
経営発達支援計画の概要 

 

実施者名 坂出商工会議所 

実施期間 平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日 

目標 

大きな転換点を迎えた当市産業界において、地域産業を再構築し、域内のあらゆる規

模の企業者が逞しく存立する経済社会を目指す。特に事業所の約８０％を占め、当地の

活力を下支えする小規模事業者数の維持・創業・第二創業・経営革新の増加を目指す。

関係機関と連携しつつ、地域の経済動向を把握し、小規模事業者の経営分析・事業計画

の策定支援を通して、経営の発達（ビジネスモデル再構築等による販路開拓・拡大等）

による売上増につなげる。 

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【指針③】 

地域の経済状況や各業界における小規模事業者の課題を調査・把握し、経営分

析・事業計画策定支援等に活用するため、各種調査・分析を実施する。調査結果は

当所ＨＰや会報等で公開するとともに、小規模事業者支援に活かすための仕組みを

構築する。 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

経営指導員の巡回・窓口相談等、セミナーの開催等、専門機関等との連携を通じ

て、小規模事業者の経営分析を行う。 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

事業者が経営課題を解決するため、市場調査、経営分析等の結果を踏まえ、地域

金融機関・各支援機関等とも連携して、事業計画策定支援を行う。創業については、

地域経済の活力の源泉である小規模事業者の創業を促進するため、創業支援セミナ

ーを開催する。個別相談においても、公的金融機関や創業支援機関と連携し、創業

（設立）までの手厚い支援を行う。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

作成した事業計画が向こう３～５年のアクションプランとして十分に機能する

とともに、各補助金申請への活用・金融機関への融資申込時等に活用できる実現可

能・妥当な計画であることを担保することを目指す。第二創業（経営革新）支援に

ついては、小規模事業者の各発展ステージに応じた伴走型の支援を実施する。 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

小規模事業者が販売する商品・製品・サービスについての重要の動向を調査・分

析することにより、小規模事業者に対する経営分析・事業計画策定支援に活用する。

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】 

産業のまち・坂出をアピールし、小規模事業者の有する隠れた地域資源の掘り起

し・ＰＲを実施するため、イベント（展示会等）を開催する。また、専門機関等と

連携して、小規模事業者のホームページ作成・リニューアルの支援等を行い、ＩＣ

Ｔを活用した販路開拓の支援を実施する。小規模事業者の海外進出を支援する。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

１．地域活性化事業 

   小規模事業者が主体となる定期的なイベントを開催し、地域経済活性化ひいては

販路開拓・売上増を目指す。地域の多様な機関が参加し、地域の方向性を関係者間

で共有するための意見交換会等を実施する。 

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 

  必要に応じて、連携を予定している各機関と会合を行い意識を共有するとともに、

地域金融機関や支援機関を定期的に訪問し、情報交換を行う。 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

  当該事業を担う経営指導員等の資質向上を図る仕組みを構築する。 

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、本計画に記載の事業の実施状況及び成果について、評価・検証を行う。 

連絡先 
坂出商工会議所 〒762-8508 坂出市京町 3-3-8 

TEL:0877-46-2701 ＦＡＸ:0877-45-6165 
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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 

 

（当地の現状・課題及び地域小規模事業者の今後の方向性・事業の目標） 

(1)現状 

当地坂出市は香川県のほぼ中央部に位置し、瀬戸内海を隔てて岡山県倉敷市児島に対峙す

る。製塩業において日本一を誇る「塩のまち」として発展。港湾改修に努め、四国屈指の重

要港湾と番の州工業地帯を擁する「港湾工業のまち」として成長。昭和６３年、本州四国連

絡橋「瀬戸大橋」が開通、四国への玄関都市として一層の交通インフラ整備を図った。 

  人口は昭和５２年の６．７万人をピークに漸減を続け、現在は５．３万人となった。事業

所数も廃業等の要因により減少傾向にある。 

 

●当所会員数の推移（過去２５年間・年度末現在） 

業種 Ｈ元 Ｈ５ Ｈ１０ Ｈ１５ Ｈ２０ Ｈ２５ 

商業 661 637 642 591 498 438（66％）

工業 316 317 310 283 255 228（72％）

建設・運輸業 236 231 262 240 250 230（97％）

観光・サービス業 222 225 234 193 203 211（95％）

金融業 28 29 39 22 20 21（75％）

計 1,463 1,439 1,487 1,329 1,226 1,128（77％）

（ ）内は平成元年度比 

 

●市内業種別事業所数及び小規模事業者数（当所調査：平成27年1月8日現在） 

業種 会員数 うち小規

模事業者

非会員数 うち小規

模事業者

事業所数

合計 

小規模事

業者合計

卸売業 47 22 38 19 85 41

小売業 260 206 384 316 644 522

製造業 201 156 156 112 357 268

建設業 158 141 292 254 450 395

運輸業 70 50 87 55 157 105

観光・サービス業 357 277 857 766 1,214 1,043

金融業 19 7 20 15 39 22

その他 34 12 53 12 87 24

計 1,146 871 1,887 1,549 3,033 2,420

※事業所合計のうち、小規模事業者は約８０％を占める。 

 会員数合計のうち、小規模事業者は約７６％を占める。 
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平成２５年、番の州工業地帯６社の一翼を担ってきたコスモ石油坂出製油所が閉鎖・物流

