
経営発達支援計画の概要 

実施者名 松江商工会議所 

実施期間 平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日 

目標 

松江市の特徴である観光関連業とものづくり産業等から小規模事業者の

収益向上に向けた支援を実施する。事業計画策定や新分野進出・事業承

継について伴走型支援を基本とし、各種支援機関とも連携し年間 110 件

の支援計画を策定する。計画策定事業者を定期的に訪問等し PDCA サイク

ルにより計画実施のフォローアップを行っていく。 

事業内容 

１.経営発達支援事業 

●事業実施フロー 

①地域の経済動向調査に関すること  

当所独自の調査結果や他機関の調査結果の活用により地域内の 

経済状況を指導員が共有する。また、当所機関誌やホームペー 

ジで当所調査結果を公表する他小規模事業者へ提供する。 

②経営状況の分析に関すること 

巡回訪問・窓口相談、各種セミナー参加事業者に働きかけ事業者

の現状分析を行い、課題を整理する。 

③事業計画策定支援に関すること  

観光関連産業・ものづくり産業を中心に、制度融資支援先、青色

申告事業者に対し事業計画策定の重要性を説明し、同意された先

に伴走型で事業計画策定を行う。必要に応じ各種支援機関と連携

しながら策定を進める。 

④計画策定後の実施支援に関すること 

策定した事業計画により事業者が円滑に事業を進められるよう、

定期的に PDCA を基本とした計画の実行度を支援していく。 

⑤需要動向調査に関すること  

経済センサスや県の商勢圏実態調査・観光動態調査、各種経済誌

(紙)等活用やバイヤーからの情報により需要動向を掴み事業者の

計画づくりとフォローに活用する。 

⑥新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

   ものづくり産業や観光関連産業を中心とした販路開拓支援は、中

海・宍道湖・大山圏域の広域連携で実施する販路開拓事業を利活

用する。また、農林水産品加工品や手仕事ものづくり産業の支援

については関連団体と連携し取り組ん販路開拓に取り組む。販路

支援事業後に個社の状況を確認し引き続き伴走型支援を行う。 

２.地域の活性化に資する取り組み 

 まちゼミ、まちバル、各種の観光イベント等の面的支援事業実施に 

より小規模事業者の利益向上に資するとともに、そこで発生する個々

の経営課題については伴走型支援で課題解決していく。 

連絡先 
〒６９０－０８８６ 松江市母衣町５５－４ 

松江商工会議所 産業振興課 高尾健司 
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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 

地域の現状について 

当地域は、中小企業者数９，６９５件で内小規模事業者数は６，５７４件である。

県庁所在地で国の出先機関等官公庁が多く、主に公共事業が地域経済を支えている。

加えて、それに関連した首都圏企業の支店支社や建設業・サービス業者が多く存在

している。松江城を中心とした城下町として栄え、城主が茶の湯を奨励した歴史も

あって和菓子の消費量が全国２位であるなど京都・奈良に並ぶ国際文化観光都市と

して、観光入込客は年間約 1千万人を数える。このため観光産業関連業種も多い。

製造業については、主に大手農機具メーカーの下請け企業で構成されている。 

当市を含む中海・宍道湖・大山圏域は古くから、中核的な都市圏として発展し、今

後も地域資本のダムとしての役割を果たしていく。 

 

島根県中小企業支援計画によれば県内の中小・小規模事業者の抱える課題として、

「経営環境の変化に迅速に対応するためには、経営者自らが経営計画を立て、計画

の結果と比較分析を行い、次の行動を講じることが求められる。 

しかしながら経営計画策定企業は概ね２割以下と言うアンケート結果であり、環境

の変化に対応できず継続的な経営改善が行われていないことが浮き彫りとなった。 

また、高齢化や経営の悪化による事業閉鎖・廃業が進み、雇用の場が減少し、若年

層が県外流出する等人口が減少することで地域の活力が低下してきている。（抜粋）」

とある。 

支援機関には、小規模事業者自らの経営計画策定、ＰＤＣＡサイクルを基本とした

持続的な経営に向けた支援と、起業、創業、事業承継支援により、廃業などの増加

を起因とする事業者と雇用の場の減少に対応することが求められている。 

今後はそれを踏まえ、広域での活動も視野に入れながら小規模事業者支援、産業振

興を図っていく。 

 

 

[松江商工会議所のこれまでの取り組み] 

地域の総合経済団体、そして、中小・小規模事業者の支援機関として次の点につ

いて重点的に取り組むとともに、５カ年間（２０１４年度から２０１８年度）の事

業展開の方向性・方針を明確にするため「中期行動計画」を策定した。 

 企業と地域を元気にするため、地域の総合コーディネーターとして｢中小企業の活

力強化｣と「地域経済の活性化」に取り組むことを理念とし、その理念に基づき今後

５年間の挑戦すべき目標を設定、それを達成するための行動計画である。 

 

【まちづくり】 

松江市中心市街地活性化協議会が平成１８年１２月に設立されるとともに、当所

内に事務局が設置された。現在２期松江市中心市街地活性化基本計画の事業を実施、

再開発を念頭にしたコンパクトシティとしての都市機能整備に取り組んでいる。 

 

【ものづくり】 

従前は、食品製造業が主であったが、平成の大合併により、大手農業機械メーカ

ーの下請け企業である金属加工業のウェートが増加した。松江市がそれに対応する
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ものづくり拠点として設置した「まつえ産業支援センター」が一昨年から稼働。当

所では同センターへ専従職員を派遣するとともに、他団体・行政と一体となって広

域のビジネスマッチング事業を通じ販路拡大を目的とした企業支援を行っている。 

 

【観光振興】 

県外観光客誘客を目指し、季節ごとのイベント(松江水郷祭・松江祭鼕行列等)の

内容の見直しを進めるとともに、中海・宍道湖・大山圏域の観光関連団体・行政と

一体となってインバウンドへ向けた取り組みを実施している。 

 

【広域連携】 

中海・宍道湖・大山圏域市長会と中海・宍道湖・大山ブロック経済協議会が行政

と経済界の両輪となって、平成２４年より中海・宍道湖・大山圏域での各種活動を

実施している。 

ものづくりにおいては他地域への販路拡大を図り、観光振興については２０２０

年の東京オリンピックがきっかけとなり増加が見込まれる外国人観光客に対して、

圏域が一体となった情報発信や受入整備を行い、広域観光による誘客の推進を図っ

ていくこととしている。 

（＊）中海・宍道湖・大山ブロック経済協議会 

島根・鳥取両県の県境を跨ぐ商工団体が相互に連携して、産業基盤の整備、

観光の振興等を促進し、地域経済の総合的な振興発展に寄与することを目的に

平成２４年に設立。 

会 長：松江商工会議所会頭 事務局は当所に設置。  

構成員：米子・境港・松江・安来・出雲・平田各商工会議所 

米子日吉津・大山町・南部町・伯耆町・日南町・日野町・江府町・ 

まつえ北・東出雲町・まつえ南・斐川町・安来市・出雲市の各商工会・

鳥取県西部商工会産業支援センター 

（＊）中海・宍道湖・大山圏域市長会 

中海・宍道湖・大山圏域の構成市の行政上の共通課題等について連絡調整を

行い、圏域の総合的・一体的な発展の推進を図ることを目的に平成２４年に設

立。  

会 長：松江市長 事務局は松江市に設置。 

構成員：米子市・境港市・松江市・出雲市・安来市 

オブザーバー：大山圏域７町村 

（南部町・伯耆町・日吉津村・大山町・日南町・日野町・江府町） 

 

【経営改善普及事業】 

決算・記帳については税務署・税理士会・青色申告会と連携しながら個人の小規

模事業者を中心に年約６００件以上のアドバイスを行っている。 

金融は県・市・島根県信用保証協会・日本政策金融公庫・地元金融機関と連携し

融資に係る推薦を年約５００件以上行っている。 

金融面で厳しい状況に置かれている事業者には経営安定特別相談室（商工調停士

３名）で重点的に相談を行いながら、ベテランの経営指導員（管理職含む）及び経

営安定支援専門員（県制度の外部人材３名）がフォローアップを行っている。 

事業継続・事業承継・Ｍ＆Ａ・創業については随時相談を受け付けている。 
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【松江商工会議所のイノベーション】 

  現場に立脚し会員ニーズや課題の把握と課題解決等のフィードバック、女性会・

青年部との共動、職員資質の向上に取り組んでいる。 

 

（参考）松江商工会議所中期行動計画 
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■経営発達支援計画の目標について 

