
経営発達支援計画の概要 

実施者名 備前商工会議所(法人番号 7260005007628) 

実施期間 平成２９年４月１日～平成３４年３月３１日 

目標 

備前地域の特性である耐火物製造業、観光資源としての日本遺産・特別史跡旧

閑谷学校、観光・産業資源両面の特性を持つ備前焼産業を中心とした小規模事

業者の支援体制を強化する。岡山県、岡山県産業振興財団、備前市、地元金融

機関等との連携の仕組みを構築し、ワンストップ機能を備えた相談支援体制を

整える。 

旧閑谷学校の観光資源を生かした経営セミナーの開催や人材育成につとめ、離

職率の低下や地元採用枠の拡大を目指す。 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

１．地域の経済動向調査 

地域経済の総合的な経済動向を景気DI観測調査などでデータ収集を行い、市内の

統計情報や、業界団体意見交換会などの情報を踏まえて内容分析し、ホームページ

等で一般公開する。 
２．経営状況の分析に関すること 

巡回・窓口相談時に小規模事業者の商品や技術、ノウハウや後継者の有無、資金

繰り等を聞き取りにて把握。事業者の気付きのきっかけとし、あるべき姿の設定な

どの経営分析を行う。 

 ３．事業計画策定支援に関すること 

実際の事業計画策定にあたっては、事業主はほぼ未経験に近く、1 回目は、事業

計画書を作成するところまで、伴走型支援を行う。今後は「待ち」ではなく「攻め」

の体制へ転じることで活発な事業計画策定支援を行うこととする。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

事業実施の円滑な実行のための支援と、計画に沿った内容で実施されているかど

うかの確認が主たる支援内容となる。場合により、計画内容の見直しや、新しい事

業計画の策定を行う必要がある。2 回目以降の計画作成支援については、1 回目よ

りも事業者の自主性を尊重し、側面的な支援に重点を置く。 

５．需要動向調査に関すること 

展示会やアンテナショップへの出店を行いながら消費者やバイヤーの動向を調

査・分析し、需要動向に関する報告資料を作成、公開する。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

事業者への支援と併せて当所における販路開拓ノウハウを蓄積していく。集積し

たノウハウを活用し、より効率的に、より広域に、より迅速に販路開拓が実現する

仕組みを構築する。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

今後の地域経済の活性化への取り組みは、備前市の基幹産業である耐火物メーカ

ーや、観光面での柱となる旧閑谷学校、備前焼関係者との連携を密にしながら人材

育成に努めていく。 

連絡先 

備前商工会議所 

〒705-8558 岡山県備前市東片上 230 番地 

TEL.0869-64-2885 FAX.0869-63-1200  e-mail.info@bizencci.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 

 

＜備前市の現況＞ 

備前市は岡山県南東部に位置し、人口約 3万 6千

人。2005 年 3 月備前市・日生町・吉永町が合併し、

現在の姿となった。高齢化と人口減少が進み、事業

所数も減少傾向にある。 

 

 

備前市の人口推移 

平成 2年 平成 7年 平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 

46,319 44,855 42,534 40,241 37,839 36,538

 

備前商工会議所管内小規模事業者数の推移 

(事業所統計及び経済センサスから岡山県が抽出した小規模商工業者 

平成 18 年 平成 21 年 平成 24 年 

1,120 949 920 

 

備前市の産業別就業者人口 (平成 26 年度備前市統計資料より抜粋。計 16,561 人) 

 

 

 

 

 

備前市の産業別事業所数（計 1,851 社） 
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備前商工会議所管内は人口 21,978 人、9,590 世帯（平成 27 年 3 月現在）、商工業者数

1,150 社、内小規模事業者数 920 社。製造業者は 314 社で全事業者数の 17％、従業者数

では約 6,345 名で 38％、工業出荷額は 2,709 億円(平成 25 年工業統計)となっている。

卸小売業の年間商品販売額は 594 億円なので、製造業の比率が高い街である。その中で

も耐火物製造業は明治時代から続いており、歴史が古く、規模も大きい。耐火物製造業

だけで、出荷額、従業員数とも約 2割を占めている。 

また、備前市には一千年の歴史を誇る伝統工芸品の「備前焼」がある。備前焼の作家

数は約 400 人、窯の数は 297 窯、いずれも近年ほとんど数に変動はない。作家の半数以

上が小規模事業者であり、備前市の事業者数の二割を占めるという特殊な地域である。

さらに、備前市には平成 27 年 4 月に日本遺産に認定された「旧閑谷学校」がある。

講堂、聖廟、神社等 25 棟は重要文化財、特に講堂は国宝、特別史跡に指定されている。

 

＜備前市の課題＞ 

当市の課題を産業面、生活面、観光面に分類すると以下の通り。 

①産業面・・・主要産業である耐火物製造業の規模縮小 

当地域は古くから耐火物製造が盛んであり、現在も備前市内に 10 社 10 工場の耐

火物メーカーがある。従業員数は約 1,300 人、工業出荷高も約 500 億円、全国の生

産量の 3割を占める日本一の耐火物製造業の街である。 

しかしながら、耐火物生産量はピーク時（昭和 48 年）の約 1/4 まで下がってお

り従業員数もおよそ 1/5 になっている。また、耐火物メーカーも価格競争等により、

取引先を市外、県外、国外へと広げている。そのため備前市内に多く存在する耐火

物関連事業者との取引額が年々減少している。 

②生活面・・・加速度的に進む高齢化と人口減少 

人口は減少傾向にあり、この 5年で 2,000 人程度減少している。全国平均と比較

しても高齢化率が高く若年層が少ないため、今後も人口減少はさらに加速していくもの

と予想される。なお、平成 26 年 10 月現在の備前市の高齢化率は 35.6％。岡山県平

均の 28.0％、全国平均の 26.0％と比較して高い数値である。 

③観光面・・・備前焼業界全体の著しい落ち込み 

昭和 50 年～平成元年頃まで全国に備前焼ブームがあり、人間国宝を中心とした有

名作家を多数輩出したが、現在は全体の売上高が約 1/4 に落ち込んでいると推測さ

れる。 

 

＜中長期的な振興のあり方＞ 

当市の現状と課題を踏まえて、地域の小規模事業者の中長期的な振興のあり方を考え

ると、耐火物製造業を中心とした規模の大きい製造業者と取引のある小規模関連事業者

(鉄工、梱包、運送、粉砕、原料卸売、機械部品製造、メンテナンス、人材派遣、建設
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業など多岐に渡る)が、市内の耐火物メーカーへ新しいサービスや製品を提供すること

