
経営発達支援計画の概要 

実施者名 銀の道商工会 

実施期間 平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日 

目 標 

管内の顔である温泉津温泉を中心とした地域振興を図るため、観光関連事業

者や小規模事業者の経営改善・事業計画の作成支援に取り組み、個々の事業者

の経営力向上と持続的発展に向けた支援に積極的に取り組んで参ります。 
また、行政や観光協会など観光振興に関連する機関と一体となって観光需要

開拓に取り組むとともに、地場産品製造業者の商品開発・販路開拓を支援し、

地域観光産業の振興と関連産業の発展につながるよう本事業を展開して参りま

す。 

事業内容 

地域発達支援事業 

① 地域の経済動向調査 
・業種や規模ごとの経営状況や動向を調査・分析し事業所に情報提供します。

・主要産業の「観光関連産業」については、年に 2 回地元観光施設の入り込み
客数の調査を行いその動向について分析します。 

② 経営状況の分析 
・巡回や金融相談時の状況によって分析対象事業所の掘り起しを行うとともに、

経営状況を把握し今後の方向性を示すため経営分析を行います。 

③ 事業計画の策定支援・策定後の実施支援 
・事業計画策定を目指す小規模事業者を対象に経営セミナーの開催、個別指導

による経営計画策定の支援・フォローアップを行います。 

・事業計画策定後は定期的に進捗状況を確認し、計画との乖離がある場合はそ

の原因を事業者と一緒になって検討し計画の実現性を高めます。 

④ 需要動向調査 
・新商品や新サービス、品揃えや販売戦略など、事業者の需要開拓に資する有

効な情報を収集・整理し提供します。 

⑤ 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 
・観光需要の開発、温泉街の回遊性を高める新たな魅力づくりを図ります。 

・地場産品製造業者に対する商談会への出展支援や販路開拓支援、土産品づく

りを目指す製造業者の育成支援を行います。 

地域経済の活性化に資する取組 

・「温泉津まちづくり協議会」による観光振興等の協議・検討を進めて参ります。

・観光ＰＲと観光産業の消費拡大を目的として、関係機関と連携し既存イベン

トを継続して実施・支援します。 

・地場産品の需要開拓の場としての道の駅整備に向けた検討や地元の意見集約

を図って参ります。 

連絡先 

 島根県大田市温泉津町小浜イ 308-6 
 銀の道商工会 
 電話番号 0855-65-1110   FAX番号 0855-65-2346 
 メールアドレス：gin-road@kind-ocn.ne.jp 
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重要伝統的建造物郡保存地区に 

指定された温泉津温泉街 

世界一の砂時計 

仁摩サンドミュージアム 

（別表１） 
経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

（地域概要） 

銀の道商工会地域は島根

県の中央部の日本海沿いに

位置し、平成 17 年 10 月に

大田
おおだ

市・温泉津
ゆ の つ

町・仁摩
に ま

町が

合併し発足した新大田市の

中の「温泉津町」と「仁摩町」

をエリアとする。 

エリア内には、「石見
いわみ

銀山」

が世界遺産登録された平成 19 年以降に追加登録された「温泉津温泉街」がある。「温泉津温泉
街」は、日本の温泉町で唯一「重要伝統的建造物群保存地区」に指定されているレトロな街並み

で、約 1300年の歴史を持ち湯治場として評判の由緒ある温泉がある地区である。また、石見銀
山の北の玄関口である仁摩地域では、世界一の砂時計があるサンドミュージアムや鳴き砂で有名

な琴ケ浜などの多くの観光資源を有する。大田市では近年、定住対策に力を入れており宝島社が

発行する月刊誌「田舎暮らしの本」平成 27年 2月号で、第 3回「住みたい田舎」ベストランキ
ングで大田市が総合１位に輝いた。人口は大田市全体で 38,000人、うち当該商工会地区の銀の
道エリアは 2割の 7,600人である。 

