
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
琴平町商工会（法人番号 6470005002914） 

実施期間 平成 30年 4月 1日～平成 35年 3月 31日 

目標 

１．企業経営を存続させるためには、小規模事業者であっても、中長期的な事業計画を

策定し、策定後もＰＤＣＡの実行が必要不可欠であることの認識の普及に努める。 

２．効果的な事業計画策定のために、信頼できる地域の経済や需要の動向調査を行い、

経営分析カリキュラムの向上や関係機関からの専門家派遣により、充実した計画策

定の支援体制を構築する。 

３．更に、当町においては、「経済の縮小」と「極端な人口の減少」が絡む深刻な「弱

み・脅威」と同時に今日も金刀比羅宮の門前町としての有形・無形資産が生み出す

「強み・事業機会」が混在する。そのような地域の状況を小規模事業者の中長期的

なあり方として充分に踏まえながら、需要開拓の支援に邁進して行く。 

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に関すること 

これまでの全国連の中小企業景況調査は、四半期毎に年４回、小売・サービス・製

造・建設の 4 業種 10 件の対象事業所に対して行って来たが、それを当町で最も信

頼できる地域経済動向データとするために、65件に増やして調査分析する。 

２．経営状況の分析に関すること 

ＳＷＯＴ分析に始まり、これまでの決算書による経営指標分析に加え、その小規模

事業者に適合した経営支援ツールを活用し、巡回指導の際には、タブレット端末等

で分析データをアウトプットする等の経営指導のスキームの向上を図る。更に高度

で専門的な相談においては、ＰＭ型支援で伴走型支援に努める。 

３．事業計画策定支援に関すること 

  小規模事業者の経営が「地域で継続的に付加価値を生むゴーイングコンサーン」と

なるために、中長期的なビジョンでの事業計画策定の伴走型支援に努める。 

特に、創業・第二創業（経営革新）支援については、琴平町の強みである有形・無

形の資源とのマッチングを意識しながらの事業計画策定支援を心がける。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

策定後の支援カリキュラムは、事業計画策定後１年間に渡り、経営指導員が 1 回/

月の定期的な巡回訪問を実施し、ＰＤＣＡサイクルを回し、進捗状況等のフォロー

アップを行う。特に創業者に対しては、創業月は、3回/月以上の巡回を行う。 

５．需要動向調査に関すること 

小規模事業者が販売する商品又は提供するサービスに対する需要動向を把握する

ため、個社の需要動向調査を実施して情報の収集・分析を行い、情報提供すると

共に、事業計画の策定やブラッシュアップに活用することで、より効果的なＰＤ

ＣＡサイクルの実現につなげる。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

小規模事業者が経営環境の変化に対応するため、新たな需要の開拓のためのセミナ

ーの参加を促し、商談会・物産展等への出展や、アンテナショップへの出店に向け

て、効果的なチラシやＰＯＰの作成等の伴走型支援を行う。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

門前町としての「強み」や「事業機会」を活かして、「こんぴらブランド」の構築

に向けて一丸となり、観光産業活性化の成果を全産業的な波及に繋げる。 

連絡先 

＜商工会名＞ 琴平町商工会 

＜住  所＞ 香川県仲多度郡琴平町榎井８６９－５ 

＜電話番号＞ ０８７７－７３－５５２５ 

＜ＨＰ＞ http://www.shokokai-kagawa.or.jp/kotohira/ 
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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 
 

【琴平町の現状】 

琴平町は、香川県の中心部に位置し、面積 8.4ｋ㎡の小さい町ながら、古くは「讃岐のこんぴらさ

ん」の呼び名で知られる金刀比羅宮の門前町として、全国からの参拝客で賑わい、昭和の後期まで

は大変栄えた観光の町である。地場産業として、「讃岐一

刀彫」「清酒」「製菓」等があり、農業においては良質の「に

んにく」は香川県が全国２位、当町は、県下で１位の生産

量を誇っている。 

しかしながら、近年の高齢化や後継者不足の問題に加

え、平成に入ってからは、地価高騰とモータリゼーション

の全世帯的な普及に伴い、住民の近隣町への移住や事業所

の移転が急増し、昭和 50 年には、14,154 人あった人口は、

平成 27 年には、9,189 人にまで減少し、近隣客を相手とす

る小売・サービス業の廃業が相次ぎ、昭和 50 年には、1,080

人であった小規模事業者数は、平成 27 年には、612 人に激

減しており、とりわけ中心市街地の空洞化現象が際立って

きている。 
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【当町の小規模事業者数等の経緯】 

 

年度 商工業者 小規模事業者 商工会員数 組織率 

昭和５０年 1,274 1,080 789 61.93％ 

６０年 1,307 1,146 789 60.29％ 

平成１０年 1,192 1,063 733 61.49％ 

２０年 895 803 557 62.23％ 

２７年 729 612 478 65.57％ 
＊ ここ７年間は毎年、平均 27 人の小規模事業者が減少している。 

 

また、観光産業も、昭和 63 年の瀬戸大橋開通時の急激な観光客の増加の際に、おもてなしの対応

の欠如や過度な設備投資等の内的要因に加え、ネットビジネスの普及による消費者の新しいトレン

ドに対応しきれず、瀬戸大橋の開通した昭和 63 年には 500 万人を超えた観光客も昨年は瀬戸大橋開

通後最低の 230 万人に落ち込み、「人口減少が地域経済の縮小を呼び、地域経済の縮小が人口減少を

加速させる」という負のスパイラル（悪循環の連鎖）に歯止めがきかない極めて深刻な局面を迎え

ている。 

 

 
 

これに対する近年の対策として、平成 10 年に町が旅館組合と連携し、温泉掘削のもと給配湯を開

始した「こんぴら温泉郷」、続いて平成 12 年には、琴平町中心市街地活性化基本計画を策定し、商

工会とＴＭＯ構想に取り組んだが、末端のハード事業、及びソフト事業は実施されたものの、観光

客の回遊性向上（＝滞在時間延長）のための核となる「外湯施設構想」が町全体としてのコンセン

サスが得られず、実現に至っておらず、抜本的な解決策には至っていない。 

その後、商工会は、平成 22 年・23 年と全国連の地域資源全国展開支援事業に取り組み、琴平の有

形・無形の資源を洗い出し、こんぴら歌舞伎とこんぴらにんにくで「こんぴら」のブランディング

を狙った「こんぴら歌舞伎絵看板展示事業」や「ガーリック侍」開発等の農商工連携事業を開始し 
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た。これらは、まだ知名度は低いが今後の地域産業の在り方を示したツールとして、更なる発展が

期待されている。 

また、観光業の最近の際だった動向としては、宿泊客の減少に加え、参拝客の滞在時間が短縮し、

１人あたりの平均消費者単価は同型門前町と比較して極めて低いとされている。逆に期待できる傾

向としては、インバウンド観光客の急増である。とりわけ、高松空港の直行便が開設され、台湾と

香港客が大半を占める状況であり、今後の町全体が一体となった着地型の接客やターゲットを絞っ

たマーケティングにも期待がかかるところである。また香川県が掲げる「うどん県」のＰＲ効果も

あり、パワースポット巡り的な新しい認識と相まって、若年層の客の割合が増えていることも当該

計画策定の念頭におきたい。 

 

更に、27 年度、町がこれからの長期的なヴィジョンとして「琴平町まち・ひと・しごと創生総合

戦略」を策定した。その根幹をなす基本目標を「地域産業を活かしいきいきと働けるまちづくり」

として掲げられ、28 年度より、商工会が担う補助事業として、地域内消費、循環を目的とした「プ

レミアム付商品券発行事業」、新規創業と商店街のテナントミックスのための「空き店舗対策事業」、

営業持続や創業のための資金繰りの安定を図る「利子補給金給付制度」等の取り組みを行い、また、

観光業者からの要望が高い「インバウンド語学セミナー」等も独自で開催したところである。 
更に、28 年 5 月に発表された経済産業省によるＲＥＳＡＳ（地域経済分析結果）では、当町の強

