
経営発達支援計画の概要 

実施者名 備中西商工会 

実施期間 平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日 

目標 

・６次産業化、農商工連携の取組による既存事業者の活性化、新規創業者の輩

出による担い手の増加 

・農産物直売施設との連携や着地型観光の推進等による交流人口の増加により

 販路拡大と儲かる仕組みづくりに繋げる。 

事業内容 

１、地域経済の動向調査に関すること 
地域内の最新経済動向の分析結果を取りまとめた資料を作成し、管内小規

模事業者１,０５０社に提供する。併せて経営計画策定時に活用することで、

５年間（平成２７年度～平成３１年度）で経営計画作成９４社に繋げる。 
 

２、経営状況の分析に関すること 
  年間２０社以上の経営分析と、支援事業者の取り扱う商品・サービスの需

要動向の収集、分析、情報提供により、セミナー開催及び個別支援を通じて、

事業者の経営意思決定を定着させる。 
 

３、事業計画の策定支援に関すること 
  窓口相談・巡回指導等を通じ小規模事業者の掘り起しを行い、セミナー・

個別相談会の開催により事業計画策定支援を行うとともに、創業希望者につ

いては、創業に向けた計画策定および事業実施における個別の課題解決のた

め支援機関と連携し、伴走型支援を行う。 
 

４、事業計画策定後の実施支援に関すること 
事業者や創業者（第二創業者を含む）に対して、経営課題を解決するため

の定期的なフォローアップを行うことにより、小規模事業者の事業の持続的

発展を支援する。 
 

５、需要動向調査に関すること 
  一般的な消費性向を知ることに加えて、地域内事業者の商品・製品・サー
ビスが成長性・持続性の面から将来的な市場動向に合致しているかを調査し

各業種・業態に応じた需要動向情報が提供できる体制を整備する。 

  

６、新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 
展示会、商談会への積極的な参加による販路開拓を行い小規模事業者の事

業の持続的発展に繋げる。 
 

７、地域経済の活性化に資する取り組み 
市・町・各観光協会・JＡと地域活性化の方向性を共有し、農産物直売所等

と地域の特産品開発の情報を共有することにより、６次産業化に取組む農業

者および農商工連携を目指す事業者の伴走型支援を行う。また、着地型観光

による交流人口の増加を地域内で資金が循環する仕組みづくりに繋げること

で地域全体の活性化に繋げる。 

 

連絡先 

備中西商工会  岡山県小田郡矢掛町小林１６３番地２ 

        ℡ 0866-82-0559 Fax 0866-82-0707 

        E-mail biccyuunishi@okasci.or.jp 

        http://www.okasci.or.jp/biccyuunishi/ 
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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 経営発達支援事業の方針 

地域の豊富な農業資源の持つ強みと、人口減による需要の変化への対応といった課

題を踏まえ、食と農に関連する地場企業が元気で、活力が地域産業全体に波及するよ

う、地域の農業と商工業の連携（農商工連携）や農林漁業者による６次産業化の取組

を重点的に推進する。 

また、年間４２万人の来客がある星の郷青空市や、ごんぼう村ふるさと市場等の地

域農産物直売施設、昭和初期の古民家を改修した「やかげ町家交流館」等の観光拠点

を活かすほか、今まで実施してきた農作業体験や農産物加工体験を組み合わせた着地

型観光をより魅力あるものにし、交流人口を増加させ、地域で生産された商品の販売

促進等で商工業の振興へ波及させる。 

推進にあたっては、岡山県、井原市、矢掛町、地域金融機関その他支援機関と連携

し、個別企業の経営力向上、販売促進等を継続して支援するとともに、商品企画や大

都市圏への販路開拓など高度専門的な経営支援については、岡山県商工会連合会と連

携して、案件ごとに支援チームをつくり、成果を創出していく。 

井原市第６次総合計画後期基本計画（目標年度平成２９年度）においても、基本目

標「活力と交流を生み出すまち」を達成するための基本施策として、地域特産品のブ

ランド化や産直販売の展開支援が掲げられている。また矢掛町第５次振興計画（目標

年度平成２７年度）においても、施策の方向として、特産品づくりによる高付加価値

農業の推進を掲げ力を入れている。 

 
 

２ 経営発達支援事業の目標 

・農商工連携、６次産業化の取組による既存事業者の活性化、新規創業者の輩出によ

る担い手の増加 

・農産物直売施設との連携や着地型観光の推進等による交流人口の増加 

 
 

