
経営発達支援計画の概要 

実施者名 隠岐國商工会（法人番号 728000505860） 

実施期間 平成 28 年 4 月 1 日～平成 33 年 3 月 31 日 

目標 

当商工会エリアは 2 つの行政区域にあり、また、離島という環境で諸々

の制約がある。 

隠岐國商工会は、両町村の事業者や産業構造の状況を踏まえ、経営発達

支援事業により現在事業を行っている小規模事業者の減少数を抑制する

とともに、海士町でのＵＩターン者の創業・起業を重点的に支援してい

く。この取組みにより事業者数の維持を図り、地域の維持発展を図って

いくことを目標とする。 

事業内容 

①．小規模事業者の経営状況の分析 

経営分析の必要性の周知を図りながら、対象事業者を募集・選定し財務

分析や SWOT 分析等を行う。このことにより、客観的に経営状況を把握し、

経営課題が明確にできる。 

②．事業計画策定・実行支援 

将来を見据え、計画に基づいた経営を実践することで事業の持続的発展

が可能となる。初年度は主要産業である観光関連業を中心に事業計画の

策定支援を行い、その後事業計画策定の重要性の周知を図りながら事業

者数を拡大していく。 

また、ＵＩターン者の創業計画策定・実行支援も重点的に行い、管内事

業者数の維持を図る。 

③．地域経済動向に関する調査 

中小企業景況調査や、各種統計データ等を収集・分析し事業者に提供し

ていく。このことにより、事業計画策定の際の外部環境データとして活

用するとともに、地域産業振興のための基礎データとしても利用する。

④．需要動向・調査に関すること 

経営に役立ち需要獲得のヒントとなる情報収集を行い、整理、分析して、

窓口相談や巡回訪問の他に FAX・e-mail 等を活用して情報提供を行う。

⑤．需要開拓に寄与する事業 

管内には、イワガキや隠岐牛など、全国ブランドの地域資源が存在する。

これらの地域資源を都心を中心としたエリアに浸透させ、長期的な販売

体制の構築を図る。 

□地域経済の活性化に資する取組み 

海士町・知夫村の抱える課題を検討するとともに、中長期的な視点で観

光客の増加対策を中心とした外貨獲得に資する取組みを検討していく。

連絡先 

隠岐國商工会本所 

住  所 〒684-0404 島根県隠岐郡海士町大字福井１３７５－１ 

電話番号 ０８５１４－２－０３７６ 

Ｆ Ａ Ｘ ０８５１４－２－０７７５ 

e-mail  okikunishoko@space.ocn.ne.jp 

HP ｱﾄﾞﾚｽ okikuni.shoko-shimane.or.jp 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