前述までの取り組みを行うことにより地域内小規模事業者の収益の向上を目指し 

 ていく。 

 

＜目標達成の方針と目標値＞ 

冒頭の地域現状課題やこれまでの取り組みを踏まえ、課題対応として観光関連産

業とものづくり産業に属する小規模事業者の支援を重点的に実施する。 

従事する経営指導員はフェイス to フェイスを心がけながら、やる気のある企業を

発掘し、支援することで地域活性化につなげていく。 

・事業計画作成について、巡回・窓口相談、セミナーや相談会の実施を通し、事

業所の現状分析による課題抽出、それを基とする経営計画策定を提案し、改善

につなげる。 

・支援の際は、これまで経営計画策定の経験が無い事業者が殆どであると推察さ

れるので経営計画の必要性を丁寧に説明することを心がける。 

・経営指導員が個々の事業者の課題を一人で抱え込まないよう、ベテラン経営指

導員を中心とした検討会を実施し、課題解決の的確性化とスピード化を図る。 

・島根県制度による「経営力強化アドバイザー」・「エキスパートバンク」、中小  

機構のミラサポ制度による専門家派遣、よろず支援拠点への紹介等、小規模事

業者のニーズに合わせた支援をコーディネートする。 

・計画を実施するため、ベテラン経営指導員が、若手経営指導員および補助員記

帳専任職員を帯同し、支援技術や地域業界動向についての伝授活動を行い、伴

走型支援が出来る経営指導員の育成を行っていく。 

（目標） 

事業計画作成につき、経営指導員・専門経営指導員１１名で１人当り年間１０

件計１１０件を目標として支援活動を行う。 

伴走型支援の体系 

 

 

                                    

 

 

                                   

 

                                 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①経営状況分析 

②計画策定支援 
課題抽出

問題提起

経営分析

解決案策定

④計画実施支援 

⑤販路開拓支援 

事業計画化

計画実施

③市場調査支援
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Ａ 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間 

平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

１.地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

  次の調査を基に地域内の事業者の経済動向や実態を現場で把握し、従前から 

行っている相談所打ち合わせ会で経営指導員がそのデータを共有し支援先へ情

報提供する。また当所独自の「地域経済季報」は当所月刊誌「しょほう」にて会

員へ提供するほか当所ホームページでも情報提供する。 

 

(１)当所で実施する調査事業 

○中小企業景況調査(日本商工会議所)(四半期毎に実施、調査先４５社) 

［実施方法］ 

 経営指導員による調査票の配布と回収。 

［調査項目］ 

・売上額、客単価、客数、資金繰り、仕入額、在庫量、採算等につき 

   今期・前期・前年同期比。 

・設備投資の実施有無、投資内容について。 

・直面する経営課題について。 

   回収データを業種別に集計し経営指導員にデータ提供。 

   

○地区内事業者の状況等調査(毎月実施、調査先３０社程度) 

［実施方法］ 

      業種ごとに収支の増減、景況感を中心としたトピックス的な話題 

や課題を聴取。集計資料は経営指導員に提供し各種相談業務に利用す

る。 

      

  ○地域経済季報（四半期毎に実施） 

［実施方法］ 

各業界の動向を担当経営指導員が巡回相談等を通じて現状と今後 

の見通しについて現場の生の声を聞き、まとめるもの。当所月刊誌「し

ょほう」にて会員へ提供。今後は当所ホームページにも掲載予定。 

 

  ○観光周遊行動調査（中海・宍道湖・大山圏域観光アンケート調査） 

     当所が事務局を務める中海・宍道湖・大山圏域観光連携事業推進協 

議会が松江工業高等専門学校ならびに中海・宍道湖・大山圏域市長会と

の協働により、圏域内鉄道駅・空港・道の駅・観光施設および宿泊施設

等において実施。観光客のニーズや消費動向等を観光施設・団体へフィ

ードバックすることで商品造成や経済効果を高める施策に役立てる。 

（参考：過去の調査） 

中海・宍道湖・大山圏域における周遊行動特性に関する調査 

＜報告：２００８年８月／松江工業高等専門学校＞ 
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      中海・宍道湖・大山圏域観光アンケート調査 

     ＜報告：２０１４年３月／松江工業高等専門学校、中海・宍道湖・ 

大山圏域観光連携事業推進協議会＞ 

 

   (２)他機関調査のデータの活用 

日本銀行松江支店短観、日本政策金融公庫松江支店景況調査等を活用し 

地域の経済動向を掴む。 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

    数値的な分析については、税理士会・青色申告会との連携による所得税確

定申告相談会（約６００件／年）、経営計画策定セミナー受講者、経営指導員

の窓口・巡回相談を通じ、過去３年間の決算書から財務状況を把握する。 

事業承継においては、現状において事業者からの自発的な事業承継の相談は 

少ないが、高齢化率が全国で３位である当県において、潜在的には事業承継 

の問題を抱える事業者は多いと思われる。 

商工会議所から声掛けし案件化した事例もある。 

ベテラン経営指導員を中心にこの問題を積極的に取り扱い、解決に向けた 

支援を行っていく。 

 

(既存事業所・第二創業事業内容) 

① 巡回訪問による事業者の経営状況確認と分析を実施する。特に島根県制
度融資及び指定保証制度を受け付けた場合は、経営指導員の意見書又は

推薦書の添付を義務付けられているため、事業所を訪問し、事業内容、

販路、売上構成、従業員数の推移、事業者の特性について常に聞き取り

を行い、加えて決算書等により経営内容の分析を行う。 

② 小規模事業者の経営改善についての資金は基本的にマル経資金で対応
するが、事業の持続的発展が見込まれ、マル経では充分に対応しきれな

いような案件に対しては、日本政策金融公庫普通貸付や新設予定の小規

模事業者経営発達支援融資制度への推薦を積極的に行い、実行後も事業

内容、経営成績、財務状態等について継続的に把握することで経営支援

の基礎情報の蓄積を行い、事業所の持続的な発達に活用する。 

③ 課題別各種セミナーを開催し、経営指導員等は参加小規模事業者と共に
問題点の把握に努め、取り組むべき課題と解決策について検討する。 

 

 (事業承継事業内容) 

島根県の高齢化率は全国３位（内閣府調べ）である。また、後継者不在率は

７２．８％と全国６位である。（中小企業基盤整備機構中国本部調べ）そうし

た状況を少しでも改善するために、次世代へのバトンタッチ(事業継続・Ｍ＆

Ａ)を計画的に支援していく。 

(目標)  
支援内容 現 状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

巡回訪問件数(件) 1,900 2,000 2,020 2,040 2,060 2,100
セミナー開催数(回)    6    8    8    8    8    8
経営分析数(件) 74 150 155 160 165 170
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３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

「1.地域の経済動向調査に関すること」「2.経営状況分析に関すること」「4.事

業計画策定後の実施支援に関すること」「5.需要動向調査に関すること」「6.新

たな需要の開拓に寄与する事業に関すること」を念頭に置きながら、伴走型の

事業計画策定支援を行う。 

(事業内容) 

既存事業所 

 ①事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起こしについては、前出の 

<目標達成の方針と目標値>に記載の松江市の地域性を表す産業である 

観光関連産業（郷土料理店・飲食業、土産品等販売業、旅客運送業） 

と、ものづくり産業（機械金属加工、食品製造、手仕事工芸品）を中 

心に、重点的な巡回やセミナーの開催、業界への働きかけで事業計画策 

定の必要性を説明する。 

②マル経資金や県制度資金利用申込者については資金計画策定の重要性 

を説明する。 

③青色申告事業者で当所の記帳支援を受けている事業者については決算 

指導会や源泉所得税納付演習会等の機会を捉え事業計画作成の必要性 

を説明する。 

④小規模事業持続化補助金や各種補助金申請時を捉え事業計画策定支援 

を行う。 

   ⑤前出①～③により計画策定に同意された事業者と④の事業者に対して 

持続的な発展が可能な計画を伴走型で支援する。 

策定中の計画については経営指導員による検討会を適宜開催する他、 

行政、中小機構、島根県よろず支援拠点(しまね産業振興財団)等各種 

支援機関との連携や専門家の投入も積極的に行う。 

 創業・第二創業 

平成２５年度、当所における創業者に係る支援件数は３０社あり、資金調達 

計画・店舗展開計画・販促計画・記帳指導等の支援を行ってきた。 

一方、同年度に当所の退会理由として最も多かったのは「廃業」の２９社で 

あり、（廃業退会者は当時の会員数の１．２％）その中には事業主が高齢となり 

経営が続けられなくなったケースが多くある。 

これら地域の経済の停滞感を払拭し活性化につなげていくため、創業関連支 

援事業の実績があるＮＰＯ法人・士業とも連携して積極的な創業支援を行う。 

第二創業（経営革新）については県補助金獲得など既存企業の新分野進出支 

援(新規事業計画策定支援)を積極的に行う。 

 