３ 地域の現状と課題 

備中西商工会は、井原市に平成１７年吸収合併した後月郡芳井町・小田郡美星町と、

小田郡矢掛町を管轄している。商工会管内の人口は、平成２７年７月１日時点で、約

２万５千人、商工業者１１１４社、法定会員数６３３社であり、４名の経営指導員と

６名の職員で相談対応にあたっている。 

井原市では、古くからジーンズなどのアパレル製品を製造する繊維産業を中心に展

開し、工業団地へ自動車部品等の企業誘致により、芳井町・美星町では二次加工業を

行う中小零細企業が３９社あり、法定会員の約８％である。地域資源としては、西日

本有数のぶどう産地である青野地区や香りが良く品質が高い「明治ごぼう」を生産す

る明治地区が全国的にも有名である。また、美星町はその名の通り、星が美しく見え



－２－ 
 

る町として知られ、光害防止条例で星空が守られており、岡山県下最大の一般公開用

望遠鏡を備える美星天文台がある。 

矢掛町では、旧山陽道の宿場町として栄えた商店街や商業集積があり、矢掛町だけ

でなく美星町も商圏としていたが、倉敷市内の商業施設との競争により、入込客数が

減少している。そうした中、矢掛町では商店街がある中心市街地に、昭和初期の古民

家を再生した観光施設「やかげ町屋交流館（土産物販売、食事、観光案内を行う施設）」

が整備され、近隣に宿泊飲食施設「やかげ屋・温浴別館矢掛屋」が平成２７年３月に

オープンした。また、芳井町・美星町と同様に、自動車部品メーカー等の二次加工業

を行う事業者が約８０社ある。 

いずれの地域も少子高齢化が進み、人口減少により限界集落が増加しており、図１

の将来推計人口では急激に人口が減少し、商工会地域においては中山間地域が多くを

占めているため、推計予測を上回る減少率と推測される。こういった環境に位置する

商工業者は、売上の減少・後継者難といった課題への対応が必須である。 

 

   ○図１ 将来の推計人口 
         (人) 

 2010 年 2015 年 2020 年 2025 年 2030 年 2035 年 2040 年 

井原市 43,927 42.281 40,418 38,422 36,436 34,467 32,535 

減少率 100 96.3 92.0 87.5 82.9 78.5 74.1 

矢掛町 15,092 14,451 13,737 12,985 12,245 11,499 10,767 

減少率 100 95.8 91.0 86.0 81.1 76.2 71.3 
（資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口 H25.3 推計） 

    

こうした中、温暖な気候風土に恵まれた環境に位置する当地域では、農業分野にお

いて図２のとおり販売農家数等があり、芳井・美星地域は、ピオーネ等のぶどうの一

大産地となっている。矢掛町においてもアスパラガス、自然薯、果樹等の生産が増加

している。販売規模においても年間販売額３００万円以上の農家が芳井町、美星町、

矢掛町で１００戸ある。 

米・野菜・果樹などの農産物の生産から加工・販売を模索する農業者の増加傾向も

見られ、各地域の農産物直売所（図３）では、岡山市・倉敷市・福山市など近隣市町

村からの集客があり賑わいを見せている。 

また、地域内の飲食店や食品製造業者では、地域資源を活用した取り組みが始まっ

ている。 
 

   ○図２ 井原市・矢掛町の農家数等 
      (戸) 

 芳井町 美星町 矢掛町 合計 

総農家数 518 906 1,572 2,996

 販売農家数 143 509 803 1,455

 販売規模別経営体数 
（販売額 300 万円以上） 

17 48 35 100

 果樹類販売の経営体数 32 92 67 191
 (資料)2010 年世界農林業センサスより作成
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○図３ 井原市・矢掛町内の農産物直売所 
   

名  称 所 在 地 

芳井町特産品直売所 井原市芳井町 

明治ごんぼう村ふるさと市場   〃 

ベジタブルショップ花滝   〃 

星の郷青空市 井原市美星町 

長楽にこにこ市 井原市美星町 

葡萄浪漫館 井原市青野町 

いばら愛菜館 井原市井原町 

水車の里フルーツトピア 小田郡矢掛町 

矢掛宿場の青空市きらり   〃 

山ノ上農産物直売所   〃 
  

  商工会地域の商工業者（図４、図５）の構成は、卸小売業が経営者の高齢化および

過疎化による売上の減少等により後継者難となっており、建設業においても公共工事

の減少等により今後の維持存続が厳しい状況となっている。 

 
 

○図４ 備中西商工会地域の商工業者および分類 
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合計 
 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 

芳井町 70 25.4 50 18.1 94 34.2 24 8.8 37 13.5 275

美星町 43 20.4 30 14.2 90 42.9 28 13.4 19 9.1 210

矢掛町 103 16.4 115 18.3 184 29.3 91 14.5 136 21.5 629

合計 216 19.3 195 17.5 368 33.0 143 12.9 192 17.3 1,114
備中西商工会事業所台帳より作成

 

 

 

○図５ 備中西商工会地域の商工業者等(平成 27 年 7月 1日現在) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      （人） 

 芳井 美星 矢掛 合計 

商工業者数 275 210 629 1,114

小規模事業者数 257 202 566 1,025

うち法定会員数 156 150 327 633

農業関連事業所数 5 9 2 16

食品関連事業所数 12 29 31 72
備中西商工会事業所台帳より作成
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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】 

