
 
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
出雲商工会議所（法人番号 ８２８０００５００２８１６） 

実施期間 平成３１年４年１日～平成３６年３月３１日 

目標 

強みを活かした新商品・新サービスの開発、販路開拓、マーケティング力の向上

を踏まえた事業計画の策定と実施支援を行い、支援事業者の収益性の向上を図ると

ともに、円滑な事業承継と革新的な創業を支援し、事業者数の維持を図る。また観

光資源の磨き上げやＰＲに関係機関とともに知恵を絞り、観光客の誘客による地域

経済の活性化を図る。 
①経営資源を活かした事業計画策定と実施支援による収益性の向上 

②創業・事業承継の推進による事業者数の維持 

③観光客の誘客による経済の活性化 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業 

１．地域の経済動向調査に関すること 

 月例、四半期ごとの経済動向調査や中心市街地通行量調査、島根県商勢圏実態調

査を通じ経済動向を把握、分析、整理し、所報、ＨＰで公表するとともに相談時に

提供及び基礎データとして活用する。 

２．経営状況の分析に関すること 

 企業の安全性、収益性、流動性、資金繰り等の財務分析と、顧客アンケートを用

いて、商品・サービスの強み、販路、顧客ターゲット等の定性的要素について分析

を行い、経営資源を踏まえた妥当性の高い事業計画策定の基礎資料として活用す

る。 

３．事業計画策定支援に関すること 

 事業計画を策定することによる自社認識力の向上や売上拡大傾向というメリッ

トをセミナー等で伝えながら、強みを活かし、ターゲットを踏まえた事業計画の策

定を支援する。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

 事業計画を策定した事業者に対し、定期的に取組の進捗状況、課題を確認するフ

ォローアップを行い、必要に応じ専門家の派遣を行いながらＰＤＣＡサイクルを回

していく。 

５．需要動向調査に関すること 

 イベントにおけるマーケティング調査、消費者懇談会、観光客に対する需要調査

により需要動向を把握し、公表するほか、需要を踏まえた事業計画策定に活用する。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 イベントにおいて小規模事業者の共同出展ブースを設置し、ＰＲに努めるととも

に、ＵＳＥＮとの連携により小規模事業者の販路開拓を支援する。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

新たな観光ルート、観光資源の掘り起しに取り組むほか、中心市街地への市民、

観光客の一層の誘導や、出雲ブランド商品や出雲そばの周知を図るため、出雲バル、

まちゼミ、そば旅を実施する。 

連絡先 

出雲商工会議所 経営支援課 

 ６９３－００１１ 島根県出雲市大津町１１３１－１ 

 ＴＥＬ：０８５３－２５－３７１０ ＦＡＸ：０８５３－２３－１１４４ 

 Ｅ－mail:izm@izmcci.or.jp 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

１． 目標 

<第１期における事業の取組と成果等> 
県外大手資本の参入が相次ぎ、地元小規模事業者の売上、利益の確保に困難が

伴うなか、第１期目は、「①小規模事業者の経営改善への意識醸成と自助努力を

促し、②個々の強みの把握、掘り起しを行い、③その強みを活かした商品・サー

ビスのブラッシュアップや顧客ターゲットの絞り込みも踏まえた計画策定を支

援し、④その進捗状況を逐次確認しながら計画達成に向けてフォローアップして

いく。」というステップで小規模事業者の販路の拡大、持続的発展を支援するこ

とを目指してきた。経営計画策定の具体的数値目標は、２８年度１００件、２９

年度１０５件を掲げたが、実数はそれぞれ９１件、７７件と目標には達しなかっ

た。しかし、経営革新や小規模事業者持続化補助金の事業計画を支援した先では、

その後約７割が売上増加につながったという結果があり、一定の成果は出せたと

認識している。  

   また、全国に展開できる新たな商品開発については、食べるお守りとしてコン

ビニエンスストアでの販売が実現に至るなどの結果を残せた。一方で当地の特色

でもある、ヘルスケアビジネス等の新産業の創出・育成については取組が十分で

はなかった。 

今後は、一層競争が激化している商環境下での小規模事業者の持続的発展と、

多くの承継時期を迎えた企業の磨き上げと円滑な承継が必要であり、経営指導員

等の支援力の向上を図りながら、伴走型支援を進めていく。 

 

<今回の申請における取組> 

（１）地域の現状及び課題 

①現状 
  出雲市は、平成１７年（２００５年）３月に出雲市、平田市、佐田町、多伎町、

湖陵町、大社町が合併し、さらに平成２３年（２０１１年）１０月には斐川町と

合併した。島根県の東部に位置し、北は国引き神話で知られる島根半島、中央部

は出雲平野、南部は中国山地で構成されている。また、神話の国として全国に知

られるとともに、出雲大社、荒神谷遺跡、西谷墳墓群などの歴史・文化遺産と、

日本海、宍道湖、斐伊川などの豊かな自然に恵まれた地域である。斐伊川と神戸

川に育まれた豊かな出雲平野は農業生産力の高い地域であり、日本海沿いには多

くの漁港も有する。工業は山陰有数の拠点であり、商業集積も進み、各産業が調

和した地域となっている。同時に出雲縁結び空港、河下港、山陰自動車道と環日

本海交流の機能も担える交通拠点でもあり、県立中央病院、島根大学医学部附属

病院等山陰有数の高度医療機関も集積し、医療と福祉の様々なニーズにも対応で

き、島根大学医学部をはじめとした高度教育機関や文化・スポーツ施設、商業施

設も充実している。  
市内には当所のほか、平田商工会議所、出雲商工会、斐川町商工会の４つの商

工団体があり、旧行政区域により管轄区域が分かれている。  
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●人口 

  人口は、近年１７万人台を維持し、平成２７年の国勢調査では、０．３％なが

ら県内唯一の人口増加地域となった。その後、平成３０年９月末現在では、１７

５，７２４人と増加を続けている。これは約４ ,５００人まで増加している外国人

の増加（社会増）によるところが大きく、殊にブラジル人の日系２世、３世の外

国人が急増しており、職業選択が自由な定住・永住権を有する外国人が、好調な

業績が続く電子部品製造業において貴重な働き手となっていることが要因とな

っている。殊に当所の管轄区域である出雲地区は、生活環境 (買物、通院等 )が整

っていることもあり、５年間で３千人以上の増加となっており、外国人の増加は

当面続いていくと見込まれる。  
一方で、平成２５年の合計特殊出生率は１．７５と、島根県（１．６５）や国

（１．４２）を上回っているが、平成１５年から自然減は続いている。２０４０

年の人口は国立社会保障・人口問題研究所推計準拠で１３８千人、日本創生会議

推計準拠で１３３千人と大きな減少が見込まれている。これに対し出雲市は、国

の施策等による出生率の改善（２．３０）を目指すことで２０４０年の人口を１

５万人台に設定している（出雲市まち・ひと・しごと創生総合戦略）。  
出雲市地区別人口の推移（国勢調査  単位：人） 

  平成１７年  平成２２年  平成２７年  

出雲地区  88,805 89,020 92,074 
平田地区  28,071 26,908 25,294 
佐田地区  4,213 3,816 3,406 
多伎地区  3,905 3,767 3,543 
湖陵地区  5,732 5,369 5,270 
大社地区  15,581 14,916 14,342 
斐川地区  27,444 27,689 28,009 
合計  173,751 171,485 171,938 

出雲市  
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●産業 

当所管内は、商業、工業、農業がバランスよく、県内でも大きな割合を占めて

いる産業都市である。事業者数は減少傾向にあり、平成２９年度末の当所管内の

事業者数は約４，４６０社、小規模事業者は約３，４６０社となっている。  
 

 
商工業者数の推移（経済センサス・小規模事業者数は当所調べ）  

 
  平成 21 年  平成 26 年  平成 28 年  平成 30 年  

  出雲市全体  出雲市全体  出雲市全体  当 所 管 内 小

規模事業者  

農業，林業  44 53 87 1 
漁業  5 5 7 0 
鉱業，採石業，砂利採取業  8 4 6 5 
建設業  1,167 995 951 476 
製造業  619 624 589 189 
電気・ガス・熱供給・水道

業  
5 7 8 0 

情報通信業  50 45 45 30 
運輸業，郵便業  154 133 147 44 
卸売業，小売業  2,623 2,331 2,253 1,112 
金融業，保険業  147 121 115 60 
不動産業，物品賃貸業  387 411 407 204 
学術研究，専門・技術サー

ビス業  
317 311 325 20 

宿泊業，飲食サービス業  933 905 906 429 
生活関連サービス業，娯楽

業  
770 763 768 489 

教育，学習支援業  175 193 209 66 
医療，福祉  550 637 668 140 
複合サービス事業  128 119 136 111 
サービス業（他に分類され

ないもの）  
671 658 613 90 

 合計  8,753 8,315 8,240 3,466 
 

当所の会員数は、廃業による退会が毎年一定数あるが、職員による積極的な加

入勧奨により近年は増加している。  
 

 出雲商工会議所 会員数の推移（社） 

 H24 年度  H25 年度  H26 年度  H27 年度  H28 年度  H29 年度  
加入者数     67 63 61 111 84 77 
退会者数    ▲72 ▲76 ▲121 ▲78 ▲67 ▲55 
増減     ▲5 ▲13 ▲60 ＋33 ＋17 ＋22 
期末会員数  2,160 2,147 2,087 2,120 2,137 2,159 
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平成２８年度に当所が会員事業所を対象に行った事業承継アンケート（回答：

４１４社）では、約６０％の企業で、代表者の年齢が６０歳以上となっている。

小規模事業者は、代表者や専従者の個人的な人脈で売上を確保している場合も多

く、高齢化率が全国３番目の島根県において、高齢の小規模事業者にとって同年

代の顧客の減少は存亡を左右する大きな要因となっている。  
また、人口は、外国人の社会増により現在は維持されているが、今後も、若年

層の県外流出や高齢化に伴う自然減は避けられないとみられ、こうした外的環境

変化への対応が困難である小規模事業者は厳しい経営環境下にある。さらに、小

規模事業者は資本的な面から、大企業や中堅・中小企業と比べ、品揃えや提供サ

ービスが限定的で、価格競争力も劣り、かつ広報力も弱いため認知度も低く、販

路を国内外の広域に求めることも難しく、顧客の減少に直面している。  
 
代表者の年齢 平成 28 年当所調べ 

 社  割合  
39 歳以下  19 4.6％  
40～49 歳  65 15.7％  
50～59 歳  84 20.3％  
60～69 歳  156 37.7％  
70～79 歳  74 17.9％  
80 歳以上  16 3.9% 

 
    出雲市の産業別の総生産を平成１６年と２６年で比べてみると、増加している

のは、誘致企業が設備投資を重ねている電子部品関係をはじめとする 製造業 と、

外部資本が大型店周辺へ積極的に進出している サービス業 、住宅建築が増加し

ている 不動産業 である。一方、公共工事が減少している 建設業 、外部資本の

進出により厳しい競争下にある 卸・小売業 は減少している。  
 

出雲市の産業区分別総生産（百万円）  
    出典：島根県統計情報データベース平成 16 年（2004）及び  

平成 26 年（2014）島根県市町村民経済計算  

  

 
59.5％  

増加  

増加  

増加  

減少  

減少  
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②業種別の現状と課題 
●建設業 

国の大規模プロジェクトであった斐伊川放水路事業や、山陰自動車道の出雲市

区間等の大規模な土木工事が終わり、現在は大きな案件は見当たらない。島根県

の普通建設事業費は平成１０年度に３，３９２億円であったが、平成２０年度１，

２１３億円、平成２８年度は９８８億円と大幅に減少してきており、公共事業削

減傾向のなか、店舗、事務所、住宅等の民間工事に支えられている。  
住宅着工戸数は持家、貸家、総住宅ともに県都松江市を上回る件数となってお

り、人口減少下において活発な動きとなっている。一方で、空き家の増加という

社会問題も発生している。業界では、技術者の高齢化や下請作業員の確保難に直

面しており、人材の確保、育成が課題となっている。  
 

 総住宅着工戸数  持家着工戸数  貸家着工戸数  
松江市  出雲市  松江市  出雲市  松江市  出雲市  

H19   927 1,121 400 417 278 632 
H24   895 1,168 389 462 430 629 
H28 1,155 1,315 482 477 452 739 
H29 1,064 1,314 530 561 321 688 

