
経営発達支援計画の概要 

実施者名 倉敷商工会議所 

実施期間 平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日の５年間 

目標 

（１）地元金融機関、専門家団体、他の商工団体などとしっかり連携協

力を図り、中小企業、小規模事業者の経営力向上などの支援を「伴

走型支援」で行い、地域を活性化させることを目標にする。 

（２）創業支援の拡充、充実を図り、１件でも多くの創業を目標とする。

（３）連携中枢都市圏実現に向け、倉敷市等と連携協力を図り、地域創

成を成していき地域再生・活性化を目指す。 

事業内容 

（１）小規模事業者の経営の安定と向上、持続的発展のための経営状況

の分析による収集・把握・活用支援を行う。 

（２）市場調査や経済動向を調査し、整理・分析・情報発信（情報提供）

を小規模事業者に行い、事業展開・拡大等に利活用してもらうた

めの支援を行う。 

（３）事業計画策定に取組む小規模事業者を地元金融機関、各専門家な

どと連携協力し、伴走型指導・助言にて事業の持続的発展に向け

支援する。 

（４）創業スクールや時間外創業相談などの実施による創業支援の充実

と拡大を図り、創業件数・相談の増加に繋げる。また、第二創業

（経営革新）も講習会・セミナーの開催、専門家派遣による支援

を行う。 

（５）小規模事業者の展示会・商談会（東京）への出展支援を行う。 

（６）「倉敷市（高梁川流域圏）連携中枢都市圏ビジョン懇談会」をはじ

め、地域活性化会議に参画し、できる役割を担うことで地域の活

性化を図る。 

連絡先 

名 称：倉敷商工会議所 中小企業相談所 

住 所：岡山県倉敷市白楽町２４９－５ 

電 話：０８６－４２４－２１１１（代表） 

 



（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

■当所（当地域）の今後の地域振興・目標 

  当地域の特徴は、「商業」「工業」「観光」「医療」の 4つである。 

商業、観光、医療施設（資源）が、倉敷駅中心に２キロ圏内に充実しており、工業

地帯も７キロ圏内にあり、コンパクトシティとしての機能が充実している。さらなる

街の発展の可能性も大いに秘めている。このことが、強みである。一方、人口減少、

商店街の衰退、同業者間の競争激化等により、売上が低下するなど中小企業、小規模

事業者の経営状況（経営環境）は、全業種において厳しい状況にある。事業承継、後

継者不足、求人難・人材不足といった課題もある。 

上述のような地域の特徴、強み、課題を踏まえ、中小企業、小規模事業者の経営力

向上、販路拡大、販売促進等を伴走型支援で、小規模事業者に効果（実績）を体感し

てもらえる支援を目標とする。 

「製造業」の販路開拓・拡大等の支援を目標とする。 

「商店街の活性化」を目指し、事業承継・後継者育成等の支援を行い、「観光業」の

産業観光プラン等の実施支援により停留・宿泊を増やすことなどを目標にする。 

「医療業」については、障害者手帳を持つ精神障害者雇用の義務化等に対応

するための講習会、経営相談会の開催等を行い、事業所のスムーズな雇用・

従業員の定着を図る支援を目標にする。 

また、「創業支援」で「くらしき創業サポートセンター」（市内商工団体等の連携体）

の当地域でのさらなる支援の充実を図り、「創業するなら倉敷で －相談するなら、ぜ

ひ倉敷商工会議所で！－」を目標とし、１件でも多くの創業支援を行う。 

倉敷市が連携中枢都市圏の拠点都市に選らばれていることもあり、地元金融機関、

各士業の専門家団体、他地域の商工団体などとも連携協力をしっかり行うとともに、

「倉敷市（高梁川流域圏）連携中枢都市圏ビジョン懇談会」をはじめ、各会議への参

画・新規事業を実施し、地域の活性化、地方創成を実現させることを目標にする。 

 

■当所（当地域）の現状 

 「商業」「工業」「観光」「医療」の４つの特徴がある地域の現状は、 

商  業：倉敷駅中心に駅北西 1.5 ㎞に大型商業施設の「イオンモール倉敷」があ
り、駅に隣接する形で「アリオ倉敷」「三井アウトレットパーク倉敷」

の大型商業施設が併存している。 

       商店街は、主要な商店街で「１３」の組合等がある。 

当地域の小売業の年間商品売上額は、495,850 百万円（Ｈ19）で、

前回調査比 15％の増加である。（商業統計調査） 
 

工  業：全国に誇れる工業地帯として、製造品出荷額等全国 3 位の水島コンビ

ナートを有している。 



当地域の製造業事業所数は、918 社（Ｈ24）である。事業所は横

ばい傾向である。 

       当地域の製造品出荷額等は、4.395 兆円で、前回調査比 1％の増加

である。（工業統計調査） 
 

  観  光：駅南約1㎞弱に年間340万人以上の観光客が訪れる全国的にも有名な「倉
敷美観地区」（県下 NO.1）を有している。 

       観光客数は、微増傾向である。 

 

  医  療：大型病院の「倉敷中央病院」「川崎医科大学付属病院」をはじめ、中型
病院も数多く集積されており医療都市としての機能が備わっている。 

病院を含めた医療施設数は、７００施設以上ある。その数は、ほぼ

横ばい傾向である。 

  中小企業：当所管内で 10,102 事業所（平成 24 年経済センサス）がある。 

（全業種） 年々事業所数が減少（廃業等による）している。 

 

  創  業：地域内での創業件数は、年間２６件（Ｈ25）である。 

       その数は、増加傾向である。 

 

  地域活性化：「くらしきＴＭＯ」を立ち上げており、各種事業を行う中で比較的街

の住民の参画、商店街の店主などとの協力により、市民や観光客の誘

因、施設整備などがうまく機能している。 

 

倉敷駅付近連続立体交差事業 

  平成５年３月に行政が「倉敷地区都市拠点総合整備事業計画」を策定し、

事業が進めてきているが、実現に至っていない。 
 

  倉敷駅南北の回遊性問題 

    駅北の大型商業施設、駅南の駅前商店街、倉敷美観地区の回遊性が多少はある。

 

 

■当所（当地域）の課題 

 「商業」「工業」「観光」「医療」の４つの特徴がある地域の課題は、 

商  業：大型商業施設の進出、魅力ある店舗の減少、店舗の老朽化、商店主の高

齢化等の様々な要因による「各地商店街の衰退」がある。 

     個店の魅力、街の魅力がまだまだ足りない。 

 

工  業：製造業の小規模事業者は、販路開拓・拡大、売上先の固定化、職人気質

による経営能力不足などが課題としてある。 



  観  光：倉敷駅中心部に全国有数の観光施設「倉敷美観地区」があるが、当地域

は、観光客等が宿泊する地域でなく、通りすがり型（宿泊・停泊しない）

であること。 

 

  医  療：精神障害者の雇用創出、個人開業医などの医療関係事業所への当所の活

動内容の認知度向上等が挙げられる。 

 

  中小企業：・売上の停滞、減少    ・同業者間の競争激化 

（全業種） ・利幅の縮小        ・求人難、人材不足 

・原材料の調達コスト増加 ・後継者不足、問題 などの課題点がある。

 

創  業：創業者希望者の掘り起し、経営者スキルの取得、相談希望日時（時間外）

の対応などが課題としてあげられる。 

 

  地域活性化：中心市街地（市内中心部）以外の地域の諸問題（廃業、空き店舗、後

継者問題、人口減少、高齢化など）による活力の低下。 

 

倉敷駅付近連続立体交差事業の実現 
倉敷駅北地区と駅南地区とは、ＪＲ山陽本線の軌道に阻まれて南北の交通が分

断されており、都市機能の障害が発生している。 

 

倉敷駅南北の回遊性問題 
    駅北大型商業施設、駅前商店街、倉敷美観地区との回遊性がまだ少ない。 

 

 

■目標達成に向けての事業内容 

商  業：・観光客、消費者動態調査等の商店街調査を地元大学等と連携して実施

し、調査結果を有効に利活用させる。 

       ・商店街の方々を対象にした経営力向上セミナー等を開催する。 

       ・各商店街の活性化に向けた活発な場（会議等）への参画を増やす。 

       ・経営全般にわたる相談をさらに充実させる。 

       ・創業希望者を対象に空き店舗入居相談会を実施する。（予定） 

       ・後継者問題解消に向け、創業希望者と商店主とのマッチングを行う。

        （予定） 

             ・ネット販売支援と同時にホームページによる情報発信の充実を図る。

 

  工  業：・技術や腕を売り込む手法などについてのセミナーを開催する。 

       ・小規模製造事業者のみに絞った東京の商談会、展示会への出展支援を

行う。 

       ・「ザ・ビジネスモール」（全国の商工会議所などが共同運営する企業情

報サイト：企業情報 245,000 社以上）の利用促進を図る。 



  観  光：・当地域以外との「広域産業観光連携」にもっと力を入れる。 

倉敷市を始め、他地域の自治体とも連携協力し、会議にて知恵を出し

合い、広域観光マップ、広域産業観光プランなどを作成する。 

       ・各地協賛事業所において使用できる「備中・備後広域パスポート」（仮

称）を発行し、当地域などに来られる観光客に使用してもらい、当地

域での宿泊・停留を目指す。 

 