   地域経済動向調査の目的は、「地域経済の現状把握」と「将来予測」である。その

ため、行政や民間団体において実施されている地域の経済動向等についての調査を分

析して、産業構造の変化や商圏人口の推移、住民の年齢構成や消費者の動きなどを掴

み、それらをわかり易く加工し、巡回や窓口相談で小規模事業者の経営判断に必要な

情報を提供する。 
 

  （事業内容） 

  （１）岡山県商工会連合会の指導の下、広域的な地域産業の状況等経済動向について、

四半期ごとに実施する景況調査、日本政策金融公庫の各種実態調査、その他統計

資料情報等から得られる地域の企業の売上動向、仕入動向、資金繰り動向等を収

集分析し、地域経済の現状把握と今後の予測を行い、管内の中小・小規模事業者

の経営状況に応じた情報を提供する。 
   

（２）巡回指導（個別企業訪問）による経営課題の聞き取り調査、地域の外部環境と

  併せて経済動向を調査・分析し、収集した情報から得られたビジネスチャンス等

  を個々の企業の経営状況に応じて積極的に提案していく。 

 

  （３）主要産業である「農業」については、農業センサス等の資料を活用し、県下農

産物の需要状況や今後の動向などを分析し、６次産業化および農商工連携への取

組みの相談時に提供していく。 

 

  （４）全職員が参加して行う「支援能力向上セミナー」（毎月開催）において地域経済

動向調査の結果を報告し共有する。 
 

 （目  標） 

地域内の最新経済動向の分析結果は、巡回指導時に管内の中小・小規模事業者に

情報提供を行うとともに、経営・金融等の相談時に提供していく。 

経済動向は外部環境等の影響が大きいため、各関係機関と連携しながら常に最新

情報を整理する体制を構築し、中小・小規模事業者に対し、タイムリーかつスピー

ディーな情報提供により、ビジネスチャンス獲得機会を提供する。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 支援内容 現状 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度

中小企業景況調査（4半期毎/年 4回） １５ １５ １５ １５ １５ １５

支援能力向上セミナー（月 1回/全職員） ６ １２ １２ １２ １２ １２
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 ２.経営状況の分析に関すること【指針①】 

    経営資源が乏しい小規模事業者は、小さな強みをかけ合わせた独自のビジネスモ

デルを構築していくことが、持続的な経営を行うための秘訣である。ところが、自

社の経営分析を行ったり、強みを正確に把握している小規模事業者は極めて少ない

のが現状であり、第三者からヒアリングを受けたり意見や助言をもらうことが有効

である場合が多い。備中西商工会では、巡回相談等でヒアリングを行った情報を「小

規模事業者支援システム」にデータとして蓄積し、データベース化により個々の事

業者の強みを認識することが可能となる。 

    商工会は小規模事業者の持つ強みの把握とその強みを活かしたビジネスアイデア

   の提案を行うために下記の事業を実施し、支援に必要な情報の充実に努める。 

    

（事業内容） 

【既存事業と改善点】 

（１）岡山県商工会連合会が運用する小規模支援会計システム momo（クラウド型会計

システム）の機能を活用することで、数値管理のプロセスが改善され正確性が向上

する。また、事業者の会計データから経営状況の推移、損益分岐点分析、キャッシ

ュフロー・財務分析等を作成し、事業者へ提供することにより的確な支援・指導に

繋げる。改善点としては、より一層の会計データの蓄積と数値管理を行うため、利

用事業者の拡大を図る。 

 
（２）備中西商工会地域（井原市、矢掛町）の事業所の経営動向の把握に努めることと、

個社のポジショニングを明確にすることを目的とし、決算指導を行っている事業所

の決算データを、岡山県商工会連合会が運用する「小規模事業者支援システム」に

取り込みデータベース化する。財務諸表を基に、収益性、効率性等を地域内、業界

平均値と比較することで、より分かりやすく総合評価を行いながら経営改善に役立

つ情報を提供する。 
 

【新規事業】 

（３）全国商工会連合会より支給されたタブレットを活用した巡回指導、６次産業化・

農商工連携に特化したセミナーの開催、岡山県商工会連合会で運用している「小規

模事業者支援システム」のデータにより、６次産業化・農商工連携の対象となる地

域資源を活かした取組みを行う小規模事業者等をピックアップし、経営状況を把握

し販売する商品、保有する技術、財務内容等の項目を元に経営分析を行う。 

 
（４）小規模事業者による地域資源や技術等の活用により、新たなビジネスチャンス創

出支援を目標とし、経営指導員等による巡回・窓口相談時のヒアリング調査により、

地域資源や伝統技術活用、地域特産品開発、農業関連、観光関連事業者の業種や項

目別の商品・役務に関する情報を収集。 
特に、商品・役務の内容、保有する技術・ノウハウ等の経営資源、財務等の経営

状況の内容については調査内容を「小規模事業者支援システム」に経営カルテに入

力し、データの集積を図る。 
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（５）以上の結果をもとに、小規模事業者の課題を掴み、事業計画の作成を行う。 
 

