
経営発達支援計画の概要 

実施者名 児島商工会議所 

実施期間 平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日 

目標 

当所は児島地域の事業を営む方の支援機関として、小規模事業者・創業者等を支援

し、「創業手続きの指導・サポート」「事業所・店舗開設に伴う資金調達や補助金申

請指導」「販路開拓・広報サポート」等を行い、「せんいのまち 児島」を、全国の

中の繊維産業復興のモデル地域になることを目標とする。その為に、小規模事業者

等への伴走型「経営支援」と、児島の産業・地域にある観光資源・歴史等をすべて

包括的に全国にＰＲしていくこと（産業振興・まちづくり事業）を行うことで、「児

島地域まるごとブランド化」により、児島のまち自体の付加価値を上げ、小規模事

業者を含む児島地域の事業者が成長発展、もしくは持続的発展がしやすい経営環境

を構築することを目指す。 

事業内容 

【地域の経済動向調査に関すること】 

経済センサス・特定地域再生事業での調査結果にて、産業や労働力・人口等の状

況を把握することで、小規模事業者等の相談者への的確な情報提供や、まちづくり

事業への検討課題・事業計画策定の基礎資料とする。 

【経営状況の分析に関すること】 

小規模事業者の成長発展・持続的発展の為、経営指導員・補助員による個別巡回

訪問や、窓口相談時に、事業を行う上での悩みや経営状況、経営課題等を確認・把

握する。財務内容の改善や把握、また事業所の強み・弱み、自社の市場環境の把握

等の分析を行い、その後の事業計画の策定支援に繋げていき、小規模事業者への伴

走型支援を行う。 

【事業計画策定支援に関すること】 

相談者である事業者が抱えるさまざまな疑問・問題点に関し、事業計画の策定・

実施に関するサポートを行い、小規模事業者への伴走型支援を図る。また、児島地

域にて創業を希望される事業所に対して、創業手続きの指導、事業資金の調達方

法・補助金の紹介・申請・活用方法・事後のフォローアップの指導等、伴走型支援

を行う。 

【事業計画策定後の実施支援に関すること】 

 事業計画策定後において、定期的に訪問・電話・メール等で策定した事業計画の

進捗率の確認や、疑問等への指導・アドバイスなどの対応を行い、作成した事業計

画通り、事業が持続し、発展しているか確認と相談を行いながら、伴走型の支援を

行う。 

【需要動向調査に関すること】 

 小規模事業者への伴走型支援を目指し、経営指導員・補助員による個別巡回訪問
によって、地域内の小規模事業者の悩みや課題の発見、損益・収益状況の改善への
対応を行っていくため、需要動向調査を行っていく。上記の調査によって得た事業
者からのニーズに対し、児島地域における動向調査の分析結果に基づいたセミナー
や勉強会を行い、開催を通じての事業者のスキルアップを目指す。 

【新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること】 

児島地域における事業所の販路拡大・販路開拓支援、新製品・新商品・新サービ

スのＰＲ支援を積極的に行う。 

【地域経済の活性化に資する取組】 

 児島ジーンズストリート・せんいのまち児島フェスティバル・せんい児島瀬戸大

橋まつり・産業観光・まちづくり委員会にて、産業・観光の両面から全国へＰＲし、

児島地域のブランド力向上を目指す。 

連絡先 

児島商工会議所 経営指導課 

岡山県倉敷市児島駅前１－３７ 倉敷市児島産業振興センター２Ｆ 

ＴＥＬ086-472-4450 ＦＡＸ086-474-3506 http://www.kojima-cci.or.jp 

info@kojima-cci.or.jp 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

 

【児島地域の現状】 
児島商工会議所が管轄する岡山県倉敷市児島は、岡山県の南に位置し、瀬戸内海に隣

接した地域で、本州と四国を結ぶ道路、鉄道併用橋「瀬戸大橋」の架かる本州側の玄関

口に位置した街である。 

児島地域は、交通網も整備されており、南北間の交通では、「ＪＲ瀬戸大橋線」、高速

道路では「瀬戸中央自動車道」で中国・四国地方を結んでいる。 

東西間の交通も「山陽新幹線」、「山陽自動車道」、で結ばれており、西日本の東西南

北エリアを結ぶ「高速網の十字路」となっており、交通及び物流の結節点となっている。

児島地域は、広域交通ネットワークに於いて優れた地域となっている。 

現在の児島地域の人口は７１，４２３人（男３４，４０１人・女３７，０２２人）、

世帯数は３０，６９９世帯（平成２７年７月末日現在）。 
 

【児島地域の産業の状況】 
児島地域の気候は温暖で晴天の多い瀬戸内海性気候で、その気候を生かした産業とし

て、江戸時代後期から昭和にかけて塩づくりが盛んにおこなわれ、海に面した地域は「塩

田」となっていた。その後、塩田から繊維産業が盛んになり（稲作には向かない塩田跡

地に塩分に強い綿花を栽培したのが児島の繊維産業の起源と言われている）、現在、児

島地域に塩田は無くなり、塩田の跡地には、「ＪＲ児島駅」が開業し、児島地域の経済

と商業の中心地となっている。 

そして現在の児島地域の地場産業は、「繊維産業」である。 

 

児島地域の繊維産業の歴史は古く、江戸時代中期より香川県の「金比羅（こんぴら）」

と児島地域の「瑜伽（ゆが）」の両参りが盛んになり、その参拝客の土産物として児島

地域で造られた「真田紐（さなだひも）」の製造にまで、さかのぼる。明治、大正、昭

和と経て、現在の児島地域で生産される繊維製品は、学生服、体育衣料、作業服、鳶服、

オフィスユニフォーム、ジーンズ、畳縁、組紐等、多種に渡り製造されており、児島地

域は、日本有数の繊維産業の集積地となっている。 

 

