
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
岡山商工会議所（法人番号 5260005001962） 

実施期間 平成２８年４月１日 ～ 平成３３年３月３１日 

目標 

平成 26 年 12 月、西日本最大規模の「イオンモール岡山」が岡山駅前

に開業したことにより、今後数年間は、この巨大商業施設の集客効果を、

いかに市街地全体に波及させ、経済活性に繋げていくかが最大の課題と

なる。 

当所は、岡山県・岡山市・地域金融機関・専門家団体・その他支援機

関と連携し、個別企業の収益力向上、販路拡大等をさらに強力に支援す

る。加えて、創業・ベンチャー支援、中心市街地商業活性化、農商工連

携や魅力的な観光創出による街の賑わいづくり、インバウンド観光等地

域振興の推進を図り、「商都・岡山」の再興・創生を目指す。 

事業内容 

●関係機関との情報共有、管内事業者への独自調査などによって多面的

に把握し、経営指導の現場に活用する。 

●経営指導員の巡回・窓口相談、各種セミナー・相談会の開催等を通じ

て、経営指導員と専門家、多様な支援機関とも連携して小規模事業者

の経営分析及び専門的な課題等のサポートを行う。 

●「創業計画・経営改善計画・経営革新計画・事業承継計画」など、支

援先の小規模事業者に応じた事業計画策定を支援する。計画の実行に

あたっては、「小規模事業者経営発達支援融資制度」なども活用し、専

門家等とも連携し伴走型の指導・助言を行い、小規模事業者の持続的

発展を図る。 

●創業予定者向けのセミナー開催、開業計画作成や融資斡旋など創業前

の支援から、創業後の記帳指導等税務指導、資金繰り相談、労働保険

事務組合等労務相談まで、ワンストップ・ハンズオンで創業支援にあ

たる。地域における新たな需要や雇用の創出等を促進させ、地域経済

活性化を図るために、創業・ベンチャー・第二創業（経営革新）支援

の強化に努める。 

●県内外だけでなく海外展開も含めた市場開拓を目指し、展示会・商談

会の開催や出展等の支援を実施する。小規模事業者の販路開拓・販売

促進を支援する。 

●岡山市・岡山観光コンベンション協会や、行政・経済団体・マスコミ

等と連携して観光振興や賑わいの創出のイベントの充実を図るととも

に、スポーツ振興により地域活性化を図る。 

連絡先 

岡山商工会議所 中小企業・地域振興部  

〒700-8556  岡山市北区厚生町３－１－１５ 

ＴＥＬ（086）232-2266  ＦＡＸ（086）232-5269 
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＜岡山市中心市街地のすがた＞ 

（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

＜岡山市の現状と課題＞ 

岡山市は、近畿と九州を結ぶ東西軸と、山陰と四国を結ぶ南北軸の結節点に位置し、

鉄道（新幹線等）・道路（山陽自動車道・中国横断自動車道等）・空路（岡山空港）など

の交通網が充実した中枢拠点都市で、「晴れの国おかやま」と言われるほど気候が良く、

台風や地震災害などの自然災害も少ない恵まれた自然環境にある地域である。 

 

当地域は、昔から城下町として栄えて

「商都・岡山」と呼ばれ、400 年の歴史を

誇る「表町商店街」をはじめとした老舗商

店が集積し、商業・サービス業が多く占め

ており、岡山市の統計によると、市内の事

業所総数は約３万社、事業所数は、「卸

売・小売業」が最も多く、全体の約３割を

占め、これに「サービス業（他に分類され

ないもの）」、「飲食店・宿泊業」が続いて

いる。 

 

商業・サービス業の比率が高い岡山市の

商店数の減少傾向には歯止めがかかって

いない状況にあり、中心部の商店街におい

ても、商店主の高齢化・後継者難等により

空き店舗化が進み、通行量も昭和 40 年代

のピーク時と比較して３０％を切り、当地域の商店街の活力が失われつつあるのが現状

である。 

 

こうしたなか、西日本地方最大規模で年間 2,000 万人の集客が見込まれる巨大商業施

設「イオンモール岡山」が、岡山駅前に平成 26 年 12 月に開業し、岡山駅周辺を中心に

した市街地の商業環境は激変することとなった。今後数年間は、イオンモール岡山開業

による既存店への影響に適切に対応することと、当施設の集客人口を市街地に「回遊」

させ、経済活性に繋げていくことが喫緊の課題となる。 

 

また、政令市にふさわしい都市の賑わいを維持していくために、今後増加が期待され

るアジアを中心とした外国人観光客を含む内外からの交流人口を増加させるための「魅

力創出」が課題である。加えて、当地域は、温暖な気候に恵まれ、桃・ブドウの果物を

はじめとした豊かな産品がある。こうした地域資源を活用した食の製品開発や販路開拓

を支援していくことも地域活性化の重要なテーマと考える。 

 

一方で、市場の成熟化や、消費者ニーズの多様化によって、大手企業が対応できない
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ニッチな市場の重要性が増している。こうしたことは、小回りの利く小規模事業者にと

っては、専門性やこだわりといった強みを発揮できる新たな需要が創出されつつあるこ

とを意味し、地域経済の活性化のために、小規模事業者の支援の必要性が一層増してき

ている。 

 

 ＜岡山商工会議所の使命と役割＞ 

こうしたことを踏まえ、当所では、「地方創生に向け、期待される商工会議所を目指

して」とのスローガンを掲げ、中小・小規模事業者の活力強化と地域の活性化に向けて、

「中小小規模企業支援の強化」「まちづくりの推進」「交流による活力の創造」「組織・

運営力の強化」を柱に、積極的に事業を展開していく計画にある。 

 

岡山県が策定している総合計画「晴れの国おかやま生き活きプラン」においても、経

営革新をはじめ、新製品・新技術の開発の促進や、海外需要を取り込む中小企業の販路

開拓支援など、それぞれの特性に応じたきめ細かな支援を進め、岡山に本拠を置き、特

色ある技術を持ち市場競争力のある中小企業を育成し、力強い成長を促すこととしてお

り、こうした県のビジョンとの連動を取って各種の支援事業を推進していきたい。 

 