 

（目  標） 

    年間２０社以上の経営分析（保有技術、ノウハウ、従業員等の経営資源、財務内

容）を行い、情報提供に基づき経営意志決定を定着させる。 

 
 
 

３. 事業計画の策定支援に関すること【指針②】 

   新事業創出並びにそれに伴う新規雇用の創出を図るため、地域における創業希望者

や他の地域から備中西商工会の管轄エリアでの創業希望者の掘り起しを行う。 

また、多くの小規模事業者は事業計画に基づいた事業を実施せず、複雑かつ多様化

する経営課題に対応できない状況にある。こういった事業者が経営課題を解決するた

め、上記１.の経済動向調査、上記２.の経営状況の分析結果を踏まえ、事業計画策定

支援及び個別相談会の開催により、岡山県商工会連合会、岡山県よろず支援拠点、岡

山県産業振興財団、中小企業基盤整備機構、地域金融機関等と連携し、伴走型の指導・

助言を行い、小規模事業者の事業の持続的発展を図る。 
 

（事業内容） 

 

（１）事業計画策定等に関するセミナー、個別相談会の開催により、事業計画策定を目

指す小規模事業者の掘り起しを行う。 

 

（２）創業希望者に向けての知識の向上を図るため岡山県商工会連合会広域サポートセ

ンターが行う創業塾、第二創業（経営革新）に関する相談会等と連携し、創業計画

および経営革新計画の策定支援を行う。 

   

（３）井原市・矢掛町にそれぞれ設置された 

創業サポートセンター（井原市・矢掛 

町・㈱日本政策金融公庫・㈱中国銀行・ 

㈱トマト銀行・㈱広島銀行・笠岡信用組 

合・備中西商工会）を中心とする創業支 

援の体制を構築し、スムーズな支援を行う。 

 

（４）地区内全戸の新聞折込により配布している商工会の会報「備中西商工会だより」

等により国・県・市町の施策の周知を図るとともに、窓口相談、巡回指導時に小規

模事業者からの相談機会を捉え、事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起しを

支援内容 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

小規模会計momo利用事業所 86 88 90 92 94 96 

経営状況登録事業所 178 190 200 210 220 230 

商品・役務の登録事業所 未登録 30 50 70 90 110 

巡回指導（個別企業訪問） 3,084 3,120 3,150 3,180 3,210 3,240 

経営分析件数 ８ ２０ ２２ ２５ ２５ ２５ 
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行う。 

 

（５）事業計画策定を目指す小規模事業者に対し、金融相談、国・県・市町村の行う支

援策を会報等により周知し、補助金の申請時に事業計画の策定支援を行う。 

  

（６）事業計画策定に当たって、事業の持続的発展のために必要な設備資金及びそれに

付随する運転資金については、小規模事業者経営発達支援融資制度等事業者にとっ

て有利な資金制度を活用した策定支援を行う。 
  
（目  標） 

   窓口相談・巡回指導等を通じ小規模事業者の掘り起しを行い、セミナー・個別相

談会の開催により事業計画策定支援を行う。 
 

支援内容 現状 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31 年度 

商工会報の発行 ３回/年 ３回/年 ３回/年 ３回/年 ３回/年 ３回/年 

事業計画作成セミナー・説明会開

催回数 
４ ４ ５ ５ ５ ５ 

事業計画策定事業者数 ５ １６ １８ ２０ ２０ ２０ 

創業支援者数 ０ ２ ２ ２ ２ ２ 

第二創業（経営革新）支援者数 １ ３ ３ ３ ３ ３ 

  

４.事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

事業者および創業者（第二創業を含む）が上記３．の事業計画に基づき、複雑かつ

多様化する経営課題を解決するため、定期的なフォローアップを行う。計画進捗状況

の確認及び指導・助言等、小規模事業者の事業の持続的発展を図る伴走型支援を行う。

また、セミナー・講習会等による情報の提供や、経営革新計画承認の取得、ものづ

くり補助金、小規模事業者持続化補助金等の各種補助金の取得を目指し、段階的に経

営計画をブラッシュアップさせて、事業者の経営力向上を図る。 
 

（事業内容） 

 （１）販路開拓・販売促進・経営全般の各種セミナー・講習会開催により、経営計画実

施上、必要な情報や知識を提供するとともに、国、県、市町村の行う支援策等を会

報等により周知し、フォローアップを実施する 

 

（２）事業計画策定後に、必要に応じ４ヵ月に一度程度の巡回訪問をし、進捗状況の確

認を行うとともに、必要な指導・助言を行う。 

特に PDCA サイクルを意識し、段階的に目標の実現が図られるような支援を行う。

  