(創業支援事業内容) 

①島根県商工会連合会・島根県東部４会議所の共催により創業セミナー 
を開催する。（ＮＰО法人・士業等との情報交換と連携） 
②創業セミナー開催後に同様連携にて創業塾を開催し起業・開業へ導く。 

③当所ホームページ、機関誌で創業相談の窓口を告知する。 

④窓口を訪ねる創業者（創業塾受講者で未開業の者）への個別支援とし 

て、島根県よろず支援拠点や金融機関と連携し開業計画の策定支援 

を実施する。 

⑤創業者向け制度融資の斡旋や補助メニューの紹介等の支援を実施する。 
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特に中心市街地でのチャレンジショップ制度に該当する事業予定者の 

補助金申請について積極的に支援する。 

   ⑥経営指導員による検討会を案件ごとに随時開催する他、必要に応じ各 

種支援機関の専門家を利用し事業計画のブラッシュアップを実施する。 

また、補助金申請についてもアドバイスを行っていく。 

(第二創業事業内容) 

①第二創業(経営革新計画)については当所ホームページや平素の窓口・ 

巡回相談等のＰＲを通じ、計画策定希望事業者に対して課題抽出と各 

種分析などの支援業務を行う。 

②指導員による検討会を案件ごとに随時開催する他、必要に応じて、県 

等の専門家派遣制度、ミラサポを利用し継続して計画策定に向けた支 

援を実施。 

(事業承継事業内容) 

一昨年当所に設置した「事業引継ぎ相談窓口」のＰＲや平素の窓口・巡回相 

談等を活用し、県等の専門家派遣制度、ミラサポの活用や広島県事業引き継 

ぎ支援センターとの連携により日常業務に優先順位の高い業務と捉えて積極 

的に支援していく。 

(目標) 

項目 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

セミナー・説明会開催数 6 8 8 8 8 8
事業計画策定支援者数 99 110 115 120 120 120

創業ｾﾐﾅｰ開催回数 1 1 1 1 1 1
創業塾開催回数 1 1 1 1 1 1
創業支援者数 30 32 34 36 38 40
第二創業支援者数 11 11 12 13 14 15
事業承継・事業継続支援者数 7 10 15 20 25 30
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４.事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

「2.経営状況分析に関すること」「5.需要動向調査に関すること」を念頭に置き 

ながら、伴走型の事業計画実施支援を行う。 

   既存事業所 

①日本政策金融公庫が新設予定の小規模事業者経営発達支援融資制度による 

資金調達、経営革新への取り組みや事業の持続を目的とする補助金の獲得 

等に加え、改善計画、再建計画を必要とする小規模事業者に対し経営指 

導員等による積極的な計画策定支援を行うとともに実施後（中）に売上、 

販売内容、資金繰り、記帳等の適切なアドバイスを行い、計画のフォロー 

アップを行っていく。 

②経営革新計画認定事業者等支援により他事業者のモデルケースとなる事例

は積極的に当所月刊誌等でＰＲを行いより多くの事業計画策定へつなぐ。 

③事業計画策定後３カ月に１回程度の訪問を実施し、ＰＤＣＡを基本とした計

画の実行度を確認していく。特に｢小規模事業者持続化補助金」等各種補助

金利用者「小規模事業者経営発達支援融資制度」をはじめとする制度融資な

どの利用者については資金繰りの確認も含めフォローアップを徹底する。 
   創業 

 開業後は定期的に（３ヶ月、６ヶ月、１２ヶ月、１８ヶ月）個別フォロー

アップを実施し経営の安定・発展を支援する。 

第二創業 

経営革新認定後の数値目標の確認と目標達成に向けたフォローを実施する。 

   事業承継 

    広島県事業引継ぎ支援センターとの連携により日常業務に優先順位と捉 

えて積極的に支援していく。 

(支援目標) 

項目 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

既存事業所ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ数 45 55 110 165 165 165

創業者ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ数 30 32 34 35 38 40
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（参考）◇当所月刊誌「しょほう」による各種補助金利用事業者の活動紹介 
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５.需要動向調査に関すること【指針③】 

需要動向調査については、経済センサスや市統計調査から抽出するほか各 

種経済誌（紙）の掲載記事も需要動向の参考資料とする。 

また、３年に１度実施される島根県の商勢圏実態調査や観光動態調査、今 

夏当所を中心とした団体が実施予定の中海・宍道湖・大山圏域観光アンケー

ト調査、従来からつながりのある全国エリアで活動するバイヤーや各種専門

家（アドバイザー）から得た情報も用いながら、市外からの購買動向も併せ

て把握し、販売計画作りに活用する。 

(事業内容) 

①「２.経営状況の分析に関すること」①～③により抽出された課題の解決に 
むけ販路情報の提供や相談内容に応じた情報を提供する。 
②専門的な課題については指導員による検討会を基本的に週一度開催するほ 
か、行政、独立行政法人中小企業基盤整備機構、公益財団法人しまね産業 
振興財団等の支援制度を利用し相談に応えていく。 

(目標) 
支援内容 現 状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

巡回訪問件数(件) 1,900 2,000 2,020 2,040 2,060 2,100
セミナー開催数(回)    6    8    8    8    8    8
経営分析数(件) 74 150 155 160 165 170
 ※再掲 

 

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】 

   本項目で実施する事業のうち①から⑦までは広域連携もしくは地域内での  

連携により実行委員会等の形式で実施。事業者の販路拡大や生産現場、営業の

改善等につなげるものである。 

また、事業運営上の一般的な課題として、 

ⅰ構成団体や事業担当者により考え方の違いが多く、まとまりにくい。 

    ⅱ継続事業の場合、企画内容や参加者が固定化しやすい。 

  等があげられる。 

   これらを踏まえ、事業者の立場で次に力点をおいて事業を進めていく。 

 

・地域の産業集積や地域資源、独自ノウハウ等を活かした商品開発、販路開拓、

売れる仕組みづくりを支援し、地域産業の競争力を底上げしていくことで、県

外からの新規受注獲得を目指す。 

・全国各地で開催される展示会、商談会、ビジネス交流会への参加を積極的に後

押ししていく。 

・当所が主催する展示会、商談会、ビジネス交流会等については、広域に参加  

企業を募集することで、マッチング機会の創出と成果を上げていく。そのため

に、市内はもとより中海・宍道湖・大山圏域の商工団体、自治体とも連携して

開催する。 

・ＩＴや地元マスメディアの支援も得ながら、個社ならびに商品のＰＲにも積 

極的に寄与していくことで、情報発信力の弱い小規模事業者の認知度向上を図

る。 

・行政や支援機関と連携し海外進出・販路拡大に係るセミナーを開催するとと 

もに、各種海外取引関連補助金の支援窓口として適宜助言アドバイスを行うな

ど参加企業の海外進出支援、販路拡大に向けたフォローを行う。 
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・各事業終了後には事業の総括、参加事業者へのヒアリング等を実施し、事業  

開催効果の検証を行い改善に努める。その上で、前出の『2.経営状況の分析に

関すること」の策定・実施支援の課題解決にループし個社支援・伴走型支援に

つなげていく。 

   

（事業内容） 

  ①中海・宍道湖・大山圏域ビジネスマッチング商談会【指針④】 

地元機械・金属ならびに食品関連のものづくり企業の取引拡大を図るた  

め、中海・宍道湖・大山圏域ものづくり連携事業実行委員会（＊）の主催によ

り大規模な展示会・商談会を年 1回のペースで継続して実施する。 

圏域外からのバイヤー招致については、参加企業のニーズも踏まえつつ、  

県東京事務所などさまざまなルートから参加を呼びかけ、地元企業とのマッチ

ングを図る。 

 

（目標） 

項目 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

中海・宍道湖・大山

圏域ビジネスマッチ

ング商談会開催回数 

1 1 1 1 1 1

商談会エントリー数 276 280 285 290 295 300
バイヤー来場者数 30 35 40 45 50 55
（＊）中海・宍道湖・大山圏域ものづくり連携事業実行委員会 