また、岡山市の「産業振興ビジョン」においては、産業の将来像のひとつとして、「魅

力的な商業空間が織りなすにぎわいのある都市」を掲げており、中心部の商業集積の充

実を図り、商業力の強化を図るとしている。岡山市とは、産業競争力強化法に基づく「お

かやま創業支援ネットワーク」や、政府系金融機関からの融資に関する利子補給制度な

どで連携を密にとっており、「商都・岡山」の活性化に向けて、こうした関係性を発揮

した支援を推進していきたい。 

 

具体的には、上記を踏まえ、個別企業の収益力向上、販路拡大等に一層注力していく。

小規模基本法・支援法による国の支援施策をベースに、各種補助金・税制・融資制度な

どを活用した「創業」「経営革新」「経営改善」「事業承継」など多様な課題を抱える小

規模事業者への「ワンストップ相談支援」「伴走・ハンズオン支援」による総合的な支

援の強化を図る。 

 

当所は、従来から中小企業診断士・税理士等の専門家と連携した相談体制を手厚く敷

いており、各種の事業計画の策定に強みを発揮してきたところであるが、環境変化のス

ピードが増している現在、計画実施の持続的な支援・フォローアップと、適切な事業計

画の変更修正、新たな需要を獲得するための販売促進の支援が一層求められてきてい

る。 

 

当所のみで実行できる経営支援にはおのずと限界があり、県内の商工会議所、他の経

済団体、県・市など行政機関、大学等研究機関、金融機関など、多様な主体との連携を

重視し、「事業計画の策定自体を目的とすることなく、着実な実行を支援すること」と、

「成果を出す販売促進を支援すること」を重要課題とするともに、「中心市街地商業活

性化」「地域資源活用」「魅力ある観光事業の創出」「インバウンド観光」を推進して、

経営発達支援事業を実施し、地域経済の活性化に努めていく。 
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【目標とする経営発達支援事業のすがた】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地域の課題 
○岡山市内の事業所総数の減少。主要産業である商業の停滞。 
○西日本最大の商業施設「イオンモール岡山」開業による商業環境の激変への対応。 
○魅力ある観光振興や賑わいの創出。 
■当所の課題 
○小規模事業者の持続的発展に向けた、事業計画策定後の実行支援体制の充実。 
○新たな需要を獲得するための販売促進支援体制の充実。 

■当所の強み 
○長年の経営改善普及事業で培っ
てきた地域の小規模事業者との
ネットワーク。 
○中小企業診断士等専門家と連携
した各種事業計画策定支援ノウ
ハウ。 
○行政機関・金融機関・研究機
関・他の支援機関との連携体
制。 

■外部環境 
○小規模基本法・支援法による、各
種補助金・税制・融資制度など国
の支援施策の充実。 
○経営発達支援事業による「ワンス
トップ相談支援」「伴走・ハンズオ
ン支援」へのバックアップ。 
○市場の成熟化・消費者ニーズの多
様化による、小規模事業者が活躍
できる新たな需要の現出。 

■新規重点事業の内容 
○地域の経済動向を多面的に把握・分析し、当所の支援計画に活かしていく。 
○業歴の長い小規模事業者を中心に詳細な経営分析を実施し、適切な事業計画の策定
に役立てる。 
○「創業計画」「経営改善計画」「経営革新計画」「事業承継計画」など小規模事業者の
課題に応じた事業計画の策定を支援する。 
○事業計画策定後、適切な頻度でフォローアップを実施し、計画の修正も選択肢とし
た伴走型の支援に注力する。 
○小規模事業者の事業活動に資する需要動向調査データを整備し、販売促進支援に活
用する。 
○「空き店舗対策」や「外国人旅行者向け消費免税店の拡充」による中心市街地商業活
性化とコンベンション大会誘致等による観光振興を実施する。 

■成 果 
○小規模事業者の持続的発展と地域の活性化 
○「商都・岡山」の再興 

○「地方創生に向け、期待される商工会議所の実現」 
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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】 

 

地域の経済動向について、関係機関からの情報共有、管内事業者への独自調査、お

よび経営指導員の地区巡回によって多面的に把握し、当所の今後の小規模事業者支援

にあたっての当所の方針の決定に役立てるとともに、小規模事業者にとって活用可能

な情報として提供する。 

 

  （事業内容） 

  【既存事業と改善点】 

(1)  当所が事務局機能を担い、県・市、財務事務所、日銀、政府系金融機関、労働

局、ＪＲ、地銀、マスコミ、大学、などで構成する「経済調査協議会」を毎月開催

し、関係各機関が調査する経済動向の情報を共有する。「個人消費」「鉱工業生産

指数」「「公共投資」「信用保証動向」から「人気企業ランキング」まで、各機関の

特性に応じた情報を一元化し、商品・サービスの販売促進に資する詳細な情報を小

規模事業者へ提供する。 

(2)  日商ＬＯＢＯ調査によって、全国規模での経済動向を把握することに加え、平

成 10 年から実施している「景気観測調査」（年４回実施）では、地域内の業種ごと

に、「売上額」、「原材料価格」、「販売価格」、「商品在庫」、「雇用状況」など課題別

の景気動向の推移を把握し、ホームページやマスコミを通じて公表することで、支

援先企業の今後の事業展開に資する情報を提供する。 

(3)  「賃金関係実態調査」を年１回実施し、管内事業者の「賃金制度の実態」や「賃

金・各種手当・賞与の支給状況」、「新規学卒者採用状況」などを把握し、労務面で

の支援に役立てる。 

 

【新規重点事業】 

(4) 経営指導員による現場での生の情報収集を強化する。岡山駅前におけるイオン

モール岡山の開業を受けて、商業環境が激変していることから、商店街をはじめと

した小規模小売業の現状について「売上・利益動向」「人材確保・賃金動向」「仕入

価格動向」などの項目を、ヒアリング等の手段で調査を実施するとともに、現場情

報を職員が整理・分析・共有化し、効果的な支援施策を講じられるように活用して

いく。 
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（目 標） 

支援内容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32 年度

経済調査会開催回数 12 12 12 12 12 12

景気観測調査回数 4 4 4 4 4 4

巡回調査回数 4 4 4 4 4 4

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

業歴の長く、過去の成功体験を持つ事業者ほど、外部環境の変化に対応できず、業

績が低迷している場合が多い。歴史ある商店街に存在する老舗の商店などはこの典型

例である。こうした観点から、業歴の長い事業者を中心に、経営分析が必要な事業者

の抽出を行い、詳細な経営分析を行う必要がある。経営分析の結果を基に、新商品・

新サービスの構築に向けた「経営革新計画」、資金繰り等の改善に向けた「経営改善計

画」、後継者への承継に向けた「事業承継計画」などの策定につなげていくことが求め

られる。 

 