（３）事業の持続的発展に取り組む小規模事業者を支援するために必要な、設備資金及

びそれに付随する運転資金については、小規模事業者経営発達支援融資制度等の推

薦を日本政策金融公庫に行う。 

   

（４）先輩経営者との意見交換会の開催や、岡山県商工会連合会広域サポートセンター、

岡山県よろず支援拠点等の支援機関（中小企業診断士等の専門家）と連携し、個別

フォローアップを重点的に行い、伴走型の支援を行う。 
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（目  標） 

   窓口相談・巡回指導等を通じ定期的なフォローアップを行うことにより、小規模

事業者の経営課題の掘り起しを行い、PDCA サイクルを繰り返すことで、事業者の

経営力向上を図り、持続的発展を促す。 

また、経営計画の実践結果はデータとして蓄積していくことで、新たな支援に繋

げていく。 

 

 

 

 

５.需要動向調査に関すること【指針③】 

小規模事業者は機動性が最大の利点ではあるが、経営者自身が事業の最前線に従事し

ているケースが多いため、需要動向に対する関心が薄れている。そのため、需要動向に

応じた品揃えや商品開発に対応できず、結果としてビジネスチャンスを逃しているケー

スも多い。 

需要動向調査では、一般的な消費動向を知ることはもちろんであるが、地域内事業者

の商品・製品・サービスが、現在の市場動向、将来的な市場動向に対して、成長性・持

続性があるかを知ることが重要である。 

そのため、需要動向調査の対象は、地域一般客と観光客に大別し、巡回指導の徹底に

より、地域内事業者の商品・製品・サービスの価値を確認したうえで、各業種・業態に

応じた需要動向情報が提供できる体制を整備する必要がある。 

 

（事業内容） 

（１）巡回指導（個別企業訪問）でのヒアリングにより、顧客の消費動向（売れ筋商 

品・ニーズ・客単価等）や品揃え、サービスの価値を把握し、他地域の情報も参考

にしながら、小規模事業者が商品・製品・サービスの選択と集中を図るための情報

提供を行う。また、地域には多くの埋もれた付加価値の高い資源があり、潜在的な

需要も期待されることから、地域関連団体とも連携し、より実現性の高い事業を提

案していく。 

 

（２）支援要請のあった小規模事業者の商品、役務の需要動向について、総務省家計調

査、経済センサス、小企業の経営指標（日本政策金融公庫）などを用いて市場規模・

市場動向を把握するとともに、業種別業界情報、日経テレコン２１のＰＯＳ情報な

ども活用して今後の需要について情報提供する。 

 

（３）全国商工会連合会が商工会の経営指導員に調査を委嘱し毎月行っている「小規模

企業景気動向調査」の結果（販売数量、販売単価、仕入価格、設備投資動向等推移

や予測データ）を事業者にフィードバックし、事業計画策定・相談に活用する。 

（目  標） 

小規模事業者が外部環境認識を深め、事業計画策定や商品開発等の判断材料にする

とともに、伴走支援する経営指導員の支援方針決定にも役立てる。 

支援内容 現状 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度

周知によるフォローアップ件数 ５ ２１ ３９ ５９ ６５ ７０

創業後フォローアップ ３ １５ １５ １５ １５ １５
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支援内容 現状 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度

巡回訪問件数 3,084 3,120 3,150 3,180 3,210 3,240 

 

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】 

    小規模事業者にとって既存の営業力・販売力の維持強化や販路開拓が大きな経営

課題となっている。人口減少等による需要縮小など、既存の商圏の環境はますます

厳しくなっていく中、岡山県産業振興財団等の支援機関と連携し、新規顧客の獲得

やＰＲを目的に、積極的な展示会、商談会への出展支援を行い、小規模事業者の持

続的発展に繋げる。 

      食品関連事業者については、既存の地域活性化イベント等において、展示販売等

を行い認知度の向上を図る。 

  

（事業内容） 

   

（１）芳井・美星・矢掛地区の地域活性化イベントにおいて、特に「食品関連事業者」

に対し出展支援を行い、展示会およびテストマーケティングを実施する。 

   

（２）岡山県産業振興財団等が主催する展示会・商談会に向けて、井原市・矢掛町お

よび井原市観光協会・美星町観光協会と連携し、小規模事業者（特に食品関連事

業者）に対して出展支援を行い、バイヤーとの商談等により地域の特産品の販路

開拓と認知度向上を図る。 

  

 （３）小規模事業者の情報を商工会の支援システム「SHIFT」により、「商工会」「岡山

県商工会連合会」「全国商工会連合会」のウェブサイトに掲載し、新着情報・商品

情報を発信し、認知度向上および販路開拓に繋げる。 

   

（４）小規模事業者（特に食品製造業者）に対して「とっとり・おかやま新橋店」な

ど県外のアンテナショップへの出展支援を行い、認知度向上と販路開拓を図る。 

   