で新たな販路を開拓し、事業規模を拡大する。また、備前焼関連事業者は、観光客への

訴求力の高い新商品開発を行うことで売上拡大をはかり、若年層や国内外へ新規顧客開

拓をすすめ事業規模を拡大する必要があると思われる。同じヒトが、同じモノを、同じ

場所で売っていたのでは販路は広がらない。販路開拓をするためには、事業者自身が時

代の変化に対応する柔軟性を身につけ、消費者の一歩先を進む必要があることを認識し

てもらい、新しいサービスや製品を開発していかなければならないことを自覚してもら

うため粘り強く伴走型支援を行っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当所の役割は、市や県等の行政機関と歩調を合わせながら、経済的な視点からの事業

市内の小規模事

業者 
 

市外、県外、国

外耐火物関連事

業者 
 

 

市内の小規模事

業者 

市外、県外、国

外耐火物関連事

業者 
 

市外へ逃げている仕事を獲得し、市内

業者による受注割合を増やしていく 

規模の大きい製造業者へ対し 
新商品、新サービスの提案。 
地の利を生かして低価格以外 
の付加価値を提供する 

市内業者への発注割合増加 

備前焼間連事業者の事業拡大イメージ 

現在の取引先は高齢化や

事業廃止により 

備前焼市場は縮小傾向。 

しかしながら、一千年の歴

史と、高い知名度は健在。 

新規顧客の開拓が必要 

以下２パターン 
①新しい地域へ進出 

②新しい客層の開拓 

東日本エリアや国外
などの新しい地域へ
進出 

 

パターン① 

パターン② 

 
若年層(20代～40代)
の市場を開拓 

形状、色彩、用途、

価格帯、生活様式、

住宅事情等の要素

を踏まえて新しい

商品を開発 

規模の大きい製造業者と取引のある小規模事業者の事業拡大イメージ 
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を行い備前市全体の活性化を図ることである。小規模事業者に対し、慢性的に不足して

いる経営資源（ヒト、モノ、カネ、情報）を効果的に補足しながら経営を発展させるこ

とができるのは、事業所の個別事情と企業振興策の双方を熟知し、地元金融機関との連

携ができる当所ならではの役割といえる。 

人口・人材の流出に歯止めをかけるためには地場での雇用確保や人材育成なども必要

となるが、当所が事業者や行政機関の調整役を行うことで、地元住民の採用率の向上を

図ることができる。 

来街者を増加させるには観光資源の魅力を強化し、情報発信する必要があるが、当所

が事業者を支援することで旧閑谷学校関連グッズの開発や備前焼関連の新商品、新用

途、新規顧客層の開拓を行うことが可能となる。このように行政機関や金融機関、観光

協会等との連携を密にしながら当所が中核となり、地域経済を発展させていくことが当

所の目指す方向性である。 

 

＜本計画の目標＞ 

①産業面・・・主要産業である耐火物製造業及び各種製造業への支援。 

当地域に古くからある耐火物製造の歴史と現状を市内外へＰＲし、知名度アップ

を図る。耐火物メーカーへの支援機関の一つに岡山県が設立した一般財団法人岡山

セラミックス技術振興財団（以下 OCC と記述）がある。日本で唯一の耐火物関連公

的研究機関であり、日本一の耐火物のまち「備前」の技術力を支える重要機関であ

る。当所においては、OCC との連携を密にしながら必要に応じ、耐火物メーカーへ

の支援を行う。技術的な部分とは別に、優秀な人材確保を行うための支援として「産

業振興出前授業」も行っていく。製造業は全般的に地味な業種であり、慢性的な人

手不足に悩まされている。市の重点政策である「教育」分野との連携も視野にいれ、

市内小学校を訪問し「産業振興出前授業」を実施、備前市の魅力を産業面から紹介

し「将来を担う人材」の育成に努めている。現状年間２回程度の授業回数を４回に

増やし、郷土愛を育むと共に、地元での買い物、地元での就職を推進していく。現

状地元高校生の備前市内就職率は 10％程度であるが、これを 5年間で 20％まで向

上させていきたいと考えている。 

なお、製造業は、建設業と同様に下請や2次下請、その他関連事業所が多くする。

運送業や下請製造業、人材派遣業、建設業、機械、機械部品製造業などの事業者な

ど、業種は多岐にわたり、これらは小規模事業者が多い。主要産業である耐火物製

造業者への支援は、これらの小規模事業者への支援に直接的に近い間接支援効果が

ある。また、人口減少に伴う、商店街の衰退は著しいものがあるが、商店街とは小

規模事業者の集まり。現状、経営指導員・経営サポーター等 4名で年間 1,000件程

度の巡回指導を行っているが、この件数を年間 3％増加し、補助金申請支援を中心

に事業所に必要とされる支援を行っていく。各個店へのフォローは指導員が中心で
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行うが、全体的な施策としての環境整備は重要である。商工業振興を目指すために

は市街地活性化の環境整備が必要であろう。 

②生活面・・・雇用者数増と離職率低下を目指す。 

加速度的に進む人口減少と高齢化への対応として、商工会議所としての対策は雇

用の創出と離職率の低下が中心となる。公共職業安定所や雇用開発協会等と連携し

ながら雇用者数を把握し、地元からの雇用の確保を事業所に働きかけて人口増を図

る。また、管理者セミナーや若手社員対象セミナーを年 2 回程度開催し、従業員の

スキルアップと従業員（特に若年層）の離職率を 5％下げることで人口減に歯止めをか

ける努力をする。 

③観光面・・・備前焼業界への積極的な支援と旧閑谷学校を生かした来客数増加を図

る。 

備前焼ブームの減衰に伴い、業界全体の売上額の落ち込みが激しく、正確な統計

がないため、実数は確認できないが、備前焼作家や窯元など 200 名で構成する協同

組合岡山県備前焼陶友会への聞き取りによると、売上規模は全盛期である昭和 50

年代と比較して 1/4 程度に落ち込んでおり、20 億円程度の市場規模しかない。 

しかしながら、備前市内の小規模事業者数のうち、備前焼関連業者は 20％を占め

る。この内訳は全国的にも特殊な地域であり、備前市の振興を図るうえで、備前焼

の存在は欠かせない。文化面、観光面、産業面いずれの側面からも備前市の発展に寄

与してきた貴重な地域資源であり、今後の備前市を発展させるための支援計画の柱

の一つである。事業者への積極的な補助金情報提供や国外進出支援（年間１件）、

関東地方や東日本方面への販路拡大支援（年間 2件）など、備前焼未開の地域への

販路拡大の支援を柱とする。また、協同組合岡山県備前焼陶友会が中心で活動して

いる「備前焼」の日本遺産登録推進を目指す動きにも積極的な支援を行う。 

なお、平成27年4月24日に日本遺産登録された旧閑谷学校は、備前市にとって貴重

な観光資源である。利用状況は、平成19年には351,000人だったものが、平成24年に

は282,000人と減少傾向にあるが、日本遺産への登録後は来場者数も増加しており、

今後は一層の増加が期待される。さらに、世界遺産登録への取り組みも継続しており、

今後の備前市の発展に関して不可欠な要素の一つと考えられる。管理者セミナーなど

を旧閑谷学校で行うことでセミナー効果の向上と市内外へのPR効果も考えられる。 
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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 29 年 4 月 1 日～平成 34 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】 