（事業内容） 

【既存事業と改善点】 

(1) 経営指導員の巡回・窓口相談、各種セミナー・相談会の開催等を通じて、経営

指導員と中小企業診断士・税理士・社会保険労務士をはじめとした専門家、よろず

支援拠点・中小企業基盤整備機構コーディネーターと連携して小規模事業者の経営

分析及び専門的な課題等のサポートを行う。 

(2)  巡回訪問・窓口相談、主要産業である商業・サービス業の売上・収益拡大等セ

ミナーや融資・経営安定特別相談会（毎月 2回）の開催、マル経資金等金融業務に

より、分析の対象となる小規模事業所をピックアップし、経営状況等を把握し、専

門知識を有する中小企業診断士等と連携することで、「収益性」「生産性」「安定性」

など定量的な指標に加え、「経営課題」「強み・弱み」「外部環境」「顧客ニーズ」と

いった定性的な分析を詳細に実施する。 

(3)  当所では、月曜から金曜まで「窓口相談」で経営指導員とともに、中小企業診

断士が対応できる体制となっており、こうした体制を強みに、ヒアリング段階の軽

微な経営診断から、財務諸表を活用した詳細な経営分析まで、必要に応じた効果的

な分析を実施していく。企業の経営分析の結果を元に、事業計画策定・実行支援、

販路拡大、収益アップ、新事業展開等支援まで幅広く支援を展開していく。 

(4)  日本政策金融公庫・保証協会・専門家等と密接に連携し、資金繰りや新たな資

金需要に対応する経営相談については、当所が月 2回、定例開催する「融資経営安

定特別相談会」において、小規模事業者の経営課題を明確にする。 

  

  【新規重点事業】 

(5)  当地域はイオンモール岡山の開業によって小売・サービス業に甚大な影響が出
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ていることもあり、商店街を中心とした小規模の小売業・サービス業の支援に注

力する。特に、業歴の長い店舗ほど自身の強み・弱みが把握できなくなっているケ

ースが多く、歴史ある商店街が存在する当地区において、経営指導員の巡回活動

を中心に案件を発掘し、詳細な経営分析を実施することで、小規模事業者の今後の

事業の方向性を明確にする。 

 

（目 標） 

支援内容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32 年度

巡回訪問件数 4,000 4,300 4,600 4,900 5,200 5,500

窓口相談件数 4,000 4,200 4,400 4,600 4,800 5,000

経営分析件数 300 330 360 390 420 450

 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

事業者が経営課題を解決するため、経済動向調査、経営分析、需要動向調査等の結

果を踏まえ、事業計画策定支援を実施する。 

特に、地域における新たな需要や雇用の創出等を促進させ、地域経済活性化を図る

ために、創業・ベンチャー支援の強化に向けた創業計画の策定に努めるほか、経営の

立て直しを図る「経営改善計画」、新商品・新サービスに取り組む「経営革新計画」、

後継者への承継を進めるための「事業承継計画」の策定に取り組む。 

策定にあたっては、代表者が漠然と持っているビジョンや目標を数値と文言に落と

し込むことにより「見える化」し、経営者自身の今後の指針にもなり、金融機関をは

じめとした関係先への開示資料にもなるよう留意する。 

また、創業計画については、「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」といった４

つの視点を重視し、実行性の高いものとなるよう努める。 

 

  （事業内容） 

  【既存事業と改善点】 

(1) 事業計画策定等に関するセミナー、個別相談会等の開催により、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)  窓口・巡回相談等に、小規模事業者からの相談を受けるとともに、事業計画策

定を目指す小規模事業者の掘り起しを行う。 

(3)  「常設創業相談窓口」を開設し、経験豊かな中小企業診断士をはじめとした専

門家を交えた相談対応を実施する。個別のビジネスプランの策定を支援し、融

資、税務、労務から販路拡大まで、経営全般の相談にワンストップで対応する。 

(4) 当所が定例月 2 回開催する「融資経営安定特別相談会」において、政府系金融

機関や信用保証協会の担当者を交えた金融面での相談に対応するほか、経営安定特

別相談事業での専門家派遣や政府系金融機関担当者との帯同訪問を通じて、事業者

の経営改善計画の策定を支援する。 

(5) 当地区の中心市街地の商店街をはじめとして、経営者の高齢化が進行してお
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り、今後５年程度の間に事業承継を円滑にできるかどうかは地域経済にも影響が及

ぶものと考えられる。当所では税理士・弁護士・司法書士・行政書士・中小企業

診断士など、事業承継に関連する専門家とのネットワークを確立しており、事業

承継の計画づくりにも注力していく。また、必要に応じて中小企業基盤整備機構

のコーディネーターとも連携して実効性の高い計画づくりを図る。 

(6) 「経営革新等認定支援機関」として、国・県・市が実施する補助金をはじめと

した各種施策を有効活用するための事業計画の策定を支援する。 

 

【新規重点事業】 

(7) 「創業スクール」を開催し、ビジネスを始めるための知識・能力を養うととも

に、ビジネスを成功させるポイントを体系的に学び、座学やワークショップによ

り、ビジネスを始めるために必要な基本的な考え方を、わかりやすく実践的に学

んでいく。実行可能な創業計画の策定により受講生約３０名のうち、２割以上に

ついて 1年以内の創業実現を目指す。 

(8) 新商品・新サービスなど新たな事業展開を図る事業者については、「経営革新

計画」の策定・承認を支援する。ただし、小規模事業者にとって「経営革新計画」

の策定は困難な場合もあるため、個別に支援担当指導員を貼り付けたうえで、国

が実施する「ミラサポ」による専門家派遣も活用しながら策定を支援する。また、

申請先となる岡山県・岡山県産業振興財団とも連携をとりつつ、事業者にとって

有意義な計画策定をすすめる。 

 