基地に移行し、当地の関連企業に大きな影響を与えた。 

当地の商業は、駅前の大型店と共存共栄を図りつつ中心市街地をメインに発展を遂げてき

たが、郊外型大型店の進出等の影響もあり、中心商店街に空き店舗が目立つなど、厳しい状

況が続いている。 

  モノづくりの伝統・物流機能の集積など長年に亘る分厚い産業蓄積の基盤を持ち、更なる

発展の素地・可能性を有する当市ではあるが、地域産業界は今まさに大きな転換点を迎えて

いる。 

 

●香川県産業成長戦略 

少子高齢化の進行と深刻な人口減少局面への転換、厳しい県下の産業事情を受け、香川県

は「力強く着実に成長していく経済社会」を目指し、新たな成長戦略を策定。「オリーブ産業

強化と６次産業化」「地域経済を牽引する企業の育成」「希少糖ブランドの確立」等を重点事

業に掲げている。 

 

(2)課題及び地域小規模事業者の今後の方向性 

・地域産業を再構築し、域内のあらゆる規模の企業が逞しく存立する経済社会を目指すこと。

特に事業所の約８０％を占め、当地域の活力を下支えする小規模事業者数の維持、創業・

第二創業（経営革新）の増加が喫緊の課題である。 

・事業継続による基盤技術・コア人材の次世代への継承。 

・商住共存（コンパクトシティ形成）を実施・実行するため、中心市街地・商業・商店街活

性化への取組み。 

・「オリーブ産業」「希少糖」等既存の産業・地域資源の販路開拓、新たな産業・地域資源の

発掘・育成・商品開発。（販路開拓・拡大による売上増支援） 

 

 (3)事業の目標 

 ・小規模事業者の景況・重要課題等についての現状を把握するための各種調査・「景況分析会

議」での現状把握を行う。地域内の小規模事業者の実情・トレンド・需要動向・今後の展

望等を把握し、経営分析・事業計画策定支援時に提供していく。 

 ・各調査を踏まえ、関係機関と連携し、小規模事業者の経営分析・所属業界の需要動向を把

握。それを踏まえた長期（３～５年）事業計画を策定。経営分析・事業計画策定に有用な

講習会等を実施。事業計画策定後、自社の棚卸を通じ、「気づき」から経営改善（販路開拓・

拡大）を図る。 

 ・策定した事業計画を踏まえ、個別フォローアップ、金融・税務・記帳・法律・労務相談等

を重点的に実施。経営資源の補完等を行う。また、「経営革新・事業転換・多角化」等第二

創業についても伴走ランナー的支援を行う。自社の方向性を見極め、販路開拓に向けたき

め細かな支援を行う。 

 ・地域内の小規模事業者が持つ優れた商品（製品）・技術・サービスを内外にＰＲする「産業

展示交流フェア」等を開催。事業所ＨＰへの橋渡し機能を強化するとともに、将来的には

ネットモール開設を目指し、販路開拓支援に努める。 
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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】 

  地域の経済状況や各業界における小規模事業者の課題を調査・把握し、２．以降の経営分

析・事業計画策定支援等に活用するため、各種調査・分析を実施する。調査結果は当所ＨＰ

や会報等で公開するとともに、小規模事業者支援に活かすための仕組みを構築する。 

 

（現在の取組み） 

 (1)坂出市内景況分析会議の開催 

景況動向把握に資するため「坂出市内景況分析会議」を年２回開催している。（過去   

  ５９回に亘り開催）市内企業・官公庁・出先機関・当所部会の代表者等が参加。各業界の

需要動向、求人・求職状況、坂出港の貿易概況、市内観光施設の利用状況などの一次デー

タを持ち寄り、参加者間で情報を共有し、当所の定番・目玉事業として定着している。 

   今後は、「地域の小規模事業者の実態把握」の視点より、２．以下の事業で収集・分析し

た地域の小規模事業者についての定量的な情報を経営指導員より報告し、参加者との意見

交換・分析を実施する。参加者が把握している小規模事業者についての最新の情報を収集

し、経営分析の実施、事業計画の策定・実施支援時等に活用することにより、販路開拓・

売上増につなげていく。【指針③】 

 (2)中小企業景況調査 

   中小企業・小規模事業者の景気動向を把握し、中小企業小規模事業者施策立案の基礎資

料を収集するため、会員事業所（中小企業２７社（ほぼ全て小規模事業者））を通じて四半

期ごとの景況をアンケートの手法で実施している。調査項目は、業況・売上仕入価格推移・

設備投資・従業員・借入状況・支払条件等（前年同月比・前期比・翌期予測）・経営課題等

の推移。 

分析結果は、連携する金融機関や支援機関等とシェアし、問題意識を共有する。【指針③】

  (3)ＬＯＢＯ調査（日本商工会議所早期景気観測システムに提供する資料調査） 

   中小企業・小規模事業者の景気動向を把握し、中小企業小規模事業者施策立案の基礎資

料を収集するため、毎月調査を実施している。（会員企業５社）調査項目は、調査企業の所

属する業界の売上高・採算・仕入単価・従業員・業況・資金繰り等。 

   分析結果は、連携する金融機関や支援機関等とシェアし、問題意識を共有する。【指針③】

 