  医  療：・そう・うつなど企業内従業員のメンタルヘルスの無料個別相談会およ

び講習会、セミナーを行う。 

       ・医療、産業界、障害者を持つ家族、行政機関がお互いに話し合えるま

たは、4 者を対象にしたセミナーを年 4 回開催しており、今後継続し

て実施する。 

       ・組織（全職員）を挙げての集中巡回を行い、当所の活動をＰＲする。

       ・医師会とも連携協力し、当所のＰＲ活動などに協力していただく。ま

た、管内の小規模事業者に対して、精神疾患などに対する事業者向け

講習会、セミナーなどを連携協力して行う。 

 

 中小企業：・ＩＴの活用による、ネット販売支援。 

（全業種） ・販路開拓支援として、東京での展示会、商談会の出展支援を行う。 

  海外への展示会、商談会出展支援、進出支援を倉敷市、ジェトロ、

中小機構、金融機関などと連携協力し、実施する。 

・人材育成、確保に向けた各講習会、セミナーを開催。 

・当所ホームページによる、さらなる情報発信を行う。 

       ・経営全般にわたる相談に応じ、特に資金調達、資金繰り、事業承継対

策に力を入れ支援する。 

 

  創  業：・くらしき創業サポートセンターの支援の充実、拡大。 

       ・創業、第二創業の塾、セミナー等の開催。 

       ・創業の営業時間外の窓口相談の実施。 

       ・創業、第二創業者に対する定期的なフォローアップの実施。 

 

  地域活性化：・連携中枢都市圏構想などの街づくりに関する諸会議に参画する。 

        ・活性化に寄与できるであろう新規事業を倉敷市に提案し、実施に向

けて尽力する。 

 

  倉敷駅付近連続立体交差事業の実現 
    ・粘り強く岡山県知事に早期実現に向けての意見要望を行う。 

・実現に向け倉敷市などとの連携を強める。 

 

 



  倉敷駅南北の回遊性問題について 
    ・駅南北回遊性向上のために回遊性に焦点をあてた動態調査を実施し、調査結

果、報告を利活用し、事業を行う。 

    ・駅北大型商業施設、駅前商店街、倉敷美観地区の３箇所協同によるキャンペ

ーン、イベントを実施する。実施に向けての各事業者、団体、行政などの会

議体（協議会）をつくり、その運営もしくは会議などに参画する。 

    ・駅南北を周遊する低床周遊バスを運行する。（予定） 

     行政、各事業者、各団体などと連携協力を行い、実現を目指す。 

 

 

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 

１．経営発達支援事業の内容 

 

全体目標として、 

経営改善普及事業の計画期間の目標数値 

 現状 
(26 年度見込) 

Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度

巡回相談件数 3,500 3,700 3,850 4,000 4,250 4,500

窓口相談件数 1,700 1,800 1,900 2,000 2,250 2,500

セミナー回数 70 90 100 100 110 120

※上記の「巡回相談件数」「窓口相談件数」「セミナー回数」は、この後、後述して

いく目標件数を含めた目標件数である。 

 

 

Ⅰ．【経営状況の分析支援】…【指針①】 

常に小規模事業者の経営の安定と向上、持続的発展のために、経営指導員などの

巡回訪問・窓口相談、各種経営セミナーの開催、定時無料相談の実施などを通じて、

小規模事業者の経営分析を行い、支援する。 

 

事業内容 

（１）当所には、経営指導員９名と広域サポーター１名が在籍している。 

経営指導員、広域サポーターは、１人あたり小規模事業者３０件を四半期ご

とにかならず巡回訪問し、経営課題の有無についてヒアリングするとともに、

出てきた経営課題については必要な支援を的確に行う。【指針①、③】 

 



※広域サポーター…元ベテラン経営指導員であり、高度・専門的な経営支援を

広域（当所、玉島、児島、笠岡、井原商工会議所エリア）

において支援できる者。 

 

（２）小規模事業者に経営分析の重要性・必要性を理解してもらう内容に特化したセ

ミナーを開催し、専門家と経営指導員による個別相談（個別対応）を行う。参

加者への追跡訪問（お伺い訪問）も行い、経営課題の有無も含めたヒアリング、

分析などの支援を行う。【指針①、③】 

※件数管理（実績数の管理）は、窓口相談カード、巡回相談カードの詳細記入

を徹底することにより、シート管理を行うことでしっかりと管理する。 

 

事業効果 

上記、支援を行っていく中で、経営課題があり、経営分析をしっかり行った小規

模事業者については、その後、経営に何かしら活かせる情報や気づいた点などがあ

るはずである。 

例えば、 

・販売する商品の売れ筋、死筋商品の把握など 

・サービス内容の良さ、悪さ、改善点など 

・保有する技術、ノウハウの重要性など 

・固形資産、無形資産の価値の評価など 

・財務内容の把握など 

これらの把握によって、小規模事業者の経営安定と経営力（売上、利益、雇用等）

向上が充分見込める。 

事業目標 

 現状 
(26 年度見込) 

Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度

経営分析件数

（巡回）① 
1,500 1,600 1,700 1,850 1,880 2,080

経営分析件数

(指導員)② 
－ 300 300 300 400 400

経営分析件数

（窓口）③ 
500 450 450 450 450 450

特化セミナー

開催回数④ 
－ 3 3 3 5 5

経営分析件数

(セミナー)⑤ 
－ 50 50 50 70 70

経営分析件数

（合計） 

①+②+③+⑤ 

2,000 2,400 2,500 2,650 2,800 3,000

※現状の件数は、ハッキリとした件数管理ができていない。 

    27 年度以降は、内容管理とともに件数管理など、しっかり行う。 



Ⅱ【市場調査支援・経営動向の情報提供事業】…【指針③】 

地域内の経済動向を調査し、情報収集に努め、整理・分析を行うことにより、そ

の分析結果を小規模事業者に分かり易く、丁寧に情報提供を行い、経営の安定と向

上に少しでも役に立つよう支援する。 

 

事業内容 

（１）主要産業の１つでもある「観光業（地域振興・活性化）」について、平成 24 年

に「駅北大型商業施設新設に伴う観光・消費者動態調査」を行ったが、現在、

当市に隣接する岡山市に超大型商業施設ができたため、改めてその影響調査を

行う。倉敷駅北西 1.5 ㎞にある「イオンモール倉敷」、駅北の「アリオ倉敷」「三

井アウトレットパーク倉敷」、駅前商店街、倉敷美観地区を調査対象とした「観

光客・消費者動態調査」（仮称）を当所中心に倉敷市、倉敷商店街振興連盟、岡

山大学、岡山県中小企業診断士会などとの協力を得て実施したい。 

調査内容は、 

１．各施設・場所において、超大型商業施設進出による影響度 

２．    〃      回遊性の有無 

３．    〃      魅力などの強み 

４．    〃      改善点などの弱み 

などをしっかり調査する。【指針①、③】 

 

（２）小規模事業者支援において、専門的な各種業種・業態、または各商品・サービ

スにおいて市場調査が必要な場合に行う。 

調査会社に依頼するかどうかを含め、県中小企業診断士会などに意見を聴きな

がら、進めていく。行う時には、県内の調査会社とともに行いたい。 

【指針①、③】 

 

事業効果 

（１）については、分析結果について当所や各施設、行政や商店街などの各団体と

ともに課題の検討、討議、改善・対策に向け行動する。結果報告会を行うとともに、

現状ある組織において会議などを行うか、必要であれば会議体を組織し、検討会議

などを行っていく。そうすることで、各施設間での回遊性（南北の回遊性）も向上

するとともに、広域にわたり小規模事業者に対しても経営の向上に良い影響を与え

るはずである。当然、地域振興・地域貢献も図れる。 

（２）については、小規模事業者に窓口相談、巡回訪問時にしっかりと情報提供な

どを行うことにより、的確な市場に商品・サービスを投入、販売できるようになる。

このことにより、経営の安定と向上が図れる。 

※当所が収集した情報については、毎月１回、当地域の当所会員を含めた小規模事

業者などに発行送付（約 4,500 事業者へ発送）している「会報」により、今まで

以上に有益な情報発信、情報提供を行う。当所ホームページの充実も図る。 



事業目標 

 現状 
(26 年度見込) 

Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度

情報提供件数

（窓口） 
－ 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500

情報提供件数

（巡回） 
－ 2,500 2,750 3,000 3,250 3,500

市場調査回数 未実施 1 1 1 2 2

動態調査実施

回数 
未実施 1 － 1 － 1

調査結果分析

会議回数 
未実施 1 3 3 3 3

※現状の情報提供件数は、ハッキリとした件数管理ができていない。 

    ２７年度以降は、内容管理とともに件数管理等を行う。 

※件数管理（実績数の管理）については、窓口相談カード、巡回相談カードの詳

細記入を徹底することにより、シート管理を行うことでしっかりと管理する。 

 

 

Ⅲ．【事業計画策定・実施支援】…【指針②】 

■事業計画策定・実施支援【指針②】 

小規模事業者が様々な経営課題を解決するために、上述Ⅰ．の経営分析、上述Ⅱ．

の各種景気観測調査など、市場調査の結果を踏まえ、事業計画策定及び実施支援に

向け、倉敷市、中小企業診断士会などの各士業団体、地元金融機関、岡山県産業振

興財団、中小企業基盤整備機構などと連携協力し、伴走型の指導・助言・実施支援

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）経営指導員や中小企業診断士などの各専門家のネットワークを使うとともに、