【地域の状況と課題】 

当商工会地域は島根県の離島で

ある隠岐郡海士町と知夫村をエリ

アとしている。両町村の人口を足

しても 3,000 人以下であり、小規

模事業者数も 168 事業所の小規模

行政区域である。 

海士町の人口は約 2,300 人、 

高齢化率 39％の町である。この

地域は対馬暖流の影響を受け豊

かな海と豊富な湧水がある離島

としては珍しい島である。そのため島内には約 100ha の水田がありほとんどがコシヒカリを栽

培している。その供給量は島前 3 町村（海士町・知夫村・西ノ島町）を賄えるくらいあり、島

前で唯一の田園風景を備えており半農半漁の島となっている。その昔、平城京跡から海士町の

「干しアワビ」等が朝廷に献上したことを示す木簡が発掘されるなど、海産物を貢いだとされ

る「御食國（みけつくに）」とされていた。 

 また、奈良時代から遠流の島として遣唐副使の小野篁をはじめ、承久の乱で配流の身となっ

た後鳥羽上皇は、19 年余りをこの島ですごしその生涯を終えた。現在その場所は「御火葬塚」

として宮内庁が管理しており、「隠岐神社」の祭神として祀られている 

このように歴史ある高齢化が進んだ地域ではあるが、近年海士町ではＵＩターン者の増加や県

立隠岐島前高校の島留学制度により学生が増加し年少人口・生産年齢人口が増加傾向にある。 

海士町が北海道夕張市のように財政再建団体に陥りそうな折、町長以下役場職員の給与を

50％～16％と大幅に削減し職員の意識を替え、またこの取組により町民の意識も替わっていっ

た。このようにして削減した予算をＣＡＳ冷凍工場の建設や「隠岐牛」や「イワガキ」ブランド

化などの守りから攻めの姿勢で事業展開を行ったことにより全国から注目を集め、志の高いＵＩ

ターン者の増加につながった。 

隠岐島前高校においても、以前は 1学級 30 名程度の生徒数しかなく廃校寸前だったが、豊か

な自然と公設の塾の開設や寮の建設など学べる環境を整えたことにより、全国から入学希望者が

殺到し、今では 3学年とも 2学級化が実現し、少子化による学級減少に見舞われている教育関係

者からの熱い注目を集めている。 

町のこの取組により観光客以外で年間 2,000 人規模の視察者が島外から訪れている。視察者の

ほとんどは町内に宿泊することになる。宿泊すれば飲食も伴うので、土産品も含め小売業に影響

があり町の経済活性化に大きく寄与している。 

知夫村は人口約 580 人、高齢化率 50％近い島である。島根半島沖合の北方約 44km にあり、知

夫里島と呼ばれ急峻で平地が少なく、島の中央南部が比較的緩やかな傾斜をなしての可住地と穏

やかな港湾で形成している。とりわけ島の西側海岸線には、最大高さ 200m にも及ぶ壮大な断崖

絶壁が延々2km 連続する名勝地「赤壁」を有し、隠岐大山国立公園の指定を受け国の特別保護地

区となっている。その他赤ハゲ山の山頂からは 360 度の大パノラマの眺望ができ、条件が揃えば

遠く大山が見えるなど優れた自然環境に恵まれている。 

知夫里島は古来より隠岐群島の玄関口・道標として海上交通の要衝地として栄えるとともに特

有の隠岐式牧畑制度を確立させてきた。この牧畑制度とは少ない農地を木柵で 4区に分かち、そ

の 4区間に作付けと放牧とを交互に輪転する耕地のことである。このように古来より放牧が盛ん

島 根

隠岐國商工会エリア 

海士町・知夫村 
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に行われ、現在では約 430 頭の黒毛和牛が放牧されている。 

海士町と知夫村は、いわゆる全国的に「平成の大合併」が進む中、島前 3町村は単独町村を選

択したこともあり、両町村とも独自の施策により生き残りをかけている。 

【地域内の商工業者の状況と課題】 

 隠岐國商工会の小規模事業者数は 168 事業所で、業種構成では

卸・小売が 27％と最も高く、宿泊飲食サービスが 20％、建設が 16％

と続く。海士町（人口約 2,300 人）の小規模事業者は 140 で管内

事業者の 83％を占める。海士町では経営者の高齢化・後継者不足

が深刻となってきているが、ＵＩターン者が起業することで事業

所数の維持が図られている。また、海士町が町営住宅の建設・フ

ェリーターミナルの改修工事・県立隠岐島前高校の生徒増加に対

応する学生寮の建設等積極的に公共工事を発注しており、建設作

業員が本土から来ることで建設業のみならず小売業・飲食業・ホ

テル旅館業等も併せて良好な状況にある。 

また、漁業においてもＣＡＳ冷凍（細胞組織を壊さず冷凍する）技術により、高い鮮度で保持

できる製品を生み出し首都圏をはじめ海外にも広く輸出されることで、漁業者の所得も上がって

いる。 

 しかしながら、建設業の好況感もいつまで続くのかという不安があるのもまた事実であり、漁

業においての後継者不足は特に深刻で、魚介類が捕れなければＣＡＳ冷凍も機能しなくなるとい

うジレンマがある。 

 知夫村（人口約 580 人）の小規模事業者は 28 事業者である。基幹産業である農業、特に子牛

は年間約 300 頭が生産され、改良も成功して市場で高値取引されている。 

 しかしながら、子牛の価格が高騰することで小規模な肥育業者は子牛を購入することができず

経営難に陥る業者が出てきており大規模な肥育業者しか残らなくなってしまう。そうなれば市場

で価格が上がらず子牛の価格が暴落してしまう恐れがある。 

【商工会の課題と目標】 

 離島という環境で制約が多い中、当商工会としては両町村の総合振興計画の精査を行い、商工

会としてどの分野に行政とともに関わりあえるかを検討した。 

海士町においては、第四次海士町総合振興計画（島の幸福論）をもとに担当課と協議を重ねた

結果、観光分野と六次産業化に力を入れていくことにした。すでに海士町観光協会とは平成 24

年度から「全国展開支援事業」を活用して事業展開をしてきた実績がある。今後も魅力ある観光

開発と魚介類だけではなく海士町産の米等を活用した六次産業化に取組むものである。 

また知夫村においても第五次知夫村総合振興計画（活力ある住みよい島・知夫村）をもとに担

当課と協議した結果、観光分野に力を入れることとし今年度より「全国展開支援事業」を活用し

てシーカヤック事業・特産品開発を行うこととした。 

両町村ともに地域の主要産業である小売業・食品製造業・建設業・サービス業・養殖業者を対

象に意欲のある小規模事業者を選定し、専門家、地域の金融機関と連携して個別企業の経営力強

化・販路開拓を図るとともに、ＵＩターン者の起業支援を重点的に支援することで、小規模事業

者の持続的な発展を図っていくことを目標とする。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

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

 

（２）経営発達支援事業の内容 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

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】 

 