        出典：島根県出雲県土整備事務所  
●製造業 

製造業においては、従来、紡績や縫製などの衣料品製造業が大きな割合を占め

ていたが、現在では紡績会社の撤退、縮小により大幅な事業者数の減少を招き、

現況は食料品製造業が最も多い。  
管内西部に位置する出雲長浜工業団地には６４社が進出し、約２，１００人の

従業員が従事している。ここは県外資本が多く、小規模企業は１２社の進出とな

っている。管轄外である市内斐川町に立地する出雲村田製作所や島根富士通の製

造品出荷額は大きく、市内全体では２８年の製造品出荷額は４，２５７億円と島

根県の３９％を占めている。管内事業所数では食料品製造業が４０社ほどで最も

多く、８割超が小規模事業者である。食料品製造業者は、高付加価値化に努めて

おり、首都圏をはじめとする県外へ積極的に販路を広げており、酒類製造業者は

海外にも販路を求めている。そのほか、繊維工業、木材・木製品、家具・装備品

が２０社ほど集積している。  
  市内斐川町の業績好調な電子部品製造業の積極的な人材採用もあり、多くの企

業において人手不足となっている。  
 

●商業サービス業 

商業は、県内で松江市に次ぐ売上規模を有し、地元購買率は９１％となってい

る（平成２８年商勢圏実態調査）。３年前の地元購買率は９２．５％であり、出

雲市内の他管内へ流出したことが主な要因となっている。  
市内に農業用地が多くあり、敷地を確保しやすことから、以前から大型店の出

店が積極的であったが、平成１２年の大店法の廃止がこれに拍車をかけ、平成２

０年に大手県外資本が進出したのをきっかけに周辺地への県外商業資本の進出

が相次いだ。現在１千㎡以上の大型店は４３店、１６６ ,１４５㎡にのぼり、平成

３１年春にはさらに約８千㎡の大型店の進出が計画されており、大型店占有率は

７０％を超えていると推測される。地元小売商店での購買率は１５％、中心商店

街での購買率は０．３％と厳しい状況にあり、小規模事業者は減少傾向にある。 
一方サービス業では、理美容、エステ等の生活関連サービスの創業が他業種に
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比べ活発で増加傾向にある。これらの業種では、店舗や設備が承継されることは

稀で、１代限りの事業となっていることが多い。  
飲食業においては、創業件数は比較的多いが、２～３年内に廃業するケースも

数件あり、ノウハウと準備不足が一因と考えられる。  
  そのほか、インターネット付随サービス等情報サービス業も増えてきている。 
  これらの、一般消費者を顧客とする業種では、昨今の外国人の増加に伴い、外

国人を顧客に加えるための情報伝達、コミュニケーション機能の強化が課題とな

っている。  
 

●観光 

  平成２５年の出雲大社の遷宮から観光客数は減少傾向にあるが、遷宮前の水準

よりは高い入込客数を維持している。航空路線は市内出雲空港から、日本航空が

羽田、伊丹、福岡を結び、平成２７年３月からはフジドリームエアライン（ＦＤ

Ａ）が名古屋便を、また平成３０年３月から静岡便を、４月から仙台便を就航し、

県外からの観光客を誘引している。また、平成２７年３月に中国横断自動車道尾

道松江線が全線開通したことにより、山陽、四国方面からの観光客の増加に結び

ついている。平成２９年６月にはＪＲ西日本のトワイライトエクプレス瑞風が運

行開始し、「日が沈む聖地出雲」の日本遺産認定を観光資源化するための取組も

行われている。  
  こうした環境整備により、土産物製造業者や、飲食店、旅客運輸等においてパ

イが広がったが、参入業者も多くなり、必ずしも個社の収益性が大きく高まった

とは言えない状況にある。ただ、出雲大社参拝者を中心として観光客の多くが宿

泊地を松江市の玉造温泉に求めていたが、市内宿泊者数は増加傾向となっている

ことは関連産業にとっての好機である。また、外国人の宿泊者数は島根県は全国

最低水準にあるが、実数としては増加傾向にあり、田舎に関心が注がれている昨

今の嗜好に合わせた集客が期待される。  
 

 
出雲市への観光入込客数等  出典：島根県観光動態調査  

 

  
 
 

単位：万人  

出雲大社遷宮  
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 平成 24 年  平成 25 年  平成 26 年  平成 27 年  平成 28 年  平成 29 年  
宿 泊 者 延

人数  50 万人  58 万人  57 万人  60 万人  61 万人  67 万人  

訪 日 外 国

人 宿 泊 者

延人数  
2,728 人  2,873 人  4,133 人  4,823 人  6,148 人  6,250 人  

 
 

（２）小規模事業者に対する中長期的な振興のあり方 

①１０年程度の期間を見据えて 
 様々な産業において、外部資本の進出が激しく、地元小規模事業者にとって事

業活動が容易な環境下にはない。前述のとおり、企業の代表者の６０％が６０歳

以上であることは、今後１０年における円滑な承継が大きな課題となっており、

地域の活力の源泉である中小企業・小規模企業数を質量ともに維持するために

は、承継に値する既存企業の経営力の向上は急を要するとともに革新的な創業が

必要である。 

  また、団塊の世代の大量退職や生産年齢人口の減少により、人手不足は過去最

高ともいえる水準に達しており、今後もこの傾向は続くものと見られる。県外大

手資本と競い合うためには、独自の強みや、事業・顧客の領域を変えることなど

も必要で、自社にとっての革新が求められる。さらに日進月歩するＩＣＴ技術に

対応していくことも重要でそれらの導入による生産性の向上も不可欠である。  

加えて、観光に関わる事業者にとっては、観光客の来訪と宿泊の増加が業績を

大きく左右することから、事業者の活性化のために観光客の増加は大きな要素と

なる。 

こうしたことから１０年先の事業者数の維持もめざし、以下の３点を目標とし

て重点的に取り組み小規模事業者の持続的発展に繋げていく。  

   

〈１〉経営資源を活かした事業計画策定と実施支援による収益性の向上  

〈２〉創業・事業承継の推進による事業者数の維持 

〈３〉観光客の誘客による経済の活性化  

 

②出雲市総合計画との連動性・整合性 

ⅰ）出雲市まち・ひと・しごと創生総合戦略 
 出雲市では、平成２６年制定の「まち・ひと・しごと創生法」に基づき、平成

２７年１０月に「出雲市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定した。このな

かで、  
 

〈１〉出雲の特性を生かした魅力ある雇用の場を創出する  
〈２〉出雲との縁をつなぎ、ひとの流れをつくる  
〈３〉出雲で縁を結び、子育てしていく希望をかなえる  
〈４〉住みやすさ No.1 のまちづくりを行うとともに、住民による主体的な地  

域づくりを進める  
〈５〉広域連携による魅力ある圏域づくりをめざす  

 
の５つの基本目標を設定している。  
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産業振興に関係するテーマである（１）出雲の特性を生かした魅力ある雇用の場

を創出する、については以下のとおり基本的方向と具体的施策を定めており、②～

⑤の「出雲ブランドの活用」、「観光関連産業の活性化」、「地場企業への支援」、「企

業誘致の促進」については当所も重点的に対応していく事項である。  
 

基本目標  基本的方向  具体的施策  
（１）出雲の特

性 を 生 か し た

魅 力 あ る 雇 用

の 場 を 創 出 す

る  

①第一次産業の活性化  略  
②出雲ブランドの活用  ・出雲ブランド商品のブラッシュアップと

販売促進  
・「おいしい出雲」の周知拡大と活用促進  

③観光関連産業の活性

化  
・文化財資源を活用した観光振興  
・出雲の食を活用した観光振興  
・出雲大社及び周辺の観光資源の活用  
・医療・ヘルスツーリズムによる新たな観

光ビジネスへの支援  
・誘客環境づくり推進  

-団体宿泊の誘致  
  -スポーツツーリズム等旅行商品の開発  
・Ｗｉ -Ｆｉ環境の整備、キャッシュレスサ

ービスの整備  
・宿泊機能強化  

④地場企業への支援  ・職場定着向上支援  
・ものづくり支援  
・産学官連携・医工連携等の推進  
・ＩＴ産業の振興  
・創業・事業承継支援  

⑤企業誘致の促進  ・製造業・ソフト産業の新増設支援  
 
 

ⅱ）出雲市地場中小企業・小規模企業振興会議 
  また、出雲市では平成２９年３月に出雲市議会の議員提案により市内中小・小

規模企業の振興を目的に「出雲市地場中小企業・小規模企業振興基本条例」を制

定し、商工団体、金融機関、市内中小・小規模事業者等で構成する「出雲市地場

中小企業・小規模企業振興会議」で意見交換を行ってきた。   
前述の「出雲市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を上位計画として、出雲市

の中小・小規模企業が目指すべき将来像として「市内中小・小規模企業は、自ら

が出雲市の経済社会を担い、地域を支え、地域にとって不可欠な存在であること

に誇りを持ち、明確な経営理念のもと不断の営業努力を行い、自立した経営の実

現を目指します。そして、自社の利益追求のみにとどまらず、社員やその家族の

幸せと、地域社会の持続的な発展を目指します。」としている。  
  本計画では、３つの基本方針のもとに、関係機関の連携により市内中小・小規

模企業の成長・発展を図ることとしており、これらの事項について当所としても

積極的に対応していくこととしている。  
 
 基本方針１ 事業発展(経営基盤強化・成長促進)の支援  

1-1 産学官金連携の推進  

1-2 生産性向上に向けたＩＴ化等の推進、設備投資への支援  



１０ 
 

1-3 販路開拓の推進  

1-4 市内中小・小規模企業への金融支援  

1-5 ＩＴ産業の活性化  

基本方針２ 人材の育成・確保  

2-1 県外学生・ＵＩターン就職希望者の市内中小・小規模企業への就職支援  

2-2 市内中小・小規模企業の人材確保支援  

2-3 子ども・若者への魅力発信  

2-4 経営者の意識・行動改革と多様化する働き方への対応  

基本方針３ 円滑な事業承継支援と創業支援   

3-1 事業承継の支援  

3-2 創業者の支援  

3-3 第二創業の推進  

 

   
 

ⅲ）出雲商工会議所としての役割 
出雲市の計画を受け、また、地域総合経済団体、経営革新等支援機関として、

当所では、小規模事業者の販路拡大や生産性の向上を支援し、売上利益の拡大を

図るとともに、事業者数の維持を図るため、円滑な事業承継と革新的な創業を支

援していく。小規模事業者が自律的に取り組むことが重要であることから、事業

者に経営改善への意識醸成と自助努力を促し、個々の強みの把握、掘り起しを行

い、その強みを活かした商品・サービスのブラッシュアップや顧客ターゲットの

絞り込みも踏まえた計画策定を支援し、その進捗状況を逐次確認しながら計画達

成に向けてフォローアップしていく。  
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加えて、医工連携等による新産業の創出・育成や、若年層への魅力ある地域づ