また、児島地域は瀬戸内海に面しており、本州四国連絡橋の「瀬戸大橋」や瀬戸内海

国立公園の景勝地「鷲羽山（わしゅうざん）」、国の重要文化財の「旧野﨑家住宅」等を

有しており、児島地域は観光産業も盛んな地域である。 

ＪＲ児島駅の近隣には「児島観光港」があり、観光船で、瀬戸内海の多島美と瀬戸大

橋を海上より見学できる施設を有しており、児島地域を訪れる観光客は年間１５０万人

に達している。 

そうした観光資源に加え、児島商工会議所では、「国産ジーンズ発祥の地 児島」を

全国に向けて発信しており、その象徴として児島商工会議所の発想で実施している事業

に、商店街の空き店舗対策事業の「児島ジーンズストリート構想」がある。 

この構想は、閉店した商店が多く人通りもまばらで閑散としたシャッター通りとなっ

てしまった児島地域にある、味野（あじの）商店街に「児島のジーンズ」を取り扱う店
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舗を、空き店舗に入居させる事業で、商店街の名称も、「児島ジーンズストリート」と

して味野商店街を再生させる事業である。「児島ジーンズストリート」では、現在３１

店舗が開業し営業しており、味野商店街は再生しつつある。 

近年、「児島ジーンズストリート」は「よみがえった商店街」「特徴ある商店街」とし

て、テレビ、雑誌等、多くのマスメディアに取り上げられており、県外からの視察も多

くなっており、全国的に注目される商店街となっている。 

 

上記ジーンズに代表される、児島地域の地場産業である繊維産業の構造は、撚糸業、

織物業、染色整理業、裁断業、縫製業、仕上げアイロン業、が有り、繊維産業界の川上

から川下までの産業構造が、児島地域内に存在する。 

地場産業の１つであるジーンズを前面に推し出し、「国産ジーンズ発祥の地 児島」と

して全国へ向け発信しており、近年では、プレミアムジーンズブランドの台頭もあり、

高い品質、高い技術力の「児島ジーンズ」が認められ「信頼のブランド」として、地域

ブランド力も向上しつつある。 

平成 24 年の経済センサスの統計では、児島地域の商工業者数は 3,143 事業所で、内、

小規模事業者の数は 2,440 事業者である。岡山県内に 12 ヶ所ある商工会議所では、岡

山・倉敷・津山に次いで県内 4番目の小規模事業者数を有している。 

 

【児島地域の産業の問題点】 
 児島地域の問題点として、近年の日本における共通課題でもある人口減少・後継者不

足・事業主の高齢化等の諸問題がある。加えて児島地域の繊維産業においての問題点と

して、従来の下請体質、賃金安、従業員の高齢化と要員不足等があり、経営環境は大変

厳しい状況にある。 

また低賃金で製造する中国をはじめ、東南アジア等で製造された繊維製品を取り扱う大

型ファストファッション店等の台頭により低価格商品へ顧客が流れている。 

上記のような産業構造的な背景もあり、児島地域内の事業所数の減少が顕著に見られ

るようになっている。 

児島地域の小規模事業者数は、現在平成 24 年度の経済センサスによる統計データに

おいて、2,440 事業者となっている。 

児島地域の小規模事業者の数は、統計データによると平成 13 年においては 3,400 事

業者、平成 18 年においては 2,632 事業者であり、年々減少傾向にあり、約 10 年で 1,000

事業者が減少している。 

 

【経営発達支援事業の目標】 
 児島地域の総合経済団体である当商工会議所は、国、県、市等の行政機関と小規模事

業者が多数を占める地域産業を結ぶパイプ役である。 

国、県、市等が実施する小規模事業者のための各種支援施策を理解、普及させるとと

もに、小規模事業者の要望や課題を行政機関に繋げ、行政機関が立案、実施する施策等

に反映させるため、小規模事業者の声を届ける役割が期待されている。 

「小規模企業振興基本法（小規模基本法）」「商工会及び商工会議所による小規模事業者

の支援に関する法律の一部を改正する法律（小規模支援法）」が制定、改正される中、

当商工会議所は、小規模事業者支援機関の中核となるべく努力を重ね、地域内の小規模



３ 
 

事業者への伴走型支援を実行する体制を構築し、地域の支援機関としてのリーダーシッ

プが期待されている。 

  

児島地域においては、厳しい経営環境の中でも、アパレル関係、特にジーンズやそれに

付随するデザイン業など、個人事業者や小規模事業者等が創業し、製品を製作・お店を

開設して販売をする事業者が増えてきつつある状況が見られる。 

  

こうした状況の中、当所は小規模事業者を中心とした「経営支援」と地域への「産業振

興・まちづくり」の２つの事業を重点施策として行っていく。 

 

「経営支援」は、当所が児島地域のプラットフォーム支援機関として、さまざまな経

営支援を積極的に行う。特に、小規模事業者への伴走型支援や創業者に対して重点支援

を行い、「創業手続きの指導・サポート」「事業所・販路拡大に伴う資金調達や補助金申

請に関する事業計画書作成支援」「事業承継支援」「販路開拓・広報サポート」を行い、

小規模事業者に対し、全力で支援する。 

 