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 

地域経済の動向を調査・把握することにより、【指針②】で実施する事業計画策定の際の外

部環境データとして活用し地域に見合った事業展開を図ることを目的とする。また、各種デー

タ等により需要動向を調査、提供することにより消費者ニーズにマッチした品揃え等の参考資

料として提供することが可能となる。 

■これまで取組んできた内容 

現在実施している景況調査の事業者数は 5件である。 

■現状における課題 

地域経済動向や需要動向の調査を組織として計画的に実施していない。 

■本計画において取組む内容 

（地域の経済動向に関する情報の収集・整理・分析・提供） 

現在、四半期ごとに 5件の景況調査を実施しているが、件数が少なくこのデータにより地域

の経済状況を示すことはできないため、景況調査の調査項目を絞り込んで、管内小規模事業者

の 2割 30 件の調査を実施する。 

調査内容 調査項目 

中小企業景況調査（自主調査 30 件） ・売上高の傾向・資金繰りの状況 

・設備投資の状況・経営上の課題 

（調査数） 

内容 現状 H28 H29 H30 H31 H32 

中小企業景況調査 5 30 30 30 30 30 

■収集した情報の活用方法 

情報は、指針②で実施する事業計画策定の資料として活用するとともに、地域の産業振興等

を検討する際の基礎資料とする。また、広報誌等で管内事業者に提供し、地域経済の動向等を

周知する。 

■事業実施の効果 

地域内の経済状況や消費動向を提供することにより、消費者ニーズに合致した経営に取組め

る。事業計画の策定の際も、地域の状況や消費のトレンドを反映した計画策定が可能となる。

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

■本事業の目的 

小規模事業者の経営分析を行い事業者の強み・弱みを客観的に把握し、強みを伸ばす経営を

支援することで持続的発展を図っていくことを目的とする。 
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■これまで取組んできた内容 

日常業務における記帳指導時や決算・申告終了時に今期の経営状況はどうであったかを決算

書をもとに全国連の経営分析システムを活用して経営状況の分析・説明を行っている。 

■現状における課題 

現状では、金融や補助金申請時などの添付資料として経営分析が必要になった都度対応して

おり、計画的に実施しているとは言い難い。また、小規模事業者に対しても、経営分析の必要

性を周知していない。 

■本計画において取組む内容 

（支援先の選定） 

小規模事業者が抱える経営課題を把握するため全職員による巡回訪問やセミナーを開催し、

経営意欲のある小規模事業者を選定する。 

（分析をする項目と方法） 

分析項目 方法 

▶ 財務分析 

（貸借対照表・損益計算書のデータ分析・

主要科目の時系列比較） 

記帳指導や金融斡旋時に財務資料を収

集し全国連の「経営分析システム」を利

用し分析を行う 

▶ 店舗や工場、取扱商品など、売上を獲得

する現場の状況 

現地視察により確認する 

▶ 経営の強みや弱み・保有する技術やノウ

ハウ・市場環境や競合・今後の方向性等 

経営者等のヒアリングにより確認する 

 

■目標 

内容 現状 H28 H29 H30 H31 H32 

巡回訪問件数 350 400 400 400 400 400 

経営分析システムを活用した分析をする企業数(件) 5 10 13 15 20 25 

 

■事業実施の効果 

この事業により、経営実態を客観的に把握、評価できる。また、経営課題が明確になりより

効果的な事業計画策定に結びつけることができる。 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

■本事業の目的 

小規模事業者の事業計画策定支援・実施支援をすることで計画に基づいた経営が実践でき

る。また、期中で評価を行い、計画と現状の乖離とその原因を把握することにより、実現性の

高い事業計画実行支援が可能となる。 

■これまで取組んできた内容 

事業計画の策定は、専門家派遣事業等を活用した事業所に対し支援している。また、補助金

の申請や金融指導に関わる資料として必要なときに事業計画の策定支援を行っている。 

■現状における課題 

経営分析と同様に、計画的な事業計画策定支援は行われておらず、事業者に対しても事業計

画による経営の重要性を周知していない。 

■本計画において取組む内容 

（支援先の選定） 

支援先は主要産業であるホテル・旅館業や飲食店等観光関連産業に特化したセミナーを海士

町観光協会と共催で開催し、受講者を事業計画策定支援先の候補とする。また、経営分析を行
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った事業者も候補とする。 

（事業計画策定支援の方法） 

事業所ごとに担当者を決め、【指針①】で示した経営状況の分析結果を事業者に説明し、事

業者と面談の上で何を・いつまでに・どうやって・何を目指すのか（目標）を【指針③】で取

組む地域経済状況の分析結果の内容も加味した年間スケジュールと半期ごとの評価指標を設

定し事業計画書の策定を支援する。 

 