くり、観光客の増加に資する振興策の実施と、観光客を対象とした、また、全国

に展開できる新たな商品開発について、行政や連携機関とともに一体となって取

り組み、小規模事業者の需要と販路の拡大のための環境改善に力を尽くしてい

く。  
 

（３）経営発達支援事業の目標 
第 1 期目において、事業者に対し、経営改善への意識醸成と自助努力を促しな

がら、販路開拓と経営力の向上に取り組んできた。一定数の計画策定を行い、売

上利益の拡大に結びつけることができたが、セミナーへの参加者数や計画策定へ

の意欲において、事業者の意識の高まりは未だ十分とは言えない。また、経営指

導員の改善提案力も高いとは言えないため、支援能力の向上を一層進め、更に伴

走型支援に取り組んでいくことで経営の安定と売上利益の拡大を図る。  
 

①  経営資源を活かした事業計画策定と実施支援による収益性の向上 

  小規模事業者に対し、事業計画策定の必要性やその効果について十分に伝えき

れていない。強みを活用しながら、新商品・新サービスの開発、販路開拓、マー

ケティング力の向上を踏まえた事業計画の策定と実施支援を行い、全ての支援事

業者の収益性の向上を図っていく。また積極的なＩＣＴ活用による生産性向上を

図ることで、経費面からの収益性の向上も図っていく。その際、「販路開拓支援

とマーケティング力向上」、「新商品・新サービス開発」、「ＩＴ技術の導入による

生産性向上」を視点として支援を進めていく。  
 

②  創業・事業承継の推進による事業者数の維持 

  外部大型資本の進出により地場の小規模事業者が減少しているなか、地元資本

が創業できる土壌と環境を整え、実績を積み上げていくことが重要である。企業

が創業し、成長できる地域であることを裏付け、創業の熱が維持されていくよう、

革新的な取り組みを行う創業を積極的に支援していく。また、存続が可能となる

経営力をつけて事業承継に向かえるよう既存事業者の支援を行い、事業所数の維

持を図っていく。  
 

③  観光客の誘客による経済の活性化  

  高速道路網や航空便の利便性が高まったことから、出雲大社遷宮前に比べ、観

光客が増加し、比較的安定的な数値を残している。これらの観光客数をより増や

すとともに、一方で当市の中心商店街への来訪や宿泊客については十分な増加が

図れていないことから、観光資源の磨き上げやＰＲに関係機関とともに知恵を絞

り、入込客数と宿泊客数の増加を図る。  
 

（４）目標の達成に向けた方針 
①経営資源を活かした事業計画策定と実施支援による収益性の向上 

セミナーや経営指導員の直接の面談により、小規模事業者に対し事業計画策定

を促し、自社の顧客に評価されている強み、弱みをしっかりと認識したうえで、

実行可能な計画を策定し、伴走型で支援していくことで支援事業者の収益性の向

上を図る。計画策定にあたっては、新商品・サービスの開発や販路の開拓、広告

宣伝を含めたマーケティング力の強化、またＩＣＴの導入による生産性の向上を

視点として実施可能な計画を策定し、定期的なフォローアップを行うことで収益

性の向上を後押しする。  
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②創業・事業承継の推進による事業者数の維持 

出雲市が行う創業塾受講者に対し、経験、ノウハウの蓄積度合を勘案しながら、

創業計画書の支援を行い、商工団体、金融機関で組織する「御縁」の情報やノウ

ハウを有効に活用し、立地場所や取引先・顧客の紹介等を行いながら安定継続で

きる創業に繋げる。昨年度の創業支援実績の１５件からの上積みを図り、創業者

数の拡大による地域の活力・維持を図っていく。  
事業承継については、親族や従業員等に承継者がいる場合はもとより、承継者

がいないながらも貴重な知的資産を有する先については関係機関と連携して支

援を行い、承継の実現につなげていく。  
 
※「御縁」  
 市内４商工団体（出雲商工会議所、平田商工会議所、斐川町商工会、出雲商工

会）、出雲市からの委託を受けるＮＰＯ法人２１世紀出雲産業支援センター、ビジ

ネスサポートひかわ、市内に本店を置く島根中央信用金庫、及び日本政策金融公

庫で平成３０年１０月１日に組織を立ち上げ。それぞれの相談窓口で受ける創業

や第二創業、事業承継の相談について、同意する者の案件について連絡会議にお

いて、事業計画の策定や資金調達、販路開拓、ビジネスマッチング等について最

適なメニューを提案し支援を行うほか、セミナーや合同相談会を行う。  
 

③観光客の誘客による経済の活性化  

    全国的に知名度のある出雲そばに加え、「出雲ブランド商品」や「おいしい出

雲商品」の一層のＰＲを行っていく。近年、駅周辺へホテルの新築が相次いでお

り、今後も計画があることから、宿泊客の増加が見込まれ、宿泊客の、中心商店

街に立地する飲食店等への回遊を促進するための広報を充実し、来店客の増加を

図る。  
 
    ※「出雲ブランド商品」  

全国更には世界へ流通するに値するオンリーワン又はナンバーワンの商品で、

出雲の認知度やイメージを高めることができる商品を「出雲ブランド商品」とし

て認定し、ＰＲを行っている。  
要件は次のいずれかを満たすもので、生鮮食料品は除く。  
・市内事業者が市内で生産、製造している商品  
・市内事業者が販売する商品で、市内で生産される原材料を使用している商品  
・市外事業者が生産、製造する商品で、出雲とゆかり、いわれ、縁あるいは

歴史的つながりなどを有するもの、または、出雲のイメージ向上につなが

る物語性・話題性があるもの  
 

※「おいしい出雲」  
出雲推奨商品認定委員会が認定する、おいしい食の縁結び商品。生産・加工地

（出雲）、名前やデザイン、将来性などを基準とし、厳選している。  
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 （一部）  
 

  ヤシ株式会社  

  式会社  
 

おいしい出雲商品の一部 

     
  

http://www.izumo-brand.jp/goods/h24/index.html
http://www.izumo-brand.jp/goods/h24/index.html
http://www.izumo-brand.jp/goods/h24/pla.html
http://www.izumo-brand.jp/goods/h24/pla.html
http://www.izumo-brand.jp/goods/h27/index.html
http://www.izumo-brand.jp/goods/h25/nakabayashi.html
http://www.izumo-brand.jp/goods/h27/kinoshita.html
http://www.izumo-brand.jp/goods/h26/index.html
http://www.izumo-brand.jp/goods/h25/kamiari.html
http://www.izumo-brand.jp/goods/h28/index.html
http://www.izumo-brand.jp/goods/h24/index.html�
http://www.izumo-brand.jp/goods/h24/kb.html�
http://www.izumo-brand.jp/goods/h24/pla.html�
http://www.izumo-brand.jp/goods/h28/hara.html�
http://www.izumo-brand.jp/goods/h27/index.html�
http://www.izumo-brand.jp/goods/h25/nakabayashi.html�
http://www.izumo-brand.jp/goods/h27/kinoshita.html�
http://www.izumo-brand.jp/goods/h26/index.html�
http://www.izumo-brand.jp/goods/h25/kamiari.html�
http://www.izumo-brand.jp/goods/h28/index.html�
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

（１） 経営発達支援事業の実施期間 

（平成３１年４年１日～平成３６年３月３１日） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 

Ⅰ.経営発達支援事業の内容 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

<第１期における事業の取組と成果等> 
  経済動向調査については、当所が直接実施したものとして①月例経済動向調

査、②中小企業経済動向調査、③小規模事業者経済動向調査の３つの調査があり、

①、②は中小企業を対象とし、②は出雲市全域を対象、③は小規模事業所を対象

としており、調査サイクル、事業所規模、調査区域で違いがあり、それぞれに有

益な調査となっており、今後も実施を継続する。  
 
１期目に実施した企業向け経済動向調査の特性 

 対象規模  調査企業数  調査時期  調査範囲  
①月例経済動向調査  中小企業  60 社  毎月  当所管内  
②中小企業経済動向調査  中小企業  180 社  

（当所 90 社）  
四半期  出雲市全体  

③ 小 規 模 事 業 者 経 済 動 向

調査  

小 規 模 事 業

者  
60 社  四半期  当所管内  

 
また、④中心商店街通行量調査と、⑤島根県商勢圏実態調査（買物動向調査）

も有用な調査となっており継続実施する。また⑥連携機関との会議等による情報

収集や各種統計資料の活用については、手間がかかるため、これまで十分な収集

活用ができていなかったが、ＲＥＳＡＳを活用するなどし、有用性を高めるとと

もに効率的な収集、加工を行っていく。  
評価委員からは、経済動向調査に関し、「金融機関の融資姿勢の動向も確認す

る必要がある」、「調査事業が多いため、それぞれの必要性を活かして取捨選択を

行う必要がある。」という指摘をいただいた。マイナス金利や金融庁の指導によ

り、地方銀行、信用金庫等当所管内にある金融機関は収益性の向上が大きな課題

となっており、その融資スタンスは、地域企業、経済に与える影響は大きく、融

資スタンスについては、小規模事業者経済動向調査の設問項目に加えて調査して

いくこととする。  
第 1 期で、「連携機関との会議における情報収集・交換」として掲げた、島根

県商工会議所連合会の相談所長会議や担当者会議、及び日本政策金融公庫、島根

県信用保証協会との交流会での収集情報については、有益な情報を得ることがで

きたが、情報を都度広く公表することが好ましいとは言えない点があるため、当

計画で公表を行う調査項目からは外すこととする。  
 
<今回の申請における取組> 
 3 つの経済動向調査については、調査規模、時期、方法については大きな問題

がないと考えている。小規模事業所調査は原則聞き取りとしているので比較的コ

メントが得られているが、他の２つの調査については郵送やＦＡＸでの回答のた
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め、項目の変動要因についてコメントが十分に取れておらず、できる限り原因に

ついての言及を要請することで、変動要因の探究を行う。  
 

（１）事業内容 

①月例経済動向調査（継続）  

毎月６０社の中小企業の協力を得て、郵送による経済動向調査を実施し、月刊

の商工会議所報「出雲」、ＨＰにおいて業種ごとに分析したコメントとともに、

天気図を用いて結果を公表する。地域企業を取り巻く経済環境を把握し、広く提

供することで企業の経営判断や戦略策定のデータとして有効活用してもらう。  
【調査対象】建設業、製造業、卸売業、小売業、サービス業の管内６０社の中小  

企業  
【調査項目】売上、採算、資金繰り、雇用、在庫、業況について前月比、前年同  

月比、３カ月予測  
【調査手法】郵送により送付、回収はＦＡＸで行う。  
【分析手法】当所で集計、分析（コメント、天気図表示、要因分析）を行う。  
【成果の活用方法】月刊の商工会議所報へ掲載するほかＨＰに掲載し、広く提供

することで企業の経営判断や戦略策定のデータとして有効活用し

てもらう。  
 

②中小企業経済動向調査（継続）  

市内の他の商工会議所・商工会（計４団体）と共同で四半期ごとに１８０社を

対象に、業況等について、郵送により経済動向調査を実施し、加えて、人口、住

宅着工件数、有効求人倍率や水道の使用量などの情報も行政から収集し、業種ご

との分析コメントを加えＨＰに掲載する。市内全体としての景気動向の把握と公

表を行い、企業の経営判断や戦略策定のデータとして有効活用してもらう。  
 

【調査対象】建設業、製造業、卸売業、小売業、サービス業の市内１８０社の中

小企業  
【調査項目】売上、採算、資金繰り、雇用、在庫、業況設備投資の実施状況・計

画について前月比、前年同月比、３カ月予測、及び経営上の問題点  
【調査手法】郵送により送付、回収はＦＡＸで行う。  
【分析手法】当所で集計、分析（コメントと要因分析）を行う。  
【成果の活用方法】当所ＨＰに掲載し、広く提供することで企業の経営判断や戦

略策定のデータとして有効活用してもらう。  
 

③  小規模事業者経済動向調査（継続・拡充） 

  対象を小規模事業者に限った調査であり、四半期ごとに小規模事業者の景況や

直面する課題を把握し、業種ごとの解決に向けた対応を行う。経営指導員、記帳

専任職員で原則訪問聞き取りにより行い、直接聞き取ることで、ＦＡＸや郵送に

よる返信では収集できない業況の細部を聞き取ることができる。ＦＡＸ返信分に

おいては変動要因についての言及が少なくなる傾向にあるが、自社にとって、当

該調査が四半期ごとの業況の把握であるとともに、消費者嗜好により敏感になっ

てもらうためのツールとなっていることを理解していただき調査に前向きさを

加えていく。  
【調査対象】建設業、製造業、小売業、飲食業、サービス業の管内６０社の小規

模事業者  
【調査項目】売上（商品カテゴリー、販路ごとの増減）、採算、仕入単価、資金

繰り、従業員数について、前期比、前年同月比、来期の見通し。
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新規に金融機関の融資スタンスについての問を設ける。調査対象先