（今後の事業内容） 

 (1)小規模事業者に関する地域の経済動向調査の実施 

小規模事業者の景況・重要課題等についての現状を把握するため、新たに地区内の小規

模事業者に対するアンケート調査（年４回程度）を実施し、課題の抽出を行う。調査項目

は、売上・収益・資金繰り・採算等地域の経済動向を把握するための項目に加えて、業種

ごとに、調査時点におけるタイムリーな課題や話題を取り上げる。商工会議所に対する支

援策・希望する事業等のリクエストについても聴取する。【指針③】 
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（目標） 

各調査の分析結果は当所会報・ＨＰに掲載するとともに、経営分析の実施、事業計画の策

定・実施支援時に提供し、活用することにより、販路開拓・売上増につなげていく。 

   支援内容 現状 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 

市内景況分析会議 ２ ２ ２ ２ ２ ２
中小企業景況調査（回数） 

        （件数） 
４ 

２７ 

４

２７

４

２７

４

２７

４ 

２７ 

４

２７
ＬＯＢＯ調査（回数） 

     （件数） 
１２ 

５ 

１２

５

１２

５

１２

５

１２ 

５ 

１２

５
小規模企業調査（回数） 

       （件数） 
０ 

０ 

１
全小規模事業者

４
全小規模事業者

４
全小規模事業者

   ４ 
全小規模事業者 

 ４
全小規模事業者

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

  小規模事業者の持続的発展に向け、経営指導員の巡回・窓口相談等、セミナーの開催等、

専門機関等との連携を通じて、小規模事業者の経営分析を行う。 

 

（現在の取組み） 

(1)経営指導員による小規模事業所訪問の実施並びに相談窓口対応 

   経営指導員が各担当地区の全会員事業所を訪問し、当所事業の周知・経営課題の抽出・

国等の各種施策の情報提供を行っている。また、相談窓口対応により、専門家派遣事業（エ

キスパートバンク）等を活用して、中小企業診断士等専門家と連携。専門的な経営上の悩

みに対して、より丁寧にサポートを実施している。 

  今後は、経営指導員が各年度に「地区の小規模事業者への巡回訪問」を行い、売上・採

算・資金繰り・経営上の問題点等を掴み、経営分析への取り組みを促す。【指針①】 

 

 （今後の事業内容） 

（1）セミナーの開催等による「経営分析」の実施 

「小規模事業者の経営計画策定セミナー」を開催する。経営分析のため、各種分析手法を

活用して経営全般の見直し、事業計画の策定を希望する小規模事業者の掘り起こしを行う。

中小企業診断士等専門家と連携して、自社の経営分析を実施し、３．の事業計画策定・実施

につなげていく。【指針①】 

 (2)日本政策金融公庫（国民生活事業）担当者との帯同訪問実施 

当所経営指導員と日本公庫担当者の帯同訪問（マル経融資による支援を行った小規模事業

者を中心にする）を実施する。フォローアップを行い、経営計画策定につなげる。【指針①】

 (3)専門家・専門機関と連携した「経営分析」の実施 

   以上により、掘り起こした小規模事業者に対して、当所経営指導員が中小企業診断士・

中小企業基盤整備機構などの専門家・専門機関と連携して、経営分析を実施する。 

   経営分析の手段については、中小企業基盤整備機構の経営診断システムを活用して、既

存の分析手法（ＳＷＯＴ分析、３Ｃ分析等）により経営戦略の検討を行うとともに、売上・

商品特性・採算・資金繰りなどの経営上の問題点等を掴む。 

   案件の内容により、専門的なアドバイスが必要な案件、早急な改善を必要とする案件に

ついては、中小企業診断士や税理士等の専門家と連携してヒアリングを実施して、総合的

な経営分析・改善提案を行う。【指針①】 
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（目標） 

   小規模事業者への巡回訪問の徹底・セミナーの開催等により、経営分析希望の掘り起こ

しを行う。売上アップ・利益確保（黒字化）を目標とした経営分析を目指す。 

  支援内容 現状 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 

巡回訪問件数 全事業者 全事業者 全事業者 全事業者 全事業者 全事業者 

セミナー開催回数   ０ １ １ ２ ２    ２ 

セミナー参加者数 ０ ２５ ２５ ５０ ５０  ５０ 

経営分析事業者数 １０ １２ ４８ ６０ ６０ ６０ 

フォローアップ訪問件数 １０ １２ ４８ ６０ ６０ ６０ 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

  事業者が経営課題を解決するため、上記１．の市場調査、上記２．３．の経営分析等の結

果を踏まえ、地域金融機関・中小企業基盤整備機構等とも連携して、事業計画策定支援を行

う。 

  創業については、地域経済の活力の源泉である小規模事業者の創業を促進するため、創業

支援セミナーを開催する。個別相談においても、公的金融機関や創業支援機関と連携し、創

業（設立）までの手厚い支援を行う。 

 