みは「宿泊業、飲食サービス」の労働生産性が全国的に高水準にあり、それは、日本有数の観光地

である伊勢神宮、出雲大社を上回る結果ではあるが、それに対し「食料品製造業」は全国平均の約

0.7 倍と低く、地産地消の認識が弱い事実を露呈しているとも読み取れる。 
 

 
【ＲＥＳＡＳ：他の同型観光地との生産性の比較】 

 

 
そこで、製造業の生産性を高めるために、観光と「農・商・工」との全業種的な連携策の一環と

して、28 年度より、ガーリック侍の販売組織「ＮＰＯ法人こんぴら門前街うまいもん本舗」と連携

し、「こんぴらブランド新商品開発事業」を開始し、既存のガーリック侍のブラッシュアップや新し

い商品開発の取り組みを始めたところである。 
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以上の主だった現状を含め、28 年度、創生総合戦略の一環として開催された琴平町観光基本計画

検討委員会において協議された強み・弱み等は下記のＳＷОＴ分析のとおりである。 
 
【琴平町産業のＳＷＯＴ分析】 

 

 

 

【総括】 

国の地方創生の深化に向けた政策の推進においては、「観光業を強化する地域における連帯体制の

構築」が掲げられている。それは「これからは、農業、伝統工芸品、自然、文化等の地域資源を活

用する多様な主体をまとめあげ、観光産業の付加価値の向上による地域経済全体の活性化を図るべ

き」との指針である。この方針は、当町の創生総合戦略にも生かされており、その基盤となる力は

地域経済の活性化に他ならない。 

琴平町は金刀比羅宮という大いなる資産を持ち、また今日においても、上記のＳＷＯＴ分析の通

り、大いなる事業機会に恵まれながらも、観光・商業・工業・農業等の連携が希薄で、その「強み」

に応じた総合的付加価値を創れていないと総括する。今日においてはそれが、観光客の激減に加え、

金刀比羅宮を参拝するだけの通過型観光地の傾向に甘んじてしまっている。これは金刀比羅宮の誘

客力に依存し、地域での取り組みに、そう努力しなくとも、各企業や生産者は経営が成り立ってき

たからであろう。これからはその体質から脱却し、門前町の住民文化に触れあって頂くことを観光

とする「着地型観光」の理念を共有することを軸とし、全産業的な連携のもと、様々な事業機会を

効果的に生かすことが重要である。 

当会の経営発達支援計画は、このような地域の現状における小規模事業者の在り方を踏まえ、地

域で事業を存続させるためには、これまでのような場当たり的な経営手腕に頼る傾向から脱却する 

 
強み 弱み 

 
 
内 
的 
要 
因 
 
 
 

 
○金刀比羅宮の門前町としての知名度の高さ 
○有形・無形の文化遺産 
○書院等に貯蔵されている美術品 
○日本最古の芝居小屋金丸座 
○観光業と農業の高い労働生産性 
○住民の金刀比羅宮の信仰心 
○住民の過疎限界集落目前の危機意識の芽生え 
○空き店舗のモデルケースの取組み 
○こんぴらにんにくの付加価値上昇 

 
○人口の過疎化（地域内消費の低迷・生産人口の減少） 

○住民・事業主の高齢化（廃業の続出） 
○中心市街地の空洞化（空き店舗の増加） 
○観光立町としての住民全体の連帯感が希薄 
○食料品製造業が弱い 
○地元のグルメ・特産品が少ない 
○独自の魅力的な土産物が少ない 
○官民ともにハードに踏み切る資金力の欠如 

 
機会 脅威 

 
 
 
外 
的 
要 
因 
 

 
○インバウンド客（台湾・香港）の急増 
○パワースポット巡りとしての観光客の増加 
○まんのう国営公園の集客イベント 
（イルミネーション・モンスターバッシュ） 
○うどん県として若年層観光客のブーム 
○ＪＲ四国ＤＣキャンペーン 
○香川せとうちアート観光圏構想 
○2020 年東京オリンピック・パラリンピック 
○県・町の台湾との交流の活性化 
○高松空港台湾・香港直行便の開設・ソウル直

行便のＬＣＣ化と増便 

 
○四国における観光地の競争の激化 
○観光客動員数の減少（瀬戸大橋開通以降最低） 
○通過型観光として認識（観光滞在時間の縮小） 
○観光客一人当たり消費単価の低迷 
○国内旅行客の減少 
○ネット産業の急増（小売業への圧迫） 
○ゲストハウス（民泊）の急増による宿泊価格の下落 
○公共投資減に伴う建設業の不振 
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ことを強く促し、小規模事業者であっても長期的な事業計画が必要不可欠であるという認識を当地

域で根付かせるとともに、事業計画を策定した事業所の経営発達に寄与するために取り組むものと

する。 

 

 
【目標】 

琴平町における長期的な地域振興計画「琴平町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の基本目標で

ある「地域産業を活かしいきいきと働けるまちづくり」の今後５年間の活性化メニューを当地域で

唯一法人化された経済団体である当会がリーダーシップを発揮しながら実施して行く際、その根幹

となる実施主体は、地域に最も密着した小規模事業者に他ならない。 
そこで本事業をこれからの地域振興における重要な鍵を握る小規模事業所の経営発達のための支

援事業と位置づけ、平成３０年度から５年間の各支援項目毎に目標及び目標数値を掲げ、それらを

ＰＤＣＡサイクルのもと遂行して行くことを目標とする。 
 

          【本事業における中長期的な経営支援の在り方】 

 
「観光立町としての交流人口の拡大こそが生き残る方策である」 

金刀比羅宮の門前町として誇りを持ち、観光を中心とした交流人口の拡大（観光客の増加・雇用

の創出）の実現こそが、地域の生き残る方策であるという認識を地域で高めていく。 
 
「成果の相乗効果が新たな付加価値を産む」 

小規模事業者への「経営支援業務」と「地域振興業務」の成果の相乗効果が新たな付加価値を産

むという総合的な認識のもと、本事業の各項目の事業に取り組む。 
 
「地域で最も信頼できるデータを構築する」 

地域における経済動向調査の件数をこれまでの６倍以上にし、更に地域独自の定期的な需要動向

アンケートを本事業で新規に開始し、最も信頼できる地域産業データとして構築し、全国的な経

済動向、需要動向と比較対照しながら分析する事で、小規模事業者の事業計画の現実性の向上に

役立てる。 
 
「これからの観光産業は観光業者だけではできない」 

既存の観光産業の概念から脱却し、一次産業・二次産業を含めた多様な主体をまとめあげるプラ

ットフォームとしての役割を認識し、「こんぴらブランドの構築」のために、着地型観光の新しい

誘客策や「商品・サービス」開発、及び開発支援に取り組む。また、県・町のインバウンド交流

事業と連携し、今後５年間においては、特に相手国のターゲットを絞ったマーケティングを開始

し需要開拓に務める。 
 

「空き店舗等での創業支援の意義は大きい」 

中心市街地の空き店舗での創業は、１店の事業者増加の経済効果だけでなく、テナントミックス

の実現、門前町の景観等、様々な観点から有益であり、本事業での伴走型支援を通して、地域ぐ

るみで空き店舗の創業者を迎え入れるような盛り上がりを創出していく。当面は非常に難しいが

成功事例を創れば追随する可能性は十分にある。 
 
 
 
 
 



６ 
 

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３０年４月１日～平成３５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｝ 

   

（目的） 

地域の経済動向を把握・分析し、小規模事業者にその情報を提供することは、経営発達支援事

業（以下「本事業」と呼ぶ）を遂行するうえで必要不可欠なことである。これまでは、巡回指導

時のヒアリングを中心に地域の経済動向の把握に努め、具体的な指標としては、全国連の中小企

業景況調査（アンケートにて町内 10 事業者に年間４回、計 40 回実施）を資料としてきたが、そ

れは当地域の特有の経済動向の把握には至っていない。 

これからは、業種毎に件数を増やし、小規模事業者にとって有益な情報として蓄積・分析し、

情報発信を行っていく。また、それらの地域の経済動向を全国・県下のそれと比較分析し、平素

の指導業務や事業計画策定時の貴重な資料とすることを目的とする。 

 