 

 地域内の経済動向を定期的に調査・分析することにより、地域内小規模事業者の実態

及び外部環境を把握する。調査内容は経営相談・指導業務に活用するとともに、地区内

事業所の今後の方向性や経営判断の参考資料とする。 

 

（事業内容） 

①岡山県商工会議所連合会が会員対象に実施する景気 DI 観測調査 

 （四半期毎 年 4 回 対象事業所数 30 社） 

②日本商工会議所が実施する中小企業景況調査(景気動向調査) 

（四半期毎 年 4 回 対象事業所数 30 社） 

③日本商工会議所が実施する LOBO 調査(早期景気観測調査) 

（毎月 1回 年 12 回 対象事業所数 4社） 

 

以上が、現状行っている調査事業であるが、調査結果が小規模事業者まで充分フィ

ードバックできておらず、経営判断の参考資料などとして、有効活用には至っていな

い。上記事業に以下内容を追加することで地域内の経済動向をより的確に把握し、情

報不足に陥りやすい小規模事業者の経営の方向性や各種支援策を方向付けるデータと

して活用する。 

 

④人口統計、工業統計、商業統計など備前市の統計資料により、人口、高齢化率、業

種別の製品出荷額、販売額などのデータを収集。 

 （地域内の経済規模の把握等） 

⑤管内小規模事業者 30 社へ年 4回、巡回相談時に聞き取りによる景気動向調査（売上・

仕入・雇用状況・経営課題・資金繰り等）を実施する。 

 （地域内の経済動向の把握等） 

⑥地域内に多数存在する業界団体の意見・情報交換会を開催し、各業界の景気動向を調

査する。対象団体は建設業協会、金融協会、耐火物協会、原材料の粉砕加工に関す
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る組合、繊維組合、商店街、飲食業組合、運送関連組合など。 

 （各業界の全国的な経済動向及び地域的な経済動向の把握等） 

⑦各調査事項の分析結果をホームページや広報紙にて速やかに発信する。 

 （経営判断の指標や、各種支援策の実施に伴う判断資料として有効活用する） 

 

（目  標） 

事 業 内 容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

①景気 DI 観測調査回数 4 4 4 4 4 4

②中小企業景況調査回数 4 4 4 4 4 4

③LOBO 調査回数 12 12 12 12 12 12

④人口等統計調査 0 3 6 6 6 6

⑤巡回景気動向調査回数 0 3 4 4 4 4

⑥業界団体意見交換会 0 1 1 1 1 1

⑦調査事項分析結果 

発信回数 
1 1 4 4 4 4

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

（現状と課題） 

 当市の小規模事業者においては、個々の財務内容や自社の長所等を把握している事業

所は極めて少ない。事業主の感覚だけで黒字・赤字を把握しているケースが多く、今後

の持続的発展を考えると不安が残るのが現状である。まずは、個々の強み弱みを認識し

ながら、長所を伸ばしていくことが重要である。 

既存事業として金融斡旋や各種補助金申請に関わる企業については、財務分析等を行

いながら、個々の指導を行っている。さらに、巡回・窓口相談時に小規模事業者の現状

把握のため、経営状態をヒアリング。事業者の気付きのきっかけとし、詳細分析を希望

する事業者に対して決算書等の資料を基に、財務内容や自社の強み、弱み、顧客、ある

べき姿の設定などの経営分析を行っている。厳しい案件については、ミラサポの専門家

派遣等を利用するなどで対応している。 

 

（事業内容） 

今後の事業内容は、既存事業がベースとなるが、今後は定期的に実施することで多く

の事業者の関心を高めていく。さらに、経営力向上に関して関心度の高い事業者を中心

に各種セミナーを開催し、専門家の積極的な活用を行うことで効率的に分析件数を増や
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し、場合により経営改善計画や経営革新計画への取り組みを行う。具体的には以下事業

内容に従い、毎年一定数以上の相談件数と分析件数を達成することとする。 

①巡回・窓口相談 

確定申告の相談、マル経融資の相談や各種補助金の申請相談、労務相談などで接触

した事業者へ統一様式のヒアリングシート（売上、仕入、賃金、その他固定費、経

営課題）を作成し、従来よりも効率的に経営状態を把握する。事業者の相談事項の

解決はもとより、改善点があれば指導する。 

②経営分析の実施 

問題点のある事業所は、ヒアリングシートと決算書を元に、経営指導員等による財

務分析を実施。また、決算書上の数字だけでなく事業ノウハウや後継者の有無、知

的財産の所有状況などを洗い出して強みや弱みを明確にするためＳＷＯＴ分析や

３Ｃ分析を実施。事業者自身も気付いていなかった要素を抽出しながら経営分析を

行う。それをきっかけとして事業者に事業計画策定に取り組んでもらえるよう支援

を行う。 

③経営計画策定セミナーの開催 

経営計画策定を敬遠しがちな事業者に対し、事業計画策定を促すため、経営計画策

定セミナーや経営課題の問題解決セミナーを開催する。セミナー後の計画策定にあ

たっては経営指導員等が伴走支援を行うが、計画の重要性と事業者の係数感覚を養

う為、より専門的な内容に踏み込む必要が発生した際には公益財団法人岡山県産業

振興財団や金融機関等の他の支援機関、ミラサポやよろず支援拠点などと連携す

る。 

（目  標） 

事 業 内 容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

①経営分析巡回・窓口相談件数 85 110 115 125 130 140

②経営分析実施件数 54 95 100 100 105 110

③経営計画策定セミナー開催数 0 0 2 3 3 3

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 小規模事業者が内包する経営課題と外的要因を的確に把握することで、自社の現状と