ミラサポの専門家派遣制度も活用し、事業計画策定に取り組む小規模事業者の

各補助金・助成金（過去、申請支援実績のないものも含む）申請時に必要な事

業計画などの策定支援を伴走型指導・助言にて行う。【指針②】 

 

（２）事業計画策定後や補助金申請後、採択後には、国、県、市、各行政団体などが

行う支援策（設備・人材育成・労務・金融）などの広報、案内をすることで、

フォローアップを実施する。【指針②】 

 

（３）フォローアップは、必要に応じて１ヶ月に１度の巡回訪問を行い、進捗状況の

確認と必要な支援策の説明など、必要な指導・助言を的確に行うとともに事業

の持続的発展のための取組みに必要な設備資金、運転資金については、平成 27



年度から創設予定の「小規模事業者経営発達支援融資制度」を利用するための

事業計画策定支援も積極的に行っていく。 

【指針②】 

 

事業効果 

（１）については、事業計画策定などを伴走型支援にて行うことによって、策定し

た小規模事業者は、将来の事業の方向性を定めることができ、従業員への意識づけ

などの効果も得られる。 

 

（２）、（３）については、フォローアップ体制（情報収集や巡回訪問回数）を整え、

フォローすることにより、小規模事業者の大きな傷口（損失など）になる前に防ぐ

ことができるかもしれないなどの効果がある。 

 

事業目標 

 現状 
(26 年度見込) 

Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29 年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度

セミナー等 

開催回数 
2 4 4 4 6  6

セミナー等 

参加者数 
35 60 80 80 120 120

事業計画策定

事業者数 
6 15 25 35 60 60

フォローアップ

回数 
30 105 175 245 420 420

各補助金申請 

支援件数 
75 100 110 120 120 120

フォローアップ 

回数 
375 700 770 840 840 840

 

 

■創業・第二創業（経営革新）支援【指針②】 

上述でも説明してきたが、地域において「創業支援」は、雇用や税金など多岐に

わたり地域に潤いを与えることができる、とても重要な支援事業である。当所とし

ても「創業相談をするなら、ぜひ倉敷商工会議所で！」を目標に、くらしき創業サ

ポートセンター（倉敷市、玉島、児島商工会議所、つくぼ、真備船穂商工会）や地

元金融機関、中小企業診断士会などの各士業団体、岡山県産業振興財団、中小企業

基盤整備機構とも連携協力し、「くらしき起業塾」や先輩起業者講演会などを開催し、

創業、第二創業（経営革新）支援を行う。創業後、第二創業（経営革新）後もこの

ネットワークを利活用してのフォローアップとともに当所としても伴走型支援でフ

ォローにあたる。 

 



事業内容 

（１）現状の窓口相談、巡回相談は、当然継続して行っていく。 

くらしき創業サポートセンターは、現状、倉敷市内のみの商工団体などで、倉

敷市内のみの連携協力になっているので、参画している商工団体と歩調を合わ

せながら、さらなる創業支援（例えば、出前相談、創業なんでも相談、セミナ

ー・講習会の回数拡大など）の充実が図れるよう連携協力する。さらには、連

携中枢都市圏構想に合わせた広域市町村との連携協力も行う。 

【指針②】 

 

（２）創業塾（全 5回程度、20～30 時間程度）を開催し、創業希望者の知識向上を図

り、創業希望者同士の人脈づくりなどや創業計画の策定支援を行うことにより、

創業者支援を行う。【指針②】 

 

（３）営業時間外で、要予約での創業相談窓口を設置し、創業支援を行う。 
過去の支援経験から、創業希望者は、勤務者などの方々が多く、当所の営業時

間内での来所相談などが難しい傾向がある。経営指導員の対応については、 

時間外相談（要予約での予約時間）は、 

月曜日～金曜日：17:15～19:00（最終：19 時から相談を開始し、20 時 30 分迄）

土 曜 日:12:00～17:00（最終：17 時から相談を開始し、18 時 30 分迄） 

日曜・祭日：9:00～17:00（最終：17 時から相談を開始し、18 時 30 分迄） 

   【指針②】 

 

（４）創業後は、１ヶ月に１度以上の巡回訪問による個別フォローを行い、資金繰り

相談、税務相談、販売促進相談に重点を置き、伴走型の支援を行う。【指針②】

 

（５）第二創業（経営革新）に関するセミナー・個別相談会を開催し、第二創業（経

営革新）の計画策定を支援し、第二創業（経営革新）支援を実施する。【指針②】

 

（６）第二創業（経営革新）の計画策定後は、巡回訪問による個別フォローを行い、

進捗状況の確認、必要な支援策の提案、支援の実施を行い、伴走型の支援を行

う。【指針②】 

 

事業効果 

創業支援については、創業希望者のニーズに沿った相談体制、創業後フォローを

行うことで、当所にとっても創業希望者から「必要とされる組織」であるとの認識

をしてもらえるなどの効果がある。また、当地域の創業者数の増加も見込め、地域

振興などの潤いが得られる。広域地域との創業支援連携を行うことができれば、各

地域ごとにおいて地域活性化が図れる。 

第二創業（経営革新）については、小規模事業者のみならず取り組む企業がある

ことが予想される。取り組む小規模事業者を支援し、計画実行のフォローをするこ

とにより、経営力の向上、発展などが見込める。 



事業目標 

 現状 
(26 年度見込) 

Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度

創業塾開催回数 未実施 2 2 2 3  3

創業セミナー 

開催回数 
未実施 2 2 2 3 3

創業相談件数 240 280 280 280 300 300

創業支援者数 20 30 30 30 40 40

フォローアップ

回数 
60 240 240 240 240 240

経営革新セミナー 

開催回数 
1 1 1 1 2 2

経営革新承認 

件数 
1 3 3 3 4 5

※創業塾、創業セミナーは、当所主催では未実施である。 

   くらしき創業サポートセンターでの創業塾、創業セミナーは、実施している。 

 

Ⅳ．【新たな需要の開拓に寄与する事業】…【指針④】 

地域の小規模事業者の良い商品・サービスを地域に埋もれたままにせず、県内全

域もしくは全国へ発信・展開するため、展示会、商談会を開催し、小規模事業者の

販路拡大に貢献する。また、特に地元産（地域の地域資源）を使用しての商品・サ

ービスは、東京の展示会、商談会への出展支援を行い、認知度の向上、商談成立、

売上などの持続的発展を図る。 

 

事業内容 

（１）当地域内において地域資源（地元の資源）を活用しての商品（製品）を持って

いる小規模事業者を募り、東京の展示会、商談会に出展するための出展支援を

行う。【指針④】 

（２）過去の実績として、広域商工会議所（当所、玉島、児島、笠岡、井原、高梁商

工会議所）との連携による小規模事業者等を募っての広域交流会を開催した実

績もあるので、広域商工会議所による小規模事業者のための展示、商談会を当

地域で開催する。【指針④】 

（３）倉敷市（くらしき地域資源推進室）も市内全域を対象にし、地域資源の発信も

兼ねた展示会、商談会の出展支援などを行っているので、連携協力するととも

に他の団体（岡山県備中県民局、地元金融機関、岡山県産業振興財団など）と

も連携協力し、出展支援を行う。【指針④】 



（４）計画期間内（早い時期）を目処に当所が中心となり、小規模事業者向けに、海

外の展示会、商談会出展支援をジェトロ岡山、岡山県、倉敷市などと連携協力

し、行いたい。（予定）【指針④】 

 

事業効果 

本事業を行うことにより、小規模事業者の本当は良い商品なのに埋もれかかって

いる商品（製品）などを県内全域、全国、海外（将来的に実施）に発信できること

で、その商品（製品）などの良さを再確認でき、経営課題が見つかるきっかけ（改

善点等）になるなど、経営を進めていく、展開していく上で、効果が出てくるはず

である。 

 

事業目標 

 現状 
(26 年度見込) 

Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度

展示・商談会 

開催回数① 
未実施 1 1 2 2 3

展示・商談会 

参加事業者数② 
未実施 30 30 60 60 100

バイヤー 

来場者数③ 
未実施 10 10 15 15 20

一般来場者数④ 未実施 100 100 200 200 300

展示・商談会 

参加回数⑤ 
1 2 2 3 3 4

展示・商談会 

出展支援者数⑥ 
4 10 10 15 15 20

※①～④については、当所が当地域において実施する事業内容。 

   ⑤、⑥については，東京の展示会、商談会出展支援。 

 

 

２．地域の活性化に資する取り組み 

Ⅰ．地域活性化事業 

倉敷市、倉敷まちづくり株式会社、くらしきＴＭＯ、事業者・地権者・ＮＰＯな

どとの「倉敷市中心市街地活性化協議会」を年数回行うとともに、倉敷市、各地域

産業界・大学・金融機関・病院・公共交通機関などとの「倉敷市（高梁川流域圏）

連携中枢都市圏ビジョン懇談会」が年数回開催される予定になっており、今後の地

域活性化の方向性、連携中枢都市圏構想に基づく都市圏形成が検討されていく。検

討された地域活性化の方向性、都市構想を踏まえ、中心市街地の活性化による地域

振興・貢献と連携中枢都市圏の中心的役割を果たすことにより、当地域全体の活性

化を図る。 

 



