意識の共有を図ることが可能となったことで、より効果的・効率的な支

援に繋げる道筋が出来た。関係機関からも、今回の会議開催について、高い評価を頂いてお

り、今後も継続して開催していく方向で決定している。ただし、年間の開催日数が少ないこ

とで、踏み込んだ議論が出来なかった部分があったため、継続するにあたっては開催回数を

増やし、より踏み込んだ議論を重ねることが必要である。 

②.構 成 員 

本意見交換会の構成員は、山陰合同銀行、西中国信用金庫、吉賀町産業課、企画課、商工

会とする。 

③.協議内容 

管内事業所の資金面及び経営面に対する支援施策について協議等を行う。 

 

３．買い物不便者対策への取り組み （取りやめ） 

①.第１期目での成果と改善の方向性 

   平成 27年から地域を限定した買い物不便者に対するモデル事業（宅配事業をメインとし

て行う）として、吉賀町と商工会が連携し事業を行う予定であった。しかし、福祉の観点が

強い事業内容であったため、首長判断で吉賀町の単独事業として行うこととなった。そのた

め、商工会としては事業にまったく携わっておらず、今後、事業を展開することはない。 

 

 



３８ 

 

４．事業承継推進地域協議会の設立、開催 （新規） 

現在、全国的にも問題となっている事業承継については、島根県全域でも問題となってい

る。特に、管内の事業承継問題は非常に深刻であり、平成 28年度に商工会が独自に行った

事業承継アンケート（回収数 132件：法定会員の 49.6％）の結果によると、後継者が存在し

ないため自分の代で廃業と回答した事業所が個人で 88.2％、法人で 25％となっている。こ

れを受け、吉賀町では今後、さまざまな手法で解決に注力する方針があることから、平成 29

年度内に問題解決に向けた組織となる「吉賀町事業承継地域協議会」を商工会と共同で設立

し、平成 30年度から本格的に運営することとしている。 

①.構 成 員  

本協議会の構成員は、吉賀町産業課、企画課、商工会とする。 

②.協議内容 

管内事業所の事業承継の状況及び支援施策について協議する。 

 

（第１期との比較） 

【第１期】 

事業名 構成員 協議内容 

1.吉賀町産業振興連絡

会議の定期開催 

吉賀町産業課、企画課、吉賀町

商工会 

地域課題の支援策や地域活性

化の進め方、管内事業者からの

要望を基にした提言 

2.金融機関との情報交

換、意見交換会 

山陰合同銀行、西中国信用金

庫、吉賀町産業課、企画課、吉

賀町商工会 

管内事業者の資金面及び経営

面における効果的な支援につ

いて 

3.買い物不便者対策へ

の取り組み 

  

 

 

 

【今回】 

事業名 構成員 協議内容 

1.吉賀町産業振興連絡

会議の定期開催【継続】 

吉賀町産業課、企画課、吉賀町

商工会 

地域課題の支援策や地域活性

化の進め方、管内事業者からの

要望を基にした提言 

2.金融機関との情報交

換、意見交換会【継続】 

山陰合同銀行、西中国信用金

庫、吉賀町産業課、企画課、吉

賀町商工会 

管内事業者の資金面及び経営

面における効果的な支援につ

いて 

3.事業承継推進地域協

議会の設立、開催 

【新規】 

吉賀町産業課、企画課、吉賀町

商工会 

管内事業者の事業承継問題に

かかる、効果的な支援・施策に

ついて 
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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 

＜本事業の目的＞ 

関係機関と連携を密にし、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力向上に努める。 

 

 ＜第１期における取組と成果＞ 

管内における行政や税務署、日本政策金融公庫等の金融機関、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、得た情報を小規模事業者支援に

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。今後も、関係機関と連

携し情報交換を行い、支援ノウハウの向上を図ることが必要であるため継続して実施する。 

 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 

今後も第 1期と同様に、これらの機関と連携をし、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力向上に努める。 

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の解決として、事業承継の推

進、人材確保対策、新規創業支援による小規模事業者の維持が地域経済の活性化に繋がるこ

とが指摘された。今後はこれらの支援の現状や、課題解決についても情報交換をすることが

必要であるため、関係支援機関と連携して支援ノウハウの向上に努める。 

 

