
経営発達支援計画の概要 

実施者名
（法人番号） 

益田商工会議所 （法人番号５２８０００５００５１７７） 

実施期間 平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日 

目標 
経営発達支援事業を通じて、小規模事業者の持続的発展を図るとともに、地域経済基

盤の維持を目標とする。 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

小規模事業者を取巻く最も身近な外部環境である地域の経済動向について各種調

査を通じて、情報収集・分析を行い、調査結果を小規模事業者の事業計画策定時に

提供することで、経営指針、販売戦略、販路開拓などを検討する上での参考資料と

して活用する。 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

小規模事業者の持つ経営資源をはじめとする実態を把握し、その強みや、本質的

な課題を明らかにし、持続的な経営に向けた方向性を示すことで、事業計画の策定

へと導いて行く。 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

地域の経済動向調査、需要動向調査、経営状況の分析結果を基に、行政や専門家

とも連携しながら伴走型の指導・助言による事業計画策定支援を行うことで、小規

模事業者が経験値として有している経営ノウハウが明文化され、事業の持続的発展

に向けた羅針盤として、課題や改善策を通じて目標となるあるべき姿を目指した実

現性の高い事業計画の策定を図る。 

また、創業予定者についても地域の経済動向調査、需要動向調査を基に、外部環

境を意識するとともに、自己の棚卸を通じてこれまでの経験やノウハウ等を明らか

にした創業計画の策定に取り組むことで、創業後のリスク軽減や戦略的な経営の実

現を図る。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

策定された事業計画については、継続的なモニタリングを通じ進捗状況を把握す

るとともに、経営改善や計画見直しに向けた伴走型の支援や確実な計画の実行につ

いて指導をしながらＰＤＣＡサイクルを確立し、小規模事業者の事業の持続的発展

を実現する。 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

巡回等を通じて小規模事業者が取り扱う商品やサービスを把握し、併せて最新の

需要動向や業界のトレンド等について調査・分析した情報を提供する。小規模事業

者が現在の需要動向のみならず、将来的な需要動向や顧客ニーズを見据えた販売戦

略を構築することで、売上の維持・向上を通じた事業の持続的発展を図る。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

地域資源を十分に活用しながら、他地域との差別化戦略構築、新たな商品開発や

高付加価値化、効果的な情報発信による新たな需要の開拓に向けた取り組みを支援

する。若手経営者や後継者など、新たな需要開拓に意欲的な小規模事業者に対して

も、需要動向調査に基づく情報を踏まえ市場ニーズを的確に捉えた創意工夫による

売上拡大に向けた支援が必要であることから、益田市産業支援センターを始めとす

る支援機関等と連携しながら地域小規模事業者の新たな販売先の確保を通じた売

上・利益の増大を図る。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

地域市場の縮小が続く中、地域資源を活用した地域のブランド化を通じた域外への

販売や域外からの集客交流人口の拡大による外貨を獲得し、地域経済の活性化を図る。

連絡先 

益田商工会議所 中小企業振興部（中小企業相談所）    

〒６９８－００３３ 島根県益田市元町１２番７号 

 ＴＥＬ（０８５６）２２－００８８・ＦＡＸ（０８５６）２３－４３４３ 

 ＵＲＬ ｈｔｔｐ://ｍａｓｕｄａｃｃｉ.ｊｐ/ 

 E-mail ｉｎｆｏ＠ｍａｓｕｄａｃｃｉ．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 

 
益田市の現状と課題 
 益田市は、島根県西部県境に位置しており、北

は日本海に面し、南は中国山地に至り、西は山口

県、南東は広島県に接している。島根県の県庁所

在地である松江市からは約 180km（車 4時間）、
山口市から 81km（車 90分）、広島市から 118km
（車 2時間）の距離にある。交通の面では JR山
陰本線、山口線が益田市で連絡、国道 9号、191
号、488号が延びており、山陰と山陽を結ぶ交通
の要衝にあるほか、島根県西部・山口県北部の空

の玄関口として「萩・石見空港」を有し、現在東

京 2便（片道 90分）、大阪 1便（季節便、片道 60分）が就航している。 
国土交通省全国一級河川水質調査において 4年連続（2010年～2013年）で水質日

本一に選ばれた清流「高津川」や伝統芸能である「石見神楽」などに代表される魅力

ある地域資源を有しているが、域内での認識や域外への売り込みが不十分であること

から、有効活用できていないことが課題となっている。 
人口については、昭和 30 年の 72,991 人をピークとして減少に転じ、昭和 50 年から

60 年にかけて一旦増加したものの、その後は減少が続いている（平成 27 年 7 月末現

在：48,821 人）。また、全国的に見ても 65 歳以上の老年人口割合が 31.0%（全国平均

23.0%）と高齢化率が高く、15 歳未満の年少人口割合は 12.9%（全国平均 13.2%）と若

年者比率が低い深刻な少子高齢化にあることから域内市場も縮小傾向にあり、地域商

工業者数が平成 21 年経済センサス活動調査に比べ平成 24 年調査では 212 社減少（内

90％は小規模事業者）している。 

当地産業構造については、豊富な森林資源や社会資本整備に伴う公共投資により木

材産業・建設産業が発展し、様々な商業・サービス業をけん引してきた歴史がある。

 
【木材産業】 
市の総面積（733.2㎢）の約 87％を林野が占め、豊かな自然環境に恵まれているこ

とから原木の質・量共に豊富であり、その需要に対応するために昭和 41年には高津川
河口に工業団地を造成し、製材木工関係の企業を集約するなど、木材製品出荷額は県

下で一位となった時代もある。しかし現在では建築様式の変化や輸入材の台頭などに

より内材需要が減少し、最盛期を大きく下回っている状況にある。 
＜益田市の木材・木製品製造業の推移＞ 
 
 
 