■目標 

初年度は旅館・民宿・飲食店等観光関連の小規模事業者に重点を置き経営分析を行う。 

次年度以降は、若手経営者である商工会青年部の事業所や意欲のある事業所に重点を置き経

営分析を行うものである。 

支援内容 現状 H28 H29 H30 H31 H32 

セミナー開催 1 2 2 2 2 2 

経営分析件数 3 10 10 10 10 10 

■事業実施の効果 

小規模事業者の多くは、事業計画を策定せずにこれまで通りの惰性的な経営をしてきたとい

う反省を踏まえ、事業計画を策定して将来目指すべき事業所の姿はどのような状態かを明文化

し、それを実行することにより持続的発展が可能となる。 

 

■創業・経営革新計画の策定支援【指針②】 

経営者の高齢化・後継者不足等により当地域の小規模事業者数は減少傾向にある。これに歯

止めをかけるため、ＵＩターン者並びに女性を中心に創業支援を行う。また創業後も専門家派

遣事業を活用して伴走型支援を実施する。 

また、意欲のある若手経営者の事業所を中心に経営革新支援を実施する。経営革新からもの

づくり補助金等の活用を目指し支援を行なう。 

 

■事業内容 

①創業希望者に対し、創業計画書の策定を支援し必要であれば設備資金・運転資金確保のた

め日本政策金融公庫の担当者との面談を設定する。 

②意欲のある経営者に対し、経営革新の必要性を説明し法認定を取ることにより、新商品の

開発や新サービスの開発につなげ持続可能な経営にしていく。 

 ■目標 

内容 現状 H28 H29 H30 H31 H32

創業者への経営計画策定件数(件) 1 1 1 1 1 1 

経営革新支援（件） －  1  1  

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

策定した事業計画は、半年ごとに経営者と共に計画の進捗状況を確認し、計画通りに進んで

いなければその原因を検討し、対応策を協議し修正、実行する。また必要であれば他の支援機

関や専門家派遣事業の活用も視野に入れて計画の実現に向けて事業者と一緒になって取り組

んでいく。伴走型支援とともに事業の持続的発展のための取組に必要な設備資金及びそれに付

随する運転資金を確保するために平成２７年度創設予定の「小規模事業者経営発達支援融資制

度」の活用を図る。融資実行後は事業計画の進捗状況を３ヵ月ことに確認し、１年後には当初

の事業計画との乖離を含め、達成されていること、未達成なことを経営者と協議し、次年度の

事業計画書の修正を図る。 
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５．需要動向調査に関すること【指針③】 

■現状と課題 

 小規模事業者は市場環境や売れ筋商品等を漠然とは認識はしているものの、積極的に情報を

収集し活用しようという意識が乏しく、また、収集する情報も限られている。 

商工会としても、小規模事業者の扱う商品やサービスの需要動向調査については、経営指導

員等の巡回・窓口相談時に担当者の判断により必要に応じて行っており、組織的に体系立てた

事業としては実施していない。また、提供する情報の内容は整理分析されておらず、小規模事

業者の要望する資料として提供されているとは言い難い。 

今後は需要動向調査を体系立てた事業として実施し続けていく必要がある。 

 

■本事業の目的 

小規模事業者の扱う商品や提供するサービス、新商品開発に活かせるような消費者ニーズや

市場動向などの情報を収集・整理し提供することにより、商品開発や商品政策、品揃え計画な

どの販売戦略立案のための資料とする。このことにより小規模事業者に対して、マーケットイ

ンの考え方を浸透させ需要を見据えた実現性の高い計画策定や、また、計画実行においては効

果的な支援につなげることができる。 

 

■本事業で取組む内容 

  経営に役立ち需要獲得のヒントとなる情報収集を行い、整理、分析して、窓口相談や巡回訪

問の他に FAX・e-mail 等も効率的に使用し情報提供を行う。 

①.事業者の需要獲得等に資する各種情報の収集・提供 

(収集・提供する情報内容) 

全国的な売れ筋商品や新技術、消費者トレンドなどの情報を各種新聞、業界紙、インター

ネット等により収集し整理する。 

情報媒体は日経テレコン・ＪＲＳ経営情報サービスを中心に収集し、その他日々の新聞や

ネット情報についても需要動向に資するデータは収集しておく。 

専門家派遣制度等で招聘した専門家からの需要動向情報についても、意識して収集し整理

しておく。 

この他に海士町観光協会が首都圏で展開している「離
※1

島キッチン」において、展示会（ま

たは商談会）を開催の際、顧客へのアンケート調査や POS レジにおいての需要動向や販路拡

大につながる実際の声を収集・分析し加工事業者等へ情報提供する。 

※1離島キッチンとは⇒海士町の特産品だけではなく、流通が難しい離島の商品を仕入れ首都

圏の店舗においてレストラン形態で販売を行なうもの 

（調査分析を行う項目） 

収集情報媒体 調査・分析を行う項目 利用方法 

家計調査報告月別速報 品目別消費支出の増減率 品目別の増減率と管内各事業者の増減

率を比較し増減傾向の差異を分析 

日経テレコン POS 情報 全国的な売れ筋商品を自店の品揃えに

活かす 

日経流通(MJ) 

 