あるべき姿との差異を発見することができる。その重要性と必要性を事業者へアピール

し、事業計画策定への取り組みのきっかけとする。実際の事業計画策定にあたっては、

事業主はほぼ未経験に近く、1回目は、事業計画書を作成するところまで伴走型支援を行う。

 現状、事業者の相談に応じて事業計画策定支援を行っているものの、件数は少ない。

今後は「待ち」ではなく「攻め」の体制へ転じることで活発な事業計画策定支援を行う

こととする。 
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 さらに、創業、第二創業支援についても市や金融機関との情報交換を行いながら、潜

在需要の掘り起こしを行い「創業したい」とは思いながら、なかなか第一歩が踏み出せ

ない人達、「経営革新に値する」強みを持ちながらそのことに気付いていない事業者達

へ伴走型支援を行うことで事業計画策定と計画実行へ踏み出してもらう足掛かりとす

る。 

 

（事業内容） 

①窓口相談 

補助金や税務、労務、金融などの相談時に事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り

起こしを行う。窓口相談来所時、経営に関してのヒアリングを行い、問題点を抽出。

問題解決のための事業計画策定の必要性を説明する。 

②巡回相談 

実際に事業場の様子を確認しながら、現場にてヒアリングを行い、問題点を抽出。

問題解決のための事業計画策定の必要性を説明し、事業計画策定を目指す小規模事

業者の掘り起こしを行う。 

③事業計画策定相談 

経営指導員が中心となり、事業計画策定に関する伴走型支援を行う。内容により専

門家派遣を依頼し、経営革新計画、経営改善計画、事業承継計画、事業再生計画な

ど、事業所に応じた事業計画を策定する。また「商工会議所の窓口へ相談に行くの

は、初めての時はちょっと敷居が高かった・・・」という意見もあるため、指導員

や専門家による定期的な相談窓口を、事務所外の部屋にて毎月１回設置し、相談しや

すい環境を整備する。創業希望者や、経営革新希望者を募集するだけでなく、市や

金融機関との情報交換を行いながら潜在的な被支援者の発掘も積極的に行ってい

く。 

 

（目  標） 

事 業 内 容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

①巡回相談件数 85 100 110 115 120 120

②窓口相談件数 54 90 95 100 110 115

③専門相談窓口設置数 0 4 12 12 12 12

③事業計画策定件数 3 10 22 26 30 32

③創業計画策定件数 3 6 10 10 10 12

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

事業計画策定後の支援については、事業実施の円滑な実行のための支援と計画に沿った
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内容で実施されているかどうかの確認が主たる支援内容となる。場合により、計画内容の

見直しや、新しい事業計画の策定を行う必要がある。2 回目以降の計画作成支援につい

ては、1回目よりも事業者の自主性を尊重し、側面的な支援に重点を置く。 

当所においては、これらのフォローアップ支援は現状実施できていないが、今後は以

下内容により充実させる。なお、創業支援に関する支援は、創業開始後 2年間を目処に

同じ仕組みで対応する。 

 

（事業内容） 

①事業実施の円滑な実行のための支援 

商工会議所職員により担当事業所のフォローアップ支援を 3ヶ月に 1回程度実施。

1 件あたり年 4 回を目標に支援を行う。中小企業施策の紹介や補助金申請、資金繰

り等金融支援など、事業をより円滑に実施するための支援を行う。また、事業実施

内容の広報支援など、事業をより効果的に実施するための支援も併せて行う。 

②事業遂行状況の確認支援 

①の支援を併せて、事業進捗状況の確認を行う。未実施、未達事項に関しては追加

的アドバイスや必要な支援策を実施。資金需要に関しては必要に応じて「小規模事

業者経営発達支援融資制度」を活用することとする。 

③事業計画の変更支援・新たな事業計画策定支援 

事業を実施するにあたり、より高い効果が得られる事態になれば、改善的に事業計

画の変更を行う。また、新たな経営資源の出現により、新しい事業計画が必要な事

態となれば、新たな事業計画策定支援を行う。 

④事業遂行支援打合会の開催 

事業の進捗状況は毎月一回、事業遂行支援打合会を開催し、情報の共有化を図る。

必要に応じて、ミラサポの専門家やよろず支援拠点を活用するなどの、より効果的

な支援策を皆で検討する。 

 

（目  標） 

事 業 内 容 現状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

①事業計画フォローアップ件数 12 40 88 104 120 128

②創業計画フォローアップ件数 12 36 64 80 80 88

③事業遂行支援打合会開催回数 0 6 12 12 12 12

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 需要の把握に関する調査は現状行っていない。小規模事業者が販路開拓を行うための
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方向性を定めるためには、地域・社会環境の需要動向を可能な限り的確に把握する必要

があるが、経営資源の脆弱な小規模事業者は概ね情報不足に陥りやすい傾向にある。当

所においては、小規模事業者が新商品や新規サービスの開発、革新的な取組を行うため

の資料となるよう消費者ニーズや市場動向、地域・社会環境の需要動向を調査・分析し、

事業計画の策定や、新たな需要の開拓に繋がる事業の実効性を高める支援を行うことと

する。 

 

（事業内容） 

①世間のトレンド情報に関する需要動向調査 

備前焼関連業者の販路開拓には、新規販売エリア、新規顧客層への訴求力ある新

商品開発が必要となる。デザインや用途、大きさ、物語など多方面から魅力ある商

品開発を行う必要がある。また、顧客ニーズを更に深掘りするため、大都市圏での

商談会へ出展やアンテナショップへの出品を行い、バイヤー等へのアンケートを実

施。とりまとめた内容を事業者へ提供し新たな受注や新製品開発に繋がるデータと

する。 

(調査方法) 

新聞(日経新聞や地方紙)、テレビ、雑誌、インターネット(アマゾン、楽天、オ

ークションサイト)などの媒体により全国的な流行や経済動向の情報を収集。また、

上記組合員へ協力依頼を行い、備前市や備前焼の魅力に関する顧客アンケートを実

施する。調査回数毎月 1回。年 1回東京や大阪などへの商品展示会へ出展し顧客ア

ンケート共にバイヤーへのアンケートを行う。また、岡山県のアンテナショップで

ある「おかやま・新橋館」への出品を行い、来場者へのアンケートにより消費者ニ

ーズを調査する。 

(調査項目) 