（目 標） 

支援内容 現状 28 年度 29年度 30 年度 31年度 32年度

事業計画策定事業者数 280 330 380 430 480 530

創業支援者数 50 55 60 65 70 75

第二創業（経営革新）支

援者数 

10 15 20 25 30 35

 

 

 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 

事業計画が策定されても、その着実な実行がなければ計画策定の意味は失われてし

ます。一方で、環境変化のスピードが早く、先行きが見通しにくい現在、計画通りの

実行が困難なことも事実である。こうしたことを踏まえて、計画修正があることを前

提としたフォローアップが必要となる。 

当所では、これまで計画策定後のフォローアップが追いつかず、必ずしも伴走型の

支援は十分ではなかった。今後は、計画的で適切な頻度によるモニタリングにより、

小規模事業者の持続的な発展を目指していくこととする。 

 



- 8 - 
 

（事業内容） 

【既存事業と改善点】 

(1)  事業計画策定後の計画 3 年から 5 年の実施期間については、半期ごとにアンケ

ート調査、訪問・電話等によるヒアリング調査を実施し、「売上額」「利益額」とい

った定量的な情報に加え、「販促に向けた課題」「人材育成」といった定性的な情報

を把握し計画の進捗状況を確認する。必要に応じて専門家を活用し、事業実行のた

めのハンズオン支援を実施する。 

 

【新規重点事業】 

(2) 創業者については、立ち上がり時

期の経営が不安定であることから、

当所の「創業支援パッケージ」の考

え方のもと、継続的なハンズオン支

援にあたる。開業後 1 年間について

は、3 カ月に 1 回程度は、定期的な

モニタリングに努め、販売促進や必

要な計画修正についても支援する。

創業後の記帳指導等税務指導、労働

保険事務組合等労務相談、決算申告

まで、ワンストップで創業支援にあ

たり、「経営」、「財務」、「人材育

成」、「販路開拓」など、創業にとっ

て必要な各分野を総合的に支援して

いく。 

(3) 事業者の成長期においては、政府

系金融機関の融資制度「マル経融資」

の斡旋に加え、経営発達支援計画の

認定後は、認定商工会議所による計

画策定及びフォローアップ等伴走型

実施支援を受けた小規模事業者に対

して推薦できる「小規模事業者経営

発達支援資金」を積極的に活用し、小規模事業者が行う新たな需要の獲得等、事業

の再構築のサポートを実施する。 

 

（目 標） 

支援内容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32 年度

フォローアップ件数 150 330 380 430 480 530

小規模事業者経営発

達支援資金の斡旋数 

0 5 10 20 30 40
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５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

国・県・市や研究機関により統計的にまとめられた情報と、経営者からヒアリング

した現場の情報、また個社に関する独自調査情報を組み合わせることで、真に経営に

役立てる情報として、経営指導の現場において小規模事業者へ提供する。多面的な情

報を定期的に収集し、販路開拓支援の取り組みにあたっての根拠資料として活用す

る。 

 

（事業内容） 

【既存事業と改善点】 

(1) 中心市街地、郊外地区に担当経営指導員を割り当て、各地区の動向について詳

細かつリアルタイムに把握する。特に、主要産業である「商業・サービス業」や中

心市街地に立地する「商店街」の実態については、中心市街地に１３ある商店街ご

とに担当を貼り付けているが、商店街の現状の実態把握にとどまっており、情報と

して活用する段階に至っていない。 

 今後は、「売れ筋商品」「消費行動の特徴」など消費動向の現場の生の声を吸い上

げて一元的に整理することで、特に商店街への出店を計画している創業予定者や小

規模事業者へ対して、需要とのミスマッチが生じていないかを検証するための価値

ある情報とする。イオンモール岡山開業を受けて変化する消費環境の実態やトレン

ドを把握し、窓口相談、巡回活動の現場で情報提供する。 

(2) 従来から実施していた専門家相談事業においては、一般論としての消費動向・

ニーズ動向の解説にとどまっていたが、今後は小規模事業者の個別具体的な商品・

サービスの顧客ニーズ・需要動向に関して、マーケティングの専門家等による検証

を実施し、支援のアウトプットとしてマーケティングレポートを作成し、結果を小

規模事業者へフィードバックする。 

 

 

【新規重点事業】 

(3) 岡山県が実施するテストマーケティング事業や、首都圏のアンテナショップ・

百貨店・スーパーへのチャレンジ出店などを活用した大消費地での需要動向の把握

を、食品加工業者をはじめとした事業者に提案し、小規模事業者と店舗との仲介を

当所が実施することで、小規模事業者自身による需要動向の調査を支援する。 

 具体的には、アンテナショップ・百貨店・スーパー等と連携し、一定の期間の試

験販売を実施することで、「売上高」「購入者属性（年齢・性別等）」「購入単価」等

を定量的に把握するほか、「好感度」「値頃感」など定性的な情報については来店者

アンケートや、想定する顧客ターゲット層を抽出したグループインタビューなども

実施し、その情報を事業者に提供して支援に努める。 

(4) マーケティング専門会社など外部機関と提携した需要動向の調査を実施する。

具体的には、当所相談窓口を利用する小規模事業者や創業者を主な対象として、個

社の商品・サービスに関して、調査機関と提携したマーケティング調査（調査項目：

「顧客ニーズ」「顧客満足度」「適正価格帯」など）やグループインタビューを実施
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し、効果的な販売促進に繋げていくよう支援する。また、小売・サービス業につい