＜第２期での事業内容＞ 

１．経営安定特別相談室連絡協議会 （継続） 

①.第１期目での成果と改善の方向性 

益田商工会議所と圏域商工会が連携して開催し、島根県信用保証協会も交える「経営安定

特別相談室連絡協議会」において、圏域の経営改善事例を紹介しながら金融支援や経営支援

の取組みについて情報交換を行い、他と比較しての町内金融環境の違いや金融支援事例につ

いての認識、実際に取組んでいる経営支援の事例を参考に、当商工会での経営支援に活用し

た。今後も年間１回の開催による情報交換を行い、経営支援事例の内容を項目別に更に掘り

下げて検討する。 

 

２．益田税務署管内税務援助協議会 （継続） 

①.第１期目での成果と改善の方向性 

益田税務署と各商工会派遣税理士と商工会で構成している「益田税務署管内税務援助協議

会」において、マイナンバー制度の内容や取組みについて研修会を開催し、確定申告時期の

マイナンバー取扱いの体制整備を行った。消費税増税や軽減税率の内容についても勉強会を

開催し、専門的な企業支援についての研修会や情報交換を実施した。 

今後も年間１回開催し、より専門的な内容については、協議会の研修のみならず、個別に

益田税務署や派遣税理士に出向いて対応する。 
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３．小規模事業者経営改善資金推薦団体連絡協議会 （継続） 

①.第１期目での成果と改善の方向性 

金融面からは、㈱日本政策金融公庫との「小規模事業者経営改善資金推薦団体連絡協議会」

の中で、年間２回の情報交換を実施した。これにより金融制度の改正内容の確認と円滑な金

融事務を実施することが可能となり、小規模事業者への金融面の伴走型支援に繋がった。 

今後も年間２回の開催による情報交換を行うが、それ以外にも一日公庫を利用して個別案

件に対応することと、金融担当者との情報交換を密にして更に円滑な金融事務を図る。 

 

 ４．金融懇談会 （継続） 

①.第１期目での成果と改善の方向性 

町内においては金融懇談会を通じ、管内支援機関全体が意識の共有を図ることが可能とな

ったことで、より効果的・効率的な支援に繋げる道筋が出来たと考える。ただし、年間の開

催日数が少ないことで、踏み込んだ議論が出来なかった部分があったため、継続するにあた

っては開催回数を年間２回に増やし、より踏み込んだ議論を重ねる。 

 

５．吉賀町産業振興連絡会議 （継続） 

①.第１期目での成果と改善の方向性 

吉賀町と商工会との間で地域課題の支援策や地域活性化の進め方について議論し、吉賀町

としても、町内商工業者に対して有効な支援施策について模索していたところであり、連絡

会議にあたっては吉賀町から全面的な協力体制の下、開催した。今後も四半期に１回開催し

て、より踏み込んだ議論を重ねる。 

 

 ６．吉賀町事業承継推進地域協議会 （新規） 

管内の事業承継問題は非常に深刻であり、これを受け、吉賀町では今後、さまざまな手法

で解決に注力する方針があることから、平成 29年度内に問題解決に向けた組織となる「吉

賀町事業承継地域協議会」を商工会と共同で設立し、平成 30年度から四半期に１回の開催

を目指し、本格的に運営することとしている。 

 

 ７．吉賀町人材確保・定着推進協議会 （新規） 

１期目の途中において、町内の雇用情勢や人材確保等の課題への対応として「吉賀町人材

確保・定着推進協議会」が設置された。四半期に１回の開催により関係機関が共通の認識を

持って、産業人材の確保対策・育成の検討、若年者雇用促進対策の検討を行う。 

 

８．創業支援事業 （新規） 

1期目の途中において吉賀町による「創業支援事業」がスタートし、吉賀町産業課内に相

談窓口、商工会にワンストップ相談窓口を設け、創業希望者、創業者の相談内容に応じた支

援を、金融機関、しまね産業振興財団と連携して実施し、創業支援事業連絡会議を年間２回

開催し、創業支援の情報共有化を図る。 



４１ 

 

９．開催頻度 

項 目 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

経営安定特別相談室連絡協議会 1 1 1 1 1 

益田税務署管内税務援助協議会 1 1 1 1 1 

小規模事業者経営改善資金推薦団体連絡協議会 2 2 2 2 2 

金融懇談会 2 2 2 2 2 

吉賀町産業振興連絡会議 4 4 4 4 4 

吉賀町事業承継推進地域協議会 4 4 4 4 4 

吉賀町人材確保・定着推進協議会 4 4 4 4 4 

創業支援事業（創業支援事業連絡会議） 2 2 2 2 2 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