事業内容 

（１）倉敷市、倉敷まちづくり株式会社、くらしきＴＭＯ、事業者・地権者・ＮＰＯ

などとで構成する「倉敷市中心市街地活性化協議会」を年 2 回行い、会議を通

し、地域の活性化の方向性などについて検討する。 

※くらしきＴＭＯが行っている事業は、当然、継続して行っていく。 

 

（２）倉敷市、各地域産業界・大学・金融機関・病院・公共交通機関などで構成する

「倉敷市（高梁川流域圏）連携中枢都市圏ビジョン懇談会」が年数回開催され

る予定で、国の重要施策であり、27 年度以降、本会議での検討も含めて、様々

な事業企画・展開・実施が予想される。当所も倉敷市やビジョン懇談会、各地

域の商工団体などとの連携協力を図り、共に都市構想の実現を目指す。 

 

（３）「倉敷未来プロジェクト（仮称）」の実施 

倉敷市には、市民を結びつける三つのシンボルがある。 

市の花「ふじ」、市の木「くすのき」、市の鳥「かわせみ」である。この倉敷

市の三つのシンボルを強く打ち出し、市民が郷土のことを知り、愛着を深め、

誇りを持つことが肝要である。そのことが若者の流出を防ぎ、子どもを産み育

てる人を増やすことにもつながるはずである。 

まずは、市の花「ふじ」を取り上げ、観光資源の一つとしても活用し、地域

の活性化につなげる。 

      １．「藤の花」プロジェクト連絡会（仮称）を設置 

        構成メンバーとして、倉敷市、倉敷観光コンベンションビューロー、

児島、玉島商工会議所、つくぼ、真備船穂商工会、当所女性会・青年部、

ロータリークラブ、ライオンズクラブ、倉敷まちづくり株式会社、山陽

新聞倉敷本社、老龍園緑化株式会社（造園業）、藤棚所有事業者などで

構成する。（予定） 

      ２．「藤棚」の設置、管理 

        藤棚の設置候補地を選定、決定し、設置する。 

        管理については、倉敷市の担当部署、民間所有地の所有者管理を交渉

する。（予定） 

      ３．「くらしき藤の花めぐり」の開催 

 藤棚を巡るイベントを開催予定。 

        どのような「おもてなし」を行うか、などの詳細は未定である。 

 

（４）「備中・備後広域パスポート（仮称）」の発行 

連携中枢都市圏構想での対象地域７市３町（新見市、高梁市、総社市、早島

町、倉敷市、矢掛町、井原市、浅口市、里庄町、笠岡市）の商工会議所、商工

会が中心となり、各地域で協賛事業所を募る。各地域の地元住民、隣市からの



一般客、県外からの観光客など（どのように渡すか、割引内容等については、

会議により検討する。）に配布し、各地域において、「備中・備後広域パスポー

ト（仮称）」を提示してもらい、割引適用を受けてもらう。 

各地域で使用可能となることで、連携市町村での停泊、停留時間が延伸し、

地域の活性化の一助となりうる。 

 

（５）倉敷駅付近連続立体交差事業 

     実現に向けて倉敷市と連携を強め、岡山県知事に早期実現に向けた意見要望

を年に１回行う。 

 

 （６）倉敷駅南北の回遊性問題 

     動態調査事業を２年に１回行うとともに、その調査結果を行政や商店街など

の各団体とともに課題の検討、討議、改善・対策に向け行動する。必要があれ

ば会議体を組織し、検討会議などを行っていき、駅南北を中心とした回遊性を

向上させる。 

     駅北大型商業、駅前商店街、倉敷美観地区の３箇所において、スタンプラリ

ーを実施するための会議体をつくり、実施に向け支援する。年 1回以上の実施

を目指す。 

     倉敷駅南北を周遊する低床バス、もしくはコミュニティバスの運行を倉敷

市、運行事業者、関係団体などと連携のもと、実現を目指す。 

 

事業目標 

 現状 
(26 年度見込) 

Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度

会議開催回数 

（中活協議会） 
2 3 3 3 3 3

会議開催回数 

(藤の花Ｐ) 
未実施 5 8 8 8 8

広域パスポート 

配布枚数 
未実施 500 1,500 2,000 3,000 3,000

広域パスポート 

使用件数 
未実施 200 1,000 2,000 3,500 5,000

※「倉敷市（高梁川流域圏）連携中枢都市圏ビジョン懇談会」は、当所に事務局

がなく、倉敷市にあるため、会議の開催回数など表記していない。 

だが、上述したように連携協力は、しっかり行っていく。 

※広域パスポート配布枚数は、毎年度の配布枚数表記をしており、計画最終年度

には、累計１万枚の配布を目標にする。 

※広域パスポート使用件数は、パスポート保有者の 50％は使用すると見込んでの

目標とする。 

 



３．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 

Ⅰ．【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】 

（１）当所、玉島、児島商工会議所、つくぼ、真備船穂商工会が集まる「くらしき創

業サポートセンター担当者会議」（創業支援事業）において、会議後に他事業に

係る情報交換の場と時間を新設する。小規模事業者の支援の現状、支援ノウハ

ウの共有、各地域の景況感などについて情報交換を行い、各地域での小規模事

業者支援に役立てる。 

 

（２）上記会議後の情報交換の場とは別に、「倉敷地域支援機関合同会議（仮称）」を

年２～３回開催し、本計画で求められている、経営分析、市場調査、事業計画

策定、販路開拓支援事業の支援状況、支援ノウハウ、支援課題等の共有、連携

して行う事業の打合せなどを行い、連携を深める。 

 

（３）連携中枢都市圏実現に向け、まずは、７市３町にある商工会議所（当所、玉島、

児島、笠岡、井原、高梁、総社、新見商工会議所）による「広域連携情報交換

会（仮称）」を年２～３回開催し、本計画で求められている事業を含めた経営改

善普及事業での広域連携を模索する。まずは、創業支援での広域連携を検討す

るのも１つの着眼点だが、他事業の広域連携も含め、小規模事業者支援の支援

状況、支援ノウハウの共有などをしっかり議論し、各地域で行動に移すように

する。また、近い将来、各地域の商工会、中小企業診断士会などの各士業団体、

金融機関、大学などにも参加してもらう。 

 

（４）岡山県内全１２の商工会議所が集まる会議が、テーマ（内容）ごとではあるが、

年間数十回開催されている。その各会議において、情報交換などを行う時間を新

設してもらい、県内各地域の小規模事業者の支援の現状、支援ノウハウの共有、

各地域の景況感などの情報交換を行う。 

また、必要に応じて連携先である、中小企業診断士会、弁護士会、社会保険労

務士会、弁理士会、司法書士会、行政書士会などの各士業団体、地元金融機関、

日本政策金融公庫、岡山県産業振興財団、中小企業基盤整備機構などから参加し

てもらい、情報提供や情報交換をする。 

 

 

Ⅱ．【経営指導員等の資質向上等に関すること】 

（１）日本商工会議所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、

各士業団体が開催する、小規模事業者支援能力の向上が図れる研修に経営指導員

が年間１回以上、積極的に参加することで、小規模事業者の売上・利益の確保、

経営の安定と向上を重視した支援能力の向上を図る。 

（２）毎年、岡山県商工会議所連合会（県内全部の商工会議所）が主催で、経営指導員

は、一般コース（当年度の国・県等の施策などの知識）、専門コース（金融、補



助金申請、税務、経営改善、事業承継、経営革新、創業などの専門知識）を５時

間３コース以上受講し、補助員も一般コース、専門コースを１コース以上受講し、

小規模事業者支援における支援能力の向上を図っている。次年度以降も当然、受

講していく。 

（３）ベテラン経営指導員と若手経営指導員との支援能力の格差について、若手経営指

導員を積極的に外部研修における座学、体験研修を受講させるとともに、ベテラ

ン経営指導員と同席・同行を行い、チームとして小規模事業者を支援することで、

指導・アドバイスの内容、情報の収集・提供などの支援方法を学ぶなど、内部育

成を行うことにより、小規模事業者への伴走型の支援能力の向上を図る。 

（４）当所内において、小規模事業者支援能力向上のための「月１勉強会」を１時間

から２時間程度開催し、経営指導員、補助員全員が参加し、組織内で経営指導

員のノウハウを共有するとともに小規模事業者支援の能力向上を図る。 

 

Ⅲ．【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（１年に１回以上）、本計画の記載事業の実施及び成果について、以下の方法

により評価・検証・サイクルを回していく。 

 

初年度 

Ｐ…本計画のこと。 

Ｄ…本計画を実行する。 

Ｃ…倉敷市の局長級、岡山大学教授もしくは倉敷芸術科学大学教授、中小企業診断士

の外部有識者により組織編成し、事業の実施状況、成果の評価・見直し案（改善

案）の提示を行う。 

Ａ…①当所（中小企業相談所）で、評価・見直し（改善計画）の方針を決定する。 

②事業の成果・評価・見直し（改善計画）の結果については、正副会頭会議へ報

告し、承認を得る。 

 

２年目以降 

 Ｐ…改善した計画のこと。 

 Ｄ…改善した計画を実行する。 

 Ｃ…上記Ｃ（外部有識者によるチェック）を行う。 

 Ａ…上記Ａによる改善を行う。 

 