中海・宍道湖・大山圏域内企業の連携や交流を促進し、圏域経済の活性

化を図ることを目的にして平成２４年度に設立された。６会議所、６商工

会、５自治体で構成している。販路開拓支援としてビジネスマッチング事

業、企業データベース「中海・宍道湖・大山圏域ものづくり.net」の管理

運営を行っている。 

 

  ②合同プレス発表会【指針④】 

松江地区商工会・商工会議所連携協議会（＊）が主催し、中海・宍道湖・大

山圏域の商工団体に参加を呼び掛け、マスコミ向けに新商品・新サービス・新

事業をＰＲする合同プレス発表会を当所が主体となって継続して実施する。マ

スコミを通したＰＲの機会を得ることで、認知度向上、新規受注獲得、売上増

加を目指すもの。担当経営指導員による伴走型支援を通し、商品力の向上や販

路拡大に向けたアドバイスを行う。 

 

（目標） 

項目 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

合同プレス発表会 

開催回数 
2 2 2 2 2 2

プレス発表企業数 27 28 29 30 31 32
マスコミ来場社数 7 7 7 7 7 7
（＊）松江地区商工会・商工会議所連携協議会 

   松江市内の商工団体が連携し、商工業の発展および地域振興を図ること  

を目的に平成２５年に設立された。まつえ北商工会、まつえ南商工会、東
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出雲町商工会、松江商工会議所の市内４商工団体で構成する。 

③備後地域などとのビジネス交流会【指針④】 

平成２７年３月中国横断自動車道尾道松江線の全線開通を見通し、尾道・福

山・府中商工会議所の協力を得て、機械金属を主体としたものづくり企業の交

流会を３年前より本格的に実施。開通後においても、定期的にビジネス交流会

等を両圏域で相互に開催するなど関係性を保ち、顔の見える関係性を構築して

いくことでものづくり企業の連携強化や受注機会の増加につなげる。また四国

伊予地域など備後地域以外のエリアとのビジネス交流の実施についても模索

していく。 

 

（目標） 

項目 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

備後地域などとの 

ビジネス交流会  

開催回数 

3 2 2 2 2 2

ビジネス交流会  

参加社数 
30 31 32 33 34 35

 

④県外商談会・展示会【指針④】 

地元企業が関東、関西、山陽方面などの遠隔地で開催される商談会や展示会 

等に積極的に参加できるよう小規模事業者持続化補助金、県の経営革新支援補

助金、市の販路開拓支援事業補助金など活用できる補助メニューを積極的に斡

旋し、計画策定に当たっては、現在の経営規模や経営体制に即した計画を作成

し、実現可能性を高めるため、適宜、専門家派遣制度も活用するなどして、小

規模事業者の経営力強化に資する。 

 

（目標） 

項目 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

県外商談会・展示会

等参加企業斡旋数 
8 10 10 10 10 10

販路開拓等支援 

補助金斡旋数 
5 6 7 8 9 10

 

⑤県外観光イベント等への出店事業【指針④】 

松江地区商工会・商工会議所連携協議会が主体となり、市内事業者への出展 

を促し、販路拡大支援を行うとともに、県外消費者の嗜好等のマーケティング

も合せて行う。平成２５年度はグルメサミット in 尾道に出展した。 

(目標) 

項目 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度
開催回数 1 1 1 1 1 1
出店者数 3 4 5 5 6 6

  

  

 ⑥農水商工連携事業【指針④】 

    まつえ農水商工連携事業推進協議会（＊1）を通じて地域資源を活用した新
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商品の開発を行うとともに、県内外における試食会やイベントを通じて販売

促進及び広報ＰＲを行い、小規模事業者の販路開拓支援につなげた。 

 

(目標) 

項目 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

開発商品数 14（＊） 15 15 16 16 17

    （＊）Ｈ２５実績による 

（＊1）まつえ農水商工連携事業推進協議会 

      農水商工連携事業を通じて新商品開発および販路拡大を図ることで    

地域資源の活用と関連産業の発展を目指し、平成２２年に設立。 

      会 長：松江商工会議所 専務理事 

      構 成：松江商工会議所、島根県農業協同組合くにびき地区本部、 

松江市、まつえ北商工会、まつえ南商工会、東出雲町商工会、 

漁業協同組合ＪＦしまね、宍道湖漁業協同組合、 

一般社団法人松江観光協会 

 

 ⑦玄丹そば振興事業【指針④】 

   玄丹そば協議会（＊2）が生産する地元産のそばを通じてそば処松江市のイ 

メージアップにつなげ、地元蕎麦店の集客につなげるとともに商品開発を支援

し販路開拓の一助とする。 

・これまでの開発商品 

 玄丹そばパスタ、玄丹そば焼酎お加代 

(目標) 

項目 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

展示即売会 

出店回数 
1 1 1 1 1 1

支援社数 2 3 4 4 5 5
      （＊2）玄丹そば協議会 

松江そば組合の中から、地元産のそばの復興を願う声が高まり、松

江市、島根県農業協同組合くにびき地区本部、松江商工会議所が話し

合った結果、新たなる特産品としてそばの栽培を始めた。このそばは、

松江を救った玄丹お加代の名にあやかり玄丹そばと命名された。協議

会は地そば（玄丹そば）の栽培から販売、商品開発などの支援を行っ

ている。 

      構 成：島根県農業協同組合くにびき地区本部、松江商工会議所、 

島根県、松江市、松江そば組合、地元飲食業者、酒造業者、 

食品製造業者（製粉・製麺） 

   

⑧手仕事ものづくり産業の支援事業【指針④】 

   松江の伝統を活かした新商品開発に向けて活動する「ＭＡＴＳＵＥ流の

会」（＊3）等の新商品開発や展示会開催、出展活動を通じた販路開拓支援を

行う。 

手仕事ものづくり産業は時代の変化により消費者のニーズと乖離し、また 

後継者不足に直面するといった課題を抱えている。これらを改善していくた
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めの取り組みとして、 

ⅰ商品開発 

   必要に応じて専門家を投入し消費者のニーズを把握し、伝統を守りなが

ら時代に求められている商品開発を支援していく。 

ⅱ販路開拓 

   展示会への出展を通じで県内外に向けて販路を拡大し、収益増加による

経営力強化をはかる。 

ⅲ事業承継 

   経営力強化により私益を出していくことで事業の魅力を引き出し、後継 

者の後押しにつなげていく。 

(目標) 

項目 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

展示会回数 1 2 2 2 2 2 
出展者数 6  7 8 9 10 11 

（＊3）ＭＡＴＳＵＥ流の会 

   松江の手仕事産業に携わる事業者が中心となり、平成元年に松江商工

会議所内に設置した団体。活動の一例として、長年途絶えていた松江特

有の調味酒「地伝酒」を復刻させ、地域の食品加工業者や郷土料理の店

舗において無くてはならない商品となっている。 

 

⑨ＩＴを利用した販路拡大【指針④】 

   ・ホームページ作成支援 

      小規模事業者は自社のホームページを持っていることが少ないことか

ら、自社で手軽に作成でき、かつ維持経費のかからない仕組みを利用する

ホームページ作成やフェイスブック、ツィッター等の活用講習会を実施し、

リアルタイムに情報発信していくこで売上及び利益アップにつなげる。  

（目標） 

項目 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

参加事業所数 25 27 30 33 35 35
 

   ・おもてなしギフトショップ出展支援（横須賀商工会議所との連携） 

      特産品等の製造販売をしている事業所の販路拡大支援のために、広告宣

伝においてコストを抑え、商品購入者・利用事業者ともに安心できる仕組

みを提供する。 

（目標） 

項目 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

参加事業所数 5 8 10 13 15 18
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

地域活性化事業 

商店、飲食店の集積地域や観光関連産業について地域や業種別に支援を実施し

ていく。 

なお、事業実施後の参加店舗の状況をヒアリングし、必要によってはイベント

開催による集客での効果や、年間（繁忙期や閑散期）を通じた経営分析による検

証を行ない個店支援(前出の『2．経営状況の分析に関すること』以降へ課題解決

のためにループしていく。)につなげていく。 

 

＜商店街活性化事業＞ 

①まちゼミ【指針④】 

松江市内の商店街に位置する個店への新規顧客の誘客策として「松江まちゼ

ミ」を開催する。中心市街地商店街の個店の共通の課題は、顧客減少による売上

の減少で新規来店者の増加に向けた取組が必要である。当事業は松江商店会連合 

会と連携し、加盟する商店街への参画を呼び掛ける。個店経営者の勉強会、報告

会を行い参加店同士による意識と講座レベルの向上を図り、参加者の満足度アッ

プ、さらに参加店の顧客化へとつなげて行く。このＰＤＣＡを繰返して改善を続

けていく。 

（目標） 

項目 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 
開催回数 2 1 1 1 1 1 
出店者数(店) 95 50 50 55 57 60 
来場者数(人) 900 500 520 550 580 610 
 ＊平成２８年度より対前年５％増。 