ては、調査機関と提携した商圏分析（調査項目：「世帯構成」「ライフスタイル分析」

「競合店舗状況」など）」を実施し、そのレポートを個社・個店に対して提供する

ことで店舗立地・価格帯・サービス内容が適正かを検証する。 

(5) 岡山県・岡山市の統計調査のホームページにより、当地域内の「男女別」「地域

別」「年齢別」などの属性による地域特性を把握し、主に中心市街地での出店を計

画している創業予定者や小規模事業者などに対して情報提供し、地域の特性にマッ

チした事業展開を支援していく。また、政府統計ポータルサイト「e-Stat」から業

種別の近年の「品目別売上動向」、「市場価格」等の変化を把握し、小規模事業者が

計画している事業展開が業界の趨勢にマッチしているかを検証・助言するととも

に、当所ホームページ等を活用して広く情報発信に努める。 

(6) 当地域の需要動向に関する新聞・雑誌等の最新記事をＰＤＦデータ化し、当所

サーバー内のフォルダに時系列に整理して経営指導員等が閲覧できる体制を整備

する。民間調査機関である岡山経済研究所や岡山情報文化研究所などによる消費者

調査（調査項目：「消費生活満足度」「収入額推移」「家計支出額推移」「購入品目動

向」「性別・年代別消費意欲傾向」など）の結果も参考しつつ、主として最終消費

者向けに事業を営む商業・サービス業の小規模事業者が当地域で販売する商品又は

サービスが、「消費者の嗜好」、「売れ筋商品の傾向」など需要のトレンドにマッチ

しているものであるか検証し、小規模ながら付加価値の高い事業展開が推進できる

よう、当所相談窓口にて小規模事業者へ情報提供していくとともに、当所ホームペ

ージ等を活用して広く情報発信に努める。 

(7) 製造業をはじめとした、ＢtoＢの取引における需要動向については、取引支援

を積極的に実施している岡山県産業振興財団や、中小企業基盤整備機構など専門機

関と連携し、また、海外展開における需要動向については、日本貿易振興機構（ジ

ェトロ）などの施策を活用しながら、個社支援に向けた情報提供に努める。 

 

 

（目 標） 

支援内容 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32 年度

商店街現況調査回数 1 2 2 2 2 2

テストマーケティン

グ支援企業数 

0 2 5 7 10 10

アンテナショップ出

店支援企業数 

0 3 5 10 15 20

商圏分析件数 0 10 20 30 30 30

マーケティング分析

件数 

0 5 10 20 20 20
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６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

 

地域における小規模事業者の県内外だけでなく海外展開も含めた市場開拓・新製品

等の発信により売上拡大を図るために、展示会・商談会の開催や出展等の支援を実施

する。 

当地域内だけの需要では小規模事業者が業績を向上させることは困難であるため、

首都圏をはじめとした大消費地など域外への販路開拓の取り組み強化する。具体的に

は展示会・商談会への参加を支援することや、インターネットを活用した販売促進支

援である。 

特に、当地域は、果物をはじめとした豊かな食の地域産品が存在しており、こうし

た食材を活用した加工食品の販路開拓を支援していく。 

小規模事業者においては、資金不足、マンパワー不足等により、販路開拓・販売促

進が困難な場合が多く、商工会議所の果たすべき役割は大きい。 

 

（事業内容） 

【既存事業と改善点】 

(1) 食品関連事業者の販路開拓支援を目的に、県内の他の商工会議所や地元金融機

関との連携のもと、「農商工連携展示商談会によるマッチング」や「バイヤーとの

個別商談会」を実施してきているが、今後は、首都圏・関西圏など大消費地からの

流通業のバイヤーの招致に注力し、実施していく。 

(2)  また、ネットワークを拡大し、ビジネスチャンスを獲得する場として「ビジネ

ス交流会（会員・非会員問わず参加可能）」を平成 25 年度から年４回定例開催して

おり、参加事業者のニーズに応える内容に改善を加えつつ、引き続き開催に努める。

(3) 岡山を代表する地域資源である桃・ブドウ等の果物を活用した加工食品の独自

のブランド構築事業・こだわりの逸品「おかやま果実」事業により、認定商品の高

付加価値化に取り組み、首都圏など大消費地への販路開拓を支援する。 

(4) 岡山県が運営する東京のアンテナショップの有効利用を図り、地域資源など岡

山の特長を活かした商品の新たな需要の獲得を支援する。 

(5)  「創業者交流会」を開催し、 創業塾・創業セミナーの受講者や、相談窓口を利

用した創業者・創業予定者が自分の事業をＰＲするとともに交流し、ネットワーク

を広げ事業連携に繋がる機会を提供する。 

(6) 販売促進を目的とする「小規模事業者持続化補助金」については、平成２５年

度補正予算分で１４０件、平成２６年度補正予算分で３５０件、合計で４９０件の

事業計画策定を支援しており、今後もこうした国の施策による新たな需要の獲得を

支援していく。 

(7)  小規模事業者に対して、マスコミ向けのプレスリリースの実施を勧奨する。マ

スメディアに取り上げられることはコストがかからないこと以上に、信頼性の高い

情報源として消費者には受け止められるため、高い販促効果を持つと期待される。

 

【新規重点事業】 

(8)  IT を活用した販促支援策として、WEB 解析士マスターの資格を持つ専門家を週

１日常駐配置する。また、岡山市と連携し、IT 活用セミナーの開催や動画作成補
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助等の販路開拓支援を実施する。販路開拓支援ホームページ、ソーシャルメディア

等の IT 活用は大きなコストがかからないため、需要の開拓に向けて小規模事業者

に積極的に提案していく。 

(9) 海外展開を視野に入れる事業者に対しては、中小企業基盤整備機構のアドバイ

ザーを招いた定例相談を隔月で開催するほか、海外向け商社のバイヤーを招いた個

別商談会の開催、ジェトロなど関係機関の開催するマッチングイベントへの参加勧

奨を推し進める。 

(10) 岡山県内外で開催される商談会やマッチングイベントの活用を小規模事業者

に勧奨するとともに、出展にあたっての成約率を高められるよう、販売促進の専門

家や、中小企業基盤整備機構、岡山県産業振興財団、岡山県よろず支援拠点など関

係機関との連携による支援に努める。 

 

 個別支援 交流会 商談会 

海 外ター

ゲット 

●中小機構アドバイザーによる

海外展開定例相談 
 

●海外向け輸出商社バイヤーを招い

た個別商談会の開催 

●関係機関のマッチングイベントへ

の参加勧奨 

首 都圏な

ど全国展

開 

●小規模事業者持続化補助金の

事業計画策定支援 

●ＩＴ専門家によるＷＥＢ活用

定例相談 

 