 
※島根県工業統計調査より 

 製造品出荷額 事業所数 従業者数

平成 6年 143億円 25社 704人
平成 25年 30億円 10社 170人

松江市 
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そうした状況の中、戦後に植林されたスギやヒノキなどの人工林が成熟し利用でき

る原木は増加している。更に、快適で健康的な住宅環境ニーズの高まり、公共建築物

の木造化推進、木質バイオマス発電所の供用開始などに円安の進行による外材離れも

加わったことで当地原木需要が高まってきている。しかしながら、当地木材産業の長

引く低迷により安定的・効率的な供給体制が失われていることから、高まる需要への

対応が課題となっている。 
 
【建設産業】 
 戦後の復興期より高度成長期に代表される高まる公共需要、住宅需要を受け当地域

においても多くの建設産業が活況を見せていた。しかしながら、長引く景気の低迷に

よる財政悪化を受けた公共予算の削減、民間投資の停滞により平成 19年には建設業を
中心に倒産が相次ぐなど、業界の縮小が進んで行った。 
＜益田地区の建設産業の推移＞ 
 公共工事請負金額 新設住宅着工戸数 事業所数 従業者数 
平成 10年頃 378億円 304戸 293社 3,007人
平成 24年 121億円 130戸 259社 2,102人
※公共工事請負金額は西日本建設業保証㈱出所 
※新設住宅着工戸数は益田市建築統計年報、島根県建築住宅課調べ 
※事業所数、従業者数は平成 11 年事業所・企業統計調査、平成 24年経済センサス
調査 

 
 こうした状況の中、公共事業に過度に依存しない経営体質への転換（経営革新や新

分野進出など）と下請けの常態化からの脱却（営業力・技術力の強化など）が課題と

なっている。 
 
【商業・サービス業】 
 先述の基幹産業の発展に伴い JR 益田駅周辺の中心商店街に代表されるような小規
模専門店も発展してきた。しかしながら、大型店が昭和 50年 11月に 2店、平成 6年
9 月に 1 店出店し、その後も中規模専門店の出店が相次いだことにより商業・サービ
ス業を取り巻く環境は大きく変化していった。加えてこれまで基幹産業への依存度も

高かったため経営ノウハウの蓄積が乏しく、基幹産業の衰退も加わったことで厳しさ

を増す経営環境に対応できていない状況にある。このことは平成 25年度に当所が実施
した商勢圏動向調査（市民 516名にアンケート）においても、地元小売店での買物割
合は 31.1％であるのに対し、進出大型店 46.8％、市外 22.1％であり、「地元の商店で
は満足の出来る商品がない」といった回答からも伺える。 
また、サービス業については、平成 12年度の介護保険導入により、医療・福祉関連
事業所の増加（平成 11年 136社（従事者 1,893人）⇒平成 24年 187社（従事者 3,768
人））に伴い、サービス業の総生産額は増加しているが、飲食、生活関連、娯楽業とい

った業種は比較的参入しやすい反面、差別化が図られておらず厳しい競争の中、早期

に廃業に追い込まれる事業者もある。このようなことから、商業・サービス業とも戦

略性を持った魅力ある店づくりや付加価値の向上に向けた取り組みが急務である。 
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＜益田市の商業・サービス業の推移＞ 
 
 
 
 
※卸・小売業の販売額は平成 11年商業統計調査、平成 24年経済センサス調査 
※サービス業の総生産額は、しまね市町村民経済計算 
※事業所数は平成 11年企業統計調査、平成 24年経済センサス調査 
 

  
地域経済の課題を踏まえた目標 
以上のような現状や課題に対し、「企業と地域の応援団」である当所は、小規模事業

者の中長期的な振興のため、 

 

①小規模事業者の事業計画策定やＰＤＣＡサイクルの構築を伴走型で支援すること

で、限られた経営資源を最大限に活用した戦略的自律的な経営の実現へ導き、外

部環境に的確に対応できる足腰の強い事業者として育成して行く。 
 
②小規模事業者が地域内需要の開拓のみならず、市場を域外にも求めて行くことが

できる環境を作るために、多様な支援機関とも連携しながら地域のブランド化を

進めることで地域経済の活性化を図る。 
 
を基本方針とし、経営発達支援事業を通じて、小規模事業者の持続的発展を図ると

ともに、地域経済基盤の維持を目標とする。 

 

 卸・小売業の販売額 サービス業の総生産額 事業所数 
平成 10年頃 1,111億円 329億円 2,186社
平成 24年頃 815億円 362億円 1,980社
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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 

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】 

（目 的） 

小規模事業者を取巻く最も身近な外部環境である地域の経済動向について各種調

査を通じて、情報収集・分析を行い、調査結果を小規模事業者の事業計画策定時に

提供することで、経営指針、販売戦略、販路開拓などを検討する上での参考資料と

して活用して行くとともに、当所の事業計画や各種要望活動に反映するほか諸施策

の改善等にも役立てて行く。 

 