②まちバル【指針④】 

松江市内の飲食店の多くは、長期化するデフレにより飲食業界は客単価の上昇

難や、加えて新規参入店の増加により売上の減少傾向が続く。これまで支援機関

としては飲食店に対し、個々或いは面的に効果的な支援施策を見いだすことが出

来なかった。 
この課題に対応するため、松江市中心市街地の飲食店のＰＲ、消費拡大を目 

的とした「松江バル」を平成２６年度に初めて開催した。 

松江京店商店街（協）、㈱伊勢宮界隈元気プロジェクトなどの関係者で「松江

バル実行委員会」を組織。個店での広報に限界がある中、集団での紙媒体、ＨＰ、

ＳＮＳ更にはメディア掲載や口コミ等クロスメディアアプローチを実施した。参

加店舗からは概ね良い評価が得られた。 

今後は実行委員会の組織を拡充し参加店舗の増加を図り消費拡大やリピータ

ー獲得につなげていく。また、広く参加者からも意見を汲み取るよう工夫し、観

光客やコンベンション参加者等も視野に内容の充実を図り、平日の夜の賑わい創

出と個店の収益確保を推進していく。 

（目標） 

項目 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 
開催回数 1 1 1 1 1 1 
出店者数(店) 75 80 80 85 85 90 
来場者数(人) 830 910 1000 1050 1100 1150 
＊平成２７、２８年度は対前年１０％増、以降は５％増。 
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③カラコロまつり 

松江市の橋北地域の中心となる松江京店商店街（協）、南殿町商店街（協）は、

高級志向の店舗が点在しているが、店舗数も少なく業種も偏り魅力が充分に伝わ

らず有効な来街来客増が図られていない。 

上記商店街等と当所で「カラコロまつり実行委員会」を組織。隣接する商店街

と観光拠点施設のカラコロ工房が連携して継続的にイベントを行い、一体化した

エリアであることを市民に認識してもらい誘客に努めている。今後は、松江赤十

字病院や島根県民会館とも連携し「カラコロエリア」の浸透を図り、個店の収益

増加に繋げていく。 

（目標）（２回の計） 

項目 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 
開催回数 2 2 2 2 2 2
来場者数(人) 40,000 40,000 41,000 42,000 43,000 44,000
＊主催者発表。５年間で１０％伸びを均等割。 

 

④まつえ駅前元気まつり 

ＪＲ松江駅は乗降客約９，０００人／日で駅構内の商業施設や付近に地元資本 

の百貨店があり市民観光客が集う場所である。 

西日本総合開発㈱、松江駅本通り商店会、㈱一畑百貨店、松江テルサ、当所が

中心となって「駅前活性化協議会」を組織。地域相互の人の流れをつくるため一

体となってイベントを開催することで来街に繋げ個々の店舗への誘客、購買へと

つなげていく。 

（目標）（２回の計）                      

項目 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

開催回数 2 2 2 2 2 2

来場者数(人) 25,000 30,000 36,000 40,000 40,000 40,000

＊主催者発表。平成２７年度より松江駅本通り商店会と連携予定。 

 

＜観光振興事業＞ 

出雲大社の大遷宮、尾道松江線松江自動車道の開通などの効果で、全国的に 

島根県や本市への関心が高まる中、松江らしさを前面に出した観光の取り組みを

展開していく。イベントにて賑わいづくりを実施し、市内の小規模事業者へも経

済波及効果を生み出すよう各関係機関と連携していく。 

  本項目の①から④までの事業は対象者（販売先）は概ね観光客である。このう

ち①②③の事業についてはイベント来訪者による地域内での消費行動を促し地

域小規模事業者の活性化へとつなげることが課題である。 

 

①松江水郷祭【指針④】 

市内企業・団体、松江市、(一社)松江観光協会、（公社）松江青年会議所、松

江商工会議所青年部などの官民団体等で構成される「松江水郷祭推進会議」にお

いて協議された事業内容をもとに「水都松江」を代表する夏祭りを市民・企業・

行政が一体となって開催する。 

このイベントを活用した販促活動とし、観光客や市民など観客が市内に長時 

間滞在し商店などをめぐり経済効果をもたらすよう、協力店舗が一体となり賑わ
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い創出するとともに、各店舗の売上向上に努めるための支援を展開する。 

（事業の主な内容） 

◆湖上花火大会 

    観客数：２９万人 花火概要：打上総数約９，０００ 発 

◆だんだんまつり 

    松江青年会議所、松江商工会議所青年部が中心となり、特設ステージにお

いての各種イベント、テント村での屋台村「ごちそう市場」等を実施。 

◆その他参加型イベント 

京店カラコロサマーフェスタ、タテ町土曜夜市、天神ビアガーデン等 

（今後の目標） 

    今後は「西日本最大級の湖上花火大会」として、県外客への積極的なＰＲ

を行うとともに湖上花火大会に合わせた「有料観覧席」「臨時駐車場」の増設

等を行い、より多くの観光客を誘致していく。その上で、飲食店等の花火打

ち上げ当日の営業を呼びかけていく。 

（目標） 

開催年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

人員(人) 290,000 295,000 300,000 300,000 300,000

（参考）平成２６年度 ２９０，０００人。順延により 1日開催。 

 

②松江水燈路【指針④】 

松江の滞在時間を伸ばし、宿泊数を増やすため、松江の夜の魅力を創出するイ

ベント。「松江ライトアップキャラバン実行委員会（（一社）松江観光協会を中

心に松江市、松江商工会議所、松江青年会議所、商店街事業主などの官民により

構成）」にて運営。イベント開催時の周辺飲食店等への誘客を行う。 

今後は、ＪＲ西日本や旅行会社との連携をより深め、タイアップによる県外客

誘致をはかっていく。また、夜遅くまで営業する飲食店等を徐々に拡充し各店舗

の魅力向上に努め、売上拡大に繋げる。 

（事業の内容） 

   ・松江城及び周辺(堀川、塩見縄手)の行灯設置によるライトアップ。 

   ・堀川遊覧船の夜間運航、松江城などの観光施設の開館時間延長。 

   ・松江城大手前広場への屋台設置。ステージイベント等の開催。 

   ・周辺飲食店等マップの作成および営業時間延長呼びかけ。 

＜参考：過去の観客数＞ 

平成２４年：６７，９４０人／１１日間 

平成２３年：８６．２２０人／１２日間 

（目標） 

開催年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

人員(人) 70,000 75,000 80,000 80,000 80,000

 

③まつえ暖談食フェスタ【指針④】 

まつえ暖談食フェスタ実行委員会(松江市、松江商工会議所、松江商店会連合

会、松江旅館ホテル組合、松江郷土料理研究会、日本旅行業協会中四国支部島根

地区会、ＮＰＯ法人松江ツーリズム研究会、ＪＲ西日本等で構成)が運営し、冬

季の集客イベントとして実施。観光客・市民へ松江自慢の特産品を存分に味わっ
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ていただき、松江の食産業の活性化に繋げる。 

＜参考：過去の来客数＞ 

平成２４年：９４，４４５人 平成２３年：８８，７５８人 

（事業の内容） 

・暖談フェア：市内各ホテル・旅館・料理店において、特別プランを提供。 

・暖談グルメ祭：食文化についてのトークとバイキング形式の昼食会。 

・暖談ごちそう市場：出雲地方の食材を使用した屋台が集まる屋台村。 

・暖談晩餐会：ホテル、旅館、料理店が開催する特別企画。 

  ・かに小屋：気軽に冬の山陰の味覚「かに」を楽しんでもらうため、松江商工

会議所青年部ＯＢや松江宿泊施設連絡協議会などの有志にて企

画、運営を行う。来店者がカニを自分で焼いて食べるセルフ方式。 

（目標） 

開催年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

観客数(人) 100,000 105,000 110,000 110,000 110,000

 