また「産業振興・まちづくり事業」により、「せんいのまち 児島」を、全国のアパレ

ル産地の中でも、繊維産業復興のモデルケースとなることを目指す。そして児島の産業、

児島で働く人（縫製等の職人の技術力）、地域にある観光資源・歴史等をすべて包括的

に全国にＰＲしていくことも同時に行っていくことで、「児島地域まるごとブランド化」

を目指し、児島のまち自体の付加価値を上げていくことを目標とする。 

それにより、小規模事業者を含む児島地域の事業者が成長発展、及び持続的発展がし

やすい経営環境を構築することを目指す。 
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児島商工会議所による 

「産業振興・まちづくり事業」 
児島商工会議所による小規模事業者・

中小企業等への「経営支援」 

 

「 児 島 地 域 ま る ご と ブ ラ ン ド 化 」
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「児島地域まるごとブランド化」により、そこで働く人（小規模事業者

等含む）、住む人が児島に関わっていることに対して誇りをもってもらうとと

もに、児島地域の地場産業の事業者が製造した（繊維）製品等が、「Made in 
Kojima」（メイドイン児島）製として高い付加価値がある製品・商品となるこ

とを目標とする。まち・そこで働く人・住む人・生み出される製品・サービス

すべてにおいてブランド化（高い付加価値が付く）されることを目標に、事業

者にとって事業しやすい経営環境の構築を目指す。 

[ 観光振興 ]  

・児島地域を代表する観光地を PR する 

・歴史ある地域であることの再認識を促す 

・滞在型観光・産業観光を推進する 等 

[ 地域経済活性化事業 ] 

・商店街などへの出店誘致 

・各種産業イベント等の企画・開催 

・事業者・市民の意見の集約による行政への要望等 

[ 創業支援 ] 

・さまざまな業種の創業支援を行い、雇用の増

加、定住人口の増加を目指す 

・将来、地域を代表する企業へと成長するよう

支援を行う 

[ 繊維産業復興の為の支援 ] 

・児島ジーンズストリート構想の推進 

・繊維関連業種の創業支援 

・ジーンズメーカーの国内外展開支援 等 

[ 地場中小企業への支援 ] 

・各種融資相談や補助金を活用した事業展開

支援等 

・企業の中長期的視点から事業承継支援 等

[ 小規模事業者支援 ] 

・伴走型支援によるきめ細かな経営支援 

・小規模事業者が不得意とされる販路開拓・

広報サポートなどを重点支援 等 

児島商工会議所が行う 
「経営支援」と「産業振興・まちづくり」事業の 2 本柱で、

児島のまち全体の付加価値を上げ、ブランド化する。 
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「児島地域まるごとブランド化」を目指すための主な取組み内容 
 

【経営支援】 
 

◇小規模事業者への伴走型支援 

 児島地域における小規模事業者に対して、伴走型支援によるきめ細かな経営支援を行

うとともに、小規模事業者が不得意とされる販路開拓事業・広報事業などに対して重点

的に支援を行う。また小規模事業者は資金力が乏しいため、補助金を活用した事業計画

書の策定支援を行うことで、新製品・新商品・新事業等の支援を積極的に行う。 

 

◇創業支援 

創業に関してはさまざまな業種の創業支援を行い、雇用の増加、定住人口の増加を目

指す。創業者は資金的にも人的にも乏しいため、融資・補助金相談、事業計画策定支援、

業者紹介などを重点的に支援する。将来、地域を代表する企業へと成長するよう支援を

行う。また倉敷地域の支援機関が連携して組織する「くらしき創業サポートセンター」

にて、各支援機関と連携して情報交換等を行い、相談者に対して常に最新の情報を提供

できるようにする。 

 

◇地場中小企業への支援 

 児島地域には繊維産業を始めとする製造業が多く、各種融資制度の紹介や、事業計画

の策定を支援し、ものづくり補助金などを活用した積極的な設備投資を支援することで

事業をサポートする。また企業の中長期的視点から事業承継支援も行う。 

 

【産業振興・まちづくり事業】 
 

◇観光振興 

児島地域にある景勝地や観光施設を県内外へＰＲするとともに、地域外の方はもちろ

ん、児島地域に住んでいる方へも児島は由緒ある歴史を持った地域であるということを

再認識してもらえるような事業を行っていく。また現行の通過型観光ではなく、滞在型

観光・着地型観光を推進するとともに、観光と産業を融合した産業観光も推進していく。

 

◇地域活性化事業 
商店街などへの出店誘致や、児島を代表するイベントである瀬戸大橋まつりや児島フ

ェスティバル（繊維製品の即売市）などの各種イベントの企画・開催を主催することや、
児島市民交流センターに代表される市民施設の運営を行い、住民のためのイベントや市
民からの意見を聞き、行政等へ要望も行う。 
 

◇繊維産業復興のための支援 

児島を代表する産業の１つであるジーンズ産業を目玉に、現在商店街へ地場ジーンズ

メーカーを中心に小売店を集約している児島ジーンズストリート構想の推進や、繊維関

連業種の創業（当所が入居している児島産業振興センター内のﾃﾞｻﾞｲﾅｰｽﾞｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ施

設の支援含む）を積極的に支援する。また高品質な児島の繊維関連企業の製品の国内外

への展示会（行政の主催等含む）などへの参加斡旋など、ＰＲ支援等を行う。 
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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】 

  

児島地域における産業や労働力・人口等の状況を把握することで、小規模事業者等の

相談者への的確な情報提供や、まちづくり事業への検討課題・事業計画策定の基礎資料

とする。 

 