（現在の取組み） 

(1)各種講習会・セミナーの開催 

   経営者・管理者・若手新人社員等幅広い層を対象に実践的なセミナーを開催している。

２６年度は「企業活力向上セミナー（６回シリーズ）」、「小規模事業者持続化補助金」申請

を見据えた「経営計画作成セミナー（２回）」、「ＩＣＴセミナー」を開催。また、毎年「初

級簿記講習会（計１５回）」を開催。消費税転嫁対策セミナー、ＢＣＰ（事業継続計画）セ

ミナーも開催した。当該事業に取り組むに当たり、小規模事業者の販路拡大・売上アップ

を目指す切り口より、事業計画策定に資する講習会・セミナーを開催する。（年間８回程度

実施）【指針②】 

 (2)経営指導員による事業計画（経営革新計画等）策定支援 

   地域金融機関等と連携し、中小企業・小規模事業者と一体となって経営革新計画や事業

再生計画を作り上げ、各補助金申請への活用・金融機関への融資申込時等に活用した。ま

た、支援機関とも連携し、店舗診断等を実施している。【指針②】 

(3)「小規模事業者持続化補助金」への積極的な取り組み 

   国（中小企業庁）の重点事業「小規模事業者持続化補助金」に積極的に取り組んだ。経

営指導員は小規模事業者と一体となって取組み、経営計画を作り上げ、販路拡大等への取

り組みを支援した。（１８事業所が申請、５事業所が採択を受けた）【指針②】 

 (4)創業支援セミナーの開催 

日本政策金融公庫高松支店等と連携して、毎年度創業支援セミナーを開催している。創業

希望者の知識向上を図り、創業計画の策定支援・創業資金の相談等を行っている。  

【指針②】 
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(5)創業相談窓口の設置 

   創業相談窓口を設置し、経営指導員が創業計画書の作成支援等を実施している。さらに

経理事務の手続きを中心に、労務・税務等の切り口より開業に至るまで手厚い支援を実施

している。また、地元金融機関・日本政策金融公庫と連携し、創業資金のあっせんを実施

している。【指針②】 

 

（今後の事業内容） 

 (1)事業計画策定支援 

地域金融機関・中小企業基盤整備機構等とも連携して、融資申込・経営革新計画策定・各

種補助金申請等を目指す小規模事業者の事業計画策定支援を行う。５年後に事業計画策定を

目指す小規模事業者数３０事業所を目指す。【指針②】 

  

（目標） 

   セミナー開催・専門機関と連携した個別支援により経営計画策定件数増加を目指す。 

支援内容 現状 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 

セミナー開催回数   ５ ６ ７ ８ ８ ８  

事業計画策定事業者数   ５ １０ １５ ２０ ２５ ３０ 

創業支援者数   ５ １０ １５ ２０ ２５ ３０ 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

  作成した事業計画が向こう３～５年のアクションプランとして十分に機能するとともに、

各補助金申請への活用・金融機関への融資申込時等に活用できる実現可能・妥当な計画であ

ることを担保することを目指す。 

第二創業（経営革新）支援については、小規模事業者の各発展ステージに応じた伴走型の

支援を実施する。 

 

（今後の事業内容） 

(1)事業計画策定事業所へのフォローアップ 

事業計画策定後、６ヶ月の１度フォローアップのための巡回訪問を行う。計画の進捗状況

の確認を行うとともに、必要に応じて計画の手直しを行う。【指針②】 

 (2)「小規模事業者経営発達支援融資制度」への取組み 

   平成２７年度に創設予定の「小規模事業者経営発達支援融資制度」の活用を促すため  

  の事業計画策定支援及び融資実行後のフォローアップを実施する。【指針②】 

(3)各ステージに対応した個別支援の実施 

創業後は小規模事業者の発展段階（立ち上げ期・成長期・成熟期）に応じた個別フォロー

アップ、金融・税務・記帳・法律・労務相談等を重点的に行い、経営資源の補完を行う。（市

内金融機関、四国税理士会坂出支部、香川県社会保険労務士会、かがわ産業支援財団、香川

県中小企業団体中央会、香川県信用保証協会、近隣商工会議所等と連携）５年後に創業支援

者３０事業所を目指す。【指針②】 

(4)円滑な事業承継の促進支援 

香川県事業引継支援センターと連携して、小規模事業者の後継問題に関する相談に対応

し、円滑な事業承継を実現する。【指針②】 
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(5)第二創業（経営革新）支援の充実 

地元金融機関等と連携し、第二創業（経営革新・事業転換・多角化）に関する相談窓口を

設置し、第二創業計画の策定を支援し、販路拡大・売上アップを支援する。５年後に第二創

業支援者３０事業所を目指す。【指針②】 

 

（目標） 

   小規模事業者の廃業による事業所数の減少に歯止めをかけるべく、きめ細かな個別支援

を行い、創業支援者・第二創業支援者の増加を目指す。 

支援内容 現状 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 

第二創業支援者数 １５ １５ ２５ ２５ ３０ ３０ 

フォローアップ件数 １０ ２０ ３０ ４０ ５０ ６０ 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

小規模事業者が販売する商品・製品・サービスについての重要の動向を調査・分析すること

により、小規模事業者に対する経営分析・事業計画策定支援に活用する。 

 