※Ｐ（計画）、Ｄ（実行）、Ｃ（評価）、Ａ（改善）のことである。 

 

 



本計画の認定が得られた場合、本計画の概要などを要約し、当所のホームペー

（http://www.kura-cci.or.jp）にて公表する。また、当所で月１回発行している会報

誌にも要約したものを掲載し、公表する。 

 

事業の成果・評価・見直し（改善計画）の結果も当所のホームページ

（http://www.kura-cci.or.jp）で計画期間中公表する。また、当所で月１回発行して

いる会報誌にも要約したものを掲載し、公表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（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２６年１２月現在）

（１）組織体制 

■全職員数：２５名   

 

■組織（各部・課の概要、職員数） 

 専 務 理 事 １名 

 理事・事務局長 １名 

部 課 名 所 掌 事 務 の 概 要 職員数  

総
務
部 

総
務
課 

定款その他諸規程、契約、部会、委員会、議員の選挙選

任、文書整理保管、会議、意見活動、政策提言、人事、

事業計画、事業報告、会員募集の企画、儀礼及び表彰、

収支予算及び決算、会費及び特定商工業者負担金の徴収、

手数料及び使用料の徴収、会計帳簿の整理及び保管、商

工会館管理運営、その他庶務、経理全般に関する事項 

５名
(一般職員)

産
業
振
興
課 

商工業振興に関する企画・立案、広報活動、部会、行政

庁の委任又は委託による行政事務の処理、各種催事・イ

ベント、展示会、見本市及び懇談会、等の開催、各種技

術、技能の普及及び検定、証明、観光、コンベンション、

一般取引紹介並びに斡旋、各種現況調査、統計調査、信

用調査、会報の編纂及び刊行、会員台帳及び法定台帳の

作成並びに管理運用、街づくりの推進、その他商工業の

改善発達及び会員サービスに必要な事項 

５名
(一般職員)

中
小
企
業
相
談
所 

指
導
課 

小規模事業経営改善普及事業、金融、記帳、経理、税務、

社会保険、経営等の相談指導、企業診断、小規模事業施

策普及、その他相談指導に関する事項、経営発達支援

事業 

５名
(経営指導員 2 名)

(広域サポーター 1 名)

(補助員 2 名)

事
業
課 

説明会、講習会、講演会等の開催、労働保険事務、経営

安定特別相談事業、創業、経営革新の支援、企業共済制

度及び福利厚生制度に関する事項、その他集団指導に関

する事項、経営発達支援事業 

８名
(経営指導員 7 名)

(補助員 1 名)

※委託、補助事業として、 

 〇地域ジョブ・カードセンター倉敷：訓練コーディネーター １名 

                  企 業 開 拓 推 進 員 １名 

 〇倉敷まちづくりセンターの運営管理：常駐員 １名、パート ２名 

 



■事業実施人員 

前頁にある、経営指導員９名、広域サポーター１名、補助員３名がいる中小企業相

談所（指導課、事業課）が、当然、中心となり小規模事業者支援に取り組んでいく。

また、総務部（総務課、産業振興課）には、全職員による巡回訪問、動態調査事業、

地域振興・活性化、倉敷市や他の支援機関との連携などにおいて、協力できることは

協力してもらい、全職員を挙げて、本計画実行に向けて取り組んでいく。 

 

 

（２）連絡先 

名 称：倉敷商工会議所 中小企業相談所 

住 所：岡山県倉敷市白楽町２４９－５ 

電 話：０８６－４２４－２１１１（代表） 

IP 電話：０５０－３３６６－２１１１ 

ＦＡＸ：０８６－４２６－６９１１ 

ｍ ａ ｉ ｌ：kcci@sqr.or.jp 

ホームページ：http://www.kura-cci.or.jp 

 

※電話は、当所がワンフロアの事務局のため、代表電話・ＩＰ電話のみとなってい

る。今後、状況を見ながら各部署への直通電話の回線開通を検討したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（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) 

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

必要な資金の額 119,700 109,920 114,640 119,360 125,800

① 中小企業相談所 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000

② 
経営分析支援 

事業費 
4,200 4,920 5,640 6,760 8,200

③ 
市場調査支援 

事業費 
5,000 2,500 5,000 5,000 7,500

④ 
事業計画策定 

事業費 
800 800 800 1,200 1,200

⑤ 
創業・革新支援 

事業費 
4,200 4,200 4,200 6,400 6,400

⑥ 
販路開拓支援 

事業費 
4,000 4,000 5,500 5,500 7,000

⑦ 
地域活性化支援 

事業費 
11,000 3,000 3,000 4,000 5,000

⑧ 
指導員資質向上 

事業費 
500 500 500 500 500

（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 

会費収入、各種事業収入、県補助金、市補助金、事業受託費 

 

 

（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。 

 

※上記の必要な資金の額について 

 当所の中小企業相談所特別会計収支決算書に記載されている費目で言うと、 

 ①～⑦は、「指導事業費」、⑧は、資質向上対策事業費に記載されることになる。 

 



（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．経営発達支援事業の内容 

Ⅰ【経営状況の分析に関すること】 

 連携者 

  倉敷市（商工労働部） 

    経営指導員で対応できない専門的な経営分析の案件があれば、倉敷市において

行っている専門家派遣相談を活用し、経営指導員が共に同行・同席し、支援を行

う。 

 

  地元金融機関（本店所在地が県内にある銀行、日本政策金融公庫倉敷支店） 

    中国銀行、トマト銀行、水島信用金庫、玉島信用金庫、おかやま信用金庫、笠

岡信用組合、日本政策金融公庫倉敷支店と経営分析において、案件により経営指

導員と同席しての協調相談に応じ、その経営分析に基づいた資金調達相談が生じ

た場合には、前向きに検討していただく。 

（現在の予定であり、銀行によって、実施可能・不可があると予想される。） 

 

  岡山県中小企業診断士会などの各士業団体 

    中小企業診断士会、弁護士会、発明協会、社会保険労務士会、司法書士会、行

政書士会の各専門家に 経営指導員で対応できない専門的な経営分析の案件があ

れば、専門家として派遣相談を実施してもらう。経営指導員が共に同行・同席し、

経営分析支援を行う。経営分析特化セミナー開催時の講師を務めていただく。 

 

  岡山県商工会議所連合会、ミラサポ 

    経営指導員で対応できない専門的な経営分析の案件があれば、岡山県商工会議

所連合会の「企業収益力アップ支援等連携推進事業」の専門家派遣制度とミラサ

ポの専門家派遣制度を活用し、経営指導員が共に同行・同席し、支援を行う。 

 

 

Ⅱ【市場調査支援・経営動向の把握に関すること】 

 連携者 

  倉敷市（商工労働部） 

    当所からも情報収集を行うとともに、倉敷市で掴んだ経済動向の各種情報、統

計結果の情報提供を得るなど、お互いに情報が行き交うようにする。 

 

  倉敷市（文化観光部） 

    「観光客・消費者動態調査」実施時に公共施設の開放、借用などの連携協力。

 



  倉敷商店街振興連盟 

    「観光客・消費者動態調査」実施時に駅前商店街一帯での調査への協力、理解

をいただき、調査後の分析結果を将来の街づくりに活かす取り組みも共に行って

いく。 

 

  岡山大学 

    「観光客・消費者動態調査」実施するにあたり、当地域の街づくりの目的、狙

い、将来像など、しっかり打合せを行い、本調査を実施したい。実施時には、調

査員（学生）の派遣、分析、報告への協力をお願いする。 

 

岡山県中小企業診断士会 

    経済動向の情報をお互いにしっかりと交換し、提供する。 

    小規模事業者支援での市場調査事業は、過去事業実績がないので、必要な場合

が発生したら、意見を聴くとともに紹介していただく。場合によっては、中小企

業診断士会に依頼する場合もある。 

 

 

Ⅲ．【事業計画策定・実施支援に関すること】 

■事業計画策定・実施支援 

 連携者 

  倉敷市（商工労働部） 

    経営指導員で対応できない専門的な事業計画策定案件があれば、倉敷市におい

て行っている専門家派遣相談を活用し、経営指導員が共に同行・同席し、策定・

実施支援を行う。 

 

  地元金融機関（本店所在地が県内にある銀行、日本政策金融公庫倉敷支店） 

    中国銀行、トマト銀行、水島信用金庫、玉島信用金庫、おかやま信用金庫、笠

岡信用組合、日本政策金融公庫倉敷支店と事業計画策定において、案件により経

営指導員と同席しての協調策定支援を行い、その事業計画に基づいた資金調達相

談が生じた場合には、前向きに検討していただく。 

（現在の予定であり、銀行によって、実施可能・不可があると予想される。） 

 

  岡山県産業振興財団 

    経営指導員で対応できない専門的な事業計画策定案件があれば、岡山県産業振

興財団において行っている専門家派遣相談を活用し、経営指導員が共に同行・同

席し、策定・実施支援を行う。 

 