（事業内容） 

① これまでは、全国連の中小企業景況調査で、小売・サービス・製造・建設の 4業種 10 件、

四半期毎に、業況・売上額・原価・資金繰り・設備投資・従業員数・引合い・支払い条件、

並びにその動向要因等のヒアリングを行ってきたが、これからは対象事業所を業種毎に増

やし、とりわけ、本町の特性を把握するために、小売・サービス・製造においては、観光

とその他に分け、更に、観光のサービスにおいては、宿泊業とその他に分けて調査し、当

町の経済動向を業種別に把握するのに充分な量のデータを収集する。 

 

② 調査したデータの分析の手法としては、全国連や県連の同調査の報告と比較し、当町の地

域の状況を業種毎に分析、整理し、当会のホームページや「商工会のお知らせ」等で情報

発信していく。また、平素の巡回・窓口指導等には、有益な情報を整理して小規模事業者

へ伝え、更に、事業計画策定時やその軌道修正の際には判断の基礎資料とする。 

 

③ 当地域の中軸的な近隣客相手の商業団体「こんぴらメンバーズカード会」の会合に毎月参

加し、リアルタイムで地域の経済動向や高齢化が進む顧客のニーズ等の情報収集に努める。 

 

④ 当地域で８割近くを占める観光、及び商業については、日本観光振興協会の「短期観光動

向調査」、観光庁の「観光白書」や「訪日外国人消費動向調査」で国内外の旅行者動向や地

域の消費動向を把握し、また、日経テレコムや日経（流通）新聞等の景況・消費者動向や

「全国商店街支援センター」等の全国各地の商店街の活性化の成功事例を調査することに

より、全国的な動向と比較することにより当町の地域の動向を把握し、有益な情報をピッ

クアップして通常の巡回指導に役立てることをルーティン化する。 

 

⑤ 当地区では比較的件数の少ない建設業・製造業の動向については、労働保険の年度更新の

際の請負事業額や従業員給与額の数値、及びヒアリングを通して経営指導員が業界の動向

の把握に努める。 
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⑥ 琴平町観光協会に加え、今年度の四国ＤＣ（Destination Campaign）に向けて、当会とも

連携が強化されているＪＲ四国の誘客戦略室等との交流を通して、新しい観光客のトレン

ド等の情報収集に努める。 

 

（目標）           

【中小企業景況調査  目標事業所数】 

 

   ＊各事業所四半期毎に年４回実施する。 

    ＊調査件数の根拠はその地域内の業種の１割以上とする。 

   ＊調査項目内容は全国連の中小企業景況調査と同じものとし全国、県の経済動向と比較ができるようにする。 

 

 

（効果） 

① 上記調査による各業種の景況状況等をホームページに掲載し、小規模事業所の自主的な自

社営業状況のＰＤＣＡに役立てることができる。 

② 経営指導員等の巡回指導の際にタブレット端末を活用する等し、有益な情報をピックアッ

プして伝えることは、指導内容の幅を広げることができ、地域の需要に応じた商品・サー

ビスの取組み、並びに経営分析、及び事業計画策定の動機付けや策定資料として役立てる

ことができる。 

 

 

２．経営状況分析に関すること｛指針①｝ 

 

（目的） 

  小規模事業所の経営分析は、これまでは、金融機関向けの事業計画策定や返済条件の変更、また、

補助金の申請時に取り組む場合が多かったが、本事業においては、経営上の課題点を抽出し、経

営指導員の伴走型支援による「付加価値を高めるための支援プロセス」のスキームを定着化させ

ることを目的として取り組んでいく。 

対象業種 現状 平成 30 年 平成 31 年 平成 32 年 平成 33 年 平成 34 年 

小売 
観光 0 5 10 10 10 10 

その他 3 5 10 10 10 10 

サービス 

（観光） 

ホテル・

旅館 
2 

5 10 10 10 10 

その他 5 10 10 10 10 

サービス 2 5 10 10 10 10 

製造（観光） 0 5 5 5 5 5 

製造 2 3 5 5 5 5 

建設 1 3 5 5 5 5 

合計 

（内観光関係） 

10 

 （１） 

36 

(20) 

65 

(35) 

65 

(35) 

65 

(35) 

65 

(35) 
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  また、高度で専門的な支援課題については、関連機関の外部の専門家と共に、新しい事業計画

を策定するＰＭ（プロジェクトマネージャー）型支援体制を構築して対応していく事とする。 

 

（事業内容） 

① 経営指導員の巡回・窓口相談、各種セミナーの開催等を通じて小規模事業者の経営分析を行い、

小規模事業者の持続的発展に寄与する。 

 

② 小規模事業者が自社の経営状態、販売する商品、サービス、保有する技術、ノウハウの現状を

把握し、新たな需要開拓の取り組み、新事業展開や高付加価値創造に向けての取組み、売上増

加や収益の改善等を目指す。 

 

③ 高度で専門的な支援や経営の持続化のために緊急で深刻な相談については、関係機関と連携し

たプロジェクトマネージメント型支援により、小規模事業者のこれまでにはない高いニーズに

応える事により、新しい付加価値の創造及び、経営改善に寄与する。 

 

④ 基本的な支援プロセスのスキームは次のとおりとする。 

 
【基本的な経営分析支援のスキーム】 

 

  ＳＴＥＰ１：事業概況の把握（経済や業界動向を背景としたＳＷＯＴ分析） 

   営業概要、業歴、従業員や後継者の状況に始まり、商品、サービス、技術、所有資産等の強

み・弱み、業界の動向等の基本的な事項をまず、事業主からヒアリングし、ＳＷＯＴ分析で事

業概況を事業主と共通の認識をもって把握する。この段階から従業員や家族の意見も聴く等し、

分析の客観性と支援計画策定に向けて企業内での合意形成に配慮しながら取組む。 

 

ＳＴＥＰ２：経営分析の実施（課題点の抽出） 

   事業者の支援ニーズに応じて、３期分の決算書（BS/PL）による経営資産や経営状況の分析に

加え、収益性、生産性、成長性、安全性等の数値分折を行い、経営課題を抽出する。 

 

ＳＴＥＰ３：課題点の要因の分析（分析ツールの活用） 

抽出された経営課題の要因が、まずは、経済動向にあるのか、内的問題なのかを、全国連、

県連、そして当町の景況調査結果に加え、指導員・支援員が日常の指導業務（金融業・決算記

帳業務）で知り得た情報も活かしながら、全国連の分析システムや中小企業基盤整備機構の経

営自己診断システム等の分析ツールを活用しながら課題点の要因を探し出す。 

分析ツールについては、今後も県下の専門家や商工会議所・商工会と連携しながら、更に対

象事業所の相談に適応したソフトとなるように改善、研究に取り組んで行く。 

 

ＳＴＥＰ４：解決策・改善策の検討（高度で専門的な問題については専門家を派遣） 

課題点の要因結果に基づき、解決策、改善策を業界の成功事例や需要動向等を踏まえながら、

事業者と共に検討を行う。 

その際、高度で専門的な課題については、県連合会のエキスパートバンク、及び経営改革サ

ポート事業、ミラサポの専門家指導や施策マップ、中小企業基盤整備機構やかがわ産業支援財

団等の中で、最も適した専門家の派遣に努め、課題点の解決を図る。 
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（目標）        

【経営分析に関して経営指導員等が行う指導、及び支援の目標数値】 

 ＊ＰＭ型支援については、経営指導員等が高い付加価値を生む新規性や創造性のある案件、もしくは事業存続のた

めに深刻な状況を克服するために、専門家を派遣し事業所内外のステークホルダー等とチームを作り、継続的

に行った支援とする。 

 

（効果） 

 ① 経営分析を行うことで、総括的な課題点が抽出され、その要因が何であるかが把握でき、そ

の都度の対策案、並びに中長期的な経営戦略・経営計画を策定していくための基礎データと

することができる。 

 