④かに三昧【指針④】 

観光需要が落ち込む冬季（１２月～３月上旬）に、誘客対策として松江市や

松江観光協会、民間事業者などと連携して実施。「まつえ暖談かに三昧」と銘

打ち、市内約２０店舗（平成２５年度実績）で松葉ガニを提供。まつえ暖談食

フェスタの時期に合わせて松江を訪れた観光客に案内をし、イベントとの相乗

効果をはかる。 

（事業の内容） 

まつえ暖談食フェスタの開催期間中に、ＪＲ松江駅北口付近に臨時案内

デスクを設け、松江市内でかにメニューが味わえるお店を案内。チラシを

作成し県外プロモーション等で配布。松江の「食」と観光の取り組みとし

て情報を広くＰＲ。各個店への直接的な誘導へと繋げる。 

（目標） 

開催年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

参加店舗数(店) 30 35 40 40 40

 

⑤無料公衆無線ＬＡＮ整備事業【指針④】 

    平成２６年度末からスタートする新規事業。市内観光施設等を中心に「誰

でも無料で使える無線ＬＡＮスポット」を設置し、松江の魅力発信のための

観光アプリ等の開発・情報提供を官民が共創で実施する。 

特に、松江の観光を「楽しく・便利に・お得に」体験できるため各個店情報

を掲載し、市内事業所からスポンサーを募り新たな購買層を見出し各個店の収

入に繋げる。 

観光客がＳＮＳを活用し、利用した店舗・施設等の情報発信を自ら行なうこ

とにより、更なる松江の魅力の相乗効果の可能性を期待する。 

（目標） 

開催年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

参加店舗数(店) 30 40 45 50 50
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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為の取り組み 

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 

金融機関（㈱山陰合同銀行、㈱島根銀行、しまね信用金庫、商工組合中央金庫

松江支店、日本政策金融公庫松江支店）、他経済団体（ＪＡ島根、ＪＦしまね）、

島根県信用保証協会、（公財）しまね産業振興財団、教育機関（島根大学、松江

工業高等専門学校、松江商業高校）と連携を取り、具体的にはものづくり、観光

振興、６次産業化、創業支援、新分野進出支援等に取り組んでいく。 
 

 

松江商工会議所の中小・小規模事業者の経営支援体制(イメージ) 

 

中小・小規模事業者 

 

 

相 談      支援（伴走型支援） 

 

                           行政（国、県、市） 

  松江商工会議所 

中小企業相談所        繋がり    金融機関 

     

                           他の支援機関 

経営指導員 専門経営指導員      

                           大学、研究機関 

資質向上 支援能力の強化 

                           各士業 

  

 外部専門家（弁護士、税理士等）           他の商工会議所 等 

 

                            

 

２.経営指導員の支援能力の向上等に関すること 

■各種研修による知識の習得 

○経営指導員に必要とされる知識として 

 

仕組み、マル経融資ほか各種制度融資推薦、財務会計、販路支援 

経営各種分析、資金繰り、税制・労務相談、創業支援、経営革新、 

事業承継、事業再生、販路開拓人事労務管理、補助事業支援等 

 

が求められる。 

○経営指導員に求められる個別課題への対応力として 

 

対話、連携、構想、診断、戦略の力、施策導入力     

  

が求められる。 

これらの知識との力の習得を次の体系図により実施していく。 
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■松江商工会議所経営指導員研修体系 

経営指導員                           研修会に参加 

国・中小企業基盤整備機構による研修        した指導員から

          個者支援型研修        他指導員への 

                 地域支援型研修        ノウハウ伝達 

                 見習研修型研修        勉強会の開催 

 

       日本商工会議所の研修     

                 マル経基礎・応用研修  

                 創業支援  

                 経営再建計画 

                 問題発見・課題抽出スキル向上 

当所・当地域での研修       

         所内研修・ОＪТ  
             島根県経営指導員等研修(年間２５時間の義務研修) 
             中小企業大学校研修(指導員任用後２年以内に２回受講) 
             中小企業大学校（東京校）支援団体専門研修 

以上の研修を概ね次のレベルで階層的に受講していく。 

階層 相談の内容 想定される支援内容 

 １ 定型的な経営相談 マル経推薦支援他制度資金推薦支援の習得

と実施、従来型経営改善普及事業業務 

 ２ 専門的な経営相談 創業計画・補助金支援、持続化補助金の支

援等 

 ３ 高度で挑戦的な経営相談 経営改善計画、経営革新計画等の作成支援

等 

 

○若手経営指導員は定型的な相談内容の研修に加え、次に向かうステップとして、

中堅以上の指導員とチームで小規模事業者支援にあたることで個々の支援能力

を高めていく。 

○各種専門家を小規模事業者へ投入する際は帯同し専門家のスキルを吸収する。 

 

■経営指導員が習得した支援ノウハウ等と支援先小規模事業者の経営状況の共有 

（１）各経営指導員が受けた相談案件は、原則として即日中に各課長においてそ

の案件が内部で対応可能か、あるいは関係支援機関とのネットワークを活

かした連携により対応すべきか、適切に判断して対応指示することとす

る。判断に困るような案件は中小企業相談所内の毎週のカンファレンスに

おいて判断する。 
（２）経営指導員歴に由らない案件対応を行えるよう、各関係支援機関との連携

による情報共有を図る。 
（３）勉強会等の開催によるノウハウの共有。 
① 従前より実施している相談所打ち合わせ会を活用し、施策や補助金情報の
共有を行う。 

② ①とは別に各種研修受講者を講師とした経営指導員の勉強会や、支援案件
の報告会を通し、情報の共有化とノウハウの蓄積をはかる。 

※（１）（２）（３）は平成２７年度から実施 
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（４）指導カルテの充実による進行中案件の管理と指導内容の見える化を図る 
① 現在使用のカルテとは別に専用カルテを作成する。 
② 専用カルテには指導内容・方法として面接時の業況や経営上の問題点・
課題解決の提案や対策を記入していく。 

 ③ カルテは担当者の在籍する課長を経て中小企業相談所長まで廻し担当

経営指導員の支援方法を確認し記録とする。 
   ※専用カルテは当面エクセルで作成し平成２７年度から導入。 
    当所の業務日報、カルテとのデータリンクの整備が可能なカルテの 

整備を２７年度中に実施。 
 

 

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 

本計画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。 

①評価の時期 

毎年度終了後速やかに実施 

②評価委員 

  外部評価委員を委嘱 

     ・島根県商工労働部中小企業課長 

     ・松江市産業観光部長 

     ・松江商店会連合会長 

     ・中国税理士会松江支部長 

     ・(一社)島根県中小企業診断協会会長 

   ③評価方法 

        各事業計画の項目につき実施状況、成果を評価の上、総合評価を受ける。 

委員からの計画見直しの提案や意見については所内常勤役員会へ報告の上、 

見直し案を作成し常議員会で承認を得る。 

   ④報告、公表 

事業の成果、評価、見直しの結果を国、県、市へ報告 

計画に変更がある場合は変更承認を行う。 

     結果を当所ホームページ(http://www.matsue.jp/）で公表する。 
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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２７年⒋月現在）

（１）組織体制 

 ■松江商工会議所組織図 

 
■松江商工会議所事務局組織図 

 
平成27年4月1日付

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(産業振興課) (経営支援課) （観光振興課)

課長 ：竹下昌宏

（業務管理室）

主任 ：藤田陽子

主事補：福間悟子

契約 ：中村和美

(派遣) (派遣)

主 事 ： 樋 野 智 久

（松江地区プレミアム商品券準備室）

課 長 ： 高 橋 和枝 主任：佐々木 護

（まつえ産業支援センター）

主事補：村尾航司

契 約 ： 澤 惠 子 主事補：原 翔平 主事補：川見靖子

契約：三原香朱実 主 事 ： 田 中 涼

主事補：藤原星子 主 事 ： 松尾 敦子 主 任 ： 吉 廣 之 晴

契約：下山奈々子 主 事 ： 加藤 裕子 主 任 ： 岩 見 真 稔

主 事 ： 藤 原 慶 弥 主 事 ： 金山 由弥 主 幹 ： 森 岡 淳 主 幹 ： 白 鹿 勝 也

室 長 ： 福 村 仁 美

　　【松江商工会議所中小企業相談所：所長　高尾健司】

（総務課）

課 長 ： 井 原 和志 課 長 ： 高尾 健司 課 長 ： 金 井 寿 彦

熱 田 幹 裕  ・  森　　秀　雄

（理事・事務局長）

近 藤 達 郎

（専務理事）

木 村 和 夫

（常務理事）
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■松江商工会議所常勤役員・事務局職員数 

【常勤役員数】 

役職名 人数 

専務理事 １人 

常務理事 ２人 

理事・事務局長 １人 

 