から現状の売上構成、商品カテゴリー、主要な販路の割合等を提示

していただき、調査時において売上の変動要因がどのカテゴリーや

販路にあるのかを回答していただく。この情報整理により、調査対

象企業の強い点（売上増加のカテゴリー、販路）、弱い点（売上減

少のカテゴリー、販路）や外部環境変化の分析を行い、各調査対象

企業にも認識いただき、併せて今後の事業計画におけるターゲット

設定の基礎資料としていただく。  
【調査手法】経営指導員、記帳専任職員で、原則訪問聞き取りにより行うが、業

務の都合で訪問ができないが場合は郵送、ＦＡＸにより回収を行う。 
【分析手法】当所で集計、分析（コメントと要因分析）を行う。  
【成果の活用方法】特徴的なトピックを踏まえ結果を当所所報及びＨＰに掲載し、

小規模事業者に自社の業界動向を含めた地域の経済動向を理解して

いただき、それを踏まえた今後の事業計画の策定や販路の設定に結

び付けていただく。  
指導員会議において、企業を取り巻く環境について分析、共有を

図り、収集した課題も念頭に置き、他の個社支援を行う際の課題抽

出やその解決策に向けた活用を図っていく。  
業種ごとの景況の動向、変化や変動要因についても情報共有し、

職員の地域経済動向に対する感度を上げるとともに、巡回、窓口相

談時に個社に対して提供を行い、市場・業界を取り巻く環境変化等

について認識を深めてもらうとともに、経営計画策定時に活用する。 
      

④  中心商店街通行量調査（継続）  

中心市街地の歩行者及び車両の往来量を調査することで、中心市街地の賑わい

の状況を把握し、各調査箇所の変動要因を探求することにより集客要因について

検討するための基礎資料とするため、市内中心商店街９箇所において歩行者及び

車両の通行量を方向別に人数、台数をカウントする調査を実施する。前回調査と

の比較も併せ、当所所報、ＨＰで結果を公表する。  
当調査において、箇所ごとの増減の原因究明は容易ではないが、日頃から店舗

立地の変化等を確認し、変動要因を探るとともに、商店街にも変動要因を探求し

ていただくことで、現状と、必要施設をはじめとする課題の認識を深めていただ

く。  
【調査対象】市内中心商店街９箇所において歩行者及び車両の通行量  
【調査項目】時間別・方向別人数、台数  
【調査手法】毎年１０月の平日と日曜日の２日間、アルバイト調査員を雇い実施

する。  
【分析手法】当所職員で集計し、変動要因を分析する。  
【成果の活用方法】当所所報、ＨＰで結果を公表するとともに、中心部の７つの

商店街に対し情報提供を行い、商店街にも変動要因を探求していた

だくことで、現状と、必要施設をはじめとする課題の認識を深めて

いただく。また、中心市街地での創業希望者に情報提供することで

売上見込を立てる際の基礎資料としても活用していく。  
 

⑤  島根県商勢圏実態調査（買物動向調査）（継続） 

  島根県では３年に一度（次回３１年度）、県内全ての商工会、商工会議所が協

力し、管内の消費者が、日頃何をどこで購買しているかを問う商勢圏実態調査を

実施している。調査項目は「食料品」、「衣料品・身回品」、「日用雑貨品」、「文化
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品」を細かく計１８品目に分け、購買先として個別の大型店や幹線道路、中心市

街地、ホームセンターやネット等を例示し、品目ごとに購買先を選んでいただく

方法であり、品目ごとの購買先シェアが読み取れる。また消費者の買物における

嗜好についても調査を行う。他市町からの吸引率等市の小売商業の実態や、消費

者嗜好を把握し、小売商業における支援策策定や移動販売の必要性等を計る基礎

資料とする。  
【調査対象】市内在住者４００名  
【調査項目】「食料品」、「衣料品・身回品」、「日用雑貨品」、「文化品」を細分し

た計１８品目の購買先、及び購入店の選択に際し重視する点、店舗

情報の入手方法等。  
【調査手法】市内中学校の保護者に対し人口割の人数のアンケート回答を依頼。

郵送で返信をいただく。  
【分析手法】島根県商工会連合会において集計し、分析を交え報告書を作成。  
【成果の活用方法】当所所報、ＨＰに掲載し、広く周知する。その際シェアの多

寡の要因の分析を行い、各店、各地域ごとの強みや弱みを抽出し、

高集客の要因を、自社の改善につなげてもらえるよう分析を行い、

相談時に個社に提供していく。  
 

⑥  外部情報の活用（継続・拡充） 

  月例経済報告（内閣府）、山陰の「企業短期経済観測調査」（日本銀行松江支店）、

島根県の経済情勢（松江財務事務所）、毎月勤労統計（島根県）、景気動向調査（帝

国データバンク）、全国小企業月次動向調査（日本政策金融公庫）、ＬＯＢＯ調査

（日本商工会議所）、家計調査年報（内閣府）、雇用情勢調査（ハローワーク出雲）

等を活用し、地域及び小企業の経済動向の現状把握に努め、経営指導員の支援の

基礎資料とし、企業の相談対応時に提供する。また、新たにＲＥＳＡＳを用いて

個社の求める情報を検索、収集し提供する。  
【調査項目】商圏人口や通行量、消費支出額、給与額等企業の求める項目。  
【調査手法】ＲＥＳＡＳほか各種情報から最適な情報を抽出する。  
【分析手法】企業の求める情報を検索、抽出、分析する。  
【成果の活用方法】個社の求める情報を個社に提供する。  

 
（２）目標 

 現行  31 年度  32 年度  33 年度  34 年度  35 年度  
①  月例経済動向調査 

公表回数  １２回  １２回  １２回  １２回  １２回  １２回  

②  中小企業経済動向調査 

公表回数  ４回  ４回  ４回  ４回  ４回  ４回  

③  小規模事業者経済動向調

査 

公表回数  
４回  ４回  ４回  ４回  ４回  ４回  

④  中心商店街通行量調査 

公表回数  １回  １回  １回  １回  １回  １回  

⑤  島根県商勢圏実態調査 

公表回数  ―  １回  ―  ―  １回  ―  

⑥  外部情報の活用 

公表回数  随時  随時  随時  随時  随時  随時  
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２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

<第１期における事業の取組と成果等> 
 経営改善希望者や、融資申込者、補助金申請を含めた事業計画策定事業者を主

な対象として、平成２８年度は１０７件（目標１１０件）、２９年度は１０８件

（目標１２０件）と、目標未達成ながら、それに近い成果は出せた。一方で、こ

れらの経営分析については定性的な分析を織り込むことは当初からの目標とし

ては挙げていたものの、事業者と向き合う時間が十分に確保できず、定量的な財

務分析に止まっている件数もあり、事業者の状況に応じて定性的な分析を重層的

に行っていく必要がある。  
  また、経営計画策定に先立つプロセスとしての経営分析の必要性を啓発するた

め、セミナーを開催してきたが、分析手法の一方的な教授に止まり、自社の実際

の分析に至らないことが多かった。そのため有効なセミナーの開催方法が求めら

れる。  
  

<今回の申請における取組> 
評価委員からは、「バランスシートの改善は困難であり、売上向上などへの支

援は数字が上がらず疲弊してしまう。一方で、売掛金回収や返済の仕方などの改

善による資金繰りについては劇的に結果が出ることがある」との、資金繰り面で

の分析の必要性を指摘いただいた。これまでも特に金融支援においてはその観点

を重視し対応してきたが、資金繰りについては全件で分析を行うこととする。  
また、㈱エイチ・エーエル社の経営支援基幹システム「ＢＩＺミル」を活用す

ることで、定量的分析、定性的分析を一体的に行い、データベース化を図るとと

もに、その後の事業計画策定の基礎資料ともする。  
 

※経営支援基幹システムＢＩＺミル  
事業者の財務状況や強み、弱みを入力することで経営分析を行うことができ、

さらに分析機能で作成したデータを引き継ぎ、事業者から必要なヒアリングを

することにより事業計画書として提供することができる。事業計画書は、ビジ

ョンから計画実行まで１枚のシートでわかり易く記載される。また指導員のノ

ウハウや指導記録などを共有できることで組織全体として、均一化した指導が

可能で指導員の資質向上も期待できる。  
 

（１）事業内容 

①経営分析セミナーの開催とフォロー(継続・改善) 

小規模事業者対象の事業計画策定セミナーの際や、独立して行う経営分析セミ

ナーにおいて、その講座時間内に自社の経営分析を行う時間を設け、実際に分析

を行うことによりモチベーションを上げていくように試みる。特に定性的な分析

であるＳＷＯＴ分析では、十分に項目が抽出できない場合があるが、顧客アンケ

ートを実施することを勧め 、顧客に実際に選んでもらえている理由（強み）を理

解することで、経営分析や事業計画策定に向かうモチベーションを高めていく。  

顧客アンケートは事業者にとっては無視できない内容であるため、経営分析によ

り興味をもってもらうための大きなツールとなると考える。  
  また、セミナー時間内での顧客アンケート実施や経営分析の完成は難しいこと

から、受講者に対し、経営指導員が後日個別にフォローを行い経営分析を完成さ

せる。  
【募集方法】所報折込、ＨＰ掲載、ＦＢ掲載、メールニュース、チラシ配置、個

別勧誘  
【開催回数】年１回  
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【参加者数】２０名  
 

②経営分析の内容（継続・改善） 

【対象者】 

○融資申込事業者（島根県制度融資、日本政策金融公庫マル経、普通貸付）  
○当所記帳代行先及び決算指導先（現状では記帳代行先１６件、決算指導先９

１件）  
○経営分析セミナー参加者  
○巡回、窓口の相談において、事業計画の策定に取り組もうとする小規模事業

者 等  
【分析項目】 

分析のボリュームについては、 事業者の経営状況、希望等に応じて 、（Ａ）

簡易な分析、（Ｂ）詳細な分析、（Ｃ）高度な分析の３段階に分け、効率的に

分析をしていくこととする。  
（Ａ）簡易な分析（収益、財務内容に大きな問題のない企業）  

      【分析項目】売上・利益の増減、資金繰り、強み、弱み  
（Ｂ）詳細な分析 

【分析項目】ＳＷＯＴ分析、決算書からの財務分析  
（Ｃ）高度な分析（改善が必要と見られる企業）  

     【分析項目】問題点の真因、新事業のためのコア・コンピタンスの明

確化を図るための以下の項目  
○売上、経費、利益額、ＣＦ額、粗利益率、営業利益率  

の実数と推移  
○ 資金繰り状況 、収益性、安全性、生産性、流動性指

標及び債務償還年数の実数と推移、損益分岐点  
○各指標の日本政策金融公庫の「小企業の経営指標」を

用いた業界平均値との比較  
○売上構成、販路、利益額の大きい商品、顧客層、従業

者数の現状と推移  
○ＳＷＯＴ分析による内的環境、外的環境（顧客アンケ

ートも活用）ＡＢＣ分析、３Ｃ分析  
○経営者の意識・目標、知的資産、後継者の状況  
○経営上の問題点  

 
 
【分析手段・手法】㈱エイチ・エーエル社の経営支援基幹システム「ＢＩＺミル」

を活用し、定量的分析、定性的分析を一体的に行い、データベ

ース化を図るとともに、その後の事業計画策定の基礎資料とも

する。  
 

（２）成果の活用 

経営分析結果を個社に提供し、強みや経営課題を認識していただくととともに、

企業の経営資源を踏まえた妥当性の高い事業計画策定のための基礎資料として用

いる。  
 

（３）目標 

小規模事業者の持続的な発展に向けた計画策定と実施支援を行うためには、企業

の財務内容に加え、販路・顧客、強みや弱み等経営状況の分析を行うことが不可欠
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であり、企業の経営資源を踏まえた妥当性の高い事業計画策定のための基礎資料と