（５）小規模事業者持続化補助金等の行政支援策を積極的に活用し、販路開拓の取組

みを支援する。 
 

 （目  標） 

    小規模事業者特に食品製造業者の地域における特産品開発が進展し、地域の特産

物を活用した新たな商品が生まれる。展示会、商談会への参加による販路開拓を行

い小規模事業者の事業の持続的発展を支援する。 
 

支援内容 現状 H27 年度H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 

展示会・商談会参加回数 未実施 2 5 5 5 5 

食料品製造業者の展示会参加回数 未実施 2 5 5 5 5 

食料品製造業者の展示会出展支援者数 未実施 2 5 5 5 5 

アンテナショップへの出展支援者数 未実施 2 5 5 5 5 

商工会支援システムによる情報発信事業者数 13 15 20 25 30 30 
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Ⅱ.地域経済の活性化に資する取り組み 

  １. 地域経済活性化事業 

    井原市、矢掛町、観光協会、ＪＡ（倉敷かさや、岡山西）などによる「備中西商工

会地域経済活性化懇談会」を年１回行い、６次産業化や農商工連携など、今後の地域

経済活性化の方向性を検討する。また、地域経済活性化の方向性を踏まえ、地域の産

業及び観光振興を目的としたイベントに対し、小規模事業者（特に食品関連事業者）

の出展支援を行い、地域内で資金が循環する仕組みの構築により地域経済の活性化を

図る。 

  

（事業内容） 

  （１）６次産業化や農商工連携の推進など、地域経済活性化の方向性を地域全体で共

有し、地域内で資金が循環する仕組み作りを行うために、井原市、矢掛町、観

光協会、ＪＡ（倉敷かさや、岡山西）、商工会で組織する「備中西商工会地域経

済活性化懇談会」を年１回開催する。 

 

（２）地域内１０ヶ所以上の農産物直売所には、岡山市・福山市など近隣市町村から

の集客があり、こういった地域特有の資源等を最大限活用し儲かる仕組み作りを

行うための手始めとして地域内直売所の実態調査アンケートを年１回行い行政お

よび関係機関と情報共有するとともに地域経済の活性化に繋げる。 

 

  （３）地域経済活性化懇談会の内容をふまえて地域の農産物直売所・岡山西・倉敷か

さや農業協同組合との「情報交換会」を年１回行い、６次産業化に取組む農業者

および農商工連携を目指す事業者の掘り起しを行い、魅力ある商品の地産地消を

はたらきかけ消費・購買力の拡大を図ることで、地域全体が潤う仕組み作りにつ

なげる。 

  

 （４）既存の地域活性化イベント（美星ふるさと祭り、芳井ふるさと祭り、やかげの

宿場まつり「大名行列」等）に６次産業化および農商工連携を目指す事業者の出

展支援を行い、地域特産品の PR および消費拡大を行う。 

  

 （５）商工会で実施している着地型観光※を今後も継続し、産業体験・農産物収穫体

験等を通じ地域を PR するとともに交流人口の増加を図る。 
 

    ※備中西商工会では、平成２３年度から野菜の収穫体験や、そば打ちなどの農産

物加工体験を組み合わせたパッケージを企画し毎年１回実施している。広島県福

山市、倉敷市など周辺５０ｋｍ圏内から、毎回２０名を超える参加があり、口コ

ミで広がっている。 
   
（目  標） 

  市・町・各観光協会と地域活性化の方向性を共有し、農産物直売所等と地域の特

産品開発の情報を共有することにより、６次産業化に取組む農業者および農商工連

携を目指す事業者の伴走型支援を行う。また、着地型観光による交流人口の増加お

よび産業振興を図る。 
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支援内容 現状 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度

地域活性化懇談会の開催 未実施 １ １ １ １ １ 

農産物直売所等との情報交換会の開催 未実施 １ １ １ １ １ 

直売所実態調査アンケートの実施 未実施 1 1 1 1 1 

地域活性化イベントへの出展者数 ２１ ２４ ２６ ２８ ３０ ３２ 

着地型観光の実施 １ ３ ３ ３ ３ ３ 
 

 

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 

  岡山県商工会連合会の実施する「経営指導員によるベストプラクティス創出支援

事業※」等において、支援ノウハウ、支援の現状、地域の経済動向について情報交

換をするとともに、「支援スキルアップ研究会」に参加し、新しい支援テーマ（海外

展開、農業ビジネス、デザイン活用等）に幅広く対応できるよう支援力向上を図る。

   全国商工会連合会や中小企業基盤整備機構の実施する、「支援機関合同講習会」等

へ積極的に参加し、支援ノウハウ、支援の現状、各機関の施策等について情報交換を

する。 
 

  ※経営指導員によるベストプラクティス創出支援事業とは、岡山県が県内商工会の経

営支援事例を収集し、優良な事例をとりまとめ公表を行う事業である。平成２４年

度より毎年開催され、近年は経営支援事例発表大会を開催し、支援ノウハウの共有

に力をいれている。 
 

  