●大手流通バイヤーを招いた個別商

談会の開催 

●「おかやま果実」ブランド認定お

よび首都圏展示会への出店支援 

●首都圏アンテナショップへの出店

支援 

●関係機関のマッチングイベントへ

の参加勧奨 

県 内ター

ゲット 

●小規模事業者持続化補助金の

事業計画策定支援 

●プレスリリースの活用支援 

●ビジネス交流会の開催 

●創業者交流会の開催 

●県内流通バイヤーとの商談会開催

●関係機関のマッチングイベントへ

の参加勧奨 

＜販売促進支援事業マトリクス＞ 

 

 

（目 標） 

項目 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32 年度

展示会、商談会開催回

数 

2 2 3 4 4 5

バイヤー招聘数 20 20 25 25 30 35

セラー来場者数 53 60 65 70 75 80

「食品加工業」の首都

圏展示会参加回数 

2 2 2 2 2 2

「食品加工業」の展示

会出展支援者数 

27 40 45 50 55 60
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

     

岡山市と岡山商工会議所との「岡山市中小企業・地域振興連携推進会議」のワーキ

ンググループ会議を年計 6 回行い、「今後の地域活性化を図る効果的な事業の創出」

について研究して実現を進める。 

岡山市・（公社）岡山観光コンベンション協会・岡山商工会議所との「岡山ビジッ 

トアソシエーション」や行政・経済団体・マスコミ等で構成する「おかやま桃太郎ま

つり運営委員会」にて、観光振興や賑わいの創出のイベントの充実を図り、また、当

所がサポートしているファジアーノ岡山や岡山シーガルズ等のスポーツ振興により

地域活性化を図る。 

 

（事業内容） 

【既存事業と改善点】 

(1) 行政・経済団体・マスコミ等で構成する「おかやま桃太郎まつり運営委員会」 

により、「桜カーニバル」「納涼花火大会」「うらじゃ踊り」「秋の桃太郎まつり」 

「桃太郎ファンタジー」等、年間を通じて岡山を代表するイベントを実施し、賑 

わいの創出を図る。 

①当所主幹の「納涼花火大会」の規模・内容を見直し、魅力的なイベントとして

実施する。 

(2) 当所では、平成 21 年度から、岡山を代表する地域資源の桃・ブドウ等の果物を

    用して「フルーツパフェの街おかやま」・こだわりの逸品「おかやま果実」事業を

    実施し、中小小規模企業による新商品開発や情報発信による地域ブランドの形成 

を図っている。 

また、「農業者と商工業者のマッチング」による製品開発により、岡山の食のブラ

ランド化の推進を図っていく。 

(3) 岡山県との共催で「晴れの国おかやま検定」を実施し、岡山の良さを再認識し 

郷土への誇りと愛着の醸成の促進を図る。 

 

【新規重点事業】 

(4) 岡山市・岡山商工会議所で構成し、 平成 26 年 10 月に創設した「岡山市中小企

業・地域振興連携会議」（事務局:岡山商工会議所中小企業・地域振興部）のワー 

キンググループ会議を年計 6回開催し、「地域消費の喚起」「商店街中心市街地商 

業活性化」「魅力的な観光による創出と市街地の回遊性づくり」「インバウンド観 

光の推進」等地域活性化を図る効果的な事業の創出について研究を行い実現して 

いく。 

①平成 28 年度から、岡山市・中小企業団体中央会と連携し、「商店街中心市街 

地商業活性化研究会」を設置し、「商店街の特色・魅力の創出」と「空き店舗

対策」についての研究及び実施を行う。 

②平成 28 年度から、岡山市と連携し、市街地の回遊性向上を図る「ストリート

 の魅力創出」の研究を行い実現を図る。 

③デスティネーションキャンペーン（平成 28 年度）の参画を行い、県・市と連

携して当地域の観光振興を図る。 
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④平成 28 年度から、「外国人旅行者向け消費免税店の拡充」及び「多言語の観 

光プロモーション映像・パンフレット作成」等受け入れ整備によるインバウ 

ンド観光の推進を図る。 

(5) 岡山市・（公社）岡山観光コンベンション協会・岡山商工会議所で構成する「岡

山ビジットアソシエーション」にて、岡山市のシティプロモーション、情報発信、

 海外からの旅行者に対する宿泊費助成等の実施により、観光振興を図る。 

①平成 27 年度から、当所に「コンベンション大会等誘致窓口」を設置している。

(6)国交省岡山河川事務所・岡山市と連携し、旭川を中心とした後楽園・岡山城一帯 

の魅力創出を目的とした「旭川水辺再生戦略会議」の開催や新たに平成 27 年 10 

月の「ミズベリング岡山旭川」イベントを実施し、将来、水辺ビジネス創出を視 

野に入れた「新たな賑わいの拠点づくり」を推進し、市街地の回遊性と活性化を 

図る。 

 

（目 標） 

項目 現状 28年度 29年度 30年度 31年度 32 年度

イベント開催回数 5 7 7 7 8 8

イベント出店者数 250 300 320 340 360 400

イベント来場者数 80 万 90 万 100 万 110 万 120 万 130 万

※イベント等 ①おかやま桃太郎まつり「納涼花火大会」 

 ②秋のおかやま桃太郎まつり 

③おかやま桃太郎まつり「ＭＯＭＯＴＡＲＯＦＡＮＴＡＳＹ」 

④さくらカーニバル  

⑤戦国の貴公子宇喜多秀家フェス 

⑥もんげえおかやまフルーツフェスタ 

⑦ミズベリング岡山旭川  

 

 

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 

 

 岡山市内にも商工団体、金融機関、行政機関、専門家団体、民間事業者など多様な

支援機関が存在する。手法は異なっても地域経済の活性化という共通の目標に向かっ

ており、事業をいたずらに競合させることなく、それぞれの強み・役割を整理して小

規模事業者にとって効率的な支援を地域ぐるみで実行する必要がある。あわせて、そ

れぞれの資源・経験・ノウハウを可能な限りを共有化することで、地域経済活性化を

実現させる。 

 

（事業内容） 

【既存事業と改善点】 

(1) 県内１２商工会議所による経営指導員の連携会議を、幹事商工会議所として随
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時開催、高度・専門的になっている小規模事業者の経営課題について情報共有する