●当所の実施する調査について 

【景況調査】 

（現 状） 

四半期ごとに大分類 5 業種に分類した調査対象企業を巡回訪問し個社の

「業況（売上の増減、商品在庫数量の増減、従業員数の増減、採算性の好悪

化など）」「設備投資の実施状況」「経営課題」などを調査・集計し、会報に

掲載することで業種ごとの景況感を会員事業所に対して提供している。 

（課題と改善策） 

現状では集計結果の公表のための調査となってしまっている。個別の企業

支援に十分活用して行くため個社の状況把握は基より、「業界の課題として

感じていること」を調査項目に追加することで、地域の業界が直面する課題

についても調査・分析し業界特性の把握にも努める。また、調査結果につい

ては様々な施策に関する要望を行う際の基礎資料としても役立てて行くと

ともに、ホームページに掲載することで広く公表する。 

     

【商勢圏実態調査】 

（現 状） 

県内の商工会・商工会議所で連携し、3年に 1回地域消費者に対し、性別・

年齢別・品目・買い物先別の割合の他、買い物をする上での不便な点を聴き

取り、購買力の流出入について分析を行っている。 

（課題と改善策） 

現状、分析結果については小売業に特化した詳細なデータでありながら、

商店街の会議での説明に使用する程度で、特に活用はしていなかった。分析

結果を個社の事業計画策定支援時に提供することで、ターゲットとなる顧客

属性を意識し、商品毎の競合先を見据えた事業計画の策定の支援が可能にな
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ると考える。 

 

●その他の統計情報等の活用について 

（現 状） 

これまでは、他機関が実施した各種統計調査資料について、必要な時に

のみ収集し、必要な経済指標のみを引用活用していた。 

（課題と改善策） 

必要時のみの情報収集であったため、経済動向として把握することがで

きていなかった。常に最新の地域経済動向（人口、事業所数、従事者数、

売上額、付加価値額など）の情報を定期的に収集し、把握・分析できるよ

う整理する。 

 

＜調査項目及び入手先＞ 

・人口（益田市市民課調べ） 

・事業数、従事者数、売上高（経済センサス・工業統計） 

・公共工事請負金額（西日本建設業保証㈱調べ） 

・新設住宅着工戸数（島根県建築住宅課調べ） 

・公共工事の発注情報（建設興業タイムス） 

・観光入込客、宿泊者数（島根県観光動態調査）等 

    

  

（目 標）主要な調査の実施回数と調査対象 

 ・景況調査・・・四半期ごと年 4回実施／対象 60 社 

（製造業 8 社、建設業 8 社、卸売業 8 社、小売業 17 社、サー

ビス業 19 社） 

 ・商勢圏実態調査・・・3年に 1回実施／対象 500 名（地元消費者） 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（目 的） 

小規模事業者の持つ経営資源をはじめとする実態を把握し、その強みや、本質

的な課題を明らかにし、持続的な経営に向けた方向性を示すことで、事業計画の

策定へと導いて行く。 

 

（現 状） 

巡回や窓口相談において、小規模事業者の直面する問題に対してのみの限定的

な分析・支援に止まっている。根本的な経営改善に繋がっていなかった場合には

同事業者に別の課題が発生し、相談頻度が高くなるケースもある。 

   

（課題と改善策） 

現状の取り組みでは直面する課題の解決はできても、経営の全体像を把握・分

析・フィードバックすることが欠けていることからその小規模事業者が抱える本

質的な経営課題を解決する糸口を提示するまでには至っていない。 
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本業の強化や、経営革新をはじめとした事業継続・発展について意欲ある事業

者に対してはヒアリングシート（新たに平成 27 年 10 月より導入）を活用して小

規模事業者の全体像（従業員数、営業時間、経営方針、市場環境（顧客、競合先）、

取扱商品やサービスの内容、財務状況など）を把握し、中小企業基盤整備機構の

「経営自己診断システム（分析項目：収益性、効率性、生産性、安全性）」を全経

営指導員等で活用し、同業他社との比較に基づく経営指標値などの分析結果およ

び異常値については考えられる要因等についてもフィードバックして行く。 

また、高度な分析を必要とする場合は専門家と連携した分析も行う。 

 

（目 標） 

  経営指導員等による巡回・窓口相談企業数、経営分析企業数 

項 目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

巡   回 298 300 300 310 310 320 

窓   口 336 340 340 350 350 360 

分析企業数 21 40 55 55 60 60 

※同企業に巡回・窓口相談がある場合はそれぞれで 1件カウントしている。 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（目 的） 

指針③（地域の経済動向調査、需要動向調査）、指針①（経営状況の分析）の結

果を基に、行政や専門家とも連携しながら伴走型の指導・助言による事業計画策

定支援を行うことで、小規模事業者が経験値として有している経営ノウハウが明

文化され、事業の持続的発展に向けた羅針盤として、課題や改善策を通じて目標

となるあるべき姿を目指した実現性の高い事業計画の策定を図る。 

また、創業予定者についても指針③（地域の経済動向調査、需要動向調査）を

基に、外部環境を意識するとともに、自己の棚卸を通じてこれまでの経験やノウ

ハウ等を明らかにした創業計画の策定に取り組むことで、創業後のリスク軽減や

戦略的な経営の実現を図る。 

 

（現 状） 

巡回・窓口相談等において、事業計画の策定の重要性を伝えるほか、平成 26 年

からは「経営計画策定支援セミナー・個別相談会」を開催する等、事業計画の策

定に取組もうとする小規模事業者の掘り起こしに努めている。 

また、実際の事業計画策定時には経営指導員が中心となって計画策定の支援を

し、中小企業診断士等の専門家派遣（よろず支援拠点コーディネーター、ミラサ

ポ、島根県経営力強化アドバイザー（注 1）、保証協会スキルアップサポーター等）

を活用する際には、専門家による策定ノウハウの提供や整合性のチェックなどを

取り入れながら総合的な支援を行っている。 

一方、創業予定者に対しては、創業に向けた計画の策定支援を行っており、資

金計画の立案の際には、制度融資や補助金・助成金の有効活用ができるよう各種

支援施策情報の提供を行い、行政や他の支援機関との連携を密にすることで地域
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一体となった支援ができる体制を整えている。 