＜本事業の目的＞ 

   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。 

   また、組織内研修体制を強化することで、若手職員への知識・ノウハウの継承、ＯＪＴ強

化による支援能力向上を図るとともに、共有フォルダー等の活用による支援内容・状況等の

情報共有と組織内で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。 

 

 ＜第１期における取組と成果＞ 

１．経営指導員等の支援能力の向上 

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

事業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 

支援ノウハウや情報、経営課題や問題点を職員間で共有するために、経営支援会議を開催

し、経営課題に対する職員間の共通認識が可能となった。 

 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 

今回の申請に係る期間においても、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、中小企業基盤整備機構が実施している経営指導員向けの小規模事業者支

援研修への積極的参加などに加えて、他の支援機関や関係団体が主催する「経営セミナー」

などの研修に経営指導員等が年間１回以上参加することで、売上や利益の確保を重点とした

支援能力の向上を図る。 

   また、経営支援ノウハウの共有として緊急を要するものについては、商工会基幹システム
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のノーツ掲示板を利用して、職員が持つ情報や課題、業務内容を掲載することで情報の共有

化を図る。 

 

＜第２期での事業内容＞ 

１．経営指導員等の支援能力の向上 （拡充） 

①.第１期目での成果と改善の方向性 

第 1期においては、島根県経営指導員等研修会への参加や中小企業基盤整備機構が主催す

る地域資源活用事業支援研修や経営指導員向け見習い研修に参加して、専門的分野や高度な

支援に対応するために経営指導員等の資質向上に努めた。 

今回の申請に係る期間においても、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、中小企業基盤整備機構が実施している経営指導員向けの小規模事業者支

援研修への積極的参加などに加えて、他の支援機関や関係団体が主催する「経営セミナー」

などの研修に経営指導員等が年間１回以上参加することで、売上や利益の確保を重点とした

支援能力の向上を図る。 

今回は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。また、商工会内でＯＪＴ計画を立案し、経営コンサルタントなどの専門家によ

る経営講習会を年間２回開催することで、経営指導員と指導職員の段階的なレベルアップの

向上を図る。 

 

２．支援ノウハウの共有 （拡充） 

①.第１期目での成果と改善の方向性 

   経営指導員が持つ支援ノウハウや情報、小規模事業者の経営状況の分析結果からの課題や

問題点を職員間で共有するために、毎週月曜日に事務局長と経営指導員による経営支援会議

を開催したが、これまでは、支援内容の確認と日程調整が中心の傾向にあった。今後は小規

模事業者の経営状況の分析結果を基にした支援ノウハウの共有化に、より重点を置き、職員

1人で考えるのではなく、チームでのノウハウの蓄積と課題解決を図っていく。 

緊急を要するものについては、商工会基幹システムのノーツ掲示板を利用して、職員が持

つ情報や課題、業務内容を掲載することで情報の共有化を図り、組織として支援ノウハウを

蓄積していく。 

経営発達支援事業に関係する各種情報は、商工会内の共有フォルダーに支援対象事業者ご

と・事業ごとにファイリングし、本事業に関係する職員がいつでも確認できるようにする。 

また、前回では経営発達支援計画を実施する上で、職員間の共通認識が必要であるにもか

かわらず確認の場が不足していたため、行動実施が遅れ計画未実施が生じた。今後は職員会

議の場を毎月１回に増やして協議をすることで、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に関すること 

＜本事業の目的＞ 

   経営発達支援計画の事業推進に伴う、事業評価・検証の実施体制を確立し、小規模事業者

の持続的発展を支援する。 

 

 ＜第１期における取組と成果＞ 

事業の評価及び見直しについては、定期に開催する町担当課との「吉賀町産業振興連絡会

議」の場で、吉賀町産業課長、企画課長等の有識者により、事業の実施状況、事業の成果、

評価及び見直しについて提示を行った。今後は更に幅広い意見を聞くためにも、新たな支援

機関の評価が必要と考える。 

 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 

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、

以下の方法により評価・検証を行い、仮に目標が達成できていなければ、評価時点で計画と

の乖離を確認し、改善策の検討、実施を行っていく。 

 