（事業内容） 

１）  総務省統計局による経済センサス等のデータを活用し、児島地域の事業所数・

従業員数の変遷を把握・分析する。 

２）  ハローワーク児島（公共職業安定所）から提供される、児島地区の有効求人倍

率や有効求人数などの状況を分析・把握する。 

３）  児島商工会議所では平成 26 年度から、「特定地域再生事業計画」採択事業者で

ある倉敷市とともに、タイアップして「Made in KOJIMA せんいのまち再生計画策

定事業～世界のバイヤーとファッションリーダーが訪れる製品産地をめざして～」

という補助事業に乗り出している。児島の繊維産業の活性化を図る為に、児島の繊

維会社に対しアンケートを実施、平成 26 年度末にはアンケート結果がまとまり、

その結果を分析する事により具体的な児島繊維産業界の課題が明確になり、対策も

より具体化することができる。 

４）  上記の状況分析を踏まえ、各事業所・相談者からの経営・事業相談時に資料と

して紹介・提出する。 

 

【目 標】 

内 容 現 状 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

相談者への児

島地域の分析

内容の提供・

紹介件数 

未実施 30 60 90 120 150 
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２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

小規模事業者の成長発展・持続的発展の為、経営指導員・補助員による個別巡回訪問

や、窓口相談時においても、地域内の小規模事業者へヒアリングを行い、事業を行う上

での悩みや経営状況、経営課題等を確認・把握する。それにより経営分析を積極的に行

うことで、財務内容の改善や把握、また事業所の強み・弱み、自社の市場環境の把握等

の分析を行い、自社の経営資源を客観的に把握してもらい、その後の事業計画の策定支

援に繋げていき、小規模事業者への伴走型支援を行う。 

 

（事業内容） 

１） 当所の経営指導員・補助員・広域サポーター（計７名）が経営状況の実態把握

等を目的に、巡回訪問を行う事により、個社毎に現在の経営状況や経営課題を把握

するため訪問個社に対してヒアリングを行う。巡回訪問は各経営指導員等が各自で

スケジュールを調整し、順次行うが、統一巡回訪問期間として、小規模事業者等の

年末の資金繰り等の対策問題を踏まえ、１１月下旬～１２月の間の約１ヶ月間にか

けては、上記訪問者１人につき、１５０件の巡回訪問を目標に集中的に行う。（年

間で指導員１人当り３００件目標。）巡回時の情報については毎月 1 回必ず行う経

営指導員・補助員等全員参加による情報交換会にて情報を共有・経営状況の分析・

把握を行う。 

２） 上記巡回訪問によって今後の事業計画を策定すべき事業所を把握する。その事

前準備として、事業者の経営分析（財務・ＳＷＯＴ・３Ｃ分析等）を実施し、事業

者に対して指導する。それにより財務内容の改善や把握、また事業所の強み・弱み

等の分析を行い、自社の経営資源を把握してもらい、その後の事業計画の策定支援

へ繋げる。 

【分析項目】 

財 務 面  （収益性・生産性・安全性などの分析） 

  内部・外部要因（ＳＷＯＴ分析による自社の強みや弱みの把握、外部要因における

自社への影響の把握が目的） 

  自社の市場環境（３Ｃ分析により自社の市場環境を客観的に捉える） 

 

３） 窓口に相談に来られる方（税務相談・融資相談・補助金申請相談等）等への対

応に関しても、経営分析の必要性を事業者へ積極的に伝える。特にマル経融資相談

時の融資推薦書類作成時等に決算書等を確認しつつ、経営上の問題点の抽出を行

い、経営分析に繋げるようにする。また、一度相談して終わりではなく、経営分析

内容を基に、事業計画策定へ繋げ、今後の事業展開に繋がるよう、事業者へ必要性

を促すよう指導するとともに、中小機構や岡山県産業振興財団、岡山県よろず支援

拠点、地元金融機関、中小企業診断士等の士業取得者との連携や専門家派遣等によ

り、小規模事業者の成長発展・持続的発展を支援する。 

４） 新商品開発・販路開拓を行う上で必要となる事業資金の調達、活用できる国・

県・市の補助金等の相談で来られた事業所に対し、経営指導員による補助金申請に

係る申請書類の作成指導にて経営分析等を行い、小規模事業者の資金に関する相談

に総合的に対応する。 
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【目 標】 

支援内容 現 状 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

小規模事業者

への個別巡回

訪問件数（需

要動向調査含

む） 

1685 1750 1800 1850 1900 2000 

経営指導員・

による対面・

窓口による経

営支援相談件

数 

1071 1100 1150 1200 1250 1300 

経営分析件数 78 80 90 100 110 120 

 

※現状では、希望者のみ経営分析等の経営指導を行っているが、今後は積極的に経営分

析を行い、経営上の悩みを持つ小規模事業者の掘り起こしを行う。 

 

 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

相談者である事業者が抱えるさまざまな疑問・問題点に関し、事業計画の策定・実施

に関するサポートを行う。小規模事業者への伴走型支援を図る。また、児島地域にて創

業を希望される事業所に対して、創業手続きの指導、事業資金の調達方法・補助金の紹

介・申請・活用方法・事後のフォローアップの指導等、伴走型支援を行う。また児島地

域にて創業する事業所を増加させることにより、地場での就業場所の確保も目指す。 

 