 

（課題・改善策） 

【小規模事業者】 

小規模事業者に事業計画策定の必要性を伝えるだけでは、事業の継続や発展に

向け意欲ある事業者の掘り起しは不十分な状況にあることから、指針①（経営状

況の分析）に基づき、その事業者が抱える本質的な課題や改善の方向性などを具

体的に示唆することで事業計画策定への意欲を高めて行く。 

また、経営計画策定支援セミナー参加者については、受講後の計画策定状況を

聴き取るなど積極的に関わることで伴走型の策定支援へとつなげて行く。 

なお、施策活用時の事業計画書はそれぞれ指定のフォーマットを使用するため、

その一部は経営の全体像が把握できる事業計画書とは言えない。当所が策定支援

時に使用する基準となる事業計画書のフォーマットを定め、計画のみならず実績

についても記載でき、その差異についても分析しやすい書式とすることで後の見

直し等にも対応しやすくして行く。 

 

【創業予定者】 

これまでは、相談があれば創業計画の策定支援を行ってきたが、創業需要の掘

り起こしについては不十分であった。当地域における創業需要を喚起するため、

「創業啓発セミナー」を開催し、あわせて当所が創業相談の窓口であることを国

の創業支援事業計画の認定を受けている益田市や地域金融機関をはじめとする支

援機関との連携により広く周知することで支援対象者の掘り起こしを図る。 

実際に創業した事業者の中には、創業後厳しい経営状況に陥り軌道に乗らない

事業者も見られる。準備段階において、開業に向けたノウハウの提供等のみなら

ず、開業後の事業計画についても十分に視野に入れた創業計画立案支援が必要で

ある。そのためには経営指導員を中心に外部環境や創業予定者の棚卸しを通じた

策定支援を行っていくが、専門家を活用することで許認可の取得等高度な知識を

要する支援ニーズや地域外の事業者が持つノウハウへのニーズにも対応して行

く。 

しかしながら既存の事業者向けの専門家派遣制度では、創業予定者への派遣が

できないことから創業支援アドバイザー派遣制度（注 2）を当所施策として新設す

る。 

また、創業予定者に対し、出店立地を検討するための材料として、当所が例年

行っている空き店舗調査（注 3）の結果を提供して行く。 

  

注 1：島根県経営力強化アドバイザー派遣事業 

島根県が事業計画の策定を通じて経営力の強化を目指す事業者に対

し、商工団体を通じて専門家を経営指導員同席のもと派遣する施策。

注 2：創業支援アドバイザー派遣事業 

創業予定者に対し専門家派遣を通じた支援を可能にするために当所が

平成 27 年度より創設した施策。 

注 3：空き店舗調査 
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益田市の中心市街地において年 1回、当所職員の実地調査により実施。

空き店舗の所在地を中心に把握し、結果は地図にプロットしている。

 

（目 標） 

項 目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

事業計画策定支援 

セミナー参加者数 
15 13 20 20 20 20 

創業啓発セミナー 

参加者数 
― 未定 20 20 20 20 

事業計画策定 

事業者数 
23 32 48 48 49 50 

創業支援アドバイザ

ー派遣事業利用者数 
4 4 4 4 4 4 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

（目 的） 

策定された事業計画については、継続的なモニタリングを通じ進捗状況を把握

するとともに、経営改善や計画見直しに向けた伴走型の支援や確実な計画の実行

について指導をしながらＰＤＣＡサイクルを確立し、小規模事業者の事業の持続

的発展を実現する。 

 

（現状と課題） 

事業計画策定企業の進捗状況の確認については、年に 1 回程度の巡回や、窓口

に来所した際に行っている。その際に実行上の課題に直面している場合は、その

要因を分析し必要な改善策を提示している。しかしながら、接触の頻度が低いこ

とから、状況に応じた改善が出来ないまま事業計画の実行が滞っているケースや、

策定された計画自体が一切実行されていないケースも見受けられる。 

 

（改善策） 

計画初年度については少なくとも、3カ月に 1度は巡回や窓口を通じて接触をは

かり、計画の実行上発生している課題の解決や、「小規模事業者経営発達支援融資

制度」・「小規模事業者持続化補助金」をはじめとする各種支援策情報の提供・活

用を通じた支援を行う。また、計画初年度終了時には計画の実績について確認し、

達成できていない点については計画の再構築等の助言を行いながらＰＤＣＡサイ

クルの定着化を図るなど、小規模事業者の目標達成に向けた伴走型の支援を行う。

当所のみで解決が困難な課題については、専門家や他の支援機関にも支援を仰

ぎながら、改善に向けて取り組んで行く。 
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（目 標） 

項 目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

フォローアップ 

事業者数 
23 55 80 96 97 99 

  

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

（目 的） 

巡回等を通じて小規模事業者が取り扱う商品やサービスを把握し、併せて最新

の需要動向や業界のトレンド等について調査・分析した情報を提供することで、

小規模事業者が現在の需要動向のみならず、将来的な需要動向や顧客ニーズを見

据えた販売戦略を構築することができ、売上の維持・向上を通じた事業の持続的

発展が図られる。 

 