して用いる。特に業界平均と差異のある企業に対しては、同業他社と比べた問題点

等を抽出することにより今後の方向性を示し、経営改善と持続的な発展につなげて

いく。  
 

 現 状  31 年度  32 年度  33 年度  34 年度  35 年度  
①  開催回数 １回  １回  １回  １回  １回  １回  
②  分析件数 １０８件  １１０件  １１０件  １２０件  １２０件  １２０件  

 
 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

<第１期における事業の取組と成果等> 
  経営改善、経営革新、補助金申請、経営力向上、事業承継等にかかる事業計画

の策定を行い、２８年度は９１件（目標１００件）、２９年度は７７件（目標１

０５件）と目標には届かなかった。目標未達と件数の減少に関しては、小規模事

業者持続化補助金の公募回数の減少も一つ要因として挙げられるが、事業計画策

定に取り組む事業者の発掘が困難であったことが最も大きな要因と考えられる。

時間的に特に余裕のない小規模事業者（業況が比較的安定している小規模事業者

は特に）においては、事業計画策定の必要性と、それがもたらす効果を十分に伝

えられなければ策定に向かわない傾向が強く、この点を上手に伝えることで掘り

起こすことが課題である。  
  事業計画策定セミナーは年１～２回開催し、その必要性や策定方法、売上拡大

の方策等について教授してきたが、これを契機とした具体的な計画策定には結び

つかなかった。また、６回シリーズで計１５時間の経営革新塾については、２８

年１７名、２９年１１名の受講者であり、参加者確保が困難であるとともに、実

際の計画策定にまでは至らなかった。  
 

<今回の申請における取組> 
評価委員からは、「様々な事業を行うなかで支援件数にとらわれていると感じ

られる。支援が必要な対象企業を絞って、金融機関などと連携を行いながら深く

支援を行う必要がある。」との指摘をいただいた。  
今後は、経営分析の結果、業況が悪化しているなど、計画策定を必要とする先

を丁寧に掘り起し、持続的発展につながる計画づくりを進めるとともに、事業計

画セミナー等により経営計画策定の必要性を周知し、意欲ある事業者を掘り起

し、より指導員がかかわりを持ちながら計画策定の支援を行っていく。  
事業承継計画は国の重点課題ともなっており、この分野での策定増加を事業承

継推進員とともに進めていく。  
また、産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」の認定を受けた出雲市

が実施している創業塾の受講者の計画策定については、講座終了後丁寧に対応し

ていく。  
 

（１）支援に対する考え方 

小規模企業白書の記載にもあるとおり、経営計画を策定することで「経営方針

と目標が明確になった」、「自社の強み・弱みを認識できた」との回答が約７割、

「販路開拓のきっかけとなった」が約４割、「資金繰りの状況が把握できた」約

３割などの効果や、経営計画を作成したことがある企業の売上高増加割合（３

４％）が策定したことがない企業の増加割合（２０％）より１．５倍程度高いこ
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となどを周知し、課題を抱えている小規模事業者を中心に経営計画の策定を進め

ていく。また、事業計画を立てることにより社長自身が経営に真剣に向き合うよ

うになり、経営計画で明確な目標を示し、全社員が共有し会社がまとまって生産

効率が高まることなども伝えていく。  
 

（２）事業内容 

①経営分析・事業計画策定セミナーの開催（継続・改善）  

これまで、経営計画策定セミナー、経営革新塾と、計画策定手法を教授する

ことを目的とするセミナーを開催してきたが、幾分かの演習時間はあったもの

の、レクチャーが中心であったため、自社の経営分析（財務、ＳＷＯＴ）につ

いて時間を割くことで自社の現状についての興味を高め、計画策定への取組を

進めてもらえるように改善する。また経営革新塾のように長いシリーズは避

け、まずは枚数の少ない簡易な計画をつくることで裾野を広げることに努め

る。  
【募集方法】所報折込、ＨＰ掲載、ＦＢ掲載、メールニュース、チラシ配置、

個別勧誘  
【開催回数】年１回  
【カリキュラム】財務分析、自社の外部環境と内部環境を把握する、将来ビジ

ョンを考える、新たな取り組みの考え方、売上を上げるためのマ

ーケティング手法  
【参加者数】２０名  

 
②事業計画の策定 

【支援対象】 

・島根県制度融資案件、マル経・普通貸付融資先の業況の厳しい企業を中心に

経営指導員により、また必要に応じ専門家を派遣することで事業計画策定を

行っていく。  
・県単事業の「事業継続力強化アドバイザー制度」や「ミラサポ」で専門家を

派遣することにより事業計画の策定を行っていく。派遣時には経営指導員も

同席し、助言内容や企業の今後の方向性を把握し、計画策定に携わる。  
・ＩＴの導入が効果的である場合はチーム出雲オープンビジネス協議会（市内

ＩＴ事業者の協議会）と連携し、計画を策定する。  
・小規模企業持続化補助金、ものづくり補助金、経営革新計画、経営力向上計

画、先端設備導入計画等の個別目的の事業計画策定についてこれまで同様策

定支援を行っていく。  
・出雲市が主催する創業塾の受講者をはじめとする創業希望者に対し「御縁」

（Ｐ１２記載）での協議も重ねながら計画策定支援を行う。  
・事業承継の意向のある事業者に対し、事業の磨き上げを含めて事業承継計画

の策定を支援する。  
 

【手段・手法】 

 経営指導員を中心に事業計画策定を行っていく。また、高度な支援を必要と

する案件については中小企業診断士等専門家に依頼し事業計画の策定を行っ

ていく。そのほか専門的な知見を有する案件については、中小企業基盤整備機

構、島根よろず支援拠点等外部機関の協力を得て事業計画の策定を行ってい

く。  
事業計画策定により、設備投資や付随する運転資金を必要とする企業に対し

ては日本政策金融公庫の「小規模事業者経営発達支援融資制度」の活用を図り、
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事業の持続的な発展に向けた支援を行っていく。  
 

（３）目標 

 現 状  31 年度  32 年度  33 年度  34 年度  35 年度  
①  セ ミ ナ ー の

開催 
１回  １回  １回  １回  １回  １回  

①  セ ミ ナ ー 参

加者数 
２０人  ２０人  ２０人  ２０人  ２０人  ２０人  

②  事 業 計 画 策

定件数 
７７件  ８０件  ８０件  ８５件  ８５件  ９０件  

 
 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

<第１期における事業の取組と成果等> 
  第１期においては、平成２８年度３４３回（目標４００回）、２９年度２９２

回（目標４２０回）と、特に２９年度は大幅に目標を下回った。これは事業計画

の策定数が少なかったことも要因であるが、経営指導員の時間的制約に加え、目

標達成に対する意識の足りなさも要因として指摘できる。  
計画策定後のフォローアップについては、数字的な結果はすぐには出にくい面

があり、進捗状況の確認が中心となっている。また事業者が最新の試算表を用意

できないこともあり、迅速な売上、収支等の数字的な把握は困難となっている。 
また、専門家指導による経営計画であっても結果が出ないこともあり、専門家

を何度も派遣することはできないため、その後の支援は指導員対応となるが、そ

の際の改善策の知識が不足している（ＰＤＣＡのＡによる改善が困難）。そのた

め、指導員の、売上拡大策の提案という難しい支援力の向上が不可欠である。  
 

<今回の申請における取組> 
評価委員から、「バランスシートの改善は困難であり、売上向上などへの支援

は数字が上がらず疲弊してしまう。一方で、売掛金回収や返済の仕方などの改善

による資金繰りについては劇的に結果が出ることがあり、その成果が出ることで

指導員のやりがいの向上にもつながる。」との提案をいただいた。また保証協会

支店長からは「保証協会は融資の実施や、中小企業診断士の存在などの強みがあ

り、会議所と一体となった支援を行うことで負担も軽減でき、会議所独自のメニ

ューなど様々な支援を通じて、互いに良くなることが期待できる。また、そのこ

とを広く周知させることで、多くの支援先を生み、多くの成功体験ができるので

連携して支援をすることが効果的である。」との提案があったことから、案件に

応じて協働で支援をしていくこととする。  
 

（１）事業内容 

事業計画を策定した全ての事業者に対し概ね四半期に一度の頻度で巡回また

は、電話等により事業の進捗状況の確認、改善策の支援を行う。  
 

【支援内容】事業計画の取組状況と効果を確認するとともに、取組における課題

等を聞き取り、必要な助言と事業者のモチベーション維持に努めていく。計画

策定後の支援事業者にはできるだけ最新の試算表を提示していただき、数字を

踏まえながらアクションプランの実施状況、効果の検証を行いＰＤＣＡサイク

ルを回していく。  
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効果が確認できない場合は、指導員が持ち帰り、まずは指導員会議において

原因と改善策について協議を行い、チームとして支援し再度実行に移してい

く。この計画策定後の実施支援についても、㈱エイチ・エーエル社の経営支援

基幹システム「ＢＩＺミル」に事業の進捗状況、効果、改善策等について入力

することで、当所の支援データベースとして残し、指導員をはじめ組織全体と

して今後の同様な案件について参照し、活用できるよう事例を蓄積していく。 
新たな課題や高度な課題に対し、指導員レベルでの改善策が提示できない場

合は中小企業診断士や、島根県信用保証協会との連携、ミラサポによる専門家

派遣、島根県よろず支援拠点、チーム出雲オープンビジネス協議会（市内ＩＴ

事業者の協議会）等外部専門家や連携団体のノウハウを活用し事業計画の修正

等に一緒に対応をしていく。  
金融支援を要する場合は、日本政策金融公庫の「小規模事業者経営発達支援

融資制度」、「マル経融資制度」の活用や、信用保証協会、金融機関と連携し最

大限の対応を行っていく。販路開拓については、計画実施前後による効果を比

較し、各機関のノウハウも収集しながら集客力向上に向けた助言を行ってい

く。原価管理や経費の削減については、予算との差異を分析し、予算達成に向

けた助言、指導を行う。  
   また、当所で開催しているセミナーについて当該企業にとって有効と思われ

るものについて積極的な受講を促していく。  
具体的に成果を出した小規模事業者の事例は当所所報やＨＰにおいて積極

的に広報を行い、他の事業者のモチベーションの向上につなげていく。  
 

【頻度】原則として概ね四半期に一度の頻度で巡回または、電話等により事業の

進捗状況の確認、改善策の支援を行う。  
 
（２）目標 

 現 状  31 年度  32 年度  33 年度  34 年度  35 年度  
フォローアップ

対象事業者数  
７７件  ８０件  ８０件  ８５件  ８５件  ９０件  

頻度（延数） 292 回  320 回  320 回  340 回  340 回  360 回  
 

 
５．需要動向調査に関すること【指針③】 

<第１期における事業の取組と成果等> 
    第１期においては、①マーケティング調査、②消費者懇談会の開催、③島根県

商勢圏実態調査（買物動向調査）を実施した。  
①マーケティング調査 

当所がかかわるイベントである「いずも産業未来博（２日間・来場者１２，

６００人）」において来場される消費者約３５０人を対象に、「買物をする中小

店の種類とその理由」、「飲食店や理美容店を選ぶ理由」、「買物で困っている

点、不満な点」、「ＳＮＳの情報を参考とする程度、発信度合」、「今後高額な消

費をすると考えているもの」等についてアンケート調査を実施し、需要動向を

把握した。性別、年齢別に集計を行い、消費者の嗜好、選定理由を明らかにし、

顧客ターゲットの絞り込みや、ターゲットに深く入るためのポイントをまと

め、結果を所報、ＨＰで公表し、事業者に相談時に提供し、新商品・サービス

の開発、既存商品・サービスの改善につなげるよう努力した。特に具体的に業

種を特定して聞いた、飲食店においては、個室の有無が店舗選択要因の上位と
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なっていた結果を踏まえ、個室への改装を実施した小規模事業者もあり、改善