（事業内容） 

１）  小規模事業者への個別巡回訪問、経済センサス・特定地域再生事業により得た

調査結果の内容を踏まえ、事業計画策定のニーズがあった事業所へのサポートを行

う。また各種補助金等の活用による事業拡大を図ろうとしているが、行動に移しき

れていない潜在的な新規事業所の掘り起こしを行う。 

２）  小口で小規模事業者が申請しやすい、小規模事業者持続化補助金の申請希望の

事業所に関して、その事業所の経営分析を行うとともに、事業計画の策定を合わせ

て行う。高度な専門知識が必要となる案件に対しては専門家派遣により、経営指導

員とともに対応していく。 

３）  創業・第二創業（経営革新含む）に関して申請手続きの指導や、事業計画の策

定支援を行う。 

４）  創業に関する開業資金調達のための金融機関等の紹介、創業に関する補助金の

申請業務のサポートを行う。 

５）  創業後、業務拡大・運転・設備資金の必要があれば、当所が取り扱うマル経融

資制度の活用や日本政策金融公庫・地元金融機関が提供する融資制度の紹介などを
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行い、事業資金による事業継続・拡大へのサポート等、伴走型支援を行う。 

６）  創業者に対する創業場所の相談対応・紹介を行う。特にアパレル関係、・ジー

ンズ製造・販売業務を行う業者に対しては、商店街等の空き店舗を紹介し、倉敷市

の出店に関する補助金制度などがあれば積極的に紹介、また申請書作成支援を行

い、児島地区の産業活性化につなげる。 

７）  児島商工会議所が構成メンバーとして組織されている倉敷地域の支援機関が連

携して組織する「くらしき創業サポートセンター」（倉敷市、倉敷・児島・玉島商

工会議所、つくぼ・真備船穂商工会、平成 23 年 7 月設立）にて、創業に関するセ

ミナーや起業塾などを随時開催している。また各支援機関と連携して情報交換等を

行い、相談者に対して常に最新の情報を提供できるよう、定期的に会議等を開催し

ている。 

 

 

（目 標） 

支援内容 現 状 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

事業計画に関

する策定支援

件数（補助金申

請・資金繰り計

画（小規模事業

者経営発達支

援融資制度等

含む） 

57 60 75 85 90 100 

事業計画に関

するセミナー

開催件数 

1 3 3 6 6 6 

創業に関する

相談・又は計画

策定支援件数 
35 40 45 50 55 60 

創業資金・補

助金相談件数 
54 60 65 70 75 80 

創業支援後の

事業資金調達

相談件数 

5 10 15 20 25 30 

創業者への創

業 場 所 の 相

談・紹介件数 

10 20 25 30 35 40 

創業に関する

セミナー等の

参加人数 

126 130 130 130 140 140 
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４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 

１） 金融（資金繰り）に関する相談の際、今後の事業計画を交えた返済余力提案を行

う。また、従来の「マル経融資」制度の他、「小規模事業者経営発達支援融資」制

度も事業計画策定の際、策定事業において資金が必要となった際、マル経融資では

対応できない金額の際において、積極的に活用を促す。また、各融資決定後にも、

定期的（融資決定後半年に 1度）にフォローアップを行う。 

 

２） 事業計画策定後において、3 ヶ月に 1 度、訪問・電話・メール等で策定した事業

計画の進捗率の確認や、疑問等への指導・アドバイスなどの対応を行い、作成した

事業計画通り、事業が持続し、発展しているか確認と相談を行いながら、伴走型の

支援を行う。 

 

（目 標） 

支援内容 現 状 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

事業計画策定

事業所へのフ

ォローアップ

件数 

24 30 38 42 45 50 

 

 

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

小規模事業者への伴走型支援を目指し、経営指導員・補助員による個別巡回訪問によ

って、地域内の小規模事業者の悩みや課題の発見、損益・収益状況の改善への対応を行

っていくため、需要動向調査を行っていく。上記の調査によって得た事業者からのニー

ズに対し、児島地域における動向調査の分析結果に基づいたセミナーや勉強会を行い、

開催を通じての事業者のスキルアップを目指す。需要動向調査時、または窓口に経営相

談に来られた事業者に対しては、従来の相談対応に加え、事業者に対して経営分析や事

業計画策定を促し、伴走型支援に繋げ、現状の経営分析（自社の強みや自社が置かれて

いる状況等の把握による今後の方向性の策定等）を行うようにする。 

 

１） 商工会議所が行っている景気観測調査や、新聞・雑誌・業界紙等での需要動向

調査を行うことや、個別巡回訪問による地場産業の需要動向調査を行い、小規模事

業者のニーズの把握、また従来のセミナーとは違う、動向調査の結果を踏まえたセ

ミナーの開催や小規模事業者向けのセミナーの開催による事業者のスキルアップ

を図る。巡回訪問で得た情報等は当所の経営カルテへ入力（電子入力）していく。

 

２） 窓口に相談に来られる日々の相談（税務相談・融資相談・補助金相談・事業資金

相談）等への対応に関しても、需要動向調査の内容を踏まえた指導を行う。また、
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一度相談して終わりではなく、経営分析や事業計画策定へ繋げるよう事業者へ必要

性を促すよう指導するとともに、高度な専門知識を求められる相談に対しては、中

小機構や岡山県産業振興財団、地元金融機関、中小企業診断士等の士業取得者との

連携、専門家派遣等により、経営上の悩みに対し、経営指導員が寄り添って対応す

る。 

 

 

【目 標】 

支援内容 現 状 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

需要動向調査

を踏まえた、

セミナー・勉

強会開催件数 

10 12 12 12 12 12 

小規模事業者

への個別巡回

訪問件数（需

要動向調査含

む） 

1685 1750 1800 1850 1900 2000 

経営指導員・

による対面・

窓口による経

営支援相談件

数 

1071 1100 1150 1200 1250 1300 

 