  中小企業基盤整備機構中国本部 

    経営指導員で対応できない専門的な事業計画策定案件があれば、コーディネー

ターの派遣をしていただき、協調して事業計画策定支援を行う。また、専門家派

遣相談事業を活用し、経営指導員が共に同行・同席し、策定・実施支援を行う。



  岡山県中小企業診断士会などの各士業団体 

    中小企業診断士会、弁護士会、発明協会、社会保険労務士会、司法書士会、行

政書士会の各専門家に 経営指導員で対応できない専門的な事業計画策定の案件

があれば、専門家として派遣相談を実施してもらう。経営指導員が共に同行・同

席し、事業計画策定・実施支援を行う。事業計画策定セミナー開催時には、講師

を務めていただくなどの協調支援を行う。 

 

■創業・第二創業（経営革新）支援 

 連携者 

  倉敷市（商工労働部） 

    「くらしき創業サポートセンター」の事業運営・管理を行っている。 

    さらなる創業支援の充実・拡充を実現させるための運営・管理の実施をお願い

する。 

また、国の重要施策である、連携中枢都市圏構想に沿った事業推進も共に検討

していく必要がある。（予定） 

 

  地元金融機関（本店所在地が県内にある銀行、日本政策金融公庫倉敷支店） 

    中国銀行、トマト銀行、水島信用金庫、玉島信用金庫、おかやま信用金庫、笠

岡信用組合、日本政策金融公庫倉敷支店と創業支援、第二創業支援において、案

件により経営指導員と同席しての協調支援を行う。 

その協調支援（創業計画書、経営革新計画書作成支援など）に基づいた資金調

達相談が生じた場合には、前向きに検討していただく。 

（現在の予定であり、銀行によって、実施可能・不可があると予想される。） 

 

岡山県産業振興財団 

    経営指導員で対応できない専門的な創業、第二創業（経営革新）案件があれば、

岡山県産業振興財団において行っている専門家派遣相談を活用し、経営指導員が

共に同行・同席し、創業支援・第二創業（経営革新）のフォローを行う。 

 

  中小企業基盤整備機構中国本部 

    経営指導員で対応できない専門的な創業案件があれば、コーディネーターの派

遣をしていただき、協調して創業支援を行う。また、専門家派遣相談事業を活用

し、経営指導員が共に同行・同席し、創業支援のフォローを行う。 

 

岡山県中小企業診断士会などの各士業団体 

    中小企業診断士会、弁護士会、発明協会、社会保険労務士会、司法書士会、行

政書士会の各専門家に 経営指導員で対応できない専門的な創業、第二創業（経

営革新）の案件があれば、専門家として派遣相談を実施してもらう。経営指導員

が共に同行・同席し、創業支援・第二創業（経営革新）のフォローを行う。創業

塾、創業セミナー、経営革新セミナー開催時には、講師を務めていただくなどの

協調支援を行う。 



Ⅳ．【新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること】 

 連携者 

  岡山県（備中県民局） 

    備中県民局が行っている、展示会、商談会に当所の小規模事業者を募り、協力

して出展支援を行う。また、展示会、商談会の情報交換を行い、共有を図るとと

もに互いに出展事業者の紹介などの連携を行う。 

  倉敷市（くらしき地域資源推進室） 

    展示会、商談会の情報交換を行い、共有を図るとともに互いに出展事業者の紹

介などの連携を行う。また、倉敷市は、出展事業者の出展費用の一部を助成して

いる。（予算内で、優先順の審査による） 

  岡山県産業振興財団 

    展示会、商談会の情報交換を行い、共有を図るとともに互いに出展事業者の紹

介などの連携を行う。また、岡山県産業振興財団は、出展事業者（販路拡大を行

う事業者）の出展費用の一部を補助している。（公募による審査・採択による） 

  地元金融機関（本店所在地が県内にある銀行、日本政策金融公庫倉敷支店） 

    中国銀行、トマト銀行、水島信用金庫、玉島信用金庫、おかやま信用金庫、笠

岡信用組合、日本政策金融公庫倉敷支店と販路拡大支援を行うにあたり、資金調

達が必要であれば、そのバックアップを行っていただく。 

（現在の予定であり、銀行によって、実施可能・不可があると予想される。） 

    県内全信用金庫合同の商談会が毎年１回、９月頃に開催されている。その商談

会に当所の小規模事業者を募り、出展してみることを検討している。 

    展示会、商談会の情報交換を行い、共有を図るとともに互いに出展事業者の紹

介などの連携を行う。 

  ※ジェトロ岡山（日本貿易振興機構） 

     近い将来、海外への展示会、商談会の出展支援を行いたい。 

     それまでに、海外貿易全般にわたる情報交換、共有などの組織間連携を今ま

で以上にしっかりと行い、実施したい。 

 

２．地域の活性化に資する取り組み 

Ⅰ．地域活性化事業 

 連携者 

  倉敷市（まちづくり部） 

    「倉敷市中心市街地活性化協議会」に参画していただき、将来の街のビジョン

を描くと共に中心市街地活性化事業の計画に基づき、事業を進めていただく。 

    国の重要施策である「連携中枢都市圏」実現に向け、倉敷市が運営・管理して

いる「倉敷市（高梁川流域圏）連携中枢都市圏ビジョン懇談会」に参画し、連携

協力できることを共に実施していく。 



    また、当所が事務局を持ち、市の花である「藤の花」を観光資源として取り上

げ、地域の活性化として実施したい「倉敷未来プロジェクト（仮称）」の協力をお

願いしたい。連絡会議への参加、藤棚の設置・管理の協力、藤棚を巡るイベント

の協力などである。（予定） 

 

  倉敷まちづくり株式会社 

    中心市街地の倉敷美観地区側にある「林源十郎商店」、「奈良萬の小路」などの

ハード（施設）管理を行うとともに、「倉敷市中心市街地活性化協議会」に参画し

ていただき、将来の街のビジョンを共に描き行動していただく。 

 

  地元金融機関、民間事業者、地権者、ＮＰＯなど 

    「倉敷市中心市街地活性化協議会」に参画していただき、将来の街のビジョン

を共に描き行動していただく。 

    また、当所が事務局を持ち、市の花である「藤の花」を観光資源として取り上

げ、地域の活性化として実施したい「倉敷未来プロジェクト（仮称）」の連携協力

をお願いしたい。連絡会議への参加、藤棚の設置・管理の協力、藤棚を巡るイベ

ントの協力などである。（予定） 

    さらに、広域で使用できる「備中・備後広域パスポート（仮称）」の割引協賛事

業所登録へ協力していただきたい。（予定） 

 

  各地域の大学、病院、公共交通機関 

    倉敷の中心市街地活性化、地域振興については、倉敷地域の各大学、病院、公

共交通機関に「倉敷市中心市街地活性化協議会」に参画していただくとともに、

各地域の活性化会議にも参画していただき、倉敷市全体の活性化が図れるよう連

携する。 

また、連携中枢都市圏実現に向けては、各市町村大学、病院、公共交通機関に

「倉敷市（高梁川流域圏）連携中枢都市圏ビジョン懇談会」に参画していただき、

連携協力出来ることから連携を図り、実現に近づけるように尽力する。 

 

 

３．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 

Ⅰ．【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】 

   連携者は、商工会議所、商工会がメイン。 

 

Ⅱ．【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、中小企業大学校、岡山県商工会議所連合会主催の各研修受講、

当所内部育成、勉強会がメイン。 

Ⅲ．【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】 

   連携者は、外部評価委員（３名）に倉敷市の局長級、岡山大学教授もしくは倉敷



芸術科学大学教授、中小企業診断士を予定している。 

   外部評価委員には、経営発達支援計画の事業実施状況、成果の評価、見直し案を

示していただく。 

 

連携者及びその役割 

連携者 

名  称：倉敷市 住  所：岡山県倉敷市西中新田 640 

代 表 者：伊東香織 電話番号：086－426－3030 

連携部署：商工労働部、文化観光部、まちづくり部、くらしき地域資源推進室 

役 割 
   

 ・市内の小規模事業者に専門家派遣を１事業所２回まで行うことができる。 

  （連携体制図①、③参照） 

 ・市内の経営動向の各種情報をいち早く入手できる。各統計調査についても同様 

である。（連携体制図②参照） 

 ・公共施設の管理・運営・維持を行っている。（連携体制図②参照） 

・「くらしき創業サポートセンター」の事業運営と管理を行っている。 

  特定創業支援事業の取り組みも行っている。（連携体制図④参照） 

 ・市内の地域資源の発掘と発信を行うとともに展示会、商談会の情報も持っており

出展者支援の実績がある。 

  出展事業者紹介、展示会、商談会の情報交換を行える。（連携体制図⑤参照） 

 ・中心市街地活性化事業の事業推進の中心である。 

  「倉敷市（高梁川流域圏）連携中枢都市圏ビジョン懇談会」の中心を担う市でも

ある。 

  「倉敷未来プロジェクト（仮称）」の事業実施に倉敷市の連携協力は欠かせない。

  （現在、協力内容、役割は未定） 

 