（今後の事業内容） 

(1)経営指導員による小規模事業所訪問による需要動向調査 

   各地区よりピックアップした小規模事業者の商品・製品・サービスについて、業界の動

向、売れ筋、ターゲット顧客、競合等について、「需要動向調査票」経営指導員の巡回訪問

により需要動向調査を実施し、経営分析・事業計画策定支援に活用する。【指針③】 

 (2)経営指導員による需要動向調査・分析 

   経営分析を行う（支援要請のある）小規模事業者の属する業種・業態の市場・需要動向

調査を行う。調査内容は支援の内容や必要性に応じて、以下の方法で経営指導員が調査・

分析を実施する。【指針③】 

 ①「エリアマーケティング分析ツール（マケプラ）」を活用した商圏分析 

   日商が契約しているクラウド型エリア分析ツール「マケプラ」を活用して商圏分析を実

施する。 

 ②地域金融機関との連携による市場動向分析 

   地域金融機関（シンクタンク）と連携して、経営分析を行う小規模事業者の属する業種

の市場動向調査を実施する。 

③香川県統計調査による市場規模の分析 

  香川県統計調査を活用して、市場規模の分析など商圏調査を実施する。 

④バイヤーの意向調査 

  「さかいで産業交流展示フェア」で招聘予定のバイヤーから聴き取り調査を実施する。 

 ⑤競合店調査の実施 

   小規模事業者の店舗周辺のストアコンパリソン（品揃え・価格・売れ筋等）を実施する

とともに、グーグルマップ等を活用して競合分布状況を把握する。 

 

支援内容 現状 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 

需要動向調査件数 ０ １２ ４８ ４８ ４８ ４８
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６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

  産業のまち・坂出をアピールし、小規模事業者の有する隠れた地域資源の掘り起し・ＰＲ

を実施するため、イベント（展示会等）を開催する。また、専門機関等と連携して、小規模

事業者のホームページ作成・リニューアルの支援等を行い、ＩＣＴを活用した販路開拓の支

援を実施する。小規模事業者の海外進出を支援する。    

 

（現在の取組み） 

(1)「さかいで産業展示交流フェア」等の開催 

  平成２４年度より、「さかいで産業展示交流フェア」を開催している。（来場者８千人）

地域内の事業所がもつ優れた商品（製品）・技術・サービスを内外にＰＲし、出展者同士の

交流（ビジネスマッチング）の場を提供することで販路開拓や優秀な人材の確保、地域活

性化につなげることを目指している。高松商工会議所主催の「マッチングフェア」への出

展を促進し、出展者同士の交流の場（マッチング）を提供することにより地域活性化を図

る。 

  当該事業に取り組むに当たり、小規模事業者の販路拡大・売上アップを目指し、市内事

業所の優れた商品（製品）・技能（技術）・サービスを内外にＰＲする。県内外の展示会へ

の出展を仲介し、５年後に出展支援者数５０事業所を目指す。【指針④】 

(2)会員（異業種）交流会の開催 

  会員事業所のビジネスチャンス・販路拡大を支援するため、相互のＰＲや交流を図る。「会

員（異業種）交流会」を開催している。【指針④】 

 

（今後の事業内容） 

 (1)小規模事業者のＩＣＴ導入・強化の支援 

ＮＰＯ法人ＩＴＣかがわ・ｅとぴあかがわと連携して、小規模事業者のＨＰを活用したネ

ットショップ開設、自社ＣＭ作成、ソーシャルメディアを活用した販路開拓支援を実施する。

さらに、ＩＣＴを活用した小規模事業者の生産性向上・業務効率化支援を行う。当所ＨＰを

更に充実し、ポータルサイトとして会員小規模事業所ＨＰへの橋渡し機能を強化するととも

に、将来的にはネットモールの開設を目指す。５年後にＩＣＴを活用した販路開拓支援者数

５０事業所を目指す。【指針④】 

  

(2)小規模事業者の海外進出支援 

地域金融機関・ＪＥＴＲＯと連携し、海外進出を目指す小規模事業所の支援を実施する。

【指針④】  

 

（目標） 

   事業計画の策定に取り組む小規模事業者が販路開拓の実を挙げるための支援として、 

  展示会等を行うとともに、販路開拓支援数アップを目指す。 

項目 現状 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 

展示会開催回数 ２ ２ ２ ２ ２ ２  

来場者数 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 

バイヤー来場者数 ２ ２ ２ ２ ２ ２ 

出展支援者数 ３０ ３０ ３５ ４０ ４５ ５０ 

ＩＣＴを活用した販路開拓支援者数 ３０ ３０ ３５ ４０ ４５ ５０ 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

１．地域活性化事業 

  ＪＲ坂出駅前・商店街等を会場に、小規模事業者が主体となる定期的なイベント（自社Ｐ

Ｒの場）を開催し、地域経済活性化を目指す。地域の多様な機関が参加し、地域の方向性

を関係者間で共有するための意見交換会等を実施する。 

 

（現在の取組み） 

(1)産業基盤構築のための意見交換会の実施 

当所は、坂出市・商店街とともに、坂出の特色（交通の結節点、高校・病院が集積するコ

ンパクトシティ）を活かした商住共存のまちづくり・坂出市のビジョンを踏まえた地域の方

向性を関係者間で共有するための意見交換会を実施。今後も同様の会を開催予定。 

(2)駅近「さかいで楽市楽座」の開催 

毎月１回、ＪＲ坂出駅周辺を会場に、当所会員事業所・起業予定者等より出展者を募り、

イベントを開催。「市で賑わいがあるまちづくり」をテーマに実施し、地域経済活性化を図

っている。 

 (3)まち歩き「坂出あまからめぐり」の実施 

   当所の提案により、平成２４年より坂出市観光協会と連携して、まち歩き事業「坂出あ

まからめぐり」がスタート。ボランティアグループが中心となり、毎月第３土曜日に中心

市街地で継続して実施している。地域の魅力を掘り起し、再認識してもらうとともに地元

小規模事業者の店舗を紹介するなど地域経済活性化を目指す。 

 (4) 「さかいで産業展示交流フェア」実行委員会の開催 

   「さかいで産業展示交流フェア」を検討するための実行委員会において、（当所議員・当

所青年部・女性会・坂出市・坂出市商店街連合会・中小機構・香川大学・ＪＲ坂出駅等を

主要構成メンバーとする）、地域経済活性化の方向性を踏まえ、「さかいで産業展示交流フ

ェア」のコンセプトづくりを協議し、同フェアを実行した。 

  