＜第２期での事業内容＞ 

１．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 （拡充） 

①.第１期目での成果と改善の方向性 

これまでは、定期に開催する町担当課との「吉賀町産業振興連絡会議」の場で、吉賀町産

業課長、企画課長等の有識者により、事業の実施状況、事業の成果、評価及び見直しについ

て提示を行っていた。今後は更により幅広い意見を聞き、評価・見直しを行うためにオブザ

ーバーとして新たに、浜田商工労政事務所所長、しまね産業振興財団石見事務所所長及び山

陰合同銀行六日市支店支店長、西中国信用金庫吉賀支店支店長にも参加していただき、評

価・見直しを行うこととする。また、必要に応じて、商工会連合会の指導を仰ぎ、評価・検

証を行う。 

②.全職員会議の開催 

各年度終了後、経営発達計画の進捗状況を「全職員会議」において確認、検証を行い見直

しの必要項目が発生した場合には、全職員で協議し方針を決定し理事会へ提議する。 

③.理事会への報告 

事業の成果・評価・見直しの結果については、理事会へ報告し、承認を受ける。 

④.ホームページへの掲載 

事業の成果・評価・見直しの結果を吉賀町商工会のホームページ 

（http://yoshika.shoko-shimane.or.jp）で計画期間中公表する。また、年間３回発行す

る商工会報に内容を掲載、他にも特集号を発行し計画期間中公表することで。小規模事業

者が常に閲覧可能な状態を確保する。 
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事業の評価、検証及び公表 

              【事業状況報告・検証機関】 

 

 

 

 

【事業実施の分析・企画立案機関】 

 

 

 

 

【事業計画方針決定機関】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

吉賀町産業振興連絡会議 

・経営発達支援事業の実施状況報告 

・検証・見直しについての協議 

商工会全職員会議 

・実施計画の検証・見直し 

・改善策についての企画立案（必要時） 

商工会理事会 

・事業報告（成果、検証結果） 

・事業推進改善策の提案・決議 

 

 

 

事業報告（成果、評価、改善策） 

・広報方法  商工会ＨＰ、広報誌 

・商工会会員・吉賀町、金融機関他 

経営改善計画公表方法 

商工会ＨＰ・広報誌 

・事業成果・評価・改善方針公表 
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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４月現在） 

（１）組織体制 

・執行部体制 会長 1名 副会長２名 理事１３名 監事２名 

・事務局体制 事務局長 1名 経営指導員３名 指導職員４名 合計８名 

・事務所   本所 事務局長 1名 経営指導員２名 指導職員２名 

       支所 経営指導員１名 指導職員２名 

 

※経営発達支援計画は、事務局職員全員で対応していく。事業全体の進捗管理は事務局長が行

い、個別の事業については主担当を決め、主担当が事業ごとに進捗管理を行う。 

 

（２）連絡先 

 ・所在地   本  所  島根県鹿足郡吉賀町広石５６２ 

        電話番号  ０８５６－７７－１２５５ 

        ＦＡＸ   ０８５６－７７－１６４０ 

        支  所  島根県鹿足郡吉賀町柿木５３８－１ 

        電話番号  ０８５６－７９－２２３９ 

        ＦＡＸ   ０８５６－７９－２２３０ 

        ＵＲＬ   http://yoshika.shoko-shimane.or.jp 

 

（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                  （単位 千円） 

 平成 28年度 

( 28年 4月以

降) 

２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 

必要な資金の額 60,970 64,570 61,600 61,600 61,600 

 

小規模事業経営支援事業費

地域総合振興事業費 

管理費 

 

52,281 

2,420 

6,269 

53,600 

2,670 

8,300 

51,800 

3,800 

6,000 

51,800 

3,800 

6,000 

51,800 

3,800 

6,000 

（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、国庫補助金、島根県補助金、吉賀町補助金、事業受託手数料 

 

 