② これらの基礎データを活用し、商工会職員がタブレット端末を携帯して巡回指導にあたり、

全国連が作成した分析ツール等を使用すれば、経営指標レーダーチャート、損益分岐点、年

次の経営指標等の情報を即座に提供することが可能となる。 

 

③ また、継続的に行うＰＭ型支援のＰＤＣＡサイクルを実践する過程においても、上記の経営

指標はその支援効果の判断基準として大変有効に機能されることが見込まれる。 

 

 

３．事業計画策定支援に関すること｛指針②｝ 

 

（目的） 

  小規模事業者が経営課題を解決するため、前述した１．の経済動向調査、及び２．の経営分析

の結果を踏まえ、直面する課題の対策についての伴走型支援も大切だが、本事業では、その事業

所が「地域で継続的に付加価値を生むゴーイングコンサーン」となるための支援こそを命題とし、

そのための中長期的な事業計画策定の伴走型支援に努める。 

また、若年経営者、及び後継者のいる事業所には、これからの地域の経済動向を見据え、単な

る経営の改善策に留まらず、新商品やサービスの創造、新しい発想での販路開拓、異業種とのマ

ッチングによる業態改革等の経営革新を、念頭においた長期的な計画策定を促す。 

更に、創業・第二創業（経営革新）支援については、支援対象者の経験、スキル、ノウハウ、

資産等の強み・弱みを見極めながら、「琴平町まち・ひと・しごと創生総合戦略」との連携を常に

意識し、金刀比羅宮門前町の知名度、並びに一刀彫・染物等の伝統工芸、及びこんぴらにんにく

等の良質な資源の強みとリンクする事を意識しながらの事業計画策定支援を心がける。 
この様に「琴平の資源を活用した新しい産業の創出は、新たな地域の活力を生み、その地域の

活力がまた新たな産業を生む」という正のスパイラルの起業こそが、今、当町では強く求められ

ている。そのためにも、場当たり的な経営に埋没するのではなく、企業存続のためには事業計画

の策定こそが、必要不可欠であることを徹底的に周知しながら、事業計画策定支援に取り組んで

行く。 

 

支援内容 現状 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 

巡回指導延件数 826 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

上記の内経営分析を 

行う事業所件数 
15 24 24 24 24 24 

専門家派遣回数 11 36 72 72 72 72 

＊ＰＭ型支援事業数 1 2 2 4 4 4 
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（事業内容） 

① 専門家派遣の依頼のあった事業者のみならず、経営指導員・支援員のルーティンの指導業務に

おいて、小規模事業者であっても事業計画策定の必要性や有効性を説き、策定支援を希望する

事業には積極的な伴走型支援を行い、事業計画策定事業所を増やして行く。 

 

② 補助金申請のためだけの事業計画であってはならないが、小規模事業者持続化補助金や中小企

業ものづくり補助金等の公募開始時期に合わせて、事業計画策定支援セミナーを開催し、まず

は、策定件数を着実に増やしながら、本来の事業計画策定の有意義性を説いていく。 

 

③ 事業承継に係る経営計画については、主に承継する側が主体となることを鑑み、商工会青年部

会で定期的な専門家派遣を実施する。また、町内の会員からの依頼には当然のことながら、会

員外の方でも後継者がいない事業所を巡回し、専門家を派遣する等し、地域経済の活力維持に

努める。 

 

④ 観光客は減少傾向にありながらも、年間２３０万人を集める全国的に有名な門前町であるた

め、今日においても創業や第二創業の希望者は少なくはない。そこで、地域の特性や情報等も

含めた次の創業（第二創業）セミナーを新たに開催し、実現性のある事業計画策定を支援する。 

 

【 こんぴら門前町創業セミナー講義内容（例）】   

⑤ 創業、及び第二創業の事業計画の策定支援については、県連合会等が実施する創業塾、並びに

28 年度、隣町のまんのう町に設置された県の産業支援財団の「香川県よろず支援拠点」等を

当会のホームページや「商工会のお知らせ」等で頻繁に広報し、事業計画策定の際には、伴走

型支援を行っていく。 

 

（目標） 

         【事業計画策定支援セミナー等の開催回数目標数値 】 

 

 

○基本的な創業のための基礎知識 

○歌舞伎やにんにく等の地域資源活用型の新しい商品・サービス開発 

○創業者の町内での実現性を見極めるための当町の産業の強み・弱み 

○参道及び商店街等空き店舗の情報並びに町の「空き店舗対策事業補助金」等 

○上記の内容を習得・把握した上で創業における事業計画策定のポイント 

支援内容 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

事業計画策定セミナー開催回数 1 2 3 3 3 3 

事業計画策定者数 8 10 15 15 15 15 

創業(及び新産業創造) 

セミナー開催回数 
0 1 2 2 2 2 

創業（第二創業者）者数   0 3 4 5 6 7 

事業承継者数   0 1 2 2 2 2 
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（ＫＰＩ） 

本事業の１．経済動向調査 ２．経営分析支援 ３．事業計画策定支援 による 

５年度の支援成果の目安とするＫＰＩを次の通り設定する。 

 

【本事業で事業計画策定支援した小規模事業所の成果としてのＫＰＩ】 

 

① 当会が事業計画策定を伴走型で支援した事業所の５年後の「付加価値額（又は一

人当たりの付加価値額」の伸び率を 10％以上、もしくは、経常利益の伸び率を、

3％以上とする。 

② 当会が伴走型で支援し、創業（第二創業）及び事業承継した者については、まず、

初年度の黒字決算を目標とし、それ以降の目標数値は①と同様とする。 

 
    ＊３年後の目安は上記の伸び率の 50％とする。 

（効果） 

 ① 事業所の課題と現状の把握ができ、目指すべき改善点の検討に役立つ。 

 ② 目標達成に向けて家族や従業員と共に一丸となって取り組むことで事業所全体のモラールが

高まる。 

 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること（指針②） 

 

（目的） 

小規模事業者が自ら行うＰＤＣＡと前述した全国連の経営支援ツール等をリンクさせ、実施後の

ＰＤＣＡを更に熟成した形へと回転させ、事業計画策定後も伴走型支援を行う。事業計画遂行中に

予期せぬ経営環境の急激な変化や内的なトラブルが起きた場合には、ＰＭ型支援体制等で機敏に対

応し、適切な軌道修正を行う。 

また、新規創業者については、事業が軌道に乗るまで、こまめな巡回指導を継続するものとする。 

 

（事業内容） 

① 策定後の支援のカリキュラムとしては、事業計画策定後１年間に渡り、経営指導員が 1回/月

の定期的な巡回訪問を実施し、ＰＤＣＡサイクルを回し、進捗状況等のフォローアップを行

う。 

 

② ①の確認資料としては、全国連の経営支援ツールや計画策定時に関与した専門家と相談のも

と、最も適切な手法（ツール）により、その時点の課題抽出を行い経営状態の「見える化」

を推進していく。原則、事業主が自主的にチェックできるようにツールの使用方法について

も十分に説明しておく。 

 

③ 実施後２年目からも、必要に応じて随時、経営指導員等が巡回し、５年後の売上目標（原則

10％以上）に向けて順調に推移しているかどうかを最終的なチェック目標とする。 

 

④ その際、キャッシュフロー状況や資金繰りの安定については充分に注意し、必要であれば日

本政策金融公庫と連携して「小規模事業者経営発達支援融資制度」等の斡旋を行う。 

 

⑤ 創業者に対しては、創業月は、3回/月以上の巡回を行う。その後は最初の１年目までは 1回/
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月の定期的な巡回指導を実施し、事業が軌道に乗るまでは、ＰＤＣＡサイクルを回しながら

確認し、特にキャッシュフローの指導に努める。 

 

⑥ 第二創業（経営革新）者及び事業承継をした事業所に対しては、最低でも四半期ごとの巡回

指導を行う事とする。 

 

 

 

（目標） 

         【事業計画策定後のフォローアップ件数等の目標数値】 

 

 