（今後の事業内容） 

 (1)地域経済活性化に寄与する視点より各種イベントの充実 

更なる小規模事業者の出展を促すなど、「さかいで楽市楽座」のパイロットショップ機能

をさらに充実させるなど、共有する地域の方向性を踏まえ、小規模事業者の売上増・販路拡

大を企図した各種イベントを更に充実させ、地域経済活性化を図る。（将来的には、街バル

事業の実施を実施する）５年後に出展者数５０事業所を目指す。 

  

（目標） 

   今後の地域の方向性を共有し、それに基づく各イベント等を充実させ、小規模事業者 

  の更なる参加を促す。出展者の商品の魅力を発信し、地域ブランドの確立・にぎわいの創

出等を目指し、地域経済活性化に寄与する視点より、小規模事業者の売上増・販路拡大を

目指す。 

項目 現状 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 

開催回数 １５ １５ １５ １５ １５  １５  

出展者数  ２０ ３０ ３５ ４０ ４５ ５０ 

来場者数  1,000 1,200 1,400 1600 1,800 2,000 
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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 

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必要に応じて、経営発達支援機関である当所が音頭を取り、後述する連携予定機関との会

合を開催し、当該事業を実施するにあたり、意識の共有を図り、協力を依頼する。（事業の振

り返りと今後の事業戦略策定の参考にする） 

②日本政策金融公庫高松支店担当者との勉強会を実施し、実践的支援能力の向上を図るとと

もに、地域小規模事業者についての情報交換を行う。 

 ③会員限定ビジネスローン・坂出市融資で提携している地域金融機関との定期的な会合（月

１回程度）を開催し、地域小規模事業者のトレンドについての情報交換を行う。 

 ④①～③以外の各連携支援機関を定期的に訪問し、当所が収集・分析した情報を提供すると

ともに意見交換を実施し、支援ノウハウ、支援の現状、地域の産業の動向、開廃業数の把握

等を行い、連携体制の確立を図る。 

 ⑤四半期ごとに開催する香川県下商工会議所中小企業相談所会議において、小規模事業者支

援に関する情報収集・意見交換を行い、今後の事業展開に向けての参考とする。 

 

２．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・香川県商工会議所連合会が主催する研修への参加に加え、小規模事業者

支援向けＷＥＢ研修（ｅラーニング）を活用。販路拡大・売上や利益を確保することを重視

した支援能力の向上を図る。会員事業所への訪問時に現場の声を収集し、現場の経営者より

収集した知識・情報・スキルの共有・形式知化を図り、サービス提供の平準化を図る。併せ

て、各種研修への参加により、支援力向上を図る。 

  若手経営指導員については、事業計画策定支援時等において、ベテラン経営指導員とチー

ムで小規模事業者を支援し、ＯＪＴにより伴走型の支援能力の向上を図る。 

 

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 

  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。 

 ①市内金融機関支店長・公認会計士・税理士等の有識者により、事業の実施状況、成果の評

価・見直し案の提示を行う。 

 ②当所三役会において、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、三役会に報告し、承認を受ける。 

 ④事業の成果・評価・見直しの結果を当所のＨＰ（http://www.sakaide.or.jp）で計画期間

中公表するとともに、会報誌に掲載し、ＰＲ・周知を行い、当該事業の更なる利用を喚起

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 

（２７年１月現在）

（１）組織体制 

  ・支援担当職員（経営指導員４名、経営支援員３名） 

  ・全体の組織 

  ※組織体制については別添実施体制図を参照のこと。 

   「坂出商工会議所事務局体制図」が本来の事務局体制であるが、経営発達支援事業に

取り組むにあたり、「企業サポートチーム」が主体となる。 

 

 

（２）連絡先 

  坂出商工会議所・経営支援課 

  〒762-8508 香川県坂出市京町３－３－８ 

  TEL：0877-46-2701 FAX：0877-45-6165 

  URL http://www.sakaide.or.jp E-Mail info@sakaide.or.jp 

 

（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 ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ ６，５００ 

 

事業Ⅰ 

事業Ⅱ 

事業Ⅲ 

事業Ⅳ 

事業Ⅴ 

２，０００ 

１，０００ 

  ５００ 

２，０００ 

１，０００ 

２，０００ 

１，０００ 

  ５００ 

２，０００ 

１，０００ 

２，０００ 

１，０００ 

  ５００ 

２，０００ 

１，０００ 

２，０００ 

１，０００ 

  ５００ 

２，０００ 

１，０００ 

２，０００ 

１，０００ 

  ５００ 

２，０００ 

１，０００ 

（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。 

（単位：千円） 

調達方法 

香川県交付金2,500 

坂出市補助金2,500(坂出市商工団体等事業補助金2,000、産業展示交流フェア500) 

坂出商工会議所1,500(産業展示交流フェア参加費300、会費200、専門家謝金等1,000) 