（現状・課題） 

経営・金融相談時に小規模事業者の商品やサービス等の内容については把握を

しているが、事業者を取巻く需要動向に関する情報の収集については、単に業界

情報誌を回覧するだけであり、消費動向をはじめとする統計資料についても、そ

の活用は経営指導員個々の判断に任せていたことから、情報の共有が十分図られ

ていなかった。このことから、支援現場で情報を活用して行く意識が薄く、情報

提供の有無や内容にバラつきが生じた結果、顧客ニーズと品揃えのかい離を主要

因とする売上減少といった課題にまで踏み込んだ十分な支援が効率的にできてい

なかった。 

 

（事業の内容） 

下記 3 つの取り組みにより各種需要動向を調査し、その結果については職員全

員が随時閲覧できるよう専用の書架にて管理することで最新の需要動向や業界ト

レンド等に関する情報の共有を図るとともに、事業計画の策定や販路開拓に意欲

的に取り組む小規模事業者に対し、巡回訪問等を通じて調査結果を提供すること

で、顧客ニーズとのかい離を改善しながら、売上の維持・向上を実現していく。 

   

（１）全国的な需要動向に関する調査 

官公庁のＨＰ（ｅ－ｓｔａｔ等）やＷｅｂサービス（日経テレコンＰＯＳＥＹ

ＥＳ、ＪＲＳ経営情報サービス）において閲覧可能な統計資料やトレンド情報、

定期購読をしている業界情報誌（建設興業タイムス、業種別業界情報、日経ＭＪ）

に掲載されるトレンド情報、専門家派遣による専門家から提供される情報を収

集・整理し、消費トレンド・業界動向・物価動向・新商品（新技術）・官公需要・

専門家が有する情報などの把握をして行く。 

これらの情報を提供することで、小規模事業者が販売戦略の立案をする上で 

の品揃えの再検討・新商品（新技術）開発・商品改良・価格決定の参考として 

活用してもらう。 
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  （２）地域消費者の需要動向に関する調査 

地域の需要動向を調査するために、3年に 1度の商勢圏実態調査に併せて、地

域の消費者が購入時に重視する項目（価格・品質・ブランド・機能・接客など）

に優先順位を付けるアンケートも行うことで地域消費者意識を把握して行く。 

これらの情報を提供することで、小規模事業者が主に域内需要に対応する販売

戦略の立案をする上での品揃えの再検討・新商品（新技術）開発・商品改良・価

格決定の参考として活用してもらう。 

 

  （３）域外消費者の需要動向に関する調査 

商談会・展示会に出展を希望する地域産品取扱事業者をはじめとする、域外へ

の販路開拓を目指す小規模事業者を支援するために、事前に域外消費者を対象と

した商品に関するモニター調査（味・価格・デザイン・ネーミング・量など）を

外部委託等によりアンケート形式で行うことで、地元では気づきにくい域外消費

者意識を把握して行く。  

これらの情報を新たな販路の開拓に取り組む小規模事業者にフィードバック

することで、域外視点を取り入れた新商品開発・商品改良・価格決定の参考とす

ることができ、併せて商談時の客観的資料として活用することで成約率の向上も

望める。 

 

調査名など 調査項目 活用方法 

統計情報・業界情報誌・

Web サービス・専門家か

らの情報収集 

 

全国的な消費トレンド・物

価動向・新商品・新技術・

官公需要 など 

事業者に情報提供を行

い販売戦略の立案をす

る上での品揃えの再検

討・新商品開発・商品改

良・価格決定の参考にし

てもらう。 
地域消費者意識調査 

地域の消費者が購入時に重

視する点（価格、品質、ブ

ランド、機能、接客など）

域外消費者モニター調

査 

域外への販路開拓を目指す

小規模事業者が有する商品

に対する意見・評価 

（味・価格・デザイン・ネ

ーミング、量など） 

 

域外市場の消費者の反

応を直接フィードバッ

クすることで、販路開拓

に向けた商品開発や商

品改良の参考にしても

らう。また、商談時に成

約率を高めるためのツ

ールとしても活用して

もらう。 
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（目 標） 

項 目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

地域消費者 

意識調査数 
― 500 ― ― 500 ― 

域外消費者 

モニター調査数 
― 150 150 150 150 150 

情報提供事業者数 ― 37 53 53 54 55 

 

 

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】 

（目 的） 

当地域は、国土交通省全国一級河川水質調査において 4 年連続（2010 年～2013

年）で水質日本一に選ばれた清流「高津川」流域で産出される豊富な農林水産資

源に恵まれており、益田市においても地域産品を活用した域外への売り出しに力

を入れている。 

こうした地域資源を十分に活用しながら、他地域との差別化戦略構築、新たな

商品開発や高付加価値化、効果的な情報発信による新たな需要の開拓に向けた取

り組みを支援するとともに、若手経営者や後継者など、新たな需要開拓に意欲的

な小規模事業者に対しても、需要動向調査に基づく情報を踏まえながら市場ニー

ズを的確に捉えた創意工夫による売上拡大に向けた支援が必要である。 

当所は益田市産業支援センター（注 4）を始めとする支援機関等と連携しながら

下記事業に取組み、地域小規模事業者の新たな販売先の確保を通じた「売上・利

益の増大」を図る。 

注 4：益田市産業支援センター 

益田市産業振興ビジョンの推進機関として益田市産業経済部内に設置さ

れている。 

 