（効果） 

① 支援体制を構築し、支援カリキュラムを強化し、ＰＤＣＡサイクルの伴走型の支援を実施す

ることにより、事業主が立てた目標に向けての実現性が向上する。 

② 小規模事業者に見られがちなこれまでの事業主の直感的な裁量による経営体質から脱却し、

客観性を向上することができる。それは零細であっても事業所内のコンセンサスを高め、全員

経営の連帯感を高めることができる。 

③ 本事業を根気強く継続することで、地域における小規模事業者に事業計画策定に対する重要

性の認識を構築することができる。 

④ 経営指導員等が本事業を地域内で継続的に実施する過程において、様々な業界の商品（サー

ビス）・市場・顧客ニーズ等の情報を得ることにより、地域におけるＢtoＢの有益なマッチング

を生み出す可能性を孕んでおり、新たな事業分野の開拓にも期待がかかる。 

 

 

５．需要動向調査に関すること（指針③） 

 

（目的） 

小規模事業者の持続的な売上と利益を確保するためには、時代の流れやトレンドに加え、地域

の景況や実状によっても変化する顧客のニーズに対応した商品・サービスのマーケットインを継

続することが重要である。 

そこで当事業では、個社支援として、事業計画策定を支援した事業者等を対象に、その事業者

の顧客に対して、特定の商品・サービスについての需要動向調査を行う。 

また、その需要動向調査をより効果的に活用するために全国のマクロ的な業種別・品目別の最

新動向の情報を調査し、比較・検証を行う。 

 

支援内容 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

事業計画策定事業者数 8 10 15 15 15 15 

事業計画策定事業者 

 フォローアップ件数 
16 120 180 180 180 180 

創業（第二創業者） 

フォローアップ件数 
4 42 56 70 84 98 

事業承継 

フォローアップ件数 
0 4 8 8 8 8 

経営発達支援融資制度 

活用件数 
0 1 2 2 3 3 
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（事業内容） 

① 個社の需要動向調査の支援 

小規模事業者が販売する商品に対する買い手のニーズを調査により明らかにし、その情報を

小規模事業者に提供することにより、需要を見据えた事業計画策定のブラッシュアップに役立

たせる。具体的には、事業計画書を策定している事業者等を対象に事業者独自の需要動向の調

査票を専門家の指導のもと事業者と共に当会が作成する。 

調査項目は基本的には次の項目とするが、その業種や商品・サービスによって修正・追加し

て設定していくものとする。 

（１）商品・サービスの選定理由 

（２）購入後の満足度（価格・内容・対応等） 

（３）今後その事業者、及び新しい商品・サービス等に期待する事等 

 

既存の顧客に対する調査では需要開拓を支援する資料としては限界があるので、その商品・

サービスの目標とする商圏範囲に合わせて調査対象のターゲットを拡大していく。そこで、物

産展・商談会・マルシェイベント等の参加を促し、需要動向調査を行う。 

（１）その事業所の顧客（既存顧客の需要動向） 

（２）県内の町おこしイベント等の来場者・バイヤー（地域内の需要動向） 

（３）都市部（東京・大阪等）の物産展等の来場者・バイヤー（全国的な需要動向） 

（４）海外（台北・香港等）の商談会等の来場者・バイヤー（国際的な需要動向） 

 

また、調査する件数は、ＢtoＣの場合は 100 件、ＢtoＢの場合は 20 件を目安として実施する

が、その商品・サービスの需要動向の資料として充分に足りる件数を専門家と検討しながら実

施するものとする。 

さらに、収集された情報は専門家と共に整理、分析を行い、次の業種別・品目別の需要動向

調査の情報と照らし合わせて事業者に提供する。 

  

② 業種別・品目別の需要動向調査の支援 
上記の特定の商品・サービスを対象とした需要動向調査の個社支援をより効果的にするため

に、業種別・品目別といったマクロ視点による調査を実施する。具体的には、日経テレコンの

「日経テレコムＰＯＳ ＥＹＥＳ」、国や県の「観光動向調査」、金融財政事業研究会の「業種

別審査事典」、各業界の専門誌や新聞紙等から業界全体の業種別・品目別の需要動向の変化や

トレンドを把握し、個社の需要開拓や商品開発の支援に役立てる。 
調査で得られた情報は週１回の職員全員のミーティングで報告し合い、共有フォルダにおい

て業種別に四半期毎に区分して保存し、日常的な経営指導においても情報提供していくものと

する。 
  

 

（成果の活用） 

① これらの調査から得られた情報は、商品構成のブラッシュアップ時の参考資料になり、販路開

拓や既存商品等の改良や新商品の開発に直接的に役立つ情報となり、より効果的なＰＤＣＡサ

イクルを実現することができる。 

 

② 各職員の業界における売れ筋商品の把握の向上が促され、日々、ルーティンの仕事に追われ、

情報の入手先が固定しがちな地域の小規模事業者に、巡回訪問や窓口相談の際に提供していく

ことは、マーケットインの意識を高める動機づけの資料としても期待される。 
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（目標） 

【需要動向調査支援事業者数】 

 

支援内容 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

既存顧客の需要動向を 

調査する支援事業者数 
0 3 6 6 6 6 

地域内の需要動向を 

調査する支援事業者数 
0 2 2 2 2 2 

全国的な需要動向を 

調査する支援事業者数 
0 2 2 2 2 2 

国際的な需要動向を 

調査する支援事業者数 
0 1 1 1 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） 

 

 （目的） 

需要開拓においては、まずは小規模事業者が多様化する自社関連の商品やサービスの需要動向

を把握し、自社商品等の「強み」を客観的に理解することから始めなければならない。その上で

新しい顧客を増やす販路開拓と新しい商品等の開発のためのマーケティングの手法、最新トレン

ド、並びにＳＮＳ活用方法等が学べるセミナーの積極的な参加を促し、同時に県内外で開催され

る物産展やアンテナショップ等の情報収集と提供に努め、参加を希望する事業者には、商談成約

や売上アップ等のアウトカムの目標設定をも明確においた伴走型の出店支援に努めるものとす

る。 

とりわけ、当町の場合、金刀比羅宮の門前町であり、その「こんぴら」の知名度を６次産業も

含めた全業種的に最大限活用することを念頭に置いて、販路開拓支援に取り組み、地域振興によ

るブランディングと個社並びに商品の知名度アップが新たなシナジーを生むことも目指すものと

する。 

 

（事業内容） 
 ① 経営環境の変化に対応するため、新たな販路の開拓や商品開発が必要であり、具体的なマーケ

ティングの方法、最新トレンド、並びにＳＮＳ活用推進等の講義を通して需要開拓の意識付け

を行う県内外の需要開拓セミナーの情報を収集・提供し、小規模事業者の参加を促す。 
 
② 更に、全国連・県連・県支援財団、地方経済団体等が開催する商談会、物産展、展示会、見本

市に加え民間のマルシェイベント等の県内外の情報を収集・整理し、地域の小規模事業者やそ

の商品に合った効果的な情報提供を行い、新たな需要開拓の取り組みへの動機づけを行う。取

り組みを行う事業者に対しては、商談による成約件数の目標を掲げ、その目標を達成するため

に、その商品の優位性・強みを明確にＰＲしたチラシ等の作成や物産展では会場ＰＯＰやレイ

アウト等の伴走型支援を行う。 

 

③ アンテナショップ（県の物産施設「栗林庵」、及び「香川・愛媛せとうち旬彩館」、全国連の「む

らからまちから館」県連の「ｍａｃｈｉ－ｋａｒａ」）等の情報収集と提供に努め、事業者へ

出展の呼びかけを行う。そして、出展希望者には、年間増加売上額の数値目標を掲げ、商品の

魅力をＰＲしたチラシやＰＯＰの作成、商品の場合は試食方法等の出展支援に取り組む。 

 

④ 海外物産展等については、現在高松空港から直行便の開設で急増している台湾と香港客にまず
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は、ターゲットを絞り、県が現地のスーパー等と連携して実施している「香川県物産展」等の