新商品情報・消費トレンド 

業者別需要動向データ 

商品開発に取組む事業者に対して、商品

開発のヒントとして活用を促す 

インターネット 新技術やサービス、新商品情

報等 

事業者の販売計画策定等の資料として

利用する 
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離島キッチン顧客アン

ケート 

商品・サービス評価等 消費者の商品等に対する評価(味覚・形

状・価格など)を商品改良に活かす 

（情報の整理と提供） 

提供する情報の整理は、業種別にＡ4サイズのペーパーや電子媒体でまとめる。提供する情

報の中で専門性の高い用語などについては、解説を行うなど事業者が理解できるよう注意を

払う。情報は関連する事業者に対して窓口相談・巡回訪問時や FAX・e-mail 等で提供し、品

揃えや販売戦略立案時のヒントとして活用を促す。 

②.管内事業者の需要動向の収集・整理・分析 

巡回訪問により、需要動向をヒアリングにより調査し内容を業種別に取りまとめることに

より、地域内の業種別の需要動向として整理、分析する。 

③.商勢圏実態調査結果の情報整理と提供 

島根県商工会連合会が実施している商勢圏実態調査の当地域の部分の過去データを整理す

ることにより当地域の商業環境の変遷を分析し関係事業者・関係機関へ提供する。特に、調

査項目の中で消費者意識等を調査した項目を整理、分析し小売店舗へ提供することにより消

費者目線に立った経営を促していく。 

 

■目標 

  支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

需要動向等の情報活用支援事業者数 － 10 10 10 10 10

商勢圏調査(調査数) － 100  100 

 

■活用方法 

収集・加工・整理した需要動向情報は、職員会議や回覧によりすべての職員が内容の確認を

行うことにより誰でも、いつでも情報提供が行える体制を整えておく。 

小規模事業者は、これらの情報の提供を受ける事により、消費者ニーズを考慮した商品政策

等、販売戦略立案のデータとして活用する。また、事業計画の中の売上計画についても、部門

別や事業別、商品群別など、より詳細な計画立案が可能となる。 

  商勢圏実態調査では、管内地域別の食品や消耗品など商品群ごとの管内需要が把握できるた

め、自店のシェアなどの事業計画の目標設定に活用できる。 

 

■この事業により期待する効果 

小規模事業者への需要動向情報の提供により、品揃えや商品開発に対するマーケットインの

考え方の浸透と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の際の販

売戦略策定のための資料として活用できる。 

事業者自身の販売する商品やサービスと需要動向の各種情報を比較することにより、消費ト

レンドや消費者ニーズとの乖離が確認でき、消費トレンド等にマッチした品揃え等実施するこ

とにより需要の開拓が期待できる。 
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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 

地元特産品や食の PR を通じて、地域のブランド化を図り域外需要を獲得する。 

■これまで取組んできた内容 

平成２４年度から全国展開支援事業を実施し、事業の中で特産品や観光ルート等の外部向け

ＰＲ雑誌（ＨＰ含む）が作成されており、数では数万部が刷られ旅行会社やマスメディアに広

く紹介されている。 

また、隠岐スモールビジネス協議会と共同で松江市物産協会での「隠岐フェア」や広島市で

開催される「しまねフェア」に出店している。 

■現状における課題 

特産品等をＰＲできる期間が限られており、中期、長期的なＰＲができる方法を検討する必

要がある。 

■本計画において取組む内容 

27 年度において、「小規模事業者支援パッケージ事業 共同販売拠点（アンテナショップ）

による地域特産品等の販路開拓支援事業」に応募することにしている。当地域は、オイスター

バーで人気の高いイワガキの養殖を年間３０万個生産、ＣＡＳ冷凍された鮮度の高い魚介類や

加工食品、ブランド牛で有名な「隠岐牛」の肥育を行っており、都心に打って出る製品が数多

い。この事業により常設の販売所を持つことになれば、定期的に展示会や商談会を開催し自然

豊かな海士町・知夫村製品の販路開拓が支援できる。この常設の販売所はレストランも併設予

定で、流通に乗りにくい生産数の少ない製品をメニューに応用するなどして、小規模な生産者

に対しても販路拡大できるような取組としている。また将来的には海士町観光協会が首都圏で

事業展開している「離島キッチン」と融合させ、海士町や知夫村の支援も受けつつ、数年にわ

たり維持していくことにしている。首都圏に拠点ができることで食品製造業のみならず、観光

関連の事業所にとっても絶好のアピール場所となる。 

 