につながったほか、理美容店の選択理由も各業者に提供した。  
 

②消費者懇談会 

「卸・小売業」、「宿泊業・飲食サービス業」、「生活関連サービス業、娯楽業」

の３業種の顧客である消費者に対し、１回１０名程度を対象とする懇談会を開

催し、需要動向や消費者嗜好を把握するというものである。対象数は少ないが、

懇談会で直接の聞き取り形式であるため、より細かい消費者の需要と嗜好を聞

き取ることができ、商品、サービス、店が顧客に選ばれている理由を探るため、

「学生・若者」、「主婦層」、「高齢者」、「Ｕ・Ｉターン者」等を想定していたが、

担当者の、調査対象者と接点の薄さから、開催は青色申告会女性部グループを

対象とした１回に止まった。これまで行ったことのない小規模店で買い物をす

るようになった理由等興味深い話を聞くことができ、開催回数は少なかったが

有益であった。  
 

③商勢圏実態調査（買物動向調査）  

３年に一度県内商工団体全体で実施しているもので、第１期中では２８年度

に実施したが、市内商業施設の品目別購買シェアに加え、購入店の選択に際し

重視する点、店舗情報の入手方法等消費者嗜好についても聞いており、所報、

ＨＰへ結果を公表したり、個社に提供することで一定の活用が図れたものと考

えている。今後も適切な分析を加え積極的に提供していきたいと考えている。 
 

<今回の申請における取組> 

（１）事業内容 
①マーケティング調査（継続・改善）  

引き続き、「いずも産業未来博」において消費者約３５０人を対象に、「買物

をする中小店の種類とその理由」、「飲食店や理美容店を選ぶ理由（ 業種は年に

より変える ）」、「買物で困っている点、不満な点」、「ＳＮＳの情報を参考とす

る程度、発信度合」、「今後高額な消費をすると考えているもの」等についてア

ンケート調査を実施する。回答者にあまり負担とならないようこれまで通りＡ

４裏表のボリュームとするが、設問をより個別業種にとって有益となるものに

改善する。  
 

【目標】個別業種や企業にとって有益となる設問に対し３５０名の消費者から

アンケートを回収し、所報、ＨＰで公表するとともに、相談時におい

て当該業種の個社に提供し、マーケットインの店舗づくりに活用して

もらう。当該調査による有効な、結果提供先企業（調査対象事業者数）

は３０社である。  
【サンプル数】３５０人  
【調査手段・手法】イベント会場内で来場者にアンケートの記載を依頼し、回

収する。  
【分析手段・手法】マークシート部分については集計業者に委託し、記述部分

については当所職員で集計し、グラフ化やコメントの分析を加える。 
【調査項目】個別業種の選択理由、重視する特性等の顧客嗜好。  
【分析結果の活用】所報、ＨＰで公表するとともに、相談時において当該業種

の個社に提供し、マーケットインの店舗づくりに活用してもらう。  
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②消費者懇談会の開催（継続・改善）  

第１期では開催回数が少なかったが、１回１０名程度を対象とする懇談会を

年２回開催し、需要動向や消費者嗜好を把握する。懇談内容は、業界全体に対

する嗜好に加え、要請のある個社の試作品に対する評価等柔軟に対応する。  
 

【目標】特定業種の店舗選択理由や個社の試作品等ついて具体的な意見、評価

を収集し、当該業種、当該業者にマーケットインの情報を基にした経

営改善に活用していただく。当該調査の有効な結果提供先企業（調査

対象事業者数）は３０社（１５社×２回）である。  
【サンプル数】１０人×２回  
【調査手段・手法】会議において特定業種の店舗選択理由や個社の試作品等に

ついて具体的な意見、評価を聞く。  
【分析手段・手法】議事録から選択理由や優先度合についてグラフ化やコメン

トの分析を加える。  
【調査項目】所報、ＨＰで公表するとともに、相談時において当該業種の個社

に提供し、マーケットインの店舗づくりに活用してもらう。  
【分析結果の活用】所報、ＨＰで公表するとともに、相談時において当該業種

の個社に提供し、マーケットインの店舗づくりに活用してもらう。個

社 から依頼を受けた質問項目については、当該個社に伝え有効に活

用してもらう。  
 

③島根県商勢圏実態調査（買物動向調査）（継続）  

当該調査はこれまで同様に実施する。  
【目標】購入店の選択に際し重視する点、店舗情報の入手方法等消費者嗜好に

ついて回答を得、所報、ＨＰへ結果を公表したり、個社に提供するこ

とでマーケットインの店舗づくりに活用いただく。当該調査の有効な

結果提供先企業（調査対象事業者数）は２０社である。  
【サンプル数】４００人  
【調査手段・手法】市内中学校に対し人口割の人数のアンケート回答を保護者

に依頼。郵送で返信をいただく。  
【分析手段・手法】島根県商工会連合会において集計し、分析を交え報告書を

作成。  
【調査項目】・買物の際に重視する業種ごとの店選びの要因  

・店の営業内容や取扱商品の情報収集ツール  
・ネットで購入する際の店選びの理由等  

島根県商工会連合会において設定。  
【分析結果の活用】当所所報、ＨＰに掲載し、広く周知する。その際シェアの

多寡の要因の分析を行い、各店、各地域ごとの強みや弱みを抽出し、

高集客の要因を、自社の改善につなげてもらえるよう分析を改善し、

相談時に個社に提供していく。  
 

④観光客に対する需要調査（新規）  

     平成２５年の出雲大社遷宮時に比べると観光客数は減少しているものの、遷

宮前に比べると倍以上の客数を維持しており、観光消費を獲得することは小規

模事業者にとって大きな収益につながる。  
観光土産品、飲食店、宿泊施設等の観光産業において、観光客から満足度や

満たされていない需要等についてアンケート調査を行い、業界としての改善点

を明確化し、個社の改善、発達に繋げる。必要に応じ、市内ホテル宿泊客に対
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する筆記アンケート調査を実施する。  
【目標】観光土産品、飲食店、宿泊施設等について、観光客の満足度や満たさ

れていない需要等について観光客２００名にアンケートを行い、該当

事業者へ提供することで販路の開拓に活用していただく。当該調査の

有効な結果提供先企業（調査対象事業者数）は５０社である。  
【サンプル数】２００人  
【調査手段・手法】当所職員及びアルバイトにより聞き取り調査し、マークシ

ート集計業者に一次集計を依頼する。  
【分析手段・手法】一次集計をもとに当所指導員がグラフ化やコメントの分析

を加える。  
【調査項目】・観光土産品：・気に入った土産品名とその理由、土産品の適正

な価格帯、賞味期限等についての希望等  
・飲食店：期待するメニュー、価格帯、営業時間帯等  
・宿泊施設：接客に対する評価、施設、価格についての評価等  
・その他：訪問観光地、宿泊地、交通についての希望等  

【分析結果の活用】所報、ＨＰで公表するとともに、相談時において当該業種

の個社に提供し、マーケットインの店舗・商品・メニューづくりに活

用してもらう。殊に未だ満たされていない需要（昼にのどぐろを食べ

られる店が少ない等）に対して積極的な改善を図るとともに、観光利

便性を高めるための行政課題について提言していく。  
 

（２）目標 

 現 状  31 年度  32 年度  33 年度  34 年度  35 年度  
①  マ ー ケ テ ィ

ング調査  

調 査 対 象 事

業者数  

３０社  ３０社  ３０社  ３０社  ３０社  ３０社  

②  消 費 者 懇 談

会    

調 査 対 象 事

業者数  

０社  ３０社  ３０社  ３０社  ３０社  ３０社  

③  商 勢 圏 実 態

調査  

調 査 対 象 事

業者数  

５社  ２０社  ２０社  ２０社  ２０社  ２０社  

④  観光客調査  

  調 査 対 象 事

業者数  

０社  ５０社  ５０社  ５０社  ５０社  ５０社  

 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

<第１期における事業の取組と成果等> 
①「夢フェスタ in いずも」への出展支援（食品企業 ＢtoＣ） 

毎年１０月に中心商店街で２日間開催されるイベントで、当所がブースを借り

上げ、店舗訴求や新商品・サービスのＰＲのために年２～４社の出展を支援して

きた。出展に際しては、出展目的を明確化するとともに、成果測定を行うよう徐々

に当所の支援の度合を高めている。効果として、普段来店されない消費者に自社

の商品を広くＰＲができ、顧客が商品のどんな特性を重視しているかなどのニー
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ズ聞き取りもでき成果があった。  
 
②「いずも産業未来博」への出展支援（食品以外企業 ＢtoＣ） 

毎年１１月に出雲ドームにおいて２日間開催されるイベントで、当所がブース

を借り上げ、店舗訴求や新商品・サービスのＰＲのために年４社の出展を支援し

てきた。出展に際しては、出展目的を明確化するとともに、成果測定を行うよう

徐々に当所の支援の度合を高めている。効果として、普段来店されない消費者に

自社の商品を広くＰＲができ、顧客に伝えるべき商品、サービス特性の説明方法

等についても気づきが得られ成果があった。  
 
③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・展示

会への出展勧奨（ＢtoＢ） 

ものづくり企業を中心とした企業間の取引拡大、連携強化を目的に、毎年秋に

山陰各地で持ち回りで１回開催されているイベントに参加勧奨を行った（２８年

度６社、２９年度５社）。本事業については出展勧奨に止まっている。  
 
④山陰いいものマルシェへの出展勧奨（ＢtoＣ） 

毎年秋に山陰各地で持ち回りで１回開催されているイベントに参加勧奨を行

った（２８年度６社、２９年度３社）。本事業については出展勧奨に止まってい

る。  
 
⑤地域資源を活用した新商品開発と販路拡大支援  

平成２７年度地域力活用新事業∞全国展開プロジェクトで取り組んだ「出雲

“薬草×美活”プロジェクト」において開発し、ナチュラルローソンで販売した

食べるお守り「大豆と米粉のシリアルバー」、「米粉のクッキー」に続く商品開発

のための検討会と商談会を開催し小規模事業者６社が参加した。これにより第２

弾となる出雲ハーブクッキー（２種類）の開発、発売に至った。  
 

<今回の申請における取組> 

（１）事業内容 
イベント出展支援事業等を通じて、出展事業者からは、新たな消費者に対し広報

ができた、異業種交流ができたなど好評価が得られている。具体的に販路開拓に繋

がった例もあり、今後も小規模事業者の販路開拓に向け継続して事業を行ってい

く。  
評価委員からは、「市の産業支援センターは首都圏でのフェア開催などを行って

いる実績があり、支援の重複を避けるため内向けは会議所、外向けは産業支援セン

ターとするなど、住み分けをして、産業支援センターを有効活用することを勧め

る。」という提案をいただいた。  
 当所がブースを借り上げて出展支援をしている２つの事業については継続実施

し、出展勧奨のみに止まっている事業については本計画から除外する。  
 

①「夢フェスタ in いずも」への出展支援（ＢtoＣ）（継続） 

毎年１０月に中心商店街で２日間開催される地元消費者に商店街が訴求する

ためのイベントで、臨時的な店舗が５０店程度出店する。来場者数は２日間で約

６万人。当所がブースを借り上げ、出展を支援する。出展業者は毎年異なる事業

者を選定する。  
【支援に対する考え方】出展者に広く消費者に認知していただくための機会とし

て、ショップカードや、商品についての評価等のアンケート調査票作成、
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ターゲットの明確化、利用シーンや特徴の明示ができるよう事前の準備か

ら支援を行い、有益な出展となるよう努める。  
【目標】店舗を消費者に広く認知していただくためのＰＲができ、商品について

の評価、改善点が得られる情報収集。  
【支援対象】食料品製造小売業２社／年  

  
 夢フェスタ in いずもの出店風景  

 
②「いずも産業未来博」への出展支援（ＢtoＣ）（継続） 

毎年１１月に出雲ドームにおいて２日間開催されるイベントで、出雲市内（外）

の企業・団体の製品・技術・研究内容や、全国の先端技術・製品を一堂に集め、

未来の産業を担う子どもや学生、大人に広く情報発信することを目的としてい

る。来場者数は２日間で１万２千人、全体の出店者数は１０８社にのぼる。  
当展示会において、当所がブースを借り上げ、店舗訴求や新商品・サービスの

ＰＲのために年４社の出展を支援する。出展業者は毎年異なる事業者を選定す

る。  
【支援に対する考え方】出展者に広く消費者に認知していただくための機会とし

て、ショップカードや、商品・サービスについての評価等のアンケート調

査票作成、ターゲットの明確化、利用シーンや特徴の明示ができるよう事

前の準備から支援を行い、有益な出展となるよう努める。  
【目標】店舗を消費者に広く認知していただくためのＰＲができ、商品・サービ

スについての評価、改善点が得られる情報収集。  
【支援対象】小売業者、サービス業者４社／年  

 