 

 

（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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企業サポートチーム 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

経営支援・金融課  地区担当割 

経営支援課係長 

吉田浩城 
（経営指導員）

 

経営支援課係長 
金融課係長 
横井道人 

（経営指導員）

 

事務局長・相談所長 

米谷 学 

 

下岡和也 
（経営指導員） 

 

商工相談所次長 
経営支援課長  
金融課長 
赤木 浩 

（経営指導員）

 

大西 道子 

(支援員) 

真鍋 由加理 

(支援員) 

黒田 文子 

(支援員) 

専務理事 

川滝 浩嗣 
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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 

Ⅱ．経営分析・需要動向調査 

(1)(2)小規模事業者の経営課題を抽出した際、専門的な課題対処のため，専門家と連携

する。 

Ⅲ．事業計画の策定・実施支援 

(1)(2)専門家と連携して事業計画策定支援を行う。 

Ⅳ．創業・第二創業（経営革新）支援 

(1)～(3)専門家と連携して、創業後の各段階における専門支援及び事業承継支援を行う。

Ⅴ．小規模事業者販路開拓支援 

(1)(2)専門機関と連携し、ＩＣＴを活用した販路開拓支援を実施する。  

 

連携者及びその役割 

・香川県経営支援課 課長 木川 佐智子 

〒760-8570 高松市番町 4-1-10 TEL：087-832-3339 

・坂出市産業課 課長 末永 忠信 

〒762-8601 坂出市室町 2-3-5 TEL：0877-44-5012 

 役割：当該事業を実施するにあたり、全般的な助言・指導をいただく。 

 

・中小企業基盤整備機構四国本部 本部長 高山 千佳歳 

〒760-0019 高松市サンポート 2-1  TEL：087-811-3330 

 役割：小規模事業者の経営課題を抽出した際、専門的な課題に対応するため，登録専

門家の派遣を要請し、効果的な専門指導を行うことができる。 

 

 地域金融機関 

・百十四銀行坂出支店 支店長 土井 智司 

 〒762-0045 坂出市元町 3-5-28 TEL：0877-46-1114 

・香川銀行坂出支店 支店長 久保 忠士 

 〒762-0001 坂出市京町 1-2-6 TEL：0877-46-1666 

・高松信用金庫坂出支店 支店長 脇谷 直樹 

 〒762-0044 坂出市本町 3-6-14 TEL：0877-46-4459 

・伊予銀行坂出支店 支店長 村上 茂樹 

 〒762-0043 坂出市寿町 3-1-41 TEL：0877-46-0861 

・愛媛銀行坂出支店 支店長 岩崎 俊彦 

 〒762-0001 坂出市京町 3-1-1 TEL：0877-46-5681 

・香川県信用組合坂出支店 支店長 田邊三千彦 

 〒762-0045 坂出市元町 4-5-20 TEL：0877-46-0101 

・観音寺信用金庫坂出支店 支店長 岡部 典明 

 〒762-0001 坂出市京町 3-7-41 TEL：0877-45-7181 
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・四国銀行坂出支店 支店長 沖村 正郎 

 〒762-0001 坂出市京町 3-1-6 

・商工組合中央金庫高松支店 支店長 堤  三一 

 〒760-0028 高松市鍛冶屋町 3 TEL： 087-821-6145 

・中国銀行坂出支店 支店長 平田 敏行 

 〒762-0001 坂出市京町 1-2-2 TEL：0877-46-0888 

役割：経営分析・事業計画策定時に取引金融機関と連携することで、より実現可能・

妥当な計画を策定することができる。創業後のフォローアップを行う際に連携を行い、

 金融面での支援を充実させることができる。 

 

・日本政策金融公庫高松支店国民生活事業 事業統括 尾﨑 忠男 

 〒760-0023 高松市寿町 2-2-7 TEL：087-851-0181 

・四国税理士会坂出支部 支部長 川西 恵三 

〒762-0041 坂出市八幡町 2-2-40 TEL：0877-46-0651 

・香川県社会保険労務士会 会長 大谷 義雄 

〒760-0006 高松市亀岡市 1-60 TEL087-862-1040 

・かがわ産業支援財団 理事長 中山  貢 

 〒761-0301 高松市林町 2217-16 TEL：087-869-3700 

・香川県中小企業団体中央会 会長 国東 照正 

〒760-8562 高松市福岡町 2-2-2 TEL：087-851-8311 

・香川県信用保証協会 理事 高木 孝征 

〒760-8661 高松市福岡町 2-2-101 TEL：087-851-0062 

 役割：創業時及び創業後のフォローアップ時に連携することにより、専門分野の知識

の補完を行い、的確な支援を実施することができる。 

 

・香川県事業引継ぎ支援センター 統括責任者 廣瀬 秀人 

 〒760-8515 高松市番町 2-2-2 TEL 087-802-3033 

 役割：小規模事業者の後継問題に関する相談に的確に対応することで、小規模事業者

の廃業を阻止し、円滑な事業承継を実現することができる。 

 

・ＪＥＴＲＯ香川 理事長 中山  貢 

〒760-0017  高松市番町 2-2-2 TEL：087-851-9407 

 役割：海外進出を目指す小規模事業所のサポートを実施する際にノウハウの提供を受

け、的確なサポート体制を強化することができる。 

 