物産展やその他の現地での展示会、商談会への参加を呼び掛ける。参加事業者に対しては、商

品説明の仕方等の伴走型支援に努める。 

 

⑤ ホームページの作成やそのコンテンツのブラッシュアップに加え、日々進化しているフェイス

ブックやインスタグラム等のＳＮＳの有効活用に向けて情報化支援に努める。 

 

（目標） 

         【小規模事業者の需要開拓のための支援回数等の数値目標】 

  

  

 （効果） 

上記の支援を行うことによって、小規模事業者が取扱う商品やサービスの新たな顧客を掘り起

こす取り組みの一助となり、売上増加と経営力向上につながることが期待できる。また、これら

の需要開拓支援は個社支援のために行うものだが、ひいては「こんぴらブランド」の構築にも繋

がるものとしても重要であると考える。なぜなら、こんぴらの企業イメージや商品の知名度がア

ップすることは、「こんぴら」のイメージをアップさせ、それは、総体的な業種の付加価値を高め、

またそれが新しい需要開拓に繋がるといった正のスパイラルを起こすことが期待されるからであ

る。 

 

 

 Ⅱ.地域経済の活性化に資する取り組み 

 

（目的） 

本事業の基本目標に則り、27 年度は、昭和 63 年の瀬戸大橋開通後、過去最低の 230 万人の観

光客数となり、また、当町の最大の問題である人口減少による地域内消費の低迷が連動する等の、

急速な負のスパイラルに歯止めをかけるには、「住民が一体となった観光立町の認識」を構築しな

ければならない。 

内   容 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

セミナー延参加者数 5 15 20 25 25 25 

物産展等の出展者数 5 10 12 15 15 15 

上記の商談成約件数 2 5 6 8 8 8 

アンテナショップ出展者数 3 6 9 12 15 18 

上記の増加売上目標額（万円） 未調査 60 90 120 150 180 

海外物産展等の出展者数 0 2 3 3 4 4 

上記の商談成約件数 0 1 2 2 3 3 

ＳＮＳ等の情報化支援者数 2 4 6 8 10 12 

上記の商談成約件数 1 2 3 4 5 6 
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平成以降の歴史を紐解くなら、転換期のひとつであった平成 12 年の中心市街地活性化基本計画

における観光客の回遊性を目指した核となる外湯施設建設が、ＴＭＯ構想として認定されながら

も、当時は「観光開発は観光業者のためだけのもの」という認識が、特に農村部で強かった事も

あり、実施に踏み切る段階において住民全体のコンセンサスが得られず、郊外型の健康施設に移

行した経緯が一例としてあげられる。 
しかしながら、当町概要のＳＷＯＴ分析の金刀比羅宮の門前町としての「強み」や「事業機会」

のとおり、期待できる要素が今日においても大変多く、当町を「こんぴら観光会社」として捉え、

「こんぴらブランド」の構築に向けて一丸となり、観光産業活性化の成果を全産業的な波及に繋

げる事を本事業の目的とする。 
現在、町の今後５年間の具体的な観光開発事業を策定する「琴平町観光基本計画」のメンバー

には、観光協会や商工会関係者だけではなく、農業生産者や一般住民も参加している。当会とし

ては、この動きに全面的に連帯し、金刀比羅宮という大いなる誘客資産の恩恵だけに甘んじるこ

となく、町民参加型の着地型観光地として、新しい門前町こんぴらを創造するために、強いリー

ダーシップを発揮し、本事業に邁進して行かなければならない。 
 
（事業内容） 
① 町が策定した今後５年間の「琴平町観光基本計画」を通して、全産業が一体となった「こん

ぴら観光会社」的な発想のもと、着地型観光地を構築に向けて、地域の唯一の経済団体とし

て強いリーダーシップを発揮して行く。 
 
② 平成２１年・２２年に全国連の全国展開支援事業で商品開発した「ガーリック侍」は、こん

ぴらにんにくを活用し、当時はまだ関係が希薄であった農業者と観光業者が同じフィールド

に立ち、共同開発した農商工連携の先駆的な商品として全国村おこしコンテスト審査員特別

賞を受賞し、今日も「ＮＰＯ法人こんぴら門前街うまいもん本舗」の会員企業で販売が行わ

れている。その流れを発展的に継続するために、本年度はこんぴら門前街うまいもん本舗が、

「こんぴらブランド新商品開発事業」の取組みを開始したが、次年度からは当会の本事業に

より、更に発展的な商品開発や販路開拓にむけて、本格的な事業展開を開始していく計画で

ある。 
 
③ 更に、前述したように当町は他の同型観光地に比べて、観光業者の労働生産性は高いのに、

食料品製造業の労働生産性が低いという特徴を有している。これにより、ＯＥＭ商品が多い

ことを露呈する分析結果となっているが、やはり、ここでも、町内産業間での連携の希薄さ、

地産地消の認識の弱さが読み取れる。これからは、地域の飲食業者や製造業者が、地産地消

をテーマにした商品、及びメニューの開発に取り組む場合は、町の特産品開発補助金を斡旋

する等し、「こんぴらブランド新商品開発事業委員会」を当会内に設置し、「ＮＰＯ法人こん

ぴら門前街うまいもん本舗」と連携しながら地域ぐるみで積極的な支援を行っていく。 

 
④ 「琴平町まち・ひと・しごと創生総合戦略」における「地域産業を活かしいきいきと働ける

まちづくり」の主軸事業でもある空き店舗が増加する中心市街地において、新規創業（第二

創業）の支援を行い、商店街のテナントミックスにも配慮した空き店舗対策事業を行うため

に、町の「空き店舗対策事業補助金」を「商工会のお知らせ」等で周知し、出店希望者には

積極的な活用支援を行う。 
 
⑤ 地域内の消費人口が低迷し、更に消費流出も激しくなる中、地域内消費・循環を目的とした

「プレミアム付商品券発行事業」を継続的に実施し、また、「全町まるごと歳末大売り出し」の

発展的開催や「こんぴらメンバーズカード会」等の運営支援にも努める。 
 
⑥ 外国人観光客の急増に対応し、28 年度から観光業者向けに開始した「インバウンドおもてな
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し語学（台湾語・英語）セミナー」を単なる語学セミナーに終わらせず、外国人のこんぴら

観光のトレンドの情報交換を行うようなワークショップ的な形で発展させて行く。更に商工

会の全業種の会員向けにも開催し、「インバウンドのおもてなしの輪」の精神性として広めて

行く。 
 
⑦ 町観光課、観光協会の協力事業として「こんぴら歌舞伎大芝居」「温泉まつり」の運営支援に

始まり、ＪＲ四国が、金刀比羅宮・県・町と連絡を強化しながら推し進める「ゴールドプロ

ジェクト」の活性化イベント並びに金箔を使用した商品開発にも積極的に協力していく。 

 

⑧ 当会主催事業の一つである「こんぴら夏祭り」を更にブラッシュアップして継続実施し、更

に移住を目的として町に勤務している若くて優秀な地域おこし協力隊員等と連携しながら、

更なる魅力的で若年層やインバウンド向けの新しいイベントを実施していく。 

 

⑨ 外国人観光客が来町した際のスムーズな町内回遊のための外国語表記の案内板、更に県が推

進する「かがわ Wi-Fi」等の設置について積極的に協力するとともに、定期的に開催される観

光協会の連絡会（理事会）に参加し、観光開発事業における連帯を強化する。 

 

 ⑩ 町民主体の「こんぴら山下ガイドの会」の町歩き塾や援農ツーリズムを企画している生産農

家との交流を深め、町と連携しながら新しい着地型観光の在り方を模索して行く。 

 

 （目標） 

 

    【地域経済の活性化に資するセミナー等の開催（参加）目標数値】    

 

（効果） 

本事業を推進する過程の中で全町レベルでの観光立町の連帯感を高め、創生戦略の「地域産業を

活かしいきいきと働けるまちづくり」の実現へ向けて着実な一歩を踏み出すことができる。 

 

 

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 

 