（地域産業） 

主要産業は山陰海岸を漁場とした漁業をはじめ、温泉津地区は温泉を中心とした観光産業、仁

摩地区は誘致企業の自動車部品製造業が中心に産業形成されている。また、温泉津地区では建築

資材や墓石の原料となる福光石が産出されることから石材加工業の集積が見られ、仁摩地区では

船舶設備修繕業が集積しているのが特徴的である。 

（小規模事業者の状況と課題） 

温泉津温泉の観光入り込み客数は石見銀山が

世界遺産登録された後の平成22年の106千人を
ピークに、平成 25年は 82千人と 23％減少し、
主要産業である観光関連の旅館や飲食業の経営

状況は年々厳しくなっている。 
小規模事業者数については、平成元年には 616

事業所あったが、平成 27年度には 330事業所と
なり 286事業所・46％減少した。特に卸・小売

業の減少数は顕著であり、平成元年は 288 事業
所だったものが平成 26年には 99事業所と 1／3
となった。観光に関連する小規模事業者数につい

ては旅館業が 14件、名産品製造・販売業が 4件、
タクシー業が 3件、飲食業が 7件となっている。 
また、少子高齢化等により人口減少が進み地域

内購買力も年々低下し、経営難による事業廃止や

後継者不足で温泉街や商店街の空き店舗が増え、

地域内の活力を失われつつある深刻な状況にあ
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り、事業をいかに持続化させるか、温泉街・商店街での創業を如何に促進するかといった大きな

課題がある。 

（地域内における小規模事業者の中長期的な振興のあり方） 

（1）観光関連事業者の振興 

石見銀山とともに世界遺産登録された温泉津温泉街は当地域の顔であり、これに直接的に関わ

る旅館業等観光関連産業の振興は経済波及効果の大きさからも地域全体の振興に繋がることか

ら、当地域の主要産業である観光関連事業者の振興を、行政や観光協会、関係諸機関と連携して

図っていく。 

事業者に対する個別支援は、経営発達支援事業を通じて経営分析や事業計画の策定並びにその

フォローアップなど事業所に寄り添った支援に取り組み、事業者の経営力向上と持続的発展を図

っていく。 

温泉街の振興については空き家空き店舗を利用した創業支援に取り組むとともに、温泉・街並

み・石見銀山の玄関口を切り口として「歴史と観光の町」を広くアピールし、観光客の集客と地

域観光産業の振興を図り地域の活性化を目指す。 

（2）地場産品製造業者の振興 

当地域の地場産業としての製造業は、事業者数は多くはないが水産加工業・石材加工業・陶器

製造業がある。これら製造業者の製品は地域ブランド品の育成や域外マネー獲得という意味でも

継続して地域をあげて振興に取組む必要がある。特に販路開拓については重点的に支援するため

に、行政の「メイドイン大田支援事業」の活用や島根県商工会連合会の販路開拓支援事業等を活

用して支援を行っていく。 

（3）創業等の支援による賑わい創出・地域活性化 

小規模ながらもサービス業を中心に空き店舗を活用しての創業案件は徐々に増えており、県・

大田市との連携や時には専門家派遣制度を活用して積極的に創業者支援・事業継続に取り組み、

商業集積地の賑わいや地域の活性化につなげるとともに、雇用の創出という観点でも期待した

い。 

（課題を踏まえた経営発達支援事業の目標） 

当商工会エリアの顔である温泉津温泉を中心とした地域の振興を図るために観光関連事業者

支援を中心に以下の目標を掲げ経営発達支援事業を実施していく。 

■地域経済動向調査 

▶景況調査・観光入込客調査を実施し、事業者個別支援・事業計画策定の際の資料として活用す

る。… 景況調査年間目標件数 １5件・観光入込調査 年 2回（9月・3月）実施 

■経営状況の分析 

▶SWOT 分析や財務分析により自社の経営状況を再認識し計画に基づいた経営に繋げていく。 

                                                       …年間目標事業者数 24事業所 

■事業計画策定と実施支援 

▶自社の経営状況と地域経済状況を踏まえた事業計画策定支援と実施支援を行い、計画の実現性

を高めていく。また、創業や第二創業を目指す者に対しても計画策定と実行支援を行い地域の賑

わいを創出していく。… 年間目標事業者数 24事業所 

■需要動向調査 

▶管内事業者の取り扱う商品やサービスの需要動向を調査・整理・分析・提供することにより販

売戦略等立案時の資料として活用を促す。… 年間目標事業者数 60事業所 
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■需要開拓支援 