とともに、支援ノウハウの共有化を図っていく。 

(2) 平成 25 年に、経営支援力の基盤を強化するため、岡山県中小企業診断士会との

包括業務提携を締結。経営指導員との共同作業による支援マニュアルの作成などを

通じて関係性を強化し、支援先企業のニーズ等の情報共有を図っており、引き続き

連携を強めていく。 

(3) 岡山県および地元経済４団体（岡山県商工会議所連合会、岡山県商工会連合会、

岡山県中小企業団体中央会、岡山県産業振興財団）による連携会議を四半期ごとに

開催し、支援施策の相互利用や支援ノウハウの共有化などを通じて、共通の課題で

ある地域経済活性化に向けて連携していく。 

 

【新規重点事業】 

(4) 平成 26 年度に認定された「岡山市創業支援事業計画」に則り、岡山市および他

の創業支援機関との連携を図って効果的な創業支援を実施する。 

(5) 岡山県商工会議所連合会として、平成２５年度に地元金融機関１１機関との包

括業務提携を締結。これに基づく合同研修会＆交流会を開催し、連携による小規模

事業者支援や地域の需要動向について情報交換を図っている。さらに、地元金融機

関とも連携して「創業補助金」「ものづくり補助金」などの申請のサポートを行っ

ていく。 

(6) 岡山県よろず支援拠点をはじめ、経営革新等認定支援機関等と連携したセミナ

ーの開催、事業計画策定支援、販路拡大支援を実施する。 

 

 

２．経営指導員の資質向上等に関すること 

 

日本商工会議所が主催する研修、中小企業大学校が主催する支援機関職員研修や毎

年岡山県商工会議所連合会が主催する経営指導員研修（支援ニーズに応じたテーマを

選定し、3か月間にわたって一般コース 10 時間、特別コース 30 時間、合計 40 時間の

カリキュラム）等に積極的に経営指導員が参加することで、企業の売上・利益アップ

を重視した支援能力の向上を図る。 

また、平成 22 年 10 月に岡山県商工会議所連合会に設置した「経営改善普及事業あ

り方検討会議」において、平成 24・25 年度は、岡山県中小企業診断士会の協力で、「経

営指導員による支援ノウハウの研究会」を開催し、創業・経営革新・経営改善等の支

援マニュアル化とイントラネットによる共有化を実施。「経験の浅い経営指導員」でも

一定の支援が実施できるような仕組みを整えた。今後も「経営改善普及事業あり方検

討会議」において、様々な支援テーマでの勉強会を実施し、特に、若手経営指導員の

支援能力の向上を図る。 

当所では、国・県などの支援施策による専門家相談において、原則的に経営指導員

が同席し、創業・経営革新・経営改善等にかかる専門家の支援ノウハウを OJT で吸収

することを目指している。また、平成 26 年度は、中小企業基盤整備機構が主催する小

規模事業者支援研修（個社支援型及び地域支援型）を経営指導員が受講し、小規模事

業者支援の手法やコミュニケーションスキルのアップを図った。  
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さらに、経営指導員が相談対応した案件については、電子カルテのシステムによっ

て指導員同士が相互に閲覧可能な状態にあり、指導ノウハウの共有に役立っている。

指導現場では、週単位の役職者会議においては指導員以外が所属する総務企画部門と

の連絡調整を図っており、月単位の指導員連絡会議においても指導現場での事例とそ

の対応について情報をすり合わせている。こうした取り組みは実効性を踏まえつつ引

き続き実施していくこととしている。経験の浅い指導員については、指導現場におい

て経験豊かな指導員と同席させることとし、ＯＪＴ型の育成を図ることとしている。

 

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 

 

本経営発達支援事業の実施にあたっては、岡山県、岡山市、岡山大学や岡山県中小

企業診断士会などの「有識者による事業評価委員会」を設立し、定性的・定量的にそ

の効果を測定することとしている。評価の結果については、当所の正副会頭会議、常

議員会などに報告し、毎年度チェックを受けることとする。指摘事項を踏まえて事業

計画の時点修正を実施し、効果的なＰＤＣＡサイクルを構築することを目指す。必要

に応じて、中国経済産業局、中小機構基盤整備機構、ＪＥＴＲＯ、日本政策金融公庫

等の各機関からの指導を仰ぎ、大局的かつ専門的な観点から実効性のある事業が展開

できるよう努めていく。 

 評価内容については当所の中小企業・地域振興部内に紙媒体・電子媒体で常備し、

一般来所者にも常時閲覧可能な状態とするとともに、当所ホームページにも掲載して

広く公開し、事業者をはじめとした市民からも事業活動に対するコメントを寄せてい

ただける仕組みとする。 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（平成 28 年 1 月現在）

（１）組織体制 

 

専務理事 窪津誠 

     | 

理事中小企業・地域振興部長 須々木敏彦 

       | 

経営指導課長 黒崎良子（税務、労務、指導員研修等） 

 

金融課長 内田 薫（融資、経営改善、経営安定） 

 

地域振興課長 浅井香織（地域振興、地域ブランド） 

 

専門指導センター課長 山形章弘（創業、経営革新、販路拡大、商店街） 

 

●岡山商工会議所概要（平成２６年度末） 

 会員数 6,209 事業者 

 役員 48 名 

 職員 41 名 

（うち経営指導員 16 名、補助員 5名、専門経営指導員 3名、記帳選任職員 1名）

 

県内商工会議所とも連携協力して事業の円滑な運営に努めるほか、専門家団体、他

の中小企業支援機関、金融機関、大学・行政など関係機関とも緊密な連携をとり、効

率的効果的に事業を推進する。 

 

 

（２）連絡先 

 

岡山商工会議所 

中小企業・地域振興部  

経営指導課・金融課・地域振興課・専門指導センター（共通） 

 〒700-8556  岡山市北区厚生町３－１－１５ 

 ＴＥＬ（０８６）２３２－２２６６  ＦＡＸ（０８６）２３２－５２６９ 

http://www.okayama-cci.or.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） 

 28 年度 

（平成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 17,700 18,200 19,900 19,900 20,400

 

小規模企業対

策事業費 

 

・事業計画策

定セミナー

相談会開催

費 

 

・専門家派遣

費 

 

・展示会・商

談会・ビジ

ネス交流会

等開催費 

 

・首都圏展示

会出展費 

 

・窓口専門家

謝金 

 

・創業塾開催

費 

 

 

 

1,000 

200×5 回 

 