 ※今回の経営発達支援計画においては、小規模事業者に伴走型支援を行うこ

とで、経営の持続的発展を図るとともに、地域の活性化がメインテーマで

ある。倉敷市とは、当然、上記に列挙した事柄以外にも様々な分野で連携

協力を図っており、連携協力がなければ、本計画が実行出来ない。 
 

◆上記の項目を共に実行していただくこと（既に実行している事業もある）で、

小規模事業者の経営の持続的発展と地域の活性化に寄与できるものと信じて

いる。 



連携者 

 地元金融機関（本店所在地が県内にある銀行、日本政策金融公庫倉敷支店） 

  名 称：株式会社中国銀行 住  所：岡山県岡山市北区丸の内 1丁目 15 番 20 号

  代表者：宮長 雅人    電話番号：086－223－3111 

  名 称：株式会社トマト銀行 住  所：岡山県岡山市北区番町 2丁目 3番 4号 

  代表者：髙木 晶悟     電話番号：086－221－1010 

  名 称：水島信用金庫  住  所：岡山県倉敷市水島西常盤町 8番 23 号 

  代表者：篠山 高明   電話番号：086－446－2229 

  名 称：玉島信用金庫  住  所：岡山県倉敷市玉島 1438 番地 

  代表者：大熊 龍彦   電話番号：086－526－1351 

 名 称：おかやま信用金庫  住  所：岡山県岡山市北区柳 1丁目 11 番 21 号 

  代表者：桑田 真治     電話番号：086－223－7721 

  名 称：笠岡信用組合  住  所：岡山県笠岡市笠岡 2388 番地の 40 

  代表者：山本 國春   電話番号：0865－62－3100 

 名 称：日本政策金融公庫 倉敷支店  住 所：岡山県倉敷市阿知 2丁目 9番 10 号

 代表者：伊藤 俊徳         電話番号：086－425－8401 

  

 役 割 

  ・経営分析支援、事業計画策定支援、創業、第二創業（経営革新）支援、販路拡大

支援、において、案件により経営指導員と同席しての協調相談に応じ、その各支

援に基づいた資金調達相談が生じた場合には、前向きに検討していただく。 

（現在の予定であり、銀行によって、実施可能・不可があると予想される。） 

（連携体制図①、③、④参照） 

  ・毎年１回、９月頃に「しんきん合同ビジネス交流会」を開催している。 

   展示会、商談会の情報、知識、出展事業者情報などを豊富に持っている。 

   （連携体制図⑤参照） 

  ・中心市街地活性化、地域振興・社会貢献に積極的に関与されている。 

 

  ※前述した本計画のメインテーマがあるため、上記の各金融機関とは、当然、

上記に列挙した事柄以外にも様々な分野で連携協力を図ってきた実績もあ

る。今後も連携協力がなければ、本計画が実行出来ない可能性がある。 
 

◆上記の項目を共に実行していただくこと（既に実行している事業もある）で、 

小規模事業者の経営の持続的発展と地域の活性化に寄与できるものと信じている。

 



連携者 

 岡山県中小企業診断士会などの各士業団体 

  名 称：一般社団法人 岡山県中小企業診断士会 

 住 所：岡山県岡山市北区厚生町 3－１－15 岡山商工会議所 8階 816 号室 

  代表者：児玉 健治    電話番号：086－225－4552 

  名 称：岡山弁護士会   住  所：岡山県岡山市北区南方１－8－29 

  代表者：佐々木 浩史   電話番号：086－223－4401 

  名 称：一般社団法人 岡山県発明協会 

  住 所：岡山県岡山市北区芳賀 5301 テクノサポート岡山 3階 

  代表者：三宅 昇     電話番号：086－286－9656 

  名 称：岡山県社会保険労務士会 

  住 所：岡山県岡山市北区野田屋町 2－11－13 旧岡山あおば生命ビル 7階 

  代表者：廣瀬 信博    電話番号：086－226－0164 

 名 称：岡山県司法書士会 住  所：岡山県岡山市北区駅前 2丁目 2番 12 号 

  代表者：中桐 達雄    電話番号：086－226－0470 

  名 称：岡山県行政書士会 住  所：岡山県岡山市北区表町 3－22－22 

  代表者：藤井 薫     電話番号：086－222－9111 

  

 役 割 

  ・各専門家には、経営指導員で対応できない専門的な経営分析、事業計画策定、創

業、第二創業（経営革新）の案件があれば、専門家として派遣相談を実施。 

経営分析特化セミナー、事業計画策定セミナー、創業塾、創業セミナー、経営革

新セミナー開催時の講師を務めていただく。 

（連携体制図①、③、④参照） 

  ・経済動向の情報をしっかり持っており、その情報の交換、提供を行う。 

   市場調査事業においてのノウハウや調査会社への人脈がある。 

   （連携体制図②参照） 

 

  ※前述した本計画のメインテーマがあるため、上記の各士業団体とは、当然、

上記に列挙した事柄以外にも様々な分野で連携協力を図ってきた実績もあ

る。今後も連携協力がなければ、本計画が実行出来ない可能性がある。 
 

◆上記の項目を共に実行していただくこと（既に実行している事業もある）で、 

小規模事業者の経営の持続的発展と地域の活性化に寄与できるものと信じている。

 

 



連携者 

 名 称：岡山県備中県民局  住  所：岡山県倉敷市羽島 1083 

 代表者：畦坪 和範     電話番号：086－434－7000 

  

役 割 

  ・展示会、商談会の出展支援を行っており、展示会、商談会の情報、知識、出展事

業者情報などを豊富に持っている。その情報の交換、共有を図り、出展事業者の

紹介をお互いにできる。（連携体制図⑤参照） 

 

  ※前述した本計画のメインテーマがあるため、備中県民局とは、当然、上記

に列挙した事柄以外にも様々な分野で連携協力を図ってきた実績もある。

今後も連携協力がなければ、本計画が実行出来ない可能性がある。 
 

◆上記の項目を共に実行していただくこと（既に実行している事業もある）で、 

小規模事業者の経営の持続的発展と地域の活性化に寄与できるものと信じている。

 

 

連携者 

名 称：国立大学法人 岡山大学  住  所：岡山県北区津島中 1丁目 1番 1号 

 代表者：森田 潔     電話番号：086－252－1111 

  

役 割 

  ・様々な調査事業（動態調査）を行ってきた実績がある。当地域の街づくりにも理

解があり、動態調査実施に調査員の派遣、分析、報告がすべて実施可能である。

   （連携体制図②参照） 

  ・当地域の中心市街地活性化事業などによる街づくり事業への参画、連携中枢都市

圏構想の実現に向けての事業推進など、高梁川流域にわたり広域市町村連携によ

る街づくりでの連携協力が期待できる。 

  ・外部評価委員（教授）にふさわしい人材が多くいる。 

 

  ※前述した本計画のメインテーマがあるため、岡山大学とは、当然、上記に

列挙した事柄以外にも様々な分野で連携協力を図ってきた実績もある。今

後も連携協力がなければ、本計画が実行出来ない可能性がある。 
 

◆上記の項目を共に実行していただくこと（既に実行している事業もある）で、小

規模事業者の経営の持続的発展と地域の活性化に寄与できるものと信じている。 

 



連携者 

 名 称：岡山県産業振興財団  住  所：岡山県岡山市北区芳賀 5301 

 代表者：三宅 昇       電話番号：086－286－9664 

  

役 割 

  ・経営指導員で対応できない専門的な事業計画策定、創業、第二創業（経営革新）

の案件があれば、専門家として派遣相談を実施できる。 

（連携体制図③、④参照） 

・展示会、商談会の情報も持っており出展者支援も行っている実績がある。 

   出展事業者紹介、展示会、商談会の情報交換を行える。（連携体制図⑤参照） 

 

  ※前述した本計画のメインテーマがあるため、岡山県産業振興財団とは、当

然、上記に列挙した事柄以外にも様々な分野で連携協力を図ってきた実績

もある。今後も連携協力がなければ、本計画が実行出来ない可能性がある。
 

◆上記の項目を共に実行していただくこと（既に実行している事業もある）で、 

小規模事業者の経営の持続的発展と地域の活性化に寄与できるものと信じている。

 

 

連携者 

名 称：独立行政法人 中小企業基盤整備機構 中国本部 

住 所：広島県広島市中区八丁堀 5番 7号 広島ＫＳビル 3階 

 代表者：井上 秀生    電話番号：082－502－6300 

  

役 割 

  ・地域支援ネットコーディネーターから連絡、訪問がある。 

経営指導員で対応できない専門的な事業計画策定、創業、第二創業（経営革新）

の案件があれば、コーディネーターとの協調支援が可能である。また。専門家を

派遣しての相談を実施できる。（連携体制図③、④参照） 

   

  ※前述した本計画のメインテーマがあるため、中小企業基盤整備機構とは、

当然、上記に列挙した事柄以外にも様々な分野で連携協力を図ってきた実

績もある。今後も連携協力がなければ、本計画が実行出来ない可能性があ

る。 
 

◆上記の項目を共に実行していただくこと（既に実行している事業もある）で、小

規模事業者の経営の持続的発展と地域の活性化に寄与できるものと信じている。 

 



連携者 

 名 称：倉敷商店街振興連盟  住  所：岡山県倉敷市阿知 2丁目 6番 25 号 

 代表者：岡  晃       電話番号：086－426－1822 

  

役 割 

  ・過去の調査事業（動態調査）を連携協力して行ってきた実績がある。動態調査実

施時には、調査への理解、連携協力もいただける。調査後の分析結果報告、結果

を活かした取り組みの連携協力も行える。（連携体制図②参照） 

 