２.経営指導員等の資質向上等に関すること 

   岡山県商工会連合会が主催する研修の参加に加え、中小企業大学校の主催する研修

に経営指導員が年間１回以上参加する。また、経営指導員等は資格取得講座等を積極

的に受講するなどし、小規模事業者に対して収益性の向上や、売上のアップにつなが

る支援能力の向上を図る。 

   商工会内で、全職員が参加する「支援能力向上セミナー」を毎月２時間開催し、経

営指導員の支援事例報告や、経済産業省が選定している「がんばる中小企業・小規模

事業者３００社」等の取組事例を教材として、新商品や新サービス開発の考え方や、

製造から販売、アフターサービスを含めたビジネスモデル、販路開拓の手法などを研

修し、組織内で経営支援ノウハウを共有し、小規模事業者の収益力向上に向け、伴走

型支援を強力に推進する。 

   若手経営指導員については、全国商工会連合会が策定する「経営指導員ガイドブッ

ク」等を教材として小規模事業者に対する支援の考え方や実践方法を、支援課長等が

講師となり教育する。さらに、本人の支援レベルや性格、得意分野を総合的に勘案し、

役割を与え、仕事を通じてレベルアップをはかる。また、窓口相談、巡回訪問時にお

いても、ベテラン経営指導員と帯同で小規模事業者を支援すること等を通じて、指

導・助言内容、情報収集方法を学ぶなど、OJT による伴走型の支援能力の向上を図る。
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３.事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

   毎年度、本計画に記載の事業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 中小企業診断士等の外部有識者により、事業の実施状況、成果の評価・見直し案
の提示を行う。 

② 理事会に事業評価委員会などの機関を設置して、評価・見直しの方針を決定する。
  ③事業の成果・評価・見直しの結果については、通常総代会へ報告し、承認を受ける。

  ④事業の成果・評価・見直しの結果を備中西商工会のホームページ

（http://www.okasci.or.jp/biccyuunishi/）で計画期間中公表する。 
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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 

 

（１）経営発達支援事業実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）組織体制（平成２７年７月現在） 

 

    事務局長    １名 

    経営指導員   ４名 

    補助員     ２名 

    記帳専任職員  ３名 

     計     １０名 
 

  （備中西商工会の組織） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

芳
井
地
区
運
営
会
議 

美
星
地
区
運
営
会
議 

矢
掛
地
区
運
営
会
議 

商

業

部

会

工

業

部

会 

ま
ち
づ
く
り
委
員
会 

小
企
業
等
経
営
改
善 

資
金
審
査
委
員
会 

広

報

委

員

会 

青

年

部 

女

性

部

理事会 
【会長・副会長・理事】 

総代会 

地域の経済動向調査 
商品需要動向調査 ○主 経営指導員１ ○副  記帳専任職員１２３ 

セミナー開催計画実施 

（総括） 
事務局長 

○主 経営指導員２ ○副  補助員１ 

※経営分析・事業計画策定・フォローアップについては、全経営指導員であたる。 

地域活性化事業 

○主 経営指導員３ ○副  補助員２ 販路開拓支援事業 

○主 経営指導員４ ○副  補助員１ 

経営指導員等の資質向上 ○主  事務局長   ○副  支援課長 
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 （事務局機構） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）連絡先 

本部・矢掛支所 住 所：岡山県小田郡矢掛町小林 163 番地 2 

電 話：0866-82-0559 

ＦＡＸ: 0866-82-0707 

ＨＰ:http://www.okasci.or.jp/biccyuunishi/ 

E-mail:biccyuunishi@okasci.or.jp 

 

美星支所 

 

住 所：岡山県井原市美星町三山 4365 番地 2 

電 話：0866-87-2064 

ＦＡＸ: 0866-87-2084 

  

芳井支所 住 所：岡山県井原市芳井町吉井 253 番地 1 

電 話：0866-72-0247 

ＦＡＸ: 0866-72-1435 

 

 

 

 

 

 

 

  

会  長 

事務局長 

支援課長 
（経営指導員）

支援課長補佐 
（経営指導員）

総務担当 

経営指導員（兼）

経営指導員（兼）

広域担当 芳井支所 美星支所 矢掛支所 

経営指導員（兼） 

経営指導員（兼） 

補助員 

経営指導員 経営指導員 

記帳専任職員 

経営指導員（兼）

記帳専任職員 補助員 

経営指導員（兼） 補助員（兼） 記帳専任職員 

経営指導員（兼） 
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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 

(27 年 4 月以降)
H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度

必要な資金の額 60,904 61,060 61,560 62,060 62,560

 

小規模企業対策事業費 

セミナー開催事業費 

商品需要動向調査費 

委員会等開催費 

着地型観光事業費 

59,844

450

50

260

300

 

60,000

450

50

260

300

60,500

450

50

260

300

61,000 

450 

50 

260 

300 

 