  
             いずも産業未来博の模様  
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③ＵＳＥＮとの連携によるＩＴを活用した販路開拓の支援（新規）  

出雲市は平成２９年６月に株式会社 USEN と『「出雲市×株式会社 USEN」縁

結び協働宣言』を行った。出雲市・USEN とも、「まちおこし」領域での官民包

括連携協定を結ぶのは初めてであった。  
  両者は、産業の活性化・人口の流出・少子高齢化等、地方都市の抱える課題に

官民で向き合い、出雲市が掲げる「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の推進に

おける課題解決のために、USEN の店舗開業や運営支援におけるソリューション

を活かした「地方活性化の取組」で包括的に連携し、出雲市のポテンシャルを引

き出すこととしている。  
 USEN は５０余年の歴史の中で店舗開業から繁盛店作りに至る、店舗の総合ソ

リューションサービスを展開し、多くの開業サポート実績とそのノウハウを豊富

に積み重ねてきている。２８年からは無料の開業支援セミナーや店舗運営のポー

タルサイト『 canaeru』を立ち上げ、開業希望者に開業準備から運営や集客など

店舗のトータルソリューションに関するサポートや情報提供を実施しており、こ

うしたソシューションサービスや店舗運営ポータルサイトを小企業事業者に導

入支援することで販路開拓に結び付けていく。  
【支援に対する考え方】セミナー等でＵＳＥＮの販促ツールを紹介し、導入促進

を図ることで販路開拓を支援する。  
【目標】導入支援事業者５社／年とし、売上の前年比５％増を目指す。  
【支援対象】小売業者、サービス業者 ５社／年  

 
（２）目標 

 現 状  31 年度  32 年度  33 年度  34 年度  35 年度  
①  「夢フェス

タ in いず

も」への出

展支援 

２社  ２社  ２社  ２社  ２社  ２社  

売上額／社  ３万円  ３万円  ３万円  ３万円  ３万円  
②  「いずも産

業未来博」

への出展支

援 

４社  ４社  ４社  ４社  ４社  ４社  

売上額／社  ３万円  ３万円  ３万円  ３万円  ３万円  
③  ＵＳＥＮと

の連携によ

るＩＴを活

用した販路

開拓 

０社  ５社  ５社  ５社  ５社  ５社  

売上増加率  ５％  ５％  ５％  ５％  ５％  
 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

７．地域経済の活性化に資する取組に関すること 

<第１期における事業の取組と成果等> 
  第１期では、地域力活用新事業∞全国展開プロジェクトで取り組んだ、出雲産

の原材料を使い、薬草を交えた食べるお守りを２種開発し、ナチュラルローソン
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で販売し、好評を得た。  
  また、観光振興面では、中国横断自動車道尾道松江線の全線開通に伴い、四国

方面へのキャラバンにより観光客誘致を行うなどのＰＲ活動を行った。  
平成１４年から、当所を含む市内４商工団体と出雲市、出雲市議会、島根県農

業協同組合、出雲そば生産組合等で実行委員会を組織し実施してきた「神在月出

雲全国そばまつり」は、日本三大そばの一つである「出雲そば」を広くＰＲし、

ブランド力を高める成果が得られた。平成２９年度からは一過性の集客イベント

ではなく、市民や観光客が「旅」するように回りながら「出雲そば」を楽しんで

いただけるようしくみを変え、各店の売上拡大と周知に繋げるために、長期的な

イベント「出雲そば旅」を開催し、消費の拡大につながった。  
  また、中心市街地（商店街）の活性化については、無料で貸し出しているオー

プンスペース ichi の運営や「まちゼミ」を実施し、賑わいの創出、個店のＰＲ、

新規顧客獲得を図ったほか、また２９年度に初めて開催した「出雲バル」でも店

舗の周知に一定の効果がみられた。  
  日本遺産認定の「日が沈む聖地出雲」の観光資源化と、新たな観光ルート、観

光スポットの掘り起しについては、協議の途上となっている。  
 

<今回の申請における取組> 
出雲大社への観光客は遷宮の後、減少はしたもののここ数年、女性客を中心に

ほぼ６００万人強と横ばいとなっている。これら観光客は域外宿泊者が多く、出

雲市への宿泊者は約１割程度に止まっている。これらの観光客を当所管内の出雲

市内中心市街地等へ誘導するとともに、通過型観光から滞在型観光へ転換してい

くことが課題となっている。ここ数年、駅周辺に宿泊施設が建設され、また建設

予定のホテルもあり、駅へのアクセスの良さから交流人口の拡大は予想される。

宿泊者をはじめとする交流人口の増加は、商工団体はもとより行政、商店街、民

間企業挙げての対応課題となっている。そのチャンスを確実に生かし、各関係機

関と連携し、「出雲」の地域ブランドを高め、地域資源を引き続き広くＰＲする

とともに、まちゼミ、出雲バルを実施し、個店の魅力を引き出す仕組みづくりを

行う。留まる 

 
（１）事業内容 

①新たな観光ルート、観光スポットの掘り起し（継続）  

市内の４つの経済団体の観光部会で組織する出雲商工団体観光連携会議や出

雲市、出雲観光協会と連携し、当所作成の「出雲の手しごとマップ」と連動した、

新たな観光ルートと観光スポットの掘り起こしを行う。２９年に「日が沈む聖地

出雲～神が創りだした地の夕日を巡る～」として出雲市は日本遺産に認定された

ことで、現在、出雲市と連携をとり、普及啓発事業に取り組んでおり、夕日を活

用した商品開発にも取り組んでいく。  
 
②中心市街地の活性化（継続）  

・商店街に賑わいを呼び込むために、当所が、催事スペースとして無料で貸し

出しているオープンスペース ichi を継続して設置し、交流人口の増加を目指す。

２９年度は２９０件の使用申込があり、８５％の高い稼働率となった。  
・中心商店街に点在する古民家再生について地元商業者の機運が高まってきて

おり、この協議に参画し、中小企業基盤整備機構の指導をいただきながら、商店

街、出雲市と連携して統一感のあるエリアを造りだし魅力的な街づくりに協力す

る。  
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・“得する街のゼミナール「まちゼミ」”では、新規顧客の獲得に苦慮している

各店舗のために、引き続き、出雲市、市内中心５商店街協同組合と連携して開 催

し、店舗の認知度を上げていく。  

  
        まちゼミチラシ         まちゼミ  着物入門講座  

 
③「おいしい出雲」商品の認定拡大と全国発信（継続）  

出雲ブランドとして、出雲市内において生産または製造されている魅力ある食

品を出雲推奨商品「おいしい出雲」として認定し、積極的に情報発信することで、

販売促進及び販売意欲の向上を図ることを目的に、出雲市、２１世紀出雲産業支

援センターを中心に、島根大学産学連携センター、市内商工団体、島根県産業技

術センター、島根県農業協同組合などで組織された「出雲推奨商品認定委員会」

に参画しており、この「おいしい出雲」商品の認定拡大、全国発信に努めていく。 
 

④出雲そば旅の実施（継続）  

平成２９年度から長期的なイベントに変更した「出雲そば旅」を継続実施し、

販売店の周知と売上拡大に繋げていく。  
 

⑤出雲バルの開催（継続・拡充） 

出雲市駅周辺には約２４０の飲食店があり、市内随一の飲食店街となってい

る。この集中したエリアを活用し昨年度初めて「出雲バル」を開催した。飲食店

の団体（出雲ナイトビジネス協議会）と出雲ホテル連絡協議会との連携で４７店

の参加で得たが、より多くの店舗の参加により規模拡大を図って実施していく。 
 

 
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 

<第１期における事業の取組と成果等> 
 第１期の２９年度は以下のとおりの取組を行った（２８年度もほぼ同様）  
○各種説明会への参加による、支援策の内容・要件等の情報収集。計１０回  
○島根県内商工会議所で構成する相談所長会議や金融担当者会議、経営安定特別

相談室担当者会議、島根県よろず支援拠点連絡会議等への参加により、支援課

題・事例等の情報収集・共有。計１４回  
○日本公庫、島根県信用保証協会との経済動向、金融動向に関する情報交換会  

計４回  
日本公庫、島根県信用保証協会との情報交換会では経済動向、金融動向等につ

いて有益な情報収集ができ、島根県よろず支援拠点連絡会議では支援事例の紹介
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をいただきノウハウが蓄積できたが、島根県下の商工会議所の会議においては支

援事例の情報交換が十分でなかったため、経営改善好事例の情報交換について働

きかけていく。  
 

<今回の申請における取組> 

（１）事業内容 
①島根県内商工会議所、島根県よろず支援拠点連絡会議等への参加による支援課

題・事例等の情報収集・共有。（継続）  

   商工会議所は、同じ組織で同等な支援対応を行っているが、少し高度な支援

事例について情報交換することで、切磋琢磨し、可能となる支援領域の底上げ

が図れることが期待できる。  

   島根県よろず支援拠点は、専門家が常駐し多方面の支援を行っており、その

支援事例を共有することで支援力の向上を図れることが期待できる。 

【相手先・頻度】島根県内商工会議所 年４回  
         島根県よろず支援拠点 年２回  

【方法】会議において、経済動向や支援事例について情報交換を行う。  
 

②日本公庫、島根県信用保証協会との経済動向、金融動向に関する情報交換会（継

続） 

   日本公庫からは、小規模事業者の経済動向や、経営改善、事業承継、創業支

援の事例について情報提供があり、当所の支援に役立てることができている。

島根県信用保証協会は金融機関の融資スタンスや借換等による資金繰り緩和、

改善支援事例について提供いただけ、事例の蓄積により当所の支援力向上につ

ながることが期待できる。  

【相手先・頻度】日本公庫 年２回  
         島根県信用保証協会 年２回  

【方法】会議において、経済動向や金融動向について情報交換を行う。  
 

③出雲市事業承継推進協議会における情報交換会（継続）  

   事業承継に取り組む各機関が現状と支援事例について情報共有を図ること

により、事例が蓄積でき応用力の向上が期待される。  

【相手先・頻度】連絡会議メンバー（平田商工会議所、斐川町商工会、出雲商工

会、独立行政法人中小企業基盤整備機構中国本部、島根県商工会議所連

合会、公益財団法人しまね産業振興財団、島根県信用保証協会出雲支店、

島根県事業引継ぎ支援センター、島根県事業承継ネットワーク事務局、

特定非営利活動法人２１世紀出雲産業支援センター、日本政策金融公庫

松江支店、出雲市金融会、島根県中小企業課、出雲市産業政策課・商工

振興課） 年３回  
【方法】会議において、事業承継案件対応の動向について情報交換を行う。  

 

④いずも創業・第二創業・事業承継支援「御縁」における支援連絡会（新規）  

平成３０年１０月２日に、市内商工団体（出雲商工会議所、平田商工会議所、

斐川町商工会、出雲商工会）と特定非営利活動法人２１世紀出雲産業支援セン

ター、特定非営利活動法人ビジネスサポートひかわ、日本政策金融公庫、島根

中央信用金庫の８者で、創業、第二創業、事業承継に対し、事業計画の策定や

資金調達、販路開拓、ビジネスマッチング等について共同で支援する組織「御

縁」を発足した。ここでは月１回連絡会議を開催し支援内容の協議調整を行う。
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商工団体、金融機関、行政外郭団体の支援策を共有することで、各団体が有す