（これまでの取り組み） 

小規模事業者に対し、展示商談会事業の周知や商談時のノウハウを提供するた

めのセミナーの開催、当所ＨＰでの補助金等の施策の紹介、ネット販売やホーム

ページ作成の手法などについての助言は行ってきたが、トレンドや市場ニーズを

意識した取り組みには至っておらず、新たな需要の開拓としての成果は十分に表

れているとは言えない。 

  なお、益田市産業支援センターとの連携により、商品開発やリニューアルを行

う事業者の掘り起しを行うとともに、売れる商品づくりや需要開拓時の施策活用

時の支援を行っている他、事業者や消費者からの事業者照会に対応する上では、

全国商工会議所のネットワーク等も活用し、新たな取引情報を提供することでマ

ッチングにも努めている。 
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（支援対象と課題） 

（１）地域産品取扱事業者 

 当地域には豊富な農林水産資源を活かした、農産加工品や水産加工品の他に酒

類や菓子類、また雪舟焼や木工製品等の陶芸や工芸品等があるが、取り扱ってい

る事業者は大半が小規模事業者であり、域外への需要開拓に向けて、商品力の強

化や情報発信力、営業力、資金力等の強化が課題となっている。 

 

（２）その他の小規模事業者 

 その他の業種においても、若手経営者や後継者などは新たな需要開拓に向けて

意欲的であるが、戦略性が欠如している。市場ニーズを的確に捉えながら、小規

模事業者が持つ「知恵・工夫・経験」を活かした戦略的な需要開拓が課題となっ

ている。 

 

（取組み内容） 

 上記支援対象者に対して、販売戦略立案のための販売促進セミナーの開催や

ミラサポ、よろず支援拠点事業、島根県経営力強化アドバイザー派遣事業によ

る専門家の個別支援を通してマーケットインを意識した新たな需要の開拓を支

援する。 

    

（１）展示会・商談会の活用に関する支援 

域外への販路の開拓においては、島根県や他支援機関が募集する展示商談

会事業の情報提供を行うことで新たな需要開拓に向けた機会を提示するこ

とに加え、出展後には、商談時のリサーチ・情報収集を踏まえながら、一緒

に評価検証を行いながら、市場に受け入れられる新商品の開発や、商品改良

に取り組む上でのポイントを整理することで今後の売上拡大に繋がるよう

伴走型の支援を行う。なお、展示会出展の際に必要となる経費補助について

は、島根県・益田市の補助金や小規模事業者持続化補助金等の施策の活用支

援も行う。 

本支援を通じて、小規模事業者の新たな市場の開拓に寄与する。 

 

【県内や広島等の展示会】 

距離的にも近く、当地域に対する認知度も比較的高い中四国市場のバイヤ

ー等が参加する展示会・商談会。 

 ・石見の国特産品総覧会（10 月に浜田市にて開催、食品） 

・ビジネスフェア中四国（2月に広島にて開催、食品） 

【首都圏の展示会】 

全国からバイヤーや関係者が集まる大規模な展示会で、島根県や益田市が

地域産品の販路開拓を促進するためにブースを確保している展示会・商談

会。 

・スーパーマーケット・トレードショー(2 月、食品) 

・FOODEX JAPAN(3 月、食品) 

・インターナショナル・ギフト・ショー（2月、工芸品） 
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・島根・山口観光物産展 in 川崎アゼリア（10 月～11 月、特産品） 

 

（２）新たな商品開発や既存商品の改良に関する支援 

前項の需要動向調査に基づく消費者ニーズの提供や、展示会・商談会の評

価検証に基づくバイヤーニーズ等を一緒に検証しながら、ミラサポやよろず

支援拠点事業、島根県経営力強化アドバイザー派遣事業による専門家の助言

等も積極的に活用することで、小規模事業者がトレンドやターゲットを意識

した訴求力の高い新商品の開発や既存商品の改良が実現できるよう支援す

る。なお、新商品開発や既存商品改良の際に必要となる経費については、島

根県・益田市の補助金や小規模事業者持続化補助金等の施策の活用支援も行

う。本支援を通じて、移り変わる消費者ニーズへの対応に寄与する。 

 

（３）情報発信に関する支援 

小規模事業者のほとんどは自社ホームページを持っていないことから、ま

ずは、自社ホームページを持たない事業者についてはホームページの作成や

ＳＮＳの活用方法についてノウハウを提供しながら、小規模事業者持続化補

助金も有効に活用して情報発信の手段を確立していく。 

また、掲載する内容として、その商品が持つコンセプトや、競合との差別

化要因、消費者のニーズに応えられる強みを積極的にアピールすることが重

要であることから、掲載内容や方法についてもミラサポやよろず支援拠点事

業、島根県経営力強化アドバイザー派遣事業の専門家とも一緒になって検証

することで消費者ニーズに対して訴求力を高めるためのノウハウも提供し

ていく。 

また、小規模事業者の新たな需要開拓の取り組みについて、益田市産業支

援センターとの連携によりマスメディア等へ情報提供することで、新聞やテ

レビなどのメディアに取り上げてもらうよう、地域内外への情報発信に向け

た働きかけを行なう。 

本支援を通じて、潜在的な需要の開拓に寄与する。 

 

 

（目 標） 

項 目 現状 28 年度 29年度 30年度 31年度 32 年度

販売促進セミナー 

参加事業者 
- 20 20 20 20 20 

補助施策活用 

事業者数 
11 12 13 14 15 16 

商談会等出展支援 

事業者数 
8 8 8 8 8 8 

商談成立事業者数 1 3 3 3 4 4 

新商品開発・商品改

良事業者数 
7 7 8 8 9 9 
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情報発信支援 

事業者数 
7 7 8 8 9 9 

専門家派遣事業者数 3 3 4 4 5 5 

事業者照会への 

対応数 
6 6 6 6 7 7 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

（目 的） 

地域市場の縮小が続く中、地域資源を活用した地域のブランド化を通じた域外

への販売や域外からの集客交流人口の拡大による外貨を獲得し、地域経済の活性

化を図る。 

 