  ※前述した本計画のメインテーマがあるため、倉敷商店街振興連盟とは、当

然、上記に列挙した事柄以外にも様々な分野で連携協力を図ってきた実績

もある。今後も連携協力がなければ、本計画が実行出来ない可能性がある。
 

◆上記の項目を共に実行していただくこと（既に実行している事業もある）で、 

小規模事業者の経営の持続的発展と地域の活性化に寄与できるものと信じている。

 

 

連携者 

名 称：倉敷まちづくり株式会社  住  所：岡山県倉敷市白楽町 249－5 

 代表者：岡 荘一郎        電話番号：086－486－2457 

  

役 割 

  ・中心市街地にある観光施設の管理を行っている。 

「倉敷市中心市街地活性化協議会」に参画しており、将来の街のビジョン（あるべ

き姿）に向け共に連携協力している。 

 

  ※前述した本計画のメインテーマがある、倉敷まちづくり株式会社とは、当

然、上記に列挙した事柄以外にも様々な分野で連携協力を図ってきた実績

もある。今後も連携協力がなければ、本計画が実行出来ない可能性がある。
 

◆上記の項目を共に実行していただくこと（既に実行している事業もある）で、小

規模事業者の経営の持続的発展と地域の活性化に寄与できるものと信じている。 

 

 

 

 

 

 



 

連携者 

  

 〇民間事業者、地権者、ＮＰＯなど 

    「倉敷市中心市街地活性化協議会」にも参画していただき、将来の街のビジョ

ンを共に描いて、頑張っていくことに協力していただいている。 

    当所が事務局を持ち、市の花である「藤の花」を観光資源として取り上げ、地

域の活性化として実施したい「倉敷未来プロジェクト（仮称）」への連携協力が必

要である。 

    広域で使用できる「備中・備後広域パスポート（仮称）」の割引協賛事業所登録

への協力も必要と、地域振興、発展、貢献には、民間事業者、地権者、ＮＰＯな

どの方々の協力なくしては、成功しない。 

 

 〇各地域の大学、病院、公共交通機関 

    倉敷の中心市街地活性化、地域振興などでの連携協力とともに、「倉敷市中心市

街地活性化協議会」にも参画している。各地域の活性化会議にも参画しており、

倉敷市全体の活性化が図れるよう連携協力を行っている。 

また、連携中枢都市圏実現に向けては、各市町村大学、病院、公共交通機関に

「倉敷市（高梁川流域圏）連携中枢都市圏ビジョン懇談会」に参画してもらい、

出来ることから連携協力を図り、実現できるようにする。 

    各地域の大学、病院、公共交通機関との連携は、大事な連携先であり、連携が

取れないとなると、各事業に多大な影響を及ぼす。 

 

 〇ジェトロ岡山（日本貿易振興機構） 

    海外への展示会、商談会出展支援、海外進出企業の各種の進出支援を行ってお

り、当所も近い将来、海外への展示会、商談会出展支援を行いたい。 

    そのためにも情報交換、共有を含め、しっかりと連携協力を取りたい。 

    小規模事業者の海外進出支援においては、かならず連携協力を図っていかなけ

ればいけない。 

 

 〇ミラサポ 

    各支援情報の閲覧、専門家派遣制度を利用して、小規模事業者支援を行ってお

り、活用させていただいている。 

    支援効果も専門家と同席、同行を行っているので、経営指導員の知識向上、事

業者の経営力向上が図れている。 

    今後、本制度が活用できなくなることは、小規模事業者支援において、少なか

らず影響がでることもありうる。 

 

 

 

 

 



連携体制図等 

１．経営発達支援事業の内容 

Ⅰ．【経営状況の分析に関すること】 

 

連携体制図① 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ※本事業を実施していく上で、本図にない連携先でも必要である連携先とは積極的に

連携をとり、小規模事業者の持続的発展に向け、支援を行いたい。 

 

目標：小規模事業者の経営分析支援を行うこと

により、経営の安定・向上を目指す！ 

倉敷市商工労働部 
◆専門家派遣相談の実施 

地元金融機関 
◆当所との協調相談支援 
◆経営分析による資金調達相談 

倉敷商工会議所 
◆窓口相談対応 
◆巡回訪問の実施 
◆各種経営セミナーの開催 
◆経営分析特化セミナーの開催 

岡山県商工会議所連合会 
◆企業収益力アップ支援等連携推進事業

による専門家窓口、派遣相談の実施 

ミラサポ 
◆専門家派遣相談の実施 

岡山県中小企業診断士会などの各士業団体 
◆専門家派遣相談の実施 
◆経営分析の分析支援 
◆セミナー講師 



Ⅱ．【市場調査支援・経営動向の把握に関すること】 

 

連携体制図② 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

※本事業を実施していく上で、本図にない連携先でも必要である連携先とは積極的に

連携をとり、小規模事業者の持続的発展に向け、支援を行いたい。 

 

目標：小規模事業者に経済動向情報や市場調査支援を 

行い、事業展開に活用し、経営の向上を図る！ 

倉敷市文化観光部 
◆観光客・消費者動態調査への協力 

倉敷商店街振興連盟 
◆観光客・消費者動態調査への協力 

倉敷商工会議所 
◆窓口、巡回訪問による情報収集、情報提供

◆動態調査の実施 
◆市場調査会社の検討、決定、実施 

倉敷市商工労働部 
◆経済動向などの情報提供 

岡山大学 
◆観光客・消費者動態調査の協力・

分析・報告 

岡山県中小企業診断士会 
◆経済動向などの情報提供 
◆市場調査会社の紹介、実施 
◆観光客・消費者動態調査の分析 



Ⅲ．【事業計画策定・実施支援に関すること】 

 

■事業計画策定・実施支援 

連携体制図③ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

※本事業を実施していく上で、本図にない連携先でも必要である連携先とは積極的に

連携をとり、小規模事業者の持続的発展に向け、支援を行いたい。 

 

目標：小規模事業者に事業計画策定・実施支援を行い、 
  事業の持続的発展と地域活性化を図る！ 

岡山県産業振興財団 
◆専門家派遣相談の実施 

中小企業基盤整備機構中国本部 
◆地域支援ネットコーディネーター

への相談、協調策定支援 
◆専門家派遣相談の実施 

地元金融機関 
◆当所との協調策定支援 
◆事業計画策定による資金調達相談 

倉敷市商工労働部 
◆専門家派遣相談の実施 

岡山県中小企業診断士会などの各士業団体 
◆専門家派遣相談の実施 
◆専門家派遣による協調策定支援 
◆事業計画策定セミナーの講師 

倉敷商工会議所 
◆窓口、巡回訪問による策定支援 
◆事業計画策定セミナーの実施 
◆各補助金等の情報収集、情報発信 
◆各補助金等の申請支援 
◆策定事業者へのフォローアップ支援 



 ■創業・第二創業（経営革新）支援 

連携体制図④ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

※本事業を実施していく上で、本図にない連携先でも必要である連携先とは積極的に

連携をとり、小規模事業者の持続的発展に向け、支援を行いたい。 

 

目標：創業・第二創業支援を行い、雇用を創出し、 
   地域に潤いを与え地域振興・活性化を図る！ 

岡山県産業振興財団 
◆専門家派遣相談の実施（経営革新）

中小企業基盤整備機構中国本部 
◆地域支援ネットコーディネーター

への相談、協調支援 
◆専門家派遣相談の実施 

地元金融機関 
◆当所との協調支援 
◆創業、第二創業計画による資金調

達相談 

倉敷市商工労働部 
◆くらしき創業サポートセンターの 
 事業運営・管理 

岡山県中小企業診断士会などの各士業団体 
◆専門家派遣相談の実施 
◆専門家派遣による協調支援 
◆創業、経営革新セミナーの講師 

倉敷商工会議所 
◆窓口相談支援（営業時間外含む） 
◆くらしき創業サポートセンターへの参画 
◆創業塾、創業セミナーの実施 
◆創業者へのフォローアップ支援 
◆第二創業セミナーの実施 
◆第二創業者へのフォローアップ支援 
◆創業計画、経営革新計画書の作成支援 



Ⅳ．【新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること】 

 

連携体制図⑤ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※本事業を実施していく上で、本図にない連携先でも必要である連携先とは積極的に

連携をとり、小規模事業者の持続的発展に向け、支援を行いたい。 

 

目標：小規模事業者の販路開拓支援を行い、地域資源の

全国展開による地域経済活性化を図る！ 

岡山県産業振興財団 
◆展示会、商談会情報の共有 
◆出展事業者の紹介 
◆出展費用の一部補助（補助金） 

岡山県（備中県民局） 
◆展示会、商談会への協同出展 
◆展示会、商談会情報の共有 
◆出展事業者の紹介 

地元金融機関 
◆県内全信用金庫による合同商談会の

実施 
◆展示会、商談会情報の共有 
◆出展事業者の紹介 
◆出展事業者の資金のバックアップ

倉敷市くらしき地域資源推進室 
◆展示会、商談会情報の共有 
◆出展事業者の紹介 
◆出展費用の一部助成(商工労働部）

（将来） 
ジェトロ岡山（日本貿易振興機構）
◆海外出展者の協調支援 
◆海外進出支援専門の専門家派遣相談 

倉敷商工会議所 
◆出展事業者、バイヤーの募集 
◆展示会、商談会の開催 
◆展示会、商談会出展支援（東京） 
◆海外出店事業者支援（将来） 