61,500

450

50

260

300

（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 

分担金（セミナー等参加者負担金） 

国補助金 

県補助金（小規模事業指導費補助金） 

井原市補助金（経営改善普及事業補助金） 

矢掛町補助金（商工会補助金） 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
 

（別表４） 

 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に

関する事項 

連携する内容 

 

○ 経営分析・需要動向調査事業 

  経営指導員の巡回・窓口相談、各種セミナーの開催を通じて得た財務情報等を岡山

県商工会連合会の各種情報システムを活用して分析を行い、地区内の小規模事業者に

提供する。   

 

○事業計画の策定・実施支援事業 

  事業計画の策定・実行にあたって、高度・専門的な支援が必要な場合は、中小企業

基盤整備機構、岡山県よろず支援拠点のコーディネータ―等と連携して迅速に対応す

る。 

  また、実行支援にあたっては、国・県・井原市・矢掛町の中小・小規模向け補助制

度等の積極的活用を行うとともに、必要に応じて地元金融機関と連携して目標達成を

図る。 
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○創業・第二創業（経営革新）支援事業  

  岡山県商工会連合会が開催する創業スクール(第二創業)・事業承継塾へも相談

者と一緒に参加する等、幅広い企業の支援体制を構築するとともに創業サポート

センター（井原市・矢掛町・㈱日本政策金融公庫・㈱中国銀行・㈱トマト銀行・

㈱広島銀行・笠岡信用組合・備中西商工会）を中心とする創業支援の体制を構築

し、スムーズな支援を行う。 
 

○小規模事業者販路開拓支援事業 

 

岡山県(備中県民局)、岡山県産業振興財団、岡山県商工会連合会が開催する展示会・

商談会への出展支援を積極的に行うことで販路拡大の機会を定期的に提供する。  

  また、井原市・矢掛町・井原市観光協会・美星町観光協会と連携し、地域の特産品

の販路開拓と認知度向上を図る。 
 

連携者及びその役割 

・岡山県商工会連合会 

  会長 吉澤 威人 

  〒700-0817 岡山県岡山市北区弓之町 4-19-401 TEL086-224-4341 

 （役割） 

 ・高度専門的な経営支援についての相談対応 ・専門家情報の提供 

 ・経営革新塾（成長志向型、海外展開）、創業塾などの研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ提供 

 ・展示商談会など小規模事業者販路開拓支援機会の提供 

・情報システムの提供 

 ・６次産業化支援についての相談対応・専門家情報の提供 
 

 ※岡山県商工会連合会の広域サポートセンターには、中小企業診断士の有資格者を中

心に７名の経営指導員が、商工会から支援要請のあった高度専門的な経営相談の対

応を行っている。経営相談だけでなく、経営革新塾や海外展開セミナーなど、専門

性の高いセミナーも実施しており、幅広い支援テーマを対象としている。 
 

・公益財団法人 岡山県産業振興財団 

  理事長 三宅 昇 

  〒701-1221 岡山県岡山市北区芳賀５３０１ TEL086-286-9626 

 （役割） 

 ・展示商談会など小規模事業者販路開拓支援機会の提供 
 

・岡山県よろず支援拠点 

  コーディネーター 鈴鹿 和彦 

  〒701-1221 岡山県岡山市北区芳賀５３０１ TEL086-286-9667 

 （役割） 

 ・高度専門的な経営支援についての相談対応 ・専門家情報の提供 
 

・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 

  （中国本部）〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀 5番 7号 広島 KS ビル 3階 

        TEL：082-502-6300（代表） 
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 （役割） 

 ・先進事例や高度な経営支援のノウハウの提供 

 

連携体制図等 

 

 

 

○ 経営分析・需要動向調査事業 

  

 

 

 

 

 

 

 

○事業計画の策定・実施支援事業 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○創業・第二創業（経営革新）支援事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業毎の体制図

商工会 岡山県商工会連合会 

小規模事業者支援システムによる

分析データの提供 

巡回・窓口相談、記帳指導、講習会

情報金融斡旋等の情報入力 

小規模

事業者 

情報収集 

情報提供

商工会

岡山県商工会連合会 

（財）岡山県産業振興財団 

岡山県よろず支援拠点 

（独）中小企業基盤整備機構

小規模事業者 

相
談

策
定 

実
施
支
援 
高度専門的な相談

専門家派遣要請 

専門家派遣

相談対応 

金融支援 

チームとして参加

金融機関等 

商工会 岡山県商工会連合会等 

希望者と共に参加

創業予定者等 

情報提供・支援 

岡山県よろず支援拠点 
専門家派遣 
相談対応 

金融機関等
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○小規模事業者販路開拓支援事業 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商工会 
井原市・矢掛町 

観光協会 

小規模事業者 

岡山県商工会連合会等 

（財）岡山県産業振興財団情報提供・支援 情報提供 

情報共有 

金融機関等 

商談会等へ共に参加 