月刊・年間売れ筋ランキング、消費者からみたブランドプラスイメージ、マイナ

スイメージ、購入動機、品目別評価、バイヤーからみたブランドプラスイメージ、

マイナスイメージ、購入動機、品目別評価、適正価格。 

(活用方法) 

顧客の目から見た課題やニーズを把握し、新たな受注や新製品開発に繋がるデー

タとする。売れ筋ランキングや販売動向を提供することで世間のニーズを把握して

もらう。例えば従来の備前焼といえば大きな花入れや徳利、湯飲みや抹茶茶碗、大

皿などが代表的だが、生活様式の変化により小さな花入れやビヤマグ、コーヒーカ

ップや小皿などが人気になっている。このように、生活スタイルの変化や世間の流

行は備前焼の新商品開発において、重要な指標となる。 

備前焼製作者は、従来の作品をより美しく、より実用的に、より個性的に作り上

げていくことがよりよい商品づくりにつながると考えてしまう。製作者の目線では
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なく、消費者の目線で、客観的な世間のトレンド情報収集を行い、備前焼関連業者

へ情報提供を行うことで、形状そのものを変える、使途そのものを変えてしまうと

いう思い切った変化が生まれ、販路開拓能力の高い新商品開発が可能となる。 

②観光客に関する需要動向調査 

観光客数の動向は備前焼関連や市内飲食業、宿泊業者への影響が大きく、重要な

資料となる。また、地域の飲食業、宿泊業、小売業へ協力依頼を行い、備前市の魅

力に関するアンケートを実施する。 

 (調査方法) 

岡山県が実施する観光客動態調査や備前観光協会の動態調査結果を収集。さら

に、備前観光協会へ協力依頼を行い、備前市来訪者アンケートを実施する。調査回

数毎月 1回。 

(調査項目) 

月刊・年間の備前市来場者数、来場場所、宿泊の有無、消費者からみた備前市の

イメージ、来訪動機、来訪の感想、今後の要望など。 

(活用方法) 

新サービスの提供や、販路開拓につながる事業計画の作成整理のための基礎資料

として活用する。 

③報告資料の提供と活用方法 

必要な情報は随時ホームページや会議所ニュースにて発信する。内容を精査した報

告資料は毎月 1回、ホームページ、広報紙にて公開。その他、小規模事業者から相

談があった場合や事業者に有益と思われる情報を入手した際には必要に応じて随

時、巡回時に最新情報の提供を行う。 

 

（目  標） 

事 業 内 容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

①地域の経済動向に関連する
需要動向調査実施回数 0 12 12 12 12 12

②世間のトレンド情報に関す
る需要動向調査実施回数 0 12 12 12 12 12

③観光客に関する需要動向調
査実施回数 0 12 12 12 12 12

④報告資料の提供回数  0 1 2 2 2 2

 

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】 

小規模事業者が新市場の開拓を行うため、当所においては東京にある岡山県のアンテ
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ナショップの活用や、県内外にて開催されている商談会の開催情報を積極的に情報提供

しているが、現状十分な成果を上げるには至っていない。 

人口減少と高齢化が全国的な潮流となっている以上、販路拡大には限界があり、販路

開拓の重要性は今後益々増してくる。 

新規顧客開拓の第一段階としては、自社の強みや機会を基に作成した事業計画書に沿

って、「Ⅰ－１」や「Ⅰ－５」にて収集、分析した備前市内の経済動向、需要動向を踏

まえながら、新たな顧客予備群を選定する。第二段階として顧客予備群への営業活動、第

三段階として、新規取引先が獲得できれば、取引回数を重ねて顧客化を目指す流れとなる。

小規模事業者へはこれらの活動を行うべく、アドバイスし、実際の活動に際しては伴走

型支援を行い、事業者への支援と併せて当所における販路開拓ノウハウを蓄積してい

く。 

また、販路開拓を行うためには、事業者の営業努力はもちろん必要だが、効果的な広

報戦略も重要な役割を果たす。広報支援として、地域内の事業所を定期的にホームページ

や広報紙などで事業所情報を発信、ビジネスモールの積極的活用、地元の新聞・テレビ・

雑誌等への掲載依頼などを積極的に行うことで、販路開拓につなげていく。最終的には

集積したノウハウを活用し、より効率的に、より広域に、より迅速に販路開拓が実現する仕

組みを構築する。 

 

（事業内容） 

①展示会・商談会の開催情報発信 

県や商工会議所連合会、地域の金融機関などが開催する農商工連携関連のあぐりフ

ェアや建設業異業種交流商談会など 100 社程度が参加する展示会・商談会情報を発

信。内容に応じて、個別に案内し参加を促す。参加商談会に応じてプレゼン内容や

展示方法に関しての支援も行う。 

②新規顧客開拓支援 

事業計画に沿った内容で新規顧客予備群選定～営業活動～顧客化への取り組みが

行えるよう支援を行う。当所職員が伴走型支援を行うことで「新たな視点」で、プ

レゼン方法、新規市場、新規顧客層(年齢や性別など)へのアプローチを提言する。

③広報支援 

当所ホームページや広報紙だけでなく、地元の新聞やテレビ、雑誌などへ事業所紹

介依頼を行い、新分野・新製品だけでなく認知度の低い隠れた強みを掲載してもらう。

毎月 1回の定期的な情報提供と、イベントや売り出しの際の随時情報提供を行うこ

とで、掲載率と購読者への訴求効果を高めていく。 
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（目  標） 

事 業 内 容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

①展示会・商談会の開催情報発
信回数 6 6 12 12 12 12

②新規顧客開拓支援回数 10 60 120 120 150 150

③広報支援回数 3 6 24 30 36 40

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

 今後の地域経済の活性化への取り組みは、備前市の基幹産業である耐火物メーカー

や、観光面での柱となる旧閑谷学校、備前焼関係者との連携が欠かせない。特に、耐火

物メーカーは、近年慢性的な人手不足に陥りつつあり、公共職業安定所と連携しながら

人材確保支援を行うことで事業所の人員確保と同時に人口流出防止と人口流入促進の

両効果が得られる、Ｕターン、Ｉターン、Ｊターンの促進、また、インターンシップ制度の導入支

援を行うことが必要と考える。業界団体との意見交換会や地域の金融機関と定期的な連

絡会議を開催し、積極的な情報交換を行いながら、各団体と支援に対する姿勢と目指す

方向性を共有していく仕組みを構築する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐火物メーカー 

教育委員会 
(市内小学校) 