る支援施策の理解が深まるとともに、各団体が提案する支援策を参考とするこ

とで支援能力の向上を図れることが期待できる。  
【相手先・頻度】御縁メンバー８者 年１２回  
【方法】連絡会議において、支援内容の協議調整を行う  

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

<第１期における事業の取組と成果等> 
第１期の２９年度は以下のとおりの取組を行った（２８年度もほぼ同様）  

○島根県経営指導員等研修会、日本商工会議所、中小企業大学校セミナー等への

参加 延べ参加者数２９名  
○専門家派遣時の同席による支援ノウハウの蓄積  

専門家派遣時における 同席社数 ６８社  
○職員向け経営計画策定セミナーの開催  

講座内容：売上拡大の考え方、購買単価を上げる、顧客流出を減らす、購買頻

度を上げる、購買点数を増やす、顧客を増やす  
○指導員ミーティングの開催  月２回程度  
○朝礼時の研修会報告 毎週開催  

 
各種研修会への積極的な参加と職員向けセミナーの開催により支援能力の向

上に努めた。また、専門家派遣時の同席で支援ノウハウの蓄積を図ったが、指導

員のミーティングにおいて時間の制約により十分に共有することができなかっ

た。  
 

<今回の申請における取組> 

（１）事業内容 
①島根県経営指導員等研修会、日本商工会議所、中小企業大学校セミナー等への

参加（継続） 

島根県では経営指導員に対し年間２５時間の研修が義務付けられており、各指

導員は規定の時間の研修を受講するとともに、日本商工会議所やその他の機関が

主催する研修会にも必要に応じ積極的に参加を行っていく。  
 
②当所実施セミナーへの職員の参加（継続・拡充）  

当所では年間１０本程度の経営力向上に資するセミナーを開催しているが、昼

間の開催が多いことから、セミナー担当者と一部希望する経営指導員が聴講して

いる程度であった。今後は希望する一般職員も業務に支障を来さない範囲で受講

を勧奨し支援能力の向上につなげる。  
 

③専門家派遣時の同席による支援ノウハウの蓄積（継続）  

島根県単事業の事業継続力強化アドバイザー派遣、及びミラサポ派遣に際し、

指導員が同席することで、専門家の支援ノウハウの蓄積に努める。  
 

④指導員ミーティングの開催（継続・改善）  

現在も毎週木曜日を定例日として行っているが、他業務とのバッティングによ

り半分程度の開催となっている。今後は極力毎週開催ができるように努めるとと

もに、研修内容の本質をより深く共有するとともに、現在の懸案案件や支援事例

について協議、情報交換を行い適切な支援に繋げていく。  
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⑤職員研修の開催（継続） 

現在、月１回開催しており、内容は支援施策についてが中心であった。年１回

外部の中小企業診断士または経営コンサルタントを招いての研修会では、経営指

導員にとって必要ながら十分に習得できていない「売上拡大に資する支援ノウハ

ウ」をテーマに行っており、引き続き開催していくことが必要である。そのほか

の研修についても詳細な研修報告や、支援事例報告を増やし、より現場に即した

内容とし、常時相談業務に従事していない一般職員についても指導業務の感覚が

維持できるよう努める。  
 

⑥ＢＩＺミルの導入による事例の蓄積（新規） 

㈱エイチ・エーエル社の経営支援基幹システム「ＢＩＺミル」に支援の進捗状

況、効果、改善策等について入力することで、当所の支援データベースとして残

し、指導員をはじめ組織全体として、今後の同様な案件について参照するととも

に、多業種の多くの改善策を閲覧することができ、支援事例の蓄積により支援ノ

ウハウが高められることが期待できる。また、専門家派遣時の同行における情報

を入力することにより、専門家の指導内容も残すことができ、ノウハウの共有が

しやすくなる。経験の浅い職員でもどのような情報を収集すべきかの具体例があ

り、ヒアリング事項の視点が広がり、支援能力の向上にも資するものである。  

 

⑦支援事例の公表（継続・拡充）  

当所の支援により改善が図られた事例については所報、ＨＰで積極的に広報す

ることで一般職員にもその経緯やノウハウが理解されることにより、支援ノウハ

ウの共有が図られる。  
   

３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

<第１期における事業の取組と成果等> 
外部評価委員として出雲市商工振興課長、島根県信用保証協会出雲支店長に依

頼し、毎年度、事業終了後報告会を行い、改善点等の指摘を受け、次年度の改善

に繋げている。  
 
<今回の申請における取組> 

（１）事業内容 
毎年度、出雲市商工振興課長、島根県信用保証協会出雲支店長に事業の報告を

行い、事業の達成度や実施方法等について評価と改善案の提示を受けるととも

に、見直しを行い、次年度の事業に反映させる。  
事業の成果、見直しの結果を正副会頭会議へ報告し、承認を受け、当所ホーム

ページに掲載し、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 

（３０年１０月現在） 

（１）組織体制 

 

専務理事 １名 

 

 事務局長 １名 

 

 総務・会員サービス部 

 総務企画課  一般職員３名、嘱託１名 

 

会員サービス課  一般職員４名 

 

 地域企業支援部 

産業振興課  補助員２名 、一般職員１名 、嘱託１名 

 

  経営支援課  経営指導員５名 、記帳専任職員１名 

 

       事業承継推進員１名 

 

計２１名 

 

「経営状況の分析」、「事業計画策定支援」、「事業計画策定後の実施支

援」については経営指導員５名で対応し、経営発達支援事業全般について経

営支援課及び産業振興課の補助対象職員８名と事業承継推進員１名で対応

する。地域活性化については産業振興課の一般・嘱託職員の２名も含め、地

域企業支援部を中心に事業実施していく 。 

 

 

（２）連絡先 

 

〒６９３－００１１ 

   島根県出雲市大津町１１３１－１ 

出雲商工会議所経営支援課 

 ＴＥＬ０８５３－２５－３７１０ 

    ＵＲＬ http://www.izmcci.or.jp 

     e-mail izm@izmcci.or.jp 

 

 

補助対象職員  
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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） 

 ３１年度 

(31年 4月

以降) 

３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 

必要な資金の額 88,400 88,400 88,400 88,400 88,400 

 

中小企業相談所  

地域開発事業費  

中心市街地活性

化事業  

販路開拓事業費  

観光振興事業費  

 

75,900 

 2,000 

 7,000 

 

 1,500 

 2,000 

75,900 

 2,000 

 7,000 

 

 1,500 

 2,000 

75,900 

 2,000 

 7,000 

 

 1,500 

 2,000 

75,900 

 2,000 

 7,000 

 

 1,500 

 2,000 

75,900 

 2,000 

 7,000 

 

 1,500 

 2,000 

（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（一般会計繰入金）、国補助金、県補助金、市補助金、事業受託費、手数料、

参加費 

 

 

 

 

（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 

（１）創業・第二創業・事業承継にかかる連携（御縁）【事業計画の策定支援に関すること・指針②】 

出雲市、特定非営利活動法人２１世紀出雲産業支援センター、特定非営利活動法人ビジネスサポ

ートひかわ、日本政策金融公庫、平田商工会議所、出雲商工会、斐川町商工会、島根中央信用金

庫 

 

（２）業況、資金繰り等が極めて厳しい小規模事業者に対する事業計画の策定、実施支援【事業計画

の策定支援に関すること・指針②】 

独立行政法人中小企業基盤整備機構中国本部、しまね経営支援ネットワーク 

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、チーム出雲オープンビジネス協議会 

日本政策金融公庫松江支店、島根県信用保証協会出雲支店、各金融機関 

 

（３）出店を予定する展示会を主催、及び県外販路拡大支援【新たな需要の開拓に寄与する事業に関

すること・指針④】 

独立行政法人中小企業基盤整備機構中国本部、しまね経営支援ネットワーク 

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、特定非営利活動法人２１世紀出雲産

業支援センター 

連携者及びその役割 

・出雲市 

  市長 長岡秀人 

 島根県出雲市今市町７０ ＴＥＬ０８５３－２１－２２１１ 

  役割：創業塾を主催することにより創業者の掘り起しを行い、当所が個別相談を行うことにより

創業者の創出につながる。 

 

・特定非営利活動法人２１世紀出雲産業支援センター 

  理事長 藤河正英 

 島根県出雲市今市町北本町３－２－１ ＴＥＬ０８５３－２５－２４８８ 

  役割：創業者に対する相談窓口を開設し、創業者の掘り起しを行い、当所が個別相談を行うこと

により創業者の創出につながる。出雲産業フェアを主催し、小規模事業者の商品・サービスＰＲ

を行う機会を設け、販路拡大に寄与する。 

 

・独立行政法人中小企業基盤整備機構中国本部 

  本部長 村松清孝 

広島市中区八丁堀 5番 7号 広島ＫＳビル３階 

ＴＥＬ０８２－５０２－６３００ 

役割：農商工連携や地域資源活用にかかわる商品の開発、販路拡大についての専門的な助言、指

導を行い、事業者の収益アップに結び付けることができる。 

 

・しまね経営支援ネットワーク（島根県中小企業課内） 

  知事 溝口善兵衛 

 島根県松江市殿町１ ＴＥＬ０８５２－２２－５２８７ 

  役割：業況、資金繰り等が極めて厳しい小規模事業者に対する事業計画の策定、実施支援及び金

融機関との調整や、県の持つ県外販路ネットワークを紹介することにより、事業者の再建、収益



３８ 
 

アップに結び付けることができる。 

 

・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 

  代表理事理事長 山﨑征爾 

  島根県松江市北陵町１ ＴＥＬ０８５２－６０－５１０３ 

役割：業況、資金繰り等が極めて厳しい小規模事業者に対する事業計画の策定、実施支援及び金

融機関との調整や、外部専門家による県外販路ネットワークを紹介することにより、事業者の再

建、収益アップに結び付けることができる。 

 

・チーム出雲オープンビジネス協議会 

  会長 北村功 

  島根県出雲市今市町３２１－３ 

  役割：市内小規模事業者の販路拡大、生産性向上に資するＩＴ活用について助言、計画策定を行    

     う 

 

・日本政策金融公庫松江支店 

  支店長兼国民生活事業統轄 立元 博 

  島根県松江市殿町１１１ ＴＥＬ０８５２－２３－２６５１ 

  役割：小規模事業者経営発達支援融資制度、マル経融資制度による金融支援。 
 
・島根県信用保証協会出雲支店 

  支店長 小野 拳 

  島根県出雲市大津新崎町２－２４ ＴＥＬ０８５３－２１－４９９８ 

役割：保証制度を活用した金融支援。 
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連携体制図等 

（１）創業・第二創業・事業承継にかかる連携（御縁） 

 

 

 

 

 

 

     連携           相談             連携 

                  

 

 

                            

 

            相談          相談 

                  相談            

                               連携 

    連携 

 

 

 

                

 

（２）事業計画の策定、実施支援 

 

 

 

                        金融支援 

 

        支援               相談 

                      支援     

連携協調 

                    

 

協議・連携 

 

新技術・販路開拓 

                  経営改善の支援依頼 

 

 

 

創業希望者 
（第二創業、事業承継） 

出雲商工会議所 
平田商工会議所、出雲・斐川町商工会 

創業計画策定・販路開拓支援 

出雲市 

特定非営利活動法人２１世紀出雲産業支援センター 

特定非営利活動法人ビジネスサポートひかわ 
     創業塾開催・販路開拓支援 

日本政策金融公庫 

創業セミナー・金融支援 

小規模事業者 

 
出雲商工会議所 

・独立行政法人中小企業基盤 

整備機構中国本部 

・しまね経営支援ネットワーク 

・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 

・チーム出雲オープンビジネス協議

会 

・日本政策金融公庫 

・島根県信用保証協会 

・金融機関 

島根中央信用金庫 

創業計画策定・販路開拓支

援 
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（３）販路拡大支援 

 

 

 

 

 

    新販路紹介・調整                 相談 

               展        支援 

               示 

               会    新販路紹介依頼 

 

               の     協議・連携 

               開  出  

               催  店         展示会出展調整 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

小規模事業者 

出雲商工会議所 

・独立行政法人中小企業基盤

整備機構中国本部 

・しまね経営支援ネットワー

ク 

・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 

特定非営利活動法人２１世紀

出雲産業支援センター 
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