（目的） 

商工会ならではの小規模事業者の支援ネットワークを最大限活用し、国、県、県連等の支援機

支援内容 現状 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 

新商品開発委員会 

開催回数 
3 12 12 12 12 12 

インバウンドセミナー

開催回数 
2 4 4 4 4 4 

ゴールドプロジェクト

委員会等参加回数 
8 10 10 10 10 10 

観光協会等連絡会 

参加回数 
6 12 12 12 12 12 

こんぴら町歩き塾 

開催支援 
8 10 10 10 10 10 
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関、近隣商工会との研究会等で入手した支援事例やノウハウを利用し、小規模事業者への支援力

の向上を図る。 

 

（事業内容） 

① 専門家派遣制度を利用して、専門家と連携し事業者に対し高度な経営指導を行い、１指導員

あたり月２回以上、専門家の課題解決手法等について学ぶ。課題支援機関（制度等）は、香川

県商工会連合会（エキスパートバンク・経営サポート事業）、中小企業基盤整備機構四国（専門

家窓口相談）、かがわ産業支援財団（香川県よろず支援拠点）、ミラサポ（専門家派遣事業）香

川県産業技術センター（商品開発指導）等である。 

 

② 中讃地区商工会（５町商工会）との経営支援研究会における経営指導員や経営支援員の研究

会、更に視察研修を各年１回開催し、支援ノウハウ、先進指導事例の状況、県内需要動向につ

いて情報交換を行い、お互いのスキルアップを図る。 

 

③ 日本政策金融公庫や町内の金融機関と健全なる企業の資金繰りや景況等の情報交換を月１回

行い、支援ノウハウを向上させる。 

金融機関：日本政策金融公庫・百十四銀行・香川銀行・高松信用金庫・香川県信用組合・四国

銀行・中国銀行 

 

④ 当会が観光開発施策等で連携が深いＪＲ四国や大手ホテル、土産物等の観光関係の民間企業

との観光及び商品開発の会議に年４回参加し、需要動向やトレンド等の情報収集に加え、商品

開発や観光開発等の専門的な手法を学び、支援ノウハウを向上させる。 

 

 

 （効果） 

   支援ノウハウのスキルアップを継続していくことで、当会の支援体制に対する信頼が深まり、

本事業の円滑なる遂行に十分に役立つと考えられる。 

 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

  

（目的） 

  これからの小規模事業者への経営指導員等の経営支援においては、数値分析だけではなく、事

業主の資質や地域の特性をも含めたトータルプロデューサー的な支援能力が要求されている。そ

のため、小規模事業者の付加価値を向上させながら、同時に地域振興事業を牽引していける職員

の資質向上に努める。 

 

（内容） 

① 香川県商工会連合会の主催する研修会及びセミナーに事務局長、経営指導員、経営支援員、

全員が参加することにより、事業計画策定と実行支援するための能力の取得に努め、小規模事

業者の利益の確保に資する支援を行う。 

 

② 年４回の中讃地区商工会連絡協議会において、近隣町の商工会との景況や各商工会の経営支

援策等の情報交換に努め、更に広域連携による異業種のマッチング事業等の小規模事業者の支

援策を研究していく。 

 

③ 中小企業大学校の主催する販路開拓、売上増加、地域資源活用、農商工連携、創業支援、経

営革新、事業承継に加え、経営支援マネージャー等の専門コースに経営指導員は年に最低１回



１９ 
 

は参加するようにする。 

 

④ 上記の研修会に参加後は、他の職員に速やかに書面で復命を行い、更に、週 1 回の職員ミー

ティングの時にも説明を行い、効果的で実践的な支援ノウハウについての相互研鑽に努める。 

 

⑤ 経営指導員等ＷＥＢ研修の受講を義務づけ、小規模事業者の高度・多様化するニーズに対応

できる支援知識を学び、更に経営支援マネージャーの取得及び更新を促進する。 

 

⑥ 支援内容について指導カルテに入力して、職員全員が閲覧できるようにして、組織内で支援

ノウハウの蓄積を図る。とりわけ先進事例の内容や需要開拓調査で得た情報については、週１

回の職員ミーティング時に伝達し、また香川県商工会連合会等が作成したフォ－マットにて統

一してデータベース化する。 

 

⑦ インバウンド需要開拓に特化したノウハウ取得や資質向上のため、以下の取り組みを行う。 

(1)琴平町観光協会との情報交換会に月 1回参加し、当町のインバウンド対策の課題点や問題

点を認識する。 

(2)観光庁や県、及び旅行会社等が主催するインバウンドセミナーに年２回以上参加し、イン

バウンド対策の先進事例や最新のトレンドを学ぶ。 

(3)当会が開催する観光業者向けの語学セミナーに職員も参加し、接客時の応対に関する支援

スキルのアップを図る。 

(4)最新の翻訳アプリの利用の研究を行い、接客時に便利なアプリの紹介と使い方の支援スキ

ルのアップを図る。 

 

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 

 

 （目的）  

     本事業計画記載の事業の実施状況及び効果について、以下の方法により評価・検証を行い基

本的な本事業のＰＤＣＡサイクルを構築する。 

 

 （内容） 

① 正副会長・監事会を２か月に１回開催し、本事業計画の事業の遂行状況を報告し、成果の評

価・見直し案を協議検討していく。 

 

② 毎年、事業年度終了後に速やかに、発達化計画に詳しい県連のエキスパートバンク登録の中 

企診断士等に本事業の報告を行ない、その成果・評価・見直し（案）を記載した評価報告書 

を提出して頂く。 

 

③ 更にその評価報告書について、年度当初の理事会で検討し承認を受ける。 

 

④ 最後に総代会に事業の成果・評価・見直し（案）について審議・承認を受け、新年度事業に 

取り組む。 

 

 ⑤ 事業の成果・評価・見直しの結果については、ホームページにおいても公表していくものと 

する。  http://www.shokokai-kagawa.or.jp/kotohira/） 
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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２９年１１月８日現在） 

（１）組織体制 

①事業実施体制 

 

 
                連携    報告 

      

              
                       見直し         報告 

 

          支援機関・専門家                見直し 

 

事業実施人員 ５名（経営指導員２名、経営支援員３名） 

 

 ②商工会組織図 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）連絡先 

  住     所  香川県仲多度郡琴平町榎井８６９番地５ 

  電 話 番 号  ０８７７－７３－５５２５ 

  ホームページ  http://www.shokokai-kagawa.or.jp/kotohira/ 

  メールアドレス  kotohira@shokokai-kagawa.or.jp 

 

 

 

 

 

 

町・関係団体 

専門家 理事会 

総代会 

会  各部会 
員  観光部会 

459  商業部会 
 名  工業部会 

 
理事会 
１７名 

会長 
１名 
副会長 
２名 

 
総代会 
総代数 
１０１名 

監事２名 
事 務 局 ６名 
事 務 局 長 １名 
経営指導員 ２名 
経営支援員 ３名 

小規模事業者等 支援担当者 
経営指導員 ２名 
経営支援員 ３名 

理事会 
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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） 

 
３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 

必要な資金の額 2,352 2,880 3,090 3,310 3,310 

 

中小企業景況調査・分析事業 

①経済動向調査費 

②需要動向調査費 

③調査結果集計・分析 

 

 

経営分析・事業計画策定支援事業 

①ＰＭ型支援事業専門家派遣費 

  

創業セミナー等開催費 

①創業セミナー講師料 

 

需要開拓支援事業 

①物産展・展示会・商談会出展支

援費 

②商品開発専門家派遣費 

③海外物産展・商談会等出店支援

費 

 

地域活性化事業 

①こんぴらブランド新商品開発費 

②インバウンドセミナー開催費 

 

事業評価報告書作成費 

①専門家委託 

 

1,052 

52 

800 

200 

 

 

180 

180 

 

30 

30 

 

440 

100 

 

100 

240 

 

 

620 

500 

120 

 

30 

30 

1,410 

110 

1,100 

200 

 

 

180 

180 

 

60 

60 

 

580 

120 

 

100 

360 

 