旧閑谷学校 

備前焼

人材確保事業 

人材教育事業 

販路開拓支援 

セミナー開催 
活用価値の拡大 
世界遺産登録推進
への協力 

備前商工会議所が行う取り組み内容イメージ図

 

産業面 

生活面 観光面 
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（事業内容） 

①産業振興出前授業実施 

市や教育委員会と連携しながら市内小学校へ産業振興出前授業を実施する。当所職

員と事業者が講師となり、備前市の産業をわかりやすく紹介し、郷土に対する愛着度を

高めていく。事業者にも市内の学生への関心を高めてもらい、地元企業への就職希望

者と、地元住民の採用拡大を共に高める効果が期待できる。 

②業界団体との継続的な連絡会の開催 

耐火物協会やＯＣＣ、協同組合岡山県備前焼陶友会と情報交換会を行い、業界振興

に関する方向性を確認。関連事業所への影響も視野に入れながら、振興策を検討す

る。また、各業界においてＵターン就職者の受け入れや、インターンシップ制度の導入

提案を行う。 

③金融機関との連絡協議会の開催 

認定支援機関でもある地元金融機関との連携を強化。支援方法や事業所情報に関す

る情報交換等、金融機関同士の会議では調整しにくい議題を中心に連絡協議会を開

催し、地域経済活性化に関する方向性を確認する。 

④旧閑谷学校講堂での経営セミナー・人材育成セミナー開催 

平成 27 年 4 月に日本遺産に認定された旧閑谷学校は観光の目玉ともいえる位置づ

けである。江戸時代から論語の学びの場所として、これまで数々の人材を輩出して

きた。「論語で人とまちづくり」のポスターを作成し、市内主要箇所に掲示すると共に論

語の精神を生かしたまちづくりを行い、国宝の講堂内で論語を生かした経営のあり方

セミナーを開催するなど、地域の特色を生かしながら、地域経済の活性化につなげて

いく取り組みを行う。 

 

（目  標） 

事 業 内 容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

①産業振興出前授業実施 2 2 6 6 8 8

②業界団体との継続的な連絡
会の開催 1 2 2 2 2 2

③金融機関連絡協議会の開催 0 1 2 2 2 2

④旧閑谷学校講堂での経営・人
材育成セミナー開催 0 1 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 

 岡山県内の商工会議所及び商工会や地元金融機関、公益財団法人岡山県産業振興財団
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などの支援機関との連携を強めながら支援ノウハウを蓄積し地域全体の底上げを図る。

特に地元の小規模事業者の経営情報について多大な情報を取得している金融機関との

連携強化は今後益々重要性を増すものと思われる。今まで個々で対応していた事例も相

互の情報と強みを連携させれば支援効果も飛躍的に向上する。 

 市、県との連携、支援機関である専門家との連携もこれまで以上に強化し、従来当所にて

行ってきた経営に関するワンストップ窓口「経営総合相談会」への参画を要請し、更なる充

実を図ることとする。 

 

（事業内容） 

①県内商工会議所、商工会、産業振興財団、県、市との連携 

県内商工会議所とは定期的に担当者会議や、連絡協議会を開催しており密な連携を

行っている。また、同一商圏地域の商工会（備前東商工会、和気商工会、瀬戸内市

商工会、赤磐商工会等）とも定期的な連絡会を開催し、情報交換を行っている。公

益財団法人岡山県産業振興財団とも支援内容に応じて担当者間での情報交換を行

っており、連携体制は確立されている。 

今後は県や市との連携も強化しながら、金融支援、創業支援、経営革新支援への公

的支援策の積極的な要望を行う。 

 

②金融機関連絡協議会の開催 

事業計画策定や補助金申請支援をより多く行うことで、地域産業の活性化につなげ

るためには地元金融機関との連携も重要である。商工会議所の強みと金融機関との

強みを連携させるため、定期的な連絡協議会を開催する。事業計画策定における資

金繰り計画と融資の実行、補助金申請時におけるつなぎ資金融資、事業計画策定支

援を必要としている事業所の有無などの情報交換を行いながら連携を強めていく。

③ワンストップ窓口「経営総合相談会」の開催 

現状、毎月１回、弁護士、税理士、司法書士、中小企業診断士、弁理士、社会保険

労務士などの専門家によるワンストップ窓口「経営総合相談会」を開催している。

今後は県や市との連携を踏まえ、創業や経営革新に伴う相談窓口を設置、地元の支

援機関も利用可能とし、密度の濃い相談会とする。 
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（目  標） 

事 業 内 容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

①県内商工会議所、商工会、産 
業振興財団、県、市との連携 6 10 24 24 24 24

②金融機関連絡協議会の開催 0 1 2 2 2 2

③ワンストップ窓口「経営総合 
 相談会」の開催 12 12 12 12 12 12

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

 多様化する経営課題に対応するため、経営指導員は日商や県連等が主催する研修会へ

の参加や各種資格取得に励み、各自の支援能力を増進させていく。また、限られた人員

で事業所の相談に対処するためには補助員や記帳指導員、さらには一般職員も支援スタ

ッフとして位置づけ、簡易な経営分析やヒアリング技術を習得するため、研修会等に参

加し、所内全体としてのスキルアップを図る。 

（事業内容） 

① 日本商工会議所や岡山県商工会議所連合会、中小企業大学校が主催する経営指導員

研修会への参加や資格取得 

金融支援ノウハウ研修や法務・税務研修、補助金支援に関するノウハウ研修等の経

営指導員等研修会へ年間 2回以上参加することで経営支援に必要とされる知識の習

得や能力拡大のために各自資格取得にも励む。また、同時に商工会議所間の人的ネ

ットワークの拡大も図る。 

 

②定期的な職員研修会の開催 

月 1回程度の定期的な職員研修会を開催し、所内にて支援ノウハウの向上や、トレ

ンド情報交換、地域内情報の交換会を行うとともに、情報を共有し、個々の資質向

上を図る。 

③一般職員へのＯＪＴ実施 

一般職員のスキルアップを図るため、前述したワンストップ相談窓口「経営相談会」

を職員帯同で実施し、専門家の相談技術を学ぶ。また経営指導員や専門家との帯同

巡回を行うことによりヒアリング技術や経営支援ノウハウを習得していく。相談内

容は Toas ソフトを使用して経営カルテを作成し、データベース化する。徐々にノ

ウハウを蓄積していきながら経営指導員と同様の職務を遂行する。 
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（目  標） 

事 業 内 容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

①岡山県商工会議所連合会が

主催する経営指導員研修会

へ参加 
24 24 26 26 28 28

②定期的な職員研修会の開催 0 12 12 12 12 12

③専門家派遣の帯同巡回 0 4 12 12 12 12

 