 

 

 

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】 

 

児島地域における事業所の販路拡大・販路開拓支援、新製品・新商品・新サービスの

ＰＲ支援を積極的に行う。 

 

（事業内容） 

１）  小規模事業者への個別巡回訪問を行い、情報収集に努め、小規模事業者が開発

した新製品・新商品・新サービス等を、当所会報誌・ホームページ・フェイスブッ

ク等へ掲載することにより、販路開拓・ＰＲ支援を行う。また岡山県内各マスコミ

や雑誌社へのプレスリリースサービスを提供することで、より一層の販路拡大を目

指す。 

２）  当所管内のみならず、他市・他県から業者を探されている事業所に対して、当

所が行う個別巡回訪問で得た情報を参考に、業者紹介を積極的に行う。 

３）  児島地域における小規模事業者等の販路開拓のための商談会・セミナー・展示

会等を当所だけでなく、平成 26 年度、開設した岡山県内全商工会議所で組織する、

岡山県商工会議所連合会「広域経営支援センター」にて、商工会議所間の連携を強

めることで地域の中小・小規模事業者に対する支援充実を図る。また高度・専門的
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な経営支援に対応できる「広域サポーター」を配置している。こういった連携を活

用し、より多くの支援、セミナー等の参加者が集うよう毎年度工夫し、販路開拓支

援を行っていく。 

 

（目 標） 

支援内容 現 状 平成 27 年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度
当所会報誌・ホー

ムページ・フェイ

スブック、プレス

リリースサービス

による新商品・新

製品等のＰＲ支援

件数 

17 20 25 25 30 30 

業者紹介件数 50 55 60 65 70 80 

販路開拓商談

会・セミナー等

の開催件数 

1 1 1 2 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

１）空き店舗（商店街）対策事業（児島ジーンズストリート構想） 

児島地区は、明治時代から「繊維の町」として知られているが、ジーンズに関しては

１９６０年代に日本国内で最初にジーンズ生産を手掛けたことでも有名である。 

現在、児島商工会議所が推進している事業に、商店街の活性化及び空き店舗対策とし

て「児島ジーンズストリート」構想を推進している。これは児島にある味野商店街の空

き店舗に対し、地元のジーンズメーカーや雑貨店等へ空き店舗への入居を促し、シャッ

ター通りになっていた商店街を活性化させていく事業である。  

この「児島ジーンズストリート」構想は、かつて児島で最も栄えた味野商店街の中に

あり、旧野﨑家住宅前から味野第２公園までの４００メートル程のストリートとなって

おり、地元メーカーや児島商工会議所等による協議会が、味野商店街の空き店舗への誘

致活動として行っているものである。 

平成 21 年 11 月に立ち上げたこの事業は、当初数店舗のみの営業であったが、現在 29
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店舗が開業している状況にあり、入居待ちの状態になるまでに至っている。今後も新規

創業・販路拡大の為、この事業をさらに強力に推進し、地域の活性化・にぎわい創出を

図るとともに、ものづくりの技術力、児島地域全体のブランド力向上を目指す。 

 児島ジーンズストリートの様子 

 

２）「せんいのまち 児島フェスティバル」・「せんい児島 瀬戸大橋まつり」 

（繊維製品即売市） 

せんい産業のＰＲ、観光客誘致・消費拡大を目指し開催しているせんい製品の即売市

である「せんいのまち 児島フェスティバル」・「せんい児島 瀬戸大橋まつり」はそれぞ

れ、現在岡山県で開催されているイベントの中でもトップクラスの来場者数を誇ってい

る。 

「せんいのまち 児島フェスティバル」は毎年春に開催、繊維製品の即売会とともに、

市民参加型のイベントを多数行っている。開催エリアも児島駅前エリア・駅前商店街エ

リア・児島ジーンズストリートエリアの 3箇所で行い、地域経済に与える波及効果を大

きくするよう工夫している。特に児島ジーンズストリートエリアでは毎年「稲妻デニム

フェス」という全国規模のジーンズ・デニム製品販売イベントを行っており、全国への

ＰＲ効果も大きい。 

「せんい児島 瀬戸大橋まつり」は毎年秋に開催、繊維製品の即売会であり、開催回

数も多く、児島地域においてもっとも歴史が長いイベントの１つである。瀬戸大橋で繋

がる香川県でも知名度が高く、地元の来場者の他にも、毎年県外からの来場者数も多い。

この両事業により地域の活性化・にぎわい創出を図り、他の観光施設・商店街へも波

及効果を促す。また普段児島で作られた製品を見たことがない一般の方へも「Made in 

kojima（メイドイン児島）の製品・商品に触れてもらうことで、品質の良さ等をＰＲ，

それに伴い、児島地域全体のブランド力向上を目指す。 

今後も県・市と連携し、開催を継続して行うことで、地場産業の振興を図る。 

 

 

「せんいのまち児島フェスティバ

ル」せんい製品即売場の様子 

 

「せんいのまち児島フェスティバ

ル」市民参加イベントの様子 1 

 

「せんいのまち児島フェスティバ

ル」市民参加イベントの様子 2 
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「せんいのまち児島フェスティバ

ル」駅前商店街エリアのグルメイベ

ント 

 

「せんいのまち児島フェスティバ

ル」ジーンズストリートエリアで開

催の「稲妻デニムフェス」の様子 

 

「せんい児島 瀬戸大橋まつり」   

開催風景 

 

 

 