  

【職員数】                            (単位：人)

 

課 名 

職員数 

(指導員数) 
契約職員数 

 

出向・派遣 
(左記人数に含ま

ず) 

 

総務課 

 

 

  ５(０) 

 

  ３

 

       1 

 内室として 

業務管理室 

   

２(０) 

 

  

 

 

 

 

中

小

企

業

相

談

所 

 

 

産業振興課 

 

 

 

 

  6(５) 

 

  
   

      １ 
(まつえ産業支援 

センター) 

 

 

経営支援課 

 

 

 

 

  ７(５) 

   

  

 

 

 

観光振興課 

 

 

 

 

  ３(１) 

 

 

 

 1

   

   
 

 

合  計  人 数 

   

２３

 

   

  ４

 

  ２
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■経営発達支援事業を実施する業務別窓口並びに担当指導員名 

（１）個社(者)支援 

支 援 項 目 担 当 指 導 員 電 話 

機械金属製造業支援 田中 涼 松尾敦子 0852-32-0505 

食品製造業支援窓口 松尾敦子 加藤裕子 0852-32-0505 

手仕事ものづくり産業支援 加藤裕子 森岡 淳 0852-32-0505 

観光関連窓口 竹下昌宏 高尾健司 0852-32-0504 

経営革新計画各種補助金  吉廣之晴 岩見真稔 0852-32-0505 

IТ関連支援 岩見真稔 樋野智久 0852-32-0506 

創業支援  吉廣之晴 樋野智久 0852-32-0507 

事業承継 金井寿彦 岩見真稔 0852-32-0506 

 

（２）地域支援         

支 援 項 目 担 当 指 導 員 電 話 

まちバル、まちゼミ 森岡 淳 高尾健司    0852-32-0505 

商店街事業  森岡 淳 加藤裕子    0852-32-0505 

観光関連事業 竹下昌宏 森岡 淳    0852-32-0504 

製造業ビジネスマッチング 田中 涼 加藤裕子    0852-32-0505 

広域連携事業 竹下昌宏 松尾敦子    0852-32-0505 

            

 

（３）連絡先 

産業振興課 課長 高尾健司 

住所 〒６９０－０８８６ 

島根県松江市母衣町５５－４ 電話０８５２－３２－０５０５ 

   ホームページアドレス  http://www.matsue.jp/  
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(別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                  （単位 千円） 

 平成 27年度
(平成 27 年 

4月以降) 
28年度 29年度 30年度 31年度 

必要な資金の額     192,206   193,680     193,680   193,680   193,680

 

中小企業相談所 

経営改善費 

商工業振興対策費 

地域振興費 

143,668
   679
38,859

9,000

145,000
680

39,000
9,000

145,000
   680
39,000

9,000

145,000 
   680 
39,000 

9,000 

145,000
   680
39,000

9,000

 

調達方法 

島根県補助金、松江市補助金、一般会計繰入金、参加料収入 
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（別表４）５－１（創業・第二創業・事業承継） 

 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 

新規創業者や小規模事業者からの相談をスピ－ディーに解決に導くため、当所が各機関の制度等との連携をとるこ

とにより、より専門的な解決につなげ小規模事業者の利益確保・拡大につなげていくことを目的とする。 

・専門家派遣関連：しまね産業振興財団、中小企業基盤整備機構 中国本部、島根県信用保証協会 

・施策関連   ：島根県、松江市、しまね産業振興財団、中小企業基盤整備機構 中国本部 

・販路開拓関連 ：しまね産業振興財団、中小企業基盤整備機構 中国本部 

・技術開発関連 ：島根大学、松江工業高等専門学校、島根県、しまね産業振興財団 

連携者及びその役割 

●公益財団法人しまね産業振興財団（島根県よろず支援拠点）＜理事長：山崎 征爾＞ 
（住所：〒690-0816 松江市北陵町 1テクノアーク ＴＥＬ：0852-60-7101) 
  設備関連導入、海外展開、専門家は検討各種県制度の支援施策導入の利用 
●島根県信用保証協会＜会長：松尾 秀孝＞ 
（住所：〒690-0011 松江市殿町 105 ＴＥＬ：0852-21-0561） 
金融関連相談で専門性の高い事案について専門家派遣や実務的相談で対応していただく 

●独立行政法人中小企業基盤整備機構 中国本部＜本部長：井上 秀生＞ 
（住所：〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀 5-7 広島 KSビル 3階 ＴＥＬ：082-502-6300）  
   小規模事業者へのミラサポをはじめとした専門家派遣や各種制度の利用 
●国立大学法人 島根大学＜学長：服部 泰道＞ 
（住所：〒690-8504 松江市西川津町 1060 ＴＥＬ：0852-32-6100） 
  技術開発関連について対応 
●独立行政法人国立高等専門学校機構  松江工業高等専門学校＜学長：井上 明＞ 
（住所：〒690-8518 松江市西生馬町 14-4  ＴＥＬ：0852-36-5111） 
  技術開発関連について対応 
●島根県商工労働部＜部長：安井 克久＞ 
（住所：〒690-8501 松江市殿町 1 ＴＥＬ：0852-22-6243） 
   技術開発、各種行政施策について対応 
●松江市産業観光部＜部長：矢野 正紀＞ 
（住所：〒690-8540 松江市末次町 86  ＴＥＬ：0852-55-5208） 

    各種行政施策について対応 

連携体制図等 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小 規 模 事 業 者 

松 江 商 工 会 議 所 

公益財団法人しまね産業振興財団、島根県信用保証協会、 

独立行政法人中小企業基盤整備機構 中国本部、 

国立大学法人島根大学、 

独立行政法人国立高等専門学校機構 松江工業高等専門学校、 

島根県商工労働部、松江市産業観光部 
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（別表４）５－２（中海・宍道湖・大山ブロック経済協議会） 

 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 

広域（中海・宍道湖・大山圏域）での取り組みにより、圏域外の外需を取り込み、圏域内の活

発な経済活動につなげることで、小規模事業者の売上・利益拡大につなげることを目的とする。 

①中海・宍道湖・大山圏域観光連携事業推進協議会 

 ・インバウンド振興（ニーズ調査、免税対応・受入体制整備、圏域全体でのプロモーション、

人材育成に係る研究会・勉強会、ランドオペレーション対応、通訳制度、両替・クレジット

等カード対応） 

②中海・宍道湖・大山圏域ものづくり連携事業 

  ・ビジネスマッチング商談会 

連携者及びその役割 
＜行 政＞ 

●中海・宍道湖・大山圏域市長会＜会長（松江市長）：松浦 正敬＞ 
（住所：〒690-8540 松江市末次町 86 ＴＥＬ：0852－55－5056） 
観光受入事業…標識、案内看板設置、プロモーション、ものづくり連携事業…補助メニューの充実 
＜経済界＞ 

●中海・宍道湖・大山ブロック経済協議会＜会長（松江商工会議所会頭）：古瀬 誠＞ 
（住所：〒690-0886 松江市母衣町 55－4 ＴＥＬ：0852－32－0505） 
  観光客受入事業、ものづくり連携事業…実施方針決定 
●中海・宍道湖・大山圏域観光連携事業推進協議会＜会長（松江商工会議所会頭）：古瀬 誠＞ 
（住所：〒690-0886 松江市母衣町 55－4 ＴＥＬ：0852－32－0504） 
観光受入事業…事業者から行政への要望等意見集約、観光関連事業者への個社支援、圏域データ等情報提供 

●中海・宍道湖・大山圏域ものづくり連携事業実行委員会＜実行委員長（出雲商工会議所工業部会長）渡部誠司＞ 
（住所：〒690-0816 松江市北陵町１テクノアークしまね  まつえ産業支援センター内  

ＴＥＬ：0852－60－7101) 
    ものづくり連携事業…事業者から行政への要望等意見集約、圏域データ等情報提供、ものづくり補助金等活用 

した設備投資等支援 

連携体制図等 
○中海・宍道湖・大山圏域地域振興実施体制（平成 27年 1月 1日現在） 

＜行政＞                         ＜経済界＞ 

《役割》ビジョンづくり                  《役割》事業実施方針決定 

○中海・宍道湖・大山圏域振興ビジョン           ○事業実施方針協議 

                              （観光・ものづくり振興） 

                    意見交換・要望 

  中海・宍道湖・大山圏域市長会               中海・宍道湖・大山ブロック経済協議会 

（事務局：松江市）                    （事務局：松江商工会議所） 

    事業実施支援 

 