３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

毎年度、本計画に記載の事業の実施状況及び成果について、以下の方法により評価・

検証を行う。 

 ①Plan  ：会頭・副会頭会議・常議員会にて内容承認 

 ②Do   ：事務局にて実行 

 ③Check ：日本政策金融公庫、市内金融機関、公益財団法人岡山県産業振興財団、備

前市、税理士、弁理士、中小企業診断士等専門家や有識者により、事業の

実施状況、成果の評価・見直し案の提示を行う。 

 ④Action：改善内容を事務局にて再構築。事業の成果・評価・見直しの結果を備前商

工会議所のホームページ（http://www.bizencci.jp/）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 

（平成２８年１０月現在）

（１）組織体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 中小企業相談所長を事業推進リーダー、地域振興部職員 2 名、中小企業相談所全職員

をスタッフとして事業推進にあたる。 

 

（２）連絡先等 

   備前商工会議所 

住    所：〒705-8558 岡山県備前市東片上 230 番地 

ホームページ：http://www.bizencci.jp/ 

メ  ー   ル:info@bizencci.jp 

広  報  紙：備前商工会議所ニュース（不定期発行/年 9回程度）会員向け広報紙

       びぜんあったかニュース（隔月 1回発行）一般市民向け広報紙 

TEL／FAX   ：0869-64-2885／0869-63-1200 

 

 

専務理事 

理事 
事務局長 

中小企業相談所長

総務企画部 

 

一般職員  2 名 

パート職員 1 名 

地域振興部 

 

広域サポーター 1 名

経営指導員 1 名

記帳専任職員 1 名

一般職員  1 名

臨時職員  1 名

中小企業相談所 

経営支援部 

 

経営指導員 １名 

補助員   1 名 

記帳指導職員 1 名 

パート職員 1 名 

シニアアドバイザー

事業推進リーダー 
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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） 

 29 年度 
( 4 年 1 月以降) 

30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

必要な資金の額 40,400 40,800 40,870 40,870 40,870

 

小規模企業対

策事業費 

 

調査費用事業費 

 

経営分析 

 

 

事業計画策定

支援事業費 

 

  

支援機関との

連携 

 

事業評価 

 

39,370 

 

 

300 

 

200 

 

 

400 

 

 

 

60 

 

 

70 

 

39,760

300

200

400

70

70

39,830

300

200

400

70

70

39,830 

 

 

300 

 

200 

 

 

400 

 

 

 

70 

 

 

70 

 

39,830

300

200

400

70

70

（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、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。 
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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 

 （１）事業全体について 

連携する内容    「（連携者及びその役割）と（連携体制図）」は次頁へ

 

Ⅰ．１．地域の経済動向調査 

指標やデータ収集および分析に関する業務について連携 

連携先（②、③、④、⑭）連携者番号は下記に記載のとおり 

効果：②③④については、それぞれ定期的なデータ収集及び公開を行っており、ノウ

ハウと集積されたデータ量は他を圧倒している。当所においては必要な部分を

抽出することで、効果的なデータ収集が可能となる。 

⑭については、データ分析に関する経験が豊富なため、必要に応じてアドバイ

スを受けることで、効果的なデータ分析が可能となる。 

 

Ⅰ．２．経営状況の分析に関すること 

 小規模事業者の強みや弱みを捉え、適切な分析を行う為の連携 

 連携先（①、⑤～⑫、⑭） 

効果：①については、広域に渡る経営支援を行っており、主に外的要因の経営分析を

行う際、アドバイスを受けることで、効果的な経営分析が可能となる。 

⑤～⑫⑭については、それぞれ独自の事業所情報と分析ノウハウを所有してお

り、連携を行うことでより精度の高い経営分析が可能となる。 

 

Ⅰ．３．事業計画策定支援 

 小規模事業者が事業計画を策定するための支援に関する連携 

 連携先（①、⑤～⑫、⑭、⑮、⑲） 

効果：それぞれ独自の事業所情報と、各業種に関する特殊事情情報等を所有しており、

連携を行うことでより実現性の高い計画策定支援が可能となる。 

 

Ⅰ．４．事業計画策定後の実施支援 

小規模事業者が経営目標を達成するための連携 

 連携先（①、⑤～⑫、⑭、⑯、⑲） 

効果：それぞれ独自の事業所情報と、各業種に関する特殊事情情報等を所有しており、

連携を行うことでより目標達成の実現性が高くなる。 

 

Ⅰ．５．需要動向調査 

指標やデータ収集および分析に関する業務について連携 

連携先（①、②、③、④、⑧、⑬～⑳、㉔） 

効果：①については、広域に渡る経営支援を行っており、主にデータ分析を行う際、

指標等のアドバイスを受けることで、効果的な経営分析が可能となる。 

②③④㉔については、それぞれ定期的なデータ収集及び公開を行っており、ノ
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ウハウと集積されたデータ量は他を圧倒している。当所においては必要な部分

を抽出することで、効果的なデータ収集が可能となる。 

⑧⑬～⑳については、それぞれ独自の事業所情報と、各業種に関する特殊事情

情報等を所有しており、連携を行うことでより効果的なデータ収集及び分析が

可能となる。 

 

Ⅰ．６．新たな需要の開拓 

新たな需要開拓事業実施について連携 

連携先（⑤、⑨～⑫、㉕） 

効果：⑤⑨～⑫については、県内全域に渡る支援ネットワークを有していること、展

示会や商談会を積極的に開催していること等、新たな需要開拓を行う上で効果

的な事業を行っており、連携を行うことでより効果的な需要開拓が可能となる。

㉕については、海外展開を行う際のノウハウを有しており、連携することで、

より効果的な海外での需要開拓が可能となる。 

 

２．地域の活性化に資する取り組み 

県、市、備前市観光協会、中小企業診断士等専門家と連携して地域の活性化に資す

る取り組みを行う。 

 連携先（②、③、④、⑬、⑭、⑰～㉔） 

効果：地域の活性化に取り組む際には、商工会議所単体での活動では限界がある。②

③④㉔については、公的な立場からのアドバイスや公的支援の情報提供。⑬に

ついては観光面、⑭⑰～㉓については産業面に関してそれぞれ強みを有してお

り、各連携先と目指す方向性を共有しながら、各々の強みを生かすことでより

効果的な地域おこしが可能となる。 

 