（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 

◆地域担い手育成事業（地域活性化事業） （継続） 

・次代の吉賀町経済を担い、活力ある経済循環を再構築する志の高い人材を育成する「よしか

立志塾」の運営 

◆吉賀町産業振興連絡会議（地域活性化事業） （継続） 

・町内の産業、地域振興に関する現状の情報交換、課題を関係機関（県、町、商工会）と連携

し対策協議、施策提言について協議し課題の解消を図る 

◆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み  

（１）経営改善事例に関する研修「経営安定特別相談室連絡協議会」 （継続） 

 （益田商工会議所、津和野町商工会、美濃商工会、吉賀町商工会、島根県信用保証協会、

島根県商工会連合会） 

（２）専門的な企業支援についての研修会「益田税務署管内税務援助協議会」 （継続） 

（益田税務署、商工会派遣税理士、商工会） 

（３）金融関連として、（株）日本政策金融公庫との情報交換「小規模事業者経営改善資金推薦

団体連絡協議会」 （継続） （日本政策金融公庫、商工会） 

（４）地元金融機関、町担当課との金融動向や企業支援について協議「金融懇談会」 （継続） 

（金融機関、町、商工会） 

（５）町内の雇用情勢や人材確保等の課題への対応の協議「吉賀町人材確保・定着推進協議会」 

  （新規） （県、町、商工会） 

（６）事業承継の状況及び支援施策等の課題解決に向けた協議「吉賀町事業承継推進地域協議

会」 （新規） （町、商工会） 

（７）創業希望者、創業者の相談内容に応じた支援である「創業支援事業」 （新規） 

（しまね産業振興財団、町、地元金融機関、商工会） 

 

連携者及びその役割 

◆地域担い手育成事業 （継続） 

「よしか立志塾」連携者:下表 

▶連携者の役割:塾の企画・運営 

名 称 代表者名 住 所 電話番号 

吉賀町 町長 岩本一巳 吉賀町六日市 750 0856-77-1111 

吉賀町観光協会 会長 澄川優寛 吉賀町広石 562 0856-77-1255 

吉賀町農業公社 代表理事 岩本一巳 吉賀町有飯 225-2 0856-77-1332 

 

◆吉賀町産業振興連絡会議 （継続） 連携者:下表   

▶連携者の役割:町産業等の情報提供、課題検討、課題解決策等の検討 

名 称 代表者名 住  所 電話番号 

島根県西部県民センター 所長 神西 英寛 浜田市片庭町 254 0855-29-5505 

吉賀町 町長 岩本 一巳 吉賀町六日市 750 0856-77-1111 

 

◆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み  

（１）「経営安定特別相談室連絡協議会」 （継続） 連携者:下表 

▶連携者の役割:経営支援に関わる情報提供、共有 
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名 称 代表者名 住 所 電話番号 

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

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

美濃商工会 会長 佐々木惠二 益田市美都町都茂 1809-2 0856-52-2537 

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 

商工会連合会石見事務所 所長 山川 俊二 浜田市相生町 1391-8 0855-22-3590 

 

（２）「益田税務署管内税務援助協議会」 （継続） 連携者:下表 

▶連携者の役割:金融動向と企業支援に関するノウハウ提供、共有 

名称 代表者名 住 所 電話番号 

益田税務署 署長 木村昌幸 益田市元町 12番 11号 0856-22-0444 

上辻守税理士事務所 上辻 守 益田市乙吉町イ 89-10 0856-25-7341 

片岡勉税理士事務所 片岡 勉 益田市高津町 5 丁目 2-2 0856-22-6185 

 

（３）「小規模事業者経営改善資金推薦団体連絡協議会」 （継続） 連携者:下表 

▶連携者の役割:企業支援に関するノウハウ提供、共有 

名称 代表者名 住 所 電話番号 

日本政策金融公庫浜田支店 支店長島口憲一郎 浜田市殿町 82-7 0855-22-2835 

 

（４）「金融懇談会」 （継続） 連携者:下表 

▶連携者の役割:金融動向と企業支援に関するノウハウ提供、共有 

団体名 代表者名 住 所 電話番号 

吉賀町 町 長 岩本一巳 吉賀町六日市 750 0856-77-1111 

山陰合同銀行（株）六日市支店 支店長 村上則秋 吉賀町六日市 396-1 0856-77-1200 

西中国信用金庫  吉賀支店 支店長 橋本英治 吉賀町七日市 533-10 0856-78-1111 

  