■目標 

内容 現状 H28 H29 H30 H31 H32

展示会・商談会の開催 1 3 3 3 3 3 

上記に併せて観光ＰＲ 1 3 3 3 3 3 

■事業実施の効果 

常設の販売所ができれば、地域特産品のＰＲできる期間が長くなり、需要開拓に大きく貢献

できる。 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組み 

■本事業の目的 

隠岐國商工会中期行動計画に示した通り、今後３年を

かけて海士町・知夫村と連携して地域産業振興に取り組

むものである。 

■これまで取組んできた内容 

知夫村において、特産品開発・観光開発を目的として

全国展開支援事業を申請し採択を受けた。今後行政や知

夫里島観光協会と連携して、小規模事業者の新事業への

取組を支援することにしている。 

海士町においては、行政と海士町観光協会とタイアッ

プして平成２４年度から３年に渡り全国展開支援事業を
（キンニャモニャパレードの様子）
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実施した。初年度は海士町観光協会が首都圏において展開している「離島キッチン」（海士町

の特産品だけではなく、流通が難しい離島の商品を仕入れ首都圏の店舗においてレストラン形

態で販売を行なうもの）の仕入先開拓として全国の離島を回り商品の開拓・仕入ルート確保を

行った。２年目は「おもてなし」に主眼を置き、海士町に来られた観光客がまた来てみたいと

思うようなおもてなしとは何かを検討した。３年目は「インバウンド」として、この島におい

ても外国人観光客を受入れる体制を整えるためにはどうすればいいかを検討し、今では使われ

なくなった旧ユースホステルを改築し、バックパッカーにも気軽に宿泊・飲食ができるゾーニ

ングとして「隠岐神社」（御祭神は鎌倉時代承久の乱で隠岐に流され歌聖といわれた後鳥羽上

皇）周辺の整備設計を図ることにしている。この事業を実施するために、中里地区（海士町役

場周辺）小規模事業者 35 事業者の活性化を目的に、27 年度地域商業自立促進事業（調査分析

事業）を申請し採択を受けた。この調査分析事業が順調に進めば 28 年度にも地域商業自立促

進事業（支援事業）を申請する予定である。 

その他にも海士町において毎年 8月第 4土曜日に「キンニャモニャ祭り」を開催している。

この祭りは平成 8年から実施しており今年で 20 回目の開催となった。 

 「キンニャモニャ」というのは隠岐民謡キンニャモニャを由来としている。キンニャモニャ

のいわれは諸説あるが、明治時代西南戦争に従軍した海士町出身者が、熊本の「キンニョムニ

ョ」をうろ覚えに帰ってきて伝え「キンニャモニャ」になったと言われている。 

平成 8 年当初の参加者は 480 名程度であったが年々参加者も増加し現在では 1200 名となり

島一番の盛大な祭りに成長している。 

お盆が終わってからの祭りの開催となるが、お盆の混雑時の移動より、キンニャモニャ祭り

併せて帰省する島民も多く、この時期は島内唯一のホテルや民宿・旅館はすべて満室になり、

その影響は小売業や飲食業にも及び経済効果は非常に高い。 

 

■本計画において取組む内容 

27 度以降も商工会として知夫村・海士町とともにそれぞれの抱える課題を検討・評価・改

善を行いながら中長期的な視点で取組くみ、隠岐へ来られる観光客の増加を図ることで、島内

の活性化と外貨獲得に資する取組みを検討していく。 

 

■目標 

知夫村においては全国展開支援事業の実施により特産品開発・観光開発に力を入れ、小規模

事業者の新事業への取組を支援するとともに、平成 29 年度供用開始予定の知夫来居港ターミ

ナルでの土産品・特産品販売に向け成果を上げることを目標とする。 

海士町においては地域商業自立促進事業の実施により中里地区の小規模事業者の新事業へ

の取組を支援し、年間 2万人が観光で訪れる「隠岐神社」周辺の活性化を図ることを目標とす

る。 

 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援向上のための取組み 

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 

他の商工会・商工会議所・支援機関及び専門家等と連携し、小規模事業者の需要動向や支援

のノウハウ等に関して情報交換するなどにより、新たな需要の開拓を進める基盤の構築を図る

ことを目的として取り組む。 
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（１）経営支援 

 

（２）産業振興 

 

情報交換の場 

(当会を除いた参加団体等) 
頻度 

情報等の内容 

（情報交換の目的と期待する効果） 

県連隠岐ブロック経営支援リーダー会議 

(連合会専門経営指導員・隠岐の島町・西

ノ島町商工会経営指導員) 

年１回 

【継続】

施策・経営支援事業説明、各商工会の取り組み状況等

(支援メニュー情報の収集や他の商工会の支援事例等

の情報を共有し、当商工会の支援方法の多様化を図る)

経営改善貸付推薦団体連絡協議会 

（通称：マルケイ協議会） 

(日本政策金融公庫松江支店、各商工会) 

年２回 

【継続】

マルケイの貸付状況、各地区の景況、経営支援につい

て情報交換 

(隠岐も含めた本土の東部地域の経営指導員が一同に

会し資金需要や金融商品、また各地域の景気動向につ

いて情報を共有することにより、広域的な景況や支援

事例等を把握し、当商工会の支援方法の多様化を図る)