・ＮＰＯ法人ＩＴＣかがわ 代表者 本田 道夫 

 〒761-0303 高松市六条町 175-3 TEL：087-887-3263 

・ｅとぴあ・かがわ 代表者 山中 欣也 

 〒760-0019 高松市サンポート 2-1 TEL：087-822-0112 

 役割：小規模事業者のホームページを活用したネットショップ開設、自社ＣＭ作成、

などソーシャルメディアを活用した販路開拓等の支援を実施することができる。 
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連携体制図等 

【２．経営状況の分析に関すること】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【３．４．事業計画策定支援及び策定後の実施支援に関すること】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

坂出商工会議所 

中小企業基盤整備機

構四国本部 

かがわ産業支援財団 地域金融機関等 

日本政策金融公庫

高松支店 

国民生活事業 

経済産業局 香川県 坂出市 

香川県中小企業団体

中央会 

ジェトロ香川 その他必要と思われ

る省庁・団体 

坂出商工会議所 

中小企業基盤整備機構

四国本部 

かがわ産業支援財団 地域金融機関等 

日本政策金融公庫 

高松支店 

国民生活事業 

香川県中小企業団体

中央会 

その他必要と思われ

る省庁・団体 
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【３．４．のうち、創業・第二創業(経営革新)支援に関すること】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

坂出商工会議所 

中小企業基盤整備機構

四国本部 

かがわ産業支援財団 地域金融機関等 

日本政策金融公庫高

松支店国民生活事業

香川県中小企業団体

中央会 

その他必要と思われ

る省庁・団体 
香川県事業引継ぎ支

援センター 

坂出商工会議所 
中小企業基盤整備機構

四国本部 

かがわ産業支援財団 

報道関係(新聞・テレ

ビ)等 

香川県中小企業団体

中央会 

その他必要と思われ

る省庁・団体 

坂出市 
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【連携体制図等(参考)】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

坂出商工会議所 
(経営改善普及事業) 

(現在の取組) 
・景気動向把握に資するための

「市内景況分析会議」を年２

回開催 
・経営指導員が各担当地区の会

員事業所を訪問 
・多種多様なニーズに対応する

ため、経営者・管理者・若手

新人社員等幅広い層を対象に

実践的なセミナーを開催し、

経営意欲の醸成や能力向上 
・日本政策金融公庫高松支店等

と連携して、毎年度創業支援

セミナーを開催 
・創業相談窓口を設置し、経営

指導員が創業計画書の作成支

援等を実施 
・平成２４年度より、地域内の

事業所がもつ優れた商品（製

品）・技術・サービスを内外に

ＰＲする「さかいで産業展示

交流フェア」を開催 
・会員事業所のビジネスチャン

ス・販路拡大を支援するため、

相互のＰＲや交流を図る「会

員交流会」を開催 
・記帳指導、税務相談、金融斡

旋、労働保険等の指導を実施 

伴走ランナー型

支援 

小規模事業者 
経営の「発達」・「改善」⇒販路開拓・売上増 

【関係機関】 
・香川県経営支援課 
・中小企業基盤整備機構 
・地域金融機関 
 百十四・香川・伊予・愛媛・四国・中国銀行 
 高松・観音寺信用金庫 
 香川県信用組合、商工組合中央金庫 
・日本政策金融公庫高松支店 国民生活事業 

・四国税理士会坂出支部 
・香川県社会保険労務士会 
・かがわ産業支援財団 
・香川県中小企業団体中央会 
・香川県信用保証協会 
・香川県事業引継ぎ支援センター 
・JETORO香川 
・NPO法人 ICTかがわ 

１．２．５.地域経済の動向、経営分析・需要調査 
・小規模事業者の景況・重要課題等（業況・売上・採算・

資金繰り・経営上の問題点等）についての現状を把握す

るためのアンケート・巡回調査を実施し、課題の抽出 
・各種視点から「市内景況分析会議」での現状抽出 
(目標) 
地域内の小規模事業者の実情・トレンド・今後の展望等

を把握。基礎資料（一次データ）を活用し、各事業の有

効性・妥当性の向上を目指す。 

３．４の事業計画の策定・策定後の実施支援 
・下記調査を踏まえ、関係機関と連携し、長期(3 年～5
年)事業計画を策定。また、ニーズにあった講習会等を
実施。6ヶ月に１度フォローアップのための巡回訪問を
行い、必要に応じて計画の変更を行う。 
(目標) 
自社の棚卸を行い、「気づき」から経営改善をはかる。 

３．４．のうち創業・第二創業(経営革新)支援に関すること 
・下記「事業計画の策定・実施支援」踏まえ、個別フォ

ローアップ、金融・税務・記帳・法律・労務相談等を重

点的に行い、経営資源の補完等を行う。また、「経営革

新・事業転換・多角化」等の第二創業についても伴走ラ

ンナー的支援を行う。 
(目標) 
自社の方向性を見極め、販路開拓に向けたきめ細かな指

導を行う。

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 
地域内の事業所がもつ優れた商品（製品）・技術・サー

ビスを内外にＰＲする「産業展示交流フェア」、「会員交

流会」等を開催、事業所ＨＰへの橋渡し機能を強化する

とともに、将来的にはネットモールの開設販路開拓支援

に努める。 
(目標) 
販路開拓から新商品の開発・企業間の連携等の相乗効果

を目指す。 

更

な

る

支

援

連携 