 

620 

500 

120 

 

30 

30 

1,410 

110 

1,100 

200 

 

 

360 

360 

 

60 

60 

 

610 

150 

 

100 

360 

 

 

620 

500 

120 

 

30 

30 

1,510 

110 

1,200 

200 

 

 

360 

360 

 

60 

60 

 

730 

150 

 

100 

480 

 

 

620 

500 

120 

 

30 

30 

1,510 

110 

1,200 

200 

 

 

360 

360 

 

60 

60 

 

730 

150 

 

100 

480 

 

 

620 

500 

120 

 

30 

30 

（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 

 

国の補助金、県商工会連合会交付金、町助成金、会費、手数料 

 

（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に関すること 
  地域内の経済動向を調査・分析することにより成果と課題を把握し、小規模事業者への 

情報提供と支援への判断材料とする。 
 
２．経営分析に関すること 
  小規模事業者の持続的発展に向け、経営指導員の巡回・窓口相談、各種セミナーの開催等 

を通じて、小規模事業の経営分析を行う。 
 
３．事業計画の策定に関すること 
  経営分析等の結果に基づき、事業者が経営課題を解決するため、事業計画支援について、 

伴走型の指導・助言を行い、小規模事業者の事業の持続的発展を図る。 
策定に当たり、高度で専門的な課題は専門家の支援・指導を受ける。 

 
４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

事業計画の策定を支援する。創業・事業承継に関する相談会を開催または共催し、創業・事

業承継計画の策定を支援し事業承継支援を行う。 
 
５．需要動向調査に関すること 
  抽出した事業者の商品の需要動向について、情報を収集・分析し、相談内容に応じた情報 

提供を行う。 
 
６．新たな需要開拓に寄与する事業に関すること 
  全国連等主催の展示会や県連のアンテナショップへの出展を支援し、販路を開拓する。 

全国展開支援事業などの商工会事業を通して、新商品の開発並びに既存商品のバージョン 
アップをはかる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
連携者及びその役割 

１．地域の経済動向調査に関すること 
２．経営分析に関すること 
連携者 中小企業診断士、県連エキスパートバンク専門家 

 役  割 プロジェクトマネージメント型経営支援による中小企業診断士による専門的な分析 
を図る。 

連絡先 ○香川県商工会連合会 代表者 篠原公七 
       香川県高松市福岡町２丁目２番２－３０１ 
        電話 ：０８７－８５１－３１８２ 
３．事業計画の策定に関すること 
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４．事業計画策定後の実施支援に関すること 
 連携者 経営支援団体（中小機構、かがわ産業支援財団、県連エキスパートバンク専門家、 

金融機関、産学連携（香川大学等）と連携を図る。 
 役 割 高度で専門的な課題の解決を図る。計画の遂行に向けて資金繰りの安定を図る。 
 連絡先 ○中小企業基盤整備機構 四国本部（中小機構四国）本部長 髙山千佳歳 
      香川県高松市サンポート２－１ 高松シンボルタワータワー棟７階 
      電話：０８７－８１１－１７５２ 

○かがわ産業支援財団 代表者 大津佳裕 
      香川県高松市林町２２１７－１５ 
      電話：０８７－８４０－０３９１ 

○香川県商工会連合会 代表者 篠原公七 
      香川県高松市福岡町２丁目２番２－３０１ 
      電話：０８７－８５１－３１８２ 
     ○百十四銀行 琴平支店長 宮本隆弘 
      香川県仲多度郡琴平町１３３－１ 
      電話：０８７７－７３－４１１４ 
     ○香川銀行 琴平支店長 石塚晃司 
           香川県仲多度郡琴平町五條７０７－１ 
      電話：０８７７－７５－３２２６ 
     ○高松信用金庫 琴平支店長 岡田淳男 
      香川県仲多度郡琴平町１６３－２６ 
      電話：０８７７－７３－２５２５ 
     ○中国銀行 琴平支店長 宮本英男 
      香川県仲多度郡琴平町榎井３０－３ 
      電話：０８７７－７３－４１０１ 
     ○四国銀行 琴平支店長 中島猛 
      香川県仲多度郡琴平町榎井７２ 
      電話： ０８７７－７３－２２７４ 
     ○香川県信用組合 琴平支店長 小野文洋 
      香川県仲多度郡琴平町五條７２６－３ 
      電話： ０８７７－７３－４４１１ 
     ○香川県農業協同組合 琴平支店長 山本修司 
      香川県仲多度郡琴平町榎井５０９－１ 
      電話： ０８７７－７５－５２７１ 
     ○香川大学 学術室研究協力グループ（社会連携チーム）学長 長尾省吾 
      香川県高松市林町２２１７－２０ 
      電話：０８７－８６４－２５２３ 
５．需要動向調査に関すること 
 連携者 中小企業診断士、県連エキスパートバンク専門家、金融機関 
 役 割  高度で専門的な課題の解決を図る。 
 連絡先 ○百十四銀行 琴平支店長 宮本隆弘 
      香川県仲多度郡琴平町１３３－１ 
      電話：０８７７－７３－４１１４ 
     ○香川銀行 琴平支店長 石塚晃司 
           香川県仲多度郡琴平町五條７０７－１ 
      電話：０８７７－７５－３２２６ 
     ○高松信用金庫 琴平支店長 岡田淳男 
      香川県仲多度郡琴平町１６３－２６ 
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      電話：０８７７－７３－２５２５ 
 ○香川県商工会連合会 代表者 篠原公七 

      香川県高松市福岡町２丁目２番２－３０１ 
      電話：０８７－８５１－３１８２ 
６．新たな需要開拓に寄与する事業に関すること 

連携者 中小企業診断士、県連エキスパートバンク専門家 
 役 割 地域資源の情報、ノウハウ、情報交換を実施する。 

 連絡先 ○かがわ産業支援財団 代表者 大津佳裕 
       香川県高松市林町２２１７－１５ 
         電話：０８７－８４０－０３９１ 
      ○香川大学  学術室研究協力グループ(社会連携チーム)学長 長尾省吾 
      香川県高松市林町２２１７－２０ 
       電話：０８７－８６４－２５２３ 

○中小企業基盤整備機構 四国本部(中小機構四国) 本部長 髙山千佳歳 
       香川県高松市サンポート２－１ 高松シンボルタワータワー棟７階 
       電話：０８７－８１１－１７５２ 
 
 Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
 連絡先 ○有限会社 味源 営業部 エリアチーフ 西田隆紘 
      香川県仲多度郡まんのう町宮田１０１９－１６ 
      電話： ０８７７－７５－３１０３ 
     ○中村事務所 地域づくりセラピスト 中村雅子 
      山口県光市室積松原４－２５ 
      電話： ０９０－５２６５－３５４５ 
     ○香川県産業技術センター 食品研究所 主席研究員 田村章 
      香川県高松市郷東町５８７－１ 
      電話： ０８７－８８１－３１７５ 
     ○三好市観光協会 事務局長 岡田和雄 
      徳島県三好市池田町サラダ１８１０－１８ 
      電話： ０８８３－７６－０８７７ 
     ○琴平町地域おこし協力隊 代表 山崎智久 
      香川県仲多度郡琴平町榎井８１７－１０ 
      電話： ０８７７－７５－６７０１ 
     ○こんぴら山下ガイドの会 橘正範 
      香川県仲多度郡琴平町榎井８１７－１０ 
      電話： ０８７７－７３－３６５３ 
     ○琴平町社会福祉協議会 事務局長 越智和子 
      香川県仲多度郡琴平町榎井８９１－１地域福祉ステーション内 
      電話： ０８７７－７５－１３７１ 
     ○四国旅客鉄道株式会社 営業部 誘客戦略室 室長 斉藤益男 
      香川県高松市浜ノ町８－３３ 
      電話： ０８７－８２５－１６３５ 
     ○四国旅客鉄道株式会社 琴平駅 駅長 橋田修司 
      香川県仲多度郡琴平町榎井８６４ 
      電話： ０８７７－７３－４１７１ 
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