３）産業観光の推進 

 児島地区には従来、瀬戸大橋や瀬戸内海国立公園の景勝地「鷲羽山（わしゅうざん）」、

国の重要文化財である「旧野崎家住宅」等の観光資源があり、年間 150 万人の観光客が

訪れる地域である。しかし近年の観光客の減少傾向・宿泊を伴わない観光により通過点

となってしまっている。 

そこで、児島の強みであり、岡山県を代表する産業の１つである「繊維産業」を、観

光客へＰＲする為、従来型の観光に体験型の観光を加え、「産業観光」を推進している。

具体的には繊維関係の工場見学を始め、ミニ畳作り体験やジーンズのリベット打ち体

験、学生服の試着体験、藍染体験、瀬戸内海クルージングなど、観光客が楽しめる仕組

みづくりを行っている。モデルコースを作成し、その推進を行う。また児島地区外の商

工会議所等と連携・協議し、産業観光ツアーを行うことにより、広域観光を目指す。 

 

 産業観光ツアーでミニ畳作り体験を行っている様子 

 

 

 

４）まちづくり委員会 

平成 26 年度から児島商工会議所内に設置している、「まちづくり委員会」にて、児島

の魅力を高める取り組みや、経済動向調査のさまざまな分析結果を踏まえ、まちづくり

委員会での検証課題とし、児島のまちづくりに関する課題を見つけ、問題点等を洗い出

し、実情に適した方法でさまざまな取り組みを、国・県・市と連携をとりながら事業を

行っていく。 

また、まちづくり委員会の中でもさらに小委員会に細分化し、きめ細かな取り組みを

協議し行う。 
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 昨年から実施している「まちづくり委員会」の様子 

  

   

（目 標） 

支援内容 現 状 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成 30年度 平成 31 年度

児島ジーンズ

ストリート出

店店舗数 

29 31 33 35 37 39 

児島フェステ

ィバル来場者

数（2日間） 

180,000 人 180,000 人 180,000 人 180,000 人 180,000 人 180,000 人 

瀬戸大橋まつ

り来場者数（2

日間） 

150,000 人 150,000 人 150,000 人 150,000 人 150,000 人 150,000 人 

産業観光ツア

ー参加者数 
303 310 320 330 340 350 

まちづくり委

員会での※実

施事業件数（累

計） 

未実施 1 3 5 7 9 

※実施事業（予定）・・・まちづくり、地域に関するセミナー・パネルディスカッション・シンポジ

ウム・ＰＲ看板・懸垂幕等の作成や掲示など。 

 

 

 

 

 

 

 

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などの情報交換に関すること 

 

１） 創業に関しては、児島商工会議所が構成メンバーとして組織されている倉敷地域

の支援機関が連携して組織する「くらしき創業サポートセンター」（倉敷市、倉敷・

児島・玉島商工会議所、つくぼ・真備船穂商工会）にて、各支援機関と連携して定

期的に情報交換（くらしき創業サポートセンター連絡会議）を行い、伴走型支援方
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法、相談内容の傾向などを踏まえ、事業を行っていく。 

２） 平成 26 年度、開設した岡山県内の全ての商工会議所で組織する、岡山県商工会

議所連合会「広域経営支援センター」では、定期的に（年間２～３回程度）会議を

開催し、情報交換並びに事業者向けの最新の施策情報の共有など、商工会議所間で

連携を強めることで地域の中小・小規模企業に対する伴走型支援充実を図ってい

る。 

 

２．経営指導員等の資質向上に関すること 

 

１） 日本商工会議所・岡山県商工会議所連合会が主催するセミナーや勉強会へ毎年度

参加し、収益改善や販路開拓等の経営支援策の方法を習得する。また、当所が管内

の事業者に対して主催するセミナーへ、経営指導員も参加・受講し、スキルアップ

を図る。 

  また、支援力向上の為のスキルアップを図るため、当所の経営指導員・補助員は全

員伴走型支援に必要な最低限の知識（販売士・日商簿記検定 2級程度）を有し、相

談者に対応する指導員のスキルの差をなくし、伴走型支援能力の向上を図る。 

２） 経営指導員・補助員がセミナーや勉強会で習得した知識や、管内の小規模事業者

の経営分析情報等を、毎月 1回必ず経営指導員・補助員全員による情報交換会を開

催するとともに、各指導員・補助員にて、実際に行った支援事例の成功例・失敗例

等を発表するプレゼンテーションを行い、より一層の情報共有を図る。 

３） 平成 26 年度より児島商工会議所内に設置した「中小企業振興委員会」にて、平

成 27 年度中に小規模事業者に特化した支援策を策定し、児島地域内の現状や問題

点等を洗い出し、順次実行していく。 

  また児島地域内の主幹産業である「せんい産業」に特化した支援策も策定し、実行

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 

   

毎年度毎に、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 平成26年度から当所に新設した中小企業振興委員会、当所所属の経営コンサルタ

ント事業者（（有）エヌティクリエイト）、また、外部組織の意見として中小企

業診断士（安藤経営戦略事務所）や中小機構等の有識者（以上予定）により、行

った事業の実施状況、成果の評価・見直し案の提示を行う。 
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② 上記メンバーの意見を踏まえ、当所専務理事・経営指導員・広域サポーター・補

助員において、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、正副会頭会議・常議員会へ報告し、

承認を受ける。 

④ 事業の成果・評価・見直しの結果を児島商工会議所のホームページ

（http://www.kojima-cci.or.jp）で計画期間中公表する。 

⑤ 下記のＢＳＣの視点を活用し、ビジョンの実現に向けた関係者の理解を得ると同

時に、当方針を段階的に実施し、業績評価を確実にレビューする仕組みと計画の

進捗管理を徹底する。 
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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 27 年 1 月現在）