（事業内容） 

①地域資源を活用した地域のブランド化推進 

益田市が策定した産業振興ビジョンにおいても「高津川を基軸とした地域

資源活用」を重視していることから、島根県や益田市、益田市観光協会、日

本政策金融公庫等と連携を図りながら情報発信に努めることで、「高津川が

水質日本一＝益田市には豊かな自然環境がある」というイメージの定着に戦

略的に取り組むとともに、島根県や益田市、しまね産業振興財団等と連携し

加工食品や木材といった流域産品の付加価値の向上や、小規模事業者が新た

な商品（観光商品含む）開発、販路開拓をして行く上での基盤をつくる。 

 

【高津川天然鮎が食べられるお店ＰＲ事業】 

天然鮎を提供するお店や清流高津川で捕れる鮎の紹介を掲載したパンフ

レットを益田市観光協会と紙媒体で作成し域内・域外へ配布するとともに、

当所ホームページ上にも掲載することで広く情報発信し、清流高津川の知名

度向上を通じた地域のブランド化を目指す。 

 

  ②にぎわいの創出に向けた取組み 

日本で唯一現役空港の滑走路と風光明媚な日本海沿線をコースとして開催

され、全国から多くの参加者で賑わう「萩・石見空港マラソン全国大会」の実

行委員会（島根県、益田市、萩・石見空港利用拡大促進協議会、益田市体育協

会、益田市観光協会、益田旅館組合、全日空、益田市特産品協会、自治会等

58 委員で組織）に参画しながら交流人口の拡大を行う。 

 

③購買力の流出防止 

 ・商店街支援による地元商店での買い物推進 

市内 8 つの商店会で構成される益田市商店会連合会が取り組む商店街活性

化事業について、賑わいのみならず来店者の確保を強く意識した取組みとなる

よう助言や情報提供を通じた支援を行う。 
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④長期的な事業継続に向けた取組み 

平成 26 年 8 月帝国データバンクの後継者問題に関する企業の実態調査によ

ると、島根県の傾向として、親族内承継が 87％と全国の 69.3%に比較すると高

い割合を占めている。加えて、現後継者候補が未婚であることから、現経営者

や後継者の中には将来に亘る家業の存続に不安を抱えている者も多い。 

当所では、婚活支援事業「であい・ときめきＰａｒｔｙ」を通じて、早期に

将来の世代にわたる事業継続不安の払拭にも努めて行く。 

 

（目 標） 

項 目 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

高津川天然鮎が食べられ

るお店ＰＲパンフレット 

配布枚数 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 

萩・石見空港マラソン全国

大会市外からのｴﾝﾄﾘｰ数 
2,627 2,700 2,800 2,900 3,000 3,000 

婚活事業参加者数 

（男女合計） 
60 60 60 60 60 60 

 

 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

・実際に地域の小規模事業者の支援に直接携わる近隣商工会の経営指導員と「連

絡協議会」を開催し、それぞれの管内の経済動向や特色ある支援の事例等に

ついて情報交換をすることで、支援ノウハウの向上を図る。  

・毎月開催される益田市産業支援センター連絡会（島根県、益田市、信用保証

協会、商工団体、しまね産業振興財団）において、各機関が有する最新の支

援施策や商談会・展示会などの情報の共有を行い幅広い支援に繋げる。  

・よろず支援拠点連絡会議（中小企業基盤整備機構、県内商工団体、しまね産

業振興財団、金融機関）において、専門的な支援ノウハウ、全国的な特色あ

る支援の事例等情報交換をし、売上拡大と経営改善について支援向上を図る。

・木材産業の構造に精通する島根県西部農林振興センターや商工施策の窓口と

なる島根県商工労政事務所と連携し、情報交換を行いながら林業分野企業の

経営課題において幅広い支援基盤の構築を図る。 

 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

日本商工会議所が主催する「経営指導員支援力向上全国研修会」、「消費税転

嫁対策セミナー」等に加え、県内商工団体がそれぞれ企画する研修会（1 人 15

時間以上）や中小企業大学校、行政主催の税務研修会や施策説明会へ経営指導

員が年間 3 回以上参加することにより、経理・金融・税務・労務等の基本的な

知識の習得を図ることは基より、それぞれの小規模事業者が抱える課題や強み
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を把握し、必要に応じて適切な支援策や解決策を提供するためのノウハウを習

得することで、売上や利益の確保をはじめとする経営の持続的な発達に資する

伴走型の支援能力を身につける。 

また、専門家派遣時には担当経営指導員等が同行し、専門家の指導・助言ノ

ウハウを習得することで資質のさらなる向上を図る。 

上記の研修会や専門家同行において習得した知識や支援ノウハウについて

は、組織内で共有するため、研修内容を書面にまとめて報告するとともに特に

重要な点については月 2 回の会議において情報共有を行う。さらに、チームと

しての支援力向上のため月 1 回小規模事業者の経営状況についての分析等の勉

強会を開催し、小規模事業者の総合的な支援体制を構築する。 

 

  

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 

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。 

（１）外部有識者（益田市産業支援センター所長、日本政策金融公庫浜田支店

長）により、事業の実施状況、成果の評価・見直し案の提示を行う。 

（２）事務局において、見直し案を策定する。 

（３）事業の成果・評価の結果と見直し案については、議員総会へ上程し、承

認を受ける。 

（４）事業の成果・評価・見直しの結果を事務所内にて閲覧ができる形で計画

期間中公表するとともに当所ホームページ（http://masudacci.jp/）上

でも公開する。 
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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 