島根県信用保証協会との協議会 
年１回 

【継続】

県全体や圏域の融資状況について情報交換 

(新たな制度融資の説明や圏域の融資状況の情報交換

を行うことで資金需要を把握する) 

税務連絡協議会 
年１回 

【継続】

西郷税務署・隠岐青色申告会との情報交換 

（西郷税務署と商工団体・隠岐青申会との意見交換や

税制改正の研修会を行うことにより小規模事業者へ的

確な指導体制を整える） 

圏域金融機関との懇談会 
随時 

【継続】

山陰合同銀行海士支店・浦郷支店との情報交換会 

（圏域の金融動向と資金需要を金融機関と共有するこ

とで、小規模事業者の円滑な資金繰りに対応する） 

専門家との情報交換 
随時 

【継続】

派遣事業者の業界情報等についての情報交換 

（専門家派遣時において支援のノウハウ等情報交換を

行う） 

商工会内での情報交換 

(全職員) 

毎月 

1 回 

【継続】

全職員による情報交換等での内容を説明・周知 

(商工会内部での情報交換を定期的に実施することに

より、自身が担当する業務以外の知識等の習得が図れ、

より広い視点での小規模事業者支援ノウハウの向上を

図る) 

一般社団法人海士町観光協会・離島キッ

チンとの情報交換 

随時 

【新規】

離島キッチンでの展示会やアンケート調査をもとに 

担当者との情報交換 

（顧客ニーズを把握し新商品開発に繋げる） 
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２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

経営指導員等は関係機関の実施する研修会に参加し、支援能力の向上を図る。特に小規模

事業者の利益の確保に関する支援ノウハウの習得が図られるような研修については重点的に

受講する。具体的には商工会連合会や中小機構等が実施する以下のテーマに準ずる研修を受

講する。 

   1)．小規模事業者支援研修  2)．計画策定研修(経営改善・経営革新等) 

   3)．経営支援事例研修    4)．創業者支援研修 

   5)．財務分析等の経営状況の把握手法の研修   6)．外部環境分析の研修 

また、経営支援の基礎や専門的な知識を習得するために、全国連が実施している「経営指

導員等 Web 研修」を全職員が受講する。 

専門家派遣事業を活用した場合は、専門家の有する支援ノウハウ等の習得を意識して、

同行する。 

■支援ノウハウ及び小規模事業者の経営状況の分析結果等の組織内での共有 

事務所内では、以下の支援能力の習得に向けて計画的に勉強会を開催し、支援ノウハウを

組織内で共有する。 

・小規模事業者の事業計画作成支援ができるようになること。 

・エキスパートバンク事業等専門家派遣事業の内容を理解し小規模事業者に説明ができる

ようになること。 

・創業補助金・ものづくり補助金等各種補助制度の内容を理解し小規模事業者に説明がで

きるようになること。 

・経営革新計画や六次産業化等国の法認定に係る事業内容を理解し小規模事業者に説明が

できるようになること。 

・日本政策金融公庫のマルケイ資金や島根県信用保証協会の融資制度を理解し小規模事業

者に説明ができるようになること。 

 

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 

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

行うものとする。 

①．海士町・知夫村の商工観光担当課並びに観光協会担当者、外部有識者としてＬＬＰしま

まの代表者（玉沖仁美氏）や山陰合同銀行海士支店長をメンバーに協議会を立上げ、事

業の実施状況・成果・見直し案の提示を行い今後の方針を決定する。 

②．事業の成果・評価・見直しの結果について隠岐國商工会理事会において報告し承認を受

ける。 

③．理事会において承認を受けた後、隠岐國商工会の広報誌並びにホームページや海士町・

知夫村が発行する広報誌においても公表する。 

海士町地域産業振興推進協議会 

（海士町・島根県農協・海士町漁協） 

随時 

【新規】

海士町内産業振興・人材育成に関する情報交換 

（海士町並びに各団体による産業振興を図るための情

報交換を行い、創業・新規就業者の増加に繋げる） 

隠岐スモールビジネス協議会 

（隠岐の島町・西ノ島町・海士町・知夫

村・島根県隠岐支庁・隠岐 3商工会・ 

各小規模事業者） 

随時 

【継続】

隠岐特産品開発・販路開拓支援のための情報交換 

(首都圏における展示会や県外・県内の施設における島

根フェア等への出展を支援し、商品力強化・商品開発

に関する情報を収集するとともに隠岐特産品の販路開

拓を支援する) 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（平成２８年 ４月現在）

（１）組織体制 

■隠岐國商工会組織図 

通常総会 

 

 

              監査会          正副会長会 

 

 

理事会 

 

          部         部 会        委員会 

           

        女性部・青年部   商業・観光・建設     金融審査 

 

 

■事業実施職員数 

事務局長   １名 若林俊裕 

経営指導員  １名 安達勝教 

補助員    １名 濱いつ子 

記帳専任職員 ２名（本所：戸鳴真弓・支所：西村秀美） 

   計    ５名 

 