 

 

中海・宍道湖・大山圏域                中海・宍道湖・大山圏域    

ものづくり連携事業実行委員会               観光連携事業推進協議会 

（広域連携協） 

＜（＊）事務局：まつえ産業支援センター＞          ＜事務局：松江商工会議所＞ 

    ●ビジネスマッチング商談会                 ●情報発信・人材交流事業 

●県外商談企業誘致活動 他                 ●圏域の観光調査 

●インバウンド事業 

                                  ●観光消費拡大事業 
（＊）将来的には、商工団体が事務局を引き受ける方向で検討する。 
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（別表４）５－３（玄丹そば協議会） 

 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 

玄丹そば生産振興及び新商品開発を行うことで、地元そばのブランド化を行い、そば処松江のイメージアップ 

 につなげるとともに、小規模事業者の売上・利益拡大につなげる。 

連携者及びその役割 
＜経済界＞ 

●島根県農業協同組合くにびき地区本部（営農経済部長 青砥正幸） 
（住所：〒690-0823 松江市西川津町 1635-1 ＴＥＬ：0852-55-3000） 
  役割：玄丹そばの生産管理。（協議会会長） 
●松江商工会議所（産業振興課長 高尾 健司） 
（住所：〒690-0886 松江市母衣町 55-4 ＴＥＬ：0852-32-0505） 

役割：そば店をはじめとする地元飲食店および食品製造業者への各種支援。 
（新商品開発、事業計画策定、情報提供、金融・税務支援）（協議会副会長） 

●松江そば同業者組合（副組合長 松浦 邦春） 
（住所：〒690-0845 松江市西茶町 52 ＴＥＬ：0852-21-3815） 
  役割：玄丹そばを使ったメニュー開発および提供。（協議会幹事） 

●㈱イッシン商事（代表取締役 門脇 玲子） 
（住所：〒690-0825 松江市学園 2-33-6 ＴＥＬ：0852-27-1516） 
  役割：玄丹そばを使ったメニュー開発および提供。（協議会会員） 
●隠岐酒造㈱（代表取締役 高宮 健二） 
（住所：〒685-0027 隠岐郡隠岐の島町原田 174 ＴＥＬ：08512-2-1111） 
  役割：玄丹そばを使った酒類の製造販売。（協議会会員） 
●㈱出雲たかはし（営業販売部長 持田 武志） 
（住所：〒699-1113 雲南市加茂町東谷 371-1 ＴＥＬ：0854-49-9539） 
役割：玄丹そば粉を使った商品製造販売。（協議会会員） 

●㈱永江製粉（代表取締役 永江 宏） 
（住所：〒690-0048  松江市西嫁島 1-1-11  ＴＥＬ：0852-26-0123） 
役割：玄丹そば粉製造・販路拡大。（協議会会員） 

＜行 政＞ 
●島根県東部農林振興センター松江農業普及部（松江北地域振興課長 角森 章子） 
（住所：〒690-0011 松江市東津田町 1741-1 ＴＥＬ：0852-32-5638） 
  役割：補助金制度の充実、広報活動。（協議会監事） 
●松江市産業観光部農政課（課長：森山 郁夫） 
（〒690-0846松江市末次町 86 ＴＥＬ：0852-55-5234） 
  役割：事務局 

連携体制図等 

 
                     

生 産 事 業 者 ・ 開 発 事 業 者                     行政・支援機関 

 

     ＪＡ（玄丹そば生産者）                     ＜行政＞ 

                              支援       島根県 

松江市（事務局） 

     食品製造業（製粉・製麺）            補助金     ＜支援機関＞ 

                             情報提供      松江商工会議所  

                             マッチング 

販売・製造                   その他 

   

 

蕎麦屋  飲食店（パスタ屋）   酒造会社 

   

 

 

玄丹そば協議会 
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（別表４）５－４（まつえ農水商工連携事業推進協議会） 

 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 

 まつえ農水商工連携事業推進協議会（＊）を通じて地域資源を活用した新商品開発を行うとともに、県内外における試食会やイベ

ントを通じて販売促進及び広報・ＰＲを行い、小規模事業者の販路開拓支援につなげる。 

連携者及びその役割 

会  長●松江商工会議所（専務理事 木村 和夫） 
（住所：〒690-0886  松江市母衣町 55－4 ＴＥＬ：0852-32-0505) 
副 会 長●島根県農業協同組合くにびき地区本部（常務理事副本部長 田中 鈴夫） 
（住所：〒690-0823 松江市西川津町 1635-1 ＴＥＬ：0852-55-3000）（農産資源の提供・商品開発） 
委   員●漁業協同組合ＪＦしまね（調整中） 
（住所：〒690-0007 松江市御手船場町 575 ＴＥＬ： 0852-21-0001）（水産資源の提供・商品開発） 
委   員●宍道湖漁業協同組合（組合長 原 俊雄） 
（住所：〒690-0049 松江市袖師町 6-9 ＴＥＬ：0852-21-3391）（水産資源の提供・商品開発） 
委  員●島根県農業協同組合くにびき地区本部（営農経済部長 青砥 正幸）（農産資源の提供・商品開発） 
委   員●一般社団法人松江観光協会（事務局長 北垣 茂巳） 
（住所：〒690-0874 松江市中原町 19 ＴＥＬ： 0852-27-5843（開発商品の広報・ＰＲ及び観光商品への取り込み） 
委   員●まつえ北商工会（事務局長 後藤 隆志） 
（住所：〒690-0333 松江市鹿島町古浦 607-3 ＴＥＬ：0852-82-2266） 
委   員●まつえ南商工会（事務局長 内田 豊） 
（住所：〒699-0408 松江市宍道町昭和 1  ＴＥＬ：0852-66-0861） 
委   員●東出雲町商工会（事務局長 桜井 豊） 
（住所：〒699-0101 松江市東出雲町揖屋 1125 ＴＥＬ：0852-52-2344） 
委   員●松江商工会議所（産業振興課長 高尾 健司）（マッチング、販売促進、商品開発支援） 
事務局長●松江市産業観光部商工企画課（産業観光部次長 本多千景） 
（住所：〒690-0846 松江市末次町 86 ＴＥＬ：0852-55-5978）（補助メニュー整備） 

連携体制図等 

  
   まつえ農水商工連携事業推進協議会 

  

  松江市＜●協議会事務局＞            （一社）松江観光協会 

   ・補助メニュー                  ・開発商品の広報 

 

 

 

 

 

 

        ●事業主体 

農水生産者 

           （ＪＡ、ＪＦしまね、宍道湖漁協 等） 

       

 

              《製造・企画》    

 

    
               製造・加工業者（食品製造業他） 

                        

                  

 

          ＜支援機関＞ まつえ北商工会、まつえ南商工会、 

東出雲町商工会、松江商工会議所       

               ・マッチング、販売促進、商品開発支援 
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（別表４）５－５（観光振興事業） 

 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 

官民が一体となったイベント等の開催により、観光振興を図り交流人口を拡充する 

とともに、外需の取り込みおよび地域活性化を図る。 

連携者及びその役割 

１．松江市 

→（誘客、補助金交付） 

２．一般社団法人松江観光協会 会長 鷦鷯 修一 

（住所：松江市中原町 19 ＴＥＬ：0852-27-5843） 
    →（誘客推進） 

３．公益財団法人松江市観光開発公社 理事長 松浦 正敬 

（住所：松江市黒田町 507-1 松江堀川遊覧船事務所内 ＴＥＬ：0852-25-3027）           
    →（誘客推進） 

４．松江商店会連合会 会長 中村 寿男 
（住所：松江市母衣町 55-4 ＴＥＬ：0852-32-0505） 
    →（賑わい創出のための連携した営業） 

５．松江商工会議所 

    →（イベントを通じた個社支援、情報発信、情報提供、検証） 

連携体制図等 

観光振興事業 

 

 

イベントの種類                 ◇支援内容 
１．松江水郷祭          

２．松江水燈路              ＜行政＞ 

３．まつえ暖談食フェスタ           ・地域支援 

４．かに三昧 

５．無料公衆無線ＬＡＮ整備事業 

＜松江商工会議所＞ 

                     ・情報提供、情報発信 

・実態把握（ヒアリング等） 

による個者の課題発掘 

                         ・問題点検証 

                          個者の問題点 

  連携体制図   地域の問題点 

１．松江市 

２．（一社）松江観光協会 

３．（公財）松江市観光振興公社 

４．松江商店会連合会 

５．松江商工会議所 

 