（１）組織体制                   （平成 28 年 1 月現在） 

   ●益田商工会議所 全体組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ●経営発達支援事業 実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）連絡先 

 益田商工会議所 中小企業振興部（中小企業相談所）    

〒６９８－００３３ 島根県益田市元町１２番７号 

  ＴＥＬ（０８５６）２２－００８８・ＦＡＸ（０８５６）２３－４３４３ 

  ＵＲＬ ｈｔｔｐ://ｍａｓｕｄａｃｃｉ.ｊｐ/ 

  E-mail ｉｎｆｏ＠ｍａｓｕｄａｃｃｉ．ｊｐ 

・卸商業

・林産工業

・食品工業
（中小企業相談所） ・建設鉄工業
・経営指導員４名 ・観光交通
・補助員２名 ・庶業
・記帳専任職員１名

青年部 女性会

総務部(５名）

会頭

副会頭

顧問・参与

部会委員会

・地域開発

・中小企業振興

・金融対策

・総務

常議員

議員

 中小企業振興部(７名）

・労務対策

監事

・小売商業

会員

専務理事

事務局長

【議決機関】
審議

　状況・成果報告・見直し案上程

審議
　状況・成果報告・見直し案上程

審議
　状況・成果報告・見直し案上程

審議
　状況・成果報告・見直し案上程

状況・成果報告
【事務局】 【外部有識者】

 益田市産業支援センター所長

 日本政策金融公庫

　　　　　　　　　浜田支店長

評価・見直し案提示

（中小企業相談所）
・経営指導員４名
・補助員２名
・記帳専任職員１名

 中小企業振興部(７名）

議員総会

総務部(５名）

常議員会

専務理事

事務局長

総務委員会

正副会頭会議
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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 

( 28 年 4 月

以降) 

29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

必要な資金の額 66,803 66,850 66,850 66,850 66,850

 

中小企業相談所 

 
地域活性化対策費 

 
中心市街地活性化費 

 

 

 

 

60,953 
 

5,300 
 

550 

61,000

5,300

550

61,000

5,300

550

61,000 
 

5,300 
 

550 

 

61,000

5,500

550

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

 

会費、国補助金、島根県補助金、益田市補助金、手数料、事務委託費、負担金、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。 
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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 

・益田市産業支援センターが主催する月１回の連絡会に出席、情報交換を行う。 

・各支援機関が有する施策活用、マスメディアへの情報発信。 

連携者及びその役割 

・益田市産業支援センター、島根県西部県民センター商工労政事務所、島根県立西部高

等技術校、しまね産業振興財団石見事務所、島根県信用保証協会益田支店 

  最新の諸施策や商談会、展示会などの情報提供。 

・益田商工会議所、美濃商工会 

管内の特色ある小規模事業者、支援ノウハウ、支援事例等の情報提供。 

各支援機関の施策活用時の伴走支援。 

 
 

  連携先 代表者 住所 電話 

益田市産業支援センター 
所長  

河上 信男 
益田市駅前町 17 番地 1 0856-31-0341 

島根県西部県民センター 

商工労政事務所 

所長  

福間 直 
浜田市片庭町 254 番地 0855-29-5644 

島根県立西部高等技術校 
校長  

齋藤 照平 
益田市高津四丁目 7番地 10 0856-22-2450 

しまね産業振興財団石見事務所 
所長  

木戸 康雄 
浜田市相生町 1391 番地 8 0855-24-9301 

島根県信用保証協会益田支店 
支店長 

村上 寿夫 
益田市あけぼの本町 10 番地 6 0856-22-4567 

美濃商工会 
会長 

佐々木 惠二 
益田市美都町都茂 1809 番地 2 0856-52-2537 

連携体制図等 

 

島根県西部県民センター

商工労政事務所

益田市産業支援センター 益田商工会議所

しまね産業振興財団石見事務所

美濃商工会

島根県立西部高等技術校 島根県信用保証協会益田支店

目標：支援機関が一堂に会し、最新の諸施策や商談会、展示会、管内の特色ある小規模事業者、支援ノウ

ハウ、支援事例等の情報共有を図るとともに、各機関の施策活用時には協働しながら伴走支援に当たる。

益田市産業支援センター連絡会

商工施策

人財育成

支援事例

金融施策特許・技術
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連携する内容 

・木材関連事業者の経営課題の解決にあたり、木材産業に精通する県農林関係機関と共

に幅広く相談窓口を設け事業者に対し農林施策・商工施策の相互活用が可能となるよ

う、支援基盤の構築を図る。 

連携者及びその役割 

・島根県西部農林振興センター、島根県西部県民センター商工労政事務所 

  木材関連企業の現状についての調査・報告、支援メニューの紹介 

   

・益田商工会議所 

  経営相談への対応、情報共有 

 

 

連携先 代表者 住所 電話 

島根県西部農林振興センター 
所長 

塩冶 隆彦 
益田市昭和町 13-1 0856-31-9608 

島根県西部県民センター 

商工労政事務所 

所長 

福間 直 
浜田市片庭町 254 番地 0855-29-5644 

連携体制図等 

 
 
 

島根県西部県民センター商工労政事務所島根県西部農林振興センター 益田商工会議所

木材関連事業者

情報共有と的確な支援窓口につなぐ連携

経営相談課題解決、活用施策

目標：木材関連企業の支援基盤の構築を図る。

企業調査

農林施策 商工施策

 