 

 

7,500 

25×300 回 

 

1,000 

500×2 回 

 

 

 

1,000 

500×2 回 

 

6,000 

2,000×3 人 

 

1,200 

1 回 

 

 

1,000

200×5 回

7,500

25×300 回

1,500

500×3 回

1,000

500×2 回

6,000

2,000×3 人

1,200

1 回

1,000

200×5 回

7,500

25×300 回

2,000

500×4 回

1,000

500×2 回

6,000

2,000×3 人

2,400

2 回

 

 

 

1,000 

200×5 回 

 

 

 

7,500 

25×300 回 

 

2,000 

500×4 回 

 

 

 

1,000 

500×2 回 

 

6,000 

2,000×3 人 

 

2,400 

2 回 

 

1,000

200×5 回

7,500

25×300 回

2,500

500×5 回

1,000

500×2 回

6,000

2,000×3 人

2,400

2 回

（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、県補助金、市補助金 

 

 

（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。 
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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．地域の経済動向調査 

当所が事務局機能を担い、県・市、財務事務所、日銀、政府系金融機関、ＪＲ、地

銀、マスコミ、大学、などで構成する「経済調査協議会」にて、関係各機関が調査する

経済動向の情報を共有する。 

 

２．経営分析・需要動向調査 

日本政策金融公庫・保証協会・専門家等と密接に連携し、資金繰りや新たな資金需要

に対応する経営相談については、当所が月 2 回、定例開催する「融資経営安定特別相談

会」に加えて、経営安定特別相談事業での専門家派遣を活用した経営分析を実施する。

 

３．事業計画の策定・実施支援 

新商品・新サービスなど新たな事業展開を図る「経営革新計画」の策定にあたっては、

個別に支援担当指導員を貼り付けたうえで、国が実施する「ミラサポ」等による専門家

派遣も活用しながら策定を支援する。申請先となる岡山県・岡山県産業振興財団とも連

携をとりつつ、事業者にとって有意義な計画策定をすすめる。 

 

４．創業支援 

平成 26 年度に認定された「岡山市創業支援事業計画」に則り、岡山市および他の創業

支援機関との連携を図って効果的な創業支援を実施する。岡山市とは「創業者交流会」

を共同開催するほか、創業塾・創業セミナーの受講者や、相談窓口を利用した創業者・

創業予定者について情報交換を図る。また、「経営革新等認定支援機関」として、地元金

融機関とも連携して創業補助金の申請のサポートを行う。 

 

５．小規模事業者販路開拓・販売促進支援 

 県内の他の商工会議所や地元金融機関との連携のもと、「農商工連携展示商談会によ

るマッチング」や「バイヤーとの個別商談会」を実施し、小規模事業者の販路開拓・販

売促進を支援する。 

 

６．地域振興 

 岡山市と連携した「岡山市中小企業・地域振興連携推進会議」により、「地域消費 

の喚起」「商店街等市街地商業活性化」等を図る。岡山市・（公社）岡山観光コンベンシ

ョン協会・岡山商工会議所で構成する岡山ビジットアソシエーション」にて、岡山市の

情報発信等の実施により、観光振興を図るとともに、行政・経済団体・マスコミ等で構

成する「おかやま桃太郎まつり運営委員会」により、「桜カーニバル」「納涼花火大会」「う

らじゃ踊り」「秋の桃太郎まつり」「桃太郎ファンタジー」等、年間を通じて岡山を代表

するイベントを実施し、賑わいの創出を図る。 
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連携者及びその役割 

●岡山県 

 代表者：伊原木隆太知事 

住所：岡山市北区内山下２丁目４番６号 

電話 086-224-2111 

●岡山市 

 代表者：大森雅夫市長 

住所：岡山市北区大供一丁目 1番 1号 

電話：086-803-1000 

●日本政策金融公庫 岡山支店 国民生活事業 

代表者：田上和彦事業統括 

住所：岡山県岡山市北区柳町 1-1-27 

電話：086-225-0011 

●中国銀行 

代表者：宮長雅人取締役頭取 

住所：岡山市北区丸の内 1丁目 15 番 20 号 

電話：086-223-3111 

●トマト銀行 

代表者：髙木晶梧取締役社長 

住所：岡山市北区番町２丁目 3-4 

電話：086-221-1010 

●おかやま信用金庫 

代表者：桑田真治理事長 

住所：岡山市北区柳町１丁目 11-21 

電話：086-223-7672 

●(財)岡山県産業振興財団 

代表者：三宅 昇理事長 

住所：岡山県岡山市北区芳賀 5301 

電話：086-286-9664 

●岡山県中小企業診断士会 

代表者：児玉健治会長 

住所：岡山県岡山市北区厚生町３丁目 1-15 岡山商工会議所ビル 8F 

電話：086-225-4552 

●ＴＫＣ中国会 

代表者：森末英男会長 

住所：岡山県岡山市北区丸の内２丁目 8-1 岡山丸の内ビル 3F 

電話：086-225-7225 

●岡山弁護士会 

代表者：佐々木浩史会長 

住所：岡山県岡山市北区南方１丁目 8-29 

電話：086-223-4401 
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【連携することによる効果】 

現下の厳しい経済環境のなか、地域の中小小規模企業の業績向上、引いては地域経済

の活性化を図るためには、これまで以上に、中小小規模企業支援に関わる機関の相互の

連携を強化し、支援事業効果を高めて成果を上げていかなければならない。 

一方で、当所に寄せられる経営相談は、経営革新、IT 化、事業承継、国際化など、ま

すます高度・専門的になりつつある。 

こうしたことに対応し、当所では中小企業診断士、税理士、弁護士をはじめとした専

門家との緊密な連携のもと、高度専門的な課題に適切に対応してきた。引き続き地域の

中小小規模企業の経営力強化を目標に様々な取り組みを実施していく。 

また、主に金融面で地域の中小企業を支援している地元金融機関と、長年にわたる経

営改善普及事業によって地域の中小企業との密接なネットワークを持つ当所が連携する

ことで、より多面的・重層的に地域の中小小規模企業を支援していくことが可能となる。

 

※役割については、「連携体制図」に記載。 

 

 

連携体制図等 

 

※別紙に記載。 

 



- 22 - 
 

 