 

（２）連絡先 

隠岐國商工会本所 

住  所 〒684-0404 島根県隠岐郡海士町大字福井１３７５－１ 

電話番号 ０８５１４－２－０３７６ 

Ｆ Ａ Ｘ ０８５１４－２－０７７５ 

Ｅ―mail okikunishoko@space.ocn.ne.jp 

HP ｱﾄﾞﾚｽ http://okikuni.shoko-shimane.or.jp 

 

 

隠岐國商工会知夫支所 

住  所 〒684-0102 島根県隠岐郡知夫村７７６－１ 

電話番号 ０８５１４－８－２１６６ 

Ｆ Ａ Ｘ ０８５１４－８－２３７３ 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                  （単位 千円） 

 
28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

必要な資金の額 39,400 40,000 35,000 40,000 40,000

 

経営改善普及

事業 

 

全国展開支援

事業 

 

29,400 

 

 

10,000 

30,000

10,000

30,000

5,000

30,000 

 

 

10,000 

30,000

10,000

（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 

県補助金、全国連補助金、町村補助金、会費、事業受託費、共済手数料、記帳手数料 

雑収入 

（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。 

 
（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 

【個者支援】 
（全体図） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

隠岐國商工会 

【協力先】 

海士町観光協会 

知夫里島観光協会 

【行政機関】 

海士町 

知夫村 

【外部連携先】 

島根県商工会連合会 

しまね産業振興財団 

【金融機関】 

山陰合同銀行 

海士支店 

浦郷支店 

日本政策金融公庫 

 松江支店 

小

規

模

事

業

者 



１４ 
 

【全国展開支援事業】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【創業・第二創業（経営革新）支援】 
 
 
 
 
             専門家派遣       専門家派遣 
 
 
                         相談 
                          
 
                        制度案内 
 
 
             資金調達打診      事業計画作成支援 
 
 
 
                   融 資   
                        
 
 
 
 
 

隠岐國商工会 

【行政機関】 

島根県隠岐支庁 

海士町 

知夫村 

【専門家】 

㈱紡 玉沖仁美氏 

㈲典座舎 

齋藤章雄氏 

【協力先】 

海士町観光協会 

知夫里島観光協会 

小

規

模

事

業

者 

【外部連携先】 

島根県商工会連合会 

全国商工会連合会 

 

小

規

模

事

業

者

及

び

創

業

予

定

者 

隠

岐

國

商

工

会 

【外部連携先】 

島根県商工会連合会 

しまね産業振興財団 

【金融機関】 

山陰合同銀行 

海士支店・浦郷支店 

日本政策金融公庫 

松江支店 
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連携者及びその役割 
 
（１）連携者の名称、代表者氏名、住所、電話番号及び連携する内容 
 

名 称 代表者氏名 住所・電話番号 連携する事業 

島根県隠岐支庁 溝口善兵衛 隠岐郡隠岐の島町港町塩口 24
℡ 08514-2-9601 

全国展開支援事業 

海士町 山内道雄 隠岐郡海士町大字海士 1490 
℡ 08514-2-0111 

個者支援 
全国展開支援事業 

知夫村 福山孝行 隠岐郡知夫村 1065 
℡ 08514-8-2211 

個者支援 
全国展開支援事業 

島根県商工会連合会 石飛善和 
松江市母衣町 55-4 
℡ 0852-21-0651 

個者支援 
全国展開支援事業 
創業・第二創業（経営革新）支援

（財）しまね産業振興財団 山崎征爾 松江市北陵町 1 
℡ 0852-60-5111 

個者支援 
創業・第二創業（経営革新）支援

全国商工会連合会 石澤義文 東京都千代田区有楽町 1-7-1 
℡ 03-6268-0086 

全国展開支援事業 

（一財）海士町観光協会 中村等光 隠岐郡海士町大字福井 1365-5
℡ 08514-2-0101 

個者支援 
全国展開支援事業 

知夫里島観光協会 福山孝行 隠岐郡知夫村 1730-6 
℡ 08514-8-2272 

個者支援 
全国展開支援事業 

日本政策金融公庫松江支店 浜崎 剛 松江市殿町 111 
℡ 0852-23-2651 

個者支援 
創業・第二創業（経営革新）支援

山陰合同銀行海士支店 深田慎哉 隠岐郡海士町大字福井 969 
℡ 08514-2-1111 

個者支援 
創業・第二創業（経営革新）支援

山陰合同銀行浦郷支店 前田真司 隠岐郡西ノ島町大字浦郷 257 
℡ 08514-6-0124 

個者支援 
創業・第二創業（経営革新）支援

㈱紡 玉沖仁美 東京都港区麻布十番 1-2-7 
℡ 03-6277-8123 

全国展開支援事業 

㈲典座舎 齋藤章雄 東京都千代田区丸の内 1-9-1 
℡ 03-6269-9401 

全国展開支援事業 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