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 

 連携先（①～⑱） 

 効果：地域の活性化に取り組む際には、商工会議所単体での活動では限界がある。②

①～⑤については、公的支援の情報提供や研修会を開催しており、連携を行う

ことで支援力向上に効果がある。 

    ⑥～⑫⑭⑮⑯については、それぞれ独自の支援ノウハウと事業所情報を有して

おり、連携を行うことで、より厚みのある支援力が身に着く効果がある。 

    ⑬⑰⑱については、それぞれ独自の事業所情報と業界事情に精通しており、携

を行うことで、より現実的な支援計画策定力が身に着く効果がある。 
 

 

 

 ※「（連携者及びその役割）と（連携体制図）」は次頁へ 
 
 

 

 



- 23 - 
 

連携者及びその役割 

   

No 名称 代表者・連絡先 役割 

① 
（独行）中小企業基盤整備機構

中国本部 

中国本部長 井上秀生 
分析 

指導 住所 
TEL 

広島市中区八丁堀 5-7 

082-502-6300 

② 備前市まちづくり部 

まち営業課長 梶藤勲 指導 
データ 
収集 
補助金 

住所 

TEL 

備前市東片上 126 

0869-64-3528 

③ 岡山県産業労働部 

経営支援課長 白神達夫 指導 
データ 
収集 
補助金 

住所 

TEL 

岡山市北区内山下 2-4-6 

086-226-7353 

④ （公財）岡山県産業振興財団 

理事長 三宅昇 
指導 

研修 
住所 

TEL 

岡山市北区芳賀 5301 

086-286-9664 

⑤ 岡山県商工会議所連合会 

事務局 岡山商工会議所 指導 

研修 

調査 
住所 

TEL 

岡山市北区厚生町 3-1-15 

086-232-2266  

⑥ 岡山県よろず支援拠点 

代表 鈴鹿和彦 分析 

指導 

講師 
住所 

TEL 

岡山市北区芳賀 5301 

086-286-9667 

⑦ 日本政策金融公庫岡山支店 

事業統轄 田上和彦 
金融支援

指導 
住所 

TEL 

岡山市北区柳町 1-1-27 

086-225-0011 

⑧ 備前市金融協会 

中国銀行片上支店長 虫明克志 
金融支援

指導 
住所 

TEL 

備前市東片上 36-1 

0869-64-287 

⑨ 中国銀行(株)片上支店 

支店長 虫明克志 
金融支援

指導 
住所 

TEL 

備前市東片上 36-1 

0869-64-287 

⑩ トマト銀行(株)片上支店 

支店長 石井明人 
金融支援

指導 
住所 

TEL 

備前市西片上 51-14 

0869-64-2329 

⑪ 備前信用金庫 

理事長 高森謙二郎 
金融支援

指導 
住所 

TEL 

備前市伊部 1660-7 

0869-64-4111 
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⑫ 日生信用金庫 

理事長 木下洋司 
金融支援

指導 
住所 

TEL 

備前市日生町日生 888-5 

0869-72-2111 

⑬ 備前観光協会 

会長 藤原美佐男 研修 
調査 
分析 

住所 

TEL 

備前市日生町寒河 2570-31 

TEL0869-72-1919 

⑭ 中小企業診断士 

児玉健治他 分析 
指導 
講師 

住所 

TEL 

岡山市北区表町 1丁目 8-9 

086-227-7533 

⑮ 中国税理士会瀬戸支部 

支部長 石原隆平 
指導 
講師 

住所 

TEL 

備前市日生町寒河 2570-31 

0869-72-2620 

⑯ 社会保険労務士 

溝邊榮他 
指導 
分析 

住所 

TEL 

備前市吉永町吉永 918-1 

0863-84-2353 

⑰ （公社）瀬戸法人会 

会長 長﨑信行 
研修 
調査 

住所 

TEL 

備前市東片上 230 番地 

0869-64-2885 

⑱ 東備青色申告会 

会長 溝邊榮 
研修 
調査 

住所 

TEL 

備前市日生町寒河 2570-31 

0869-72-2151 

⑲ 
（一財）岡山セラミックス技術

振興財団 

理事長 吉鷹 啓 
研修 
調査 

住所 

TEL 

備前市西片上 1406-18 

0869-64-0505 

⑳ 耐火物協会 中国四国支部 

支部長 松下謹二 
研修 
調査 

住所 

TEL 

備前市東片上 230 番地 

0869-64-3341 

㉑ 協）岡山県備前焼陶友会 

理事長 木村宏造 
研修 
調査 

住所 

TEL 

備前市伊部 1657-7 

0869-64-1001 

㉒ 
（公財）特別史跡旧閑谷学校顕

彰保存会 

理事長 森崎岩之助 

研修 住所 

TEL 

備前市閑谷 784 

0869-67-1427 

㉓ 和気地区雇用開発協会 

会長 飯田栄司 

研修 住所 

TEL 

備前市東片上 230 番地 

0869-64-2885 

㉔ 和気公共職業安定所 

所長 浦上良巳 

研修 住所 

TEL 

和気郡和気町和気 524-1 

0869-93-1191 

㉕ ジェトロ岡山 

所長 高宮純一 
海外展開
支援 

住所 

TEL 

岡山市北区厚生町 3-1-15 

086-224-0853 
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小 規 模 事 業 者  

支援 
指導

地域経済の活性化

 

備前商工会議所 
経営発達事業（４つの指針事業） 

相

談 

①(独行)中小企業基盤整備機構中国本部 

②備前市まちづくり部 

③岡山県産業労働部 

④(公財)岡山県産業振興財団 

⑤岡山県商工会議所連合会 

⑦日本政策金融公庫岡山支店 

⑧備前市金融協会 

⑨中国銀行(株)片上支店 

⑩トマト銀行(株)片上支店 

⑪備前信用金庫 

⑬備前観光協会    ⑭中小企業診断士 
⑮瀬戸税理士会    ⑯社会保険労務士 
⑰（公社）瀬戸法人会 
⑱東備青色申告会 
⑲(一財)岡山セラミックス技術振興財団 
⑳耐火物協会中国四国支部 
㉑(協)岡山県備前焼陶友会 
㉒（公財）特別史跡旧閑谷学校顕彰保存会 
㉓和気地区雇用開発協会   
㉔和気公共職業安定所 
㉕ジェトロ岡山 

主に事業計画策定に関

する支援連携 
主に事業計画策定及び

金融支援に関する連携

 

主に需要動向調査、

地域の活性化に資

する取り組みでの

連携 

 
 