（５）「吉賀町人材確保・定着推進協議会」 （新規） 連携者：下表 

▶連携者の役割: 町内の雇用情勢や人材確保等の課題への対応の検討 

名 称 代表者名 住  所 電話番号 

島根県西部県民センター 所 長 神西英寛 浜田市片庭町 254 0855-29-5505 

ふるさと島根定住財団石見事務所 所 長 今田 泰 浜田市相生町 1391-8 0855-25-1600 

吉賀高等学校 校 長 熊谷修山 吉賀町七日市 937 0856-78-0029 

吉賀町 町 長 岩本一巳 吉賀町六日市 750 0856-77-1111 

みひろ化成(株) 工場長 石原高志 吉賀町蔵木 271-1 0856-77-1636 

ヨシワ工業(株) 社 長 荒木健史 吉賀町七日市 647 0856-78-1460 

  

（６）「吉賀町事業承継推進地域協議会」 （新規） 連携者：下表 

▶連携者の役割：事業承継の状況及び支援施策等の課題解決に向けた協議 

名 称 代表者名 住  所 電話番号 

吉賀町 町長 岩本一巳 吉賀町六日市 750 0856-77-1111 

（７）創業支援事業による「吉賀町創業支援事業連絡会」 （新規） 連携者：下表 

▶連携者の役割: 創業希望者、創業者の相談内容に応じた支援 

名 称 代表者名 住  所 電話番号 

しまね産業振興財団石見事務所 所 長 安田征司 浜田市相生町 1391-8 0855-24-9301 

吉賀町 町 長 岩本一巳 吉賀町六日市 750 0856-77-1111 

山陰合同銀行（株）六日市支店 支店長 村上則秋 吉賀町六日市 396-1 0856-77-1200 

西中国信用金庫  吉賀支店 支店長 橋本英治 吉賀町七日市 533-10 0856-78-1111 
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連携体制図等 

 

１．地域の活性化に資する取組み 

●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体制図 

◆地域担い手育成事業（地域活性化事業） （継続） 

よしか立志塾運営体制図 

 

◆吉賀町産業振興連絡会議（地域活性化事業） （継続） 

運営体制図 

 

２．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み 

●他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等支援力向上のための取組み連携図 

（１）「経営安定特別相談室連絡協議会」 （継続） 

 

運営体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施協議会（年１回開催） 

 

実行委員会（塾開催前年間１２回） 

塾生会議（講義受講後塾生間意見交換会）12 名 

 

 

 

吉賀町産業振興連絡会議 

吉賀町 

吉賀町産業課長 

吉賀町企画課長 

担当職員 

商工会（事務局） 

事務局長 

経営指導員 

島根県西部県民センター 

（商工労政事務所） 

経営支援課 

 

益田圏域経営安定特別相談室連絡協議会 

島根県信用保証協会 益田商工会議所 津和野町商工会 美濃商工会 吉賀町商工会 

島根県商工会連合会石見事務所 

（事務局） 
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（２）「益田税務署管内税務援助協議会」 （継続） 

 

運営体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）「小規模事業者経営改善資金推薦団体連絡協議会」 （継続） 

 

運営体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）「金融懇談会」 （継続） 

 

運営体制図 

 

益田税務署管内税務援助協議会 

益田税務署 

 

商工会派遣税理士 

上辻税理士事務所 

片岡税理士事務所 

商工会 

経営指導員 

 

吉賀町産業課長 

吉賀町企画課長 

商工担当職員 

山陰合同銀行六日市支店長 

西中国信用金庫吉賀支店長 

融資担当職員 

商工会（事務局） 

事務局長 

経営指導員 

金融懇談会 

小規模事業者経営改善資金推薦団体連絡協議会 

商工会（経営指導員） 日本政策金融公庫浜田支店 

（事務局） 

益田商工会議所 

（事務局） 
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（５）「吉賀町人材確保・定着推進協議会」 （新規） 

 

運営体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）「吉賀町事業承継推進地域協議会」 （新規） 

 

運営体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）創業支援事業による「吉賀町創業支援事業連絡会」 （新規） 

 

運営体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉賀町人材確保・定着推進協議会 

ふるさと島根定住

財団石見事務所 

みひろ化成(株) 商工会 

 

 

吉賀町 

（事務局） 

 

島根県西部県民センター 

ヨシワ工業(株) 吉賀高等学校 

 

吉賀町事業承継推進地域協議会 

吉賀町産業課 

 

吉賀町企画課 商工会 

 

 

吉賀町創業支援事業連絡会 

しまね産業振興財団 山陰合同銀行 

六日市支店 

商工会 

（事務局長） 

（経営指導員） 

 

吉賀町産業課（事務局） 

西中国信用金庫 

吉賀支店 
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