（１）組織体制 
【児島商工会議所事務局体制】 

専務理事 1名 経営指導員 4名 広域サポーター1名 補助員 2名  

総務等事務局員 4名 パート 1名 計 13 名 

 
 

 

 

 

【経営発達支援計画を実行する事務局体制】 

専務理事 1名 経営指導員 4名 広域サポーター1名 補助員 2名 計 8名 

 

 

専務理事 

 
 

※「広域サポーター」は、会議所の区域を超えて創業や販路開拓、新事業展開などの支援を行います。 

 

（２）連絡先 
「児島商工会議所」 

〒711-0921 岡山県倉敷市児島駅前１－３７ 倉敷市児島産業振興センター２Ｆ 

「経営指導課」 

ＴＥＬ086-472-4450 ＦＡＸ086-474-3506 

http://www.kojima-cci.or.jp 

info@kojima-cci.or.jp 

 

 

経営指導員 3 名 

広域サポーター1 名 

補助員 2 名 

経営指導課長 

（経営指導員 1 名） 
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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） 

 27 年度 
(27 年 4月以降)

28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

必要な資金の額 49,100 49,800 50,900 52,000 53,200

 

中小企業相談所 

小規模事業指導費 

創業セミナー開催費 

創業支援事業費 

事業承継セミナー開催費 

事業承継支援事業費 

販路開拓セミナー開催費 

販路開拓支援事業費 

経営指導員 研修費 

児島地域ブランド化事業

費・広報費 

その他経営発達支援事業費 

 

 

 

 

48,000

100

100

100

100

100

100

100

200

200

48,500

100

100

100

100

100

100

100

400

200

49,000

200

200

200

200

200

200

100

400

200

 

49,500 

200 

300 

200 

300 

200 

300 

100 

600 

300 

 

50,000

200

400

200

400

200

400

100

1000

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・国補助金・岡山県補助金・倉敷市補助金・事業委託費・セミナー受講料等 

 

（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。 

 

 



２０ 
 

（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 

 児島商工会議所が実施する経営発達支援事業全般の円滑な推進、及び外部有識者によ

る事業評価において連携を図る。 

それにより、小規模事業者にとっての利益の確保・事業承継等を含めた持続的発展に

繋げることにより児島地区全体の発展（雇用の創出・人口増加・観光客の流入増加等）

連携者及びその役割 

【連携者】 

岡山県（岡山市北区内山下 2-4-6 086-224-2111）          代表者：伊原木 隆太

倉敷市（倉敷市西中新田 640 086-426-3030）               代表者：伊東 香織 

岡山県産業振興財団（岡山市北区芳賀 5301 086-286-9664）  代表者：三宅 昇 

岡山県中小企業団体中央会（岡山市北区弓之町 4− 19 086-224-2245） 

代表者：武田 修一 

(独)中小企業基盤整備機構 中国本部            代表者：井上 秀生 

（広島市中区八丁堀 5-7 住友生命広島八丁堀ビル 3階 082-502-6555） 

日本政策金融公庫 倉敷支店（倉敷市幸町 1-40 倉敷ナカヨシビルⅡ 086-425-8401）

代表者：伊藤 俊徳 

岡山県信用保証協会 倉敷支所（倉敷市大島 54− 2 086-425-3103） 

代表者：浮田 健治 

㈱商工組合中央金庫 岡山支店（岡山市北区蕃山町 4-1 086-225-1131）  

代表者：佐伯 隆史 

(公社)倉敷観光コンベンションビューロー           

（倉敷市中央 2-6-1 086-421-0224）                   代表者：小林 清彦  

倉敷ファッションセンター㈱（倉敷市児島駅前 1-46 086-474-6800） 

代表者：河合 秀文 

児島市民交流センター（倉敷市児島味野 2-2-38 086-474-8550） 

代表者：小池 克明 

倉敷市児島産業振興センター（倉敷市児島駅前 1-37 086-441-5123） 

代表者：片山 一夫 

地元金融機関・弁護士・税理士・弁理士・中小企業診断士等の士業者等・経営コンサ

ルタント・他地区商工会議所・商工会・外部有識者・各マスコミ（新聞社・テレビ局・

雑誌社）等 

 

【役 割】 

〇児島商工会議所が実施する経営発達支援事業の達成に対し、サポート及びアドバイ

ス・情報共有・連携による事業遂行。 

〇児島商工会議所が実施する経営発達支援事業の評価、及び見直しをする。 
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児島商工会議所 

岡山県・倉敷市・産業

振興財団等（行政） 

日本政策金融庫・岡

山県信用保証協会・

㈱商工組合中央金

庫・地元金融機関 

中小企業基盤整備

機構・岡山県中小

企業団体中央会 

中小企業診断士・

弁護士・税理士・

弁理士等士業者・

経営コンサルタン

ト 

他地区商工会議所・

商工会・㈱倉敷ファ

ッションセンター 外部有識者等 

情報共有・セミナー共催など 

資金調達 

事業評価

支援策の提供・ノウハウ

の共有 

事業所支援施

策での連携 

高度支援内
容での連携 

岡山県・倉敷市・

倉敷市児島産業

振興センター・マ

スコミ等 

岡山県・倉敷市・

倉敷観光コンベン

ションビューロ

ー・児島市民交流

センター・マスコ

ミ 

情報発信・広報ＰＲ支

援・協力 観光・まちづくり

事業での連携 