▶行政や観光協会など観光振興に関連する支援機関が一体となって、入込客増加対策などの観光

需要開拓のための方策を検討し実行する。観光関連産業の経済波及効果の大きさにより、他の小

規模事業者の売上増加も期待できる。… 銀山街道委員会 3回開催 

▶地場産品製造業者の商品開発支援、地域ブランド化支援、販路開拓を支援していく。このこと

により、地場産品製造業者の売上増加が期待できる。 
… 支援対象事業者数 7事業所・売れる商品づくり研究会 年 3回開催 

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】 

（目的） 
 地域内の経済動向を調査・分析することにより、産業振興のための基礎的資料として利用する。

また、地域内経営者等へ情報提供するとともに、小規模事業者への指導や事業計画の作成に活用

する。 

（現状） 
 現在、全国商工会連合会の委託を受け、４半期ごとに 15 事業所（管内 7・管外 8）の景気動
向調査を実施し、対象事業所に対してその結果報告をしている。 

（事業内容） 
（1）中小企業経営指標などのデータをもとに、業種や規模ごとの動向を調査分析し、窓口・巡
回相談時に情報提供する。 
（2）四半期ごとに景気動向調査を実施し、タイムリーな管内の景況を把握するとともに調査段
階で早めの課題を抽出する。 
（3）主要産業である「観光関連産業」については、一年に２回地元観光施設の入り込み客数の
調査を行うとともに、島根県観光動態調査のデータをもとにその動向について調査分析する。

（定量目標） 

調査内容 調査事業所数 調査頻度 

景況調査(自主調査) 
管内外 15事業所 
（建設業・製造業・卸小売業・サービス業）

四半期毎 
6月・9月・12月・3月 

観光入込調査(自主調査) 旅館・観光施設 9月・3月 

（情報収集を行う項目） 

調査内容 調査項目 

景況調査(自主調査) 売上高・雇用状況・設備投資・今後の見通し・課題等 

観光入込調査(自主調査) 
管内の旅館や観光施設利用者が、どこから・どのような方

が・どのような目的で来訪されたかをアンケート方式で調

査。 

中小企業経営指標(公的調査) 全国の業種・規模ごとの収益性や財務に関する指標 

島根県観光動態調査(公的調査) 県内主な観光施設の入り込み客数 
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（収集した情報の分析方法・活用方法） 

調査内容 分析方法・活用方法 

景況調査(自主調査) 
売上や観光動態など業種や分野ごとにその傾向を把握し、

小規模事業者の経営指導や計画書作成に活用することで、

個々の企業の発展と地域経済の活性化につなげる。 

観光入込調査(自主調査) 

中小企業経営指標(公的調査) 

島根県観光動態調査(公的調査) 

（収集した情報の提供方法） 
調査結果については、年に 3 回（6 月・10 月・2 月）商工会の発行する情報誌やホームペー
ジにより調査結果の情報提供を行い、地域の経済動向の周知を行う。 

（この事業により期待する効果） 
この事業により、地域や企業の現状を把握するとともに個々の企業の課題を抽出し改善計画書

の作成に活用するなど、企業の発展と地域経済の活性化につながることに期待する。 
 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 
（目的） 
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

じて小規模事業者の経営分析を行う。 
 専門的な経営課題等については、島根県・島根県商工会連合会・しまね産業振興財団、島根県

信用保証協会・地域金融機関等と連携し、小規模事業者の抱える経営上の課題に対してより丁寧

にサポートする。 

（現状） 
資金繰りに苦慮する企業や経営課題のある企業に対しては簡易な経営分析を行い、必要に応じ

て専門家の派遣を要請している。（年間 10件程度） 

（事業内容） 
（1）巡回訪問による分析対象事業所の掘り起し、主要産業である観光関連業を対象としたセミ
ナーの開催、金融の相談業務により分析の対象となる小規模事業者をピックアップし、ヒヤリ

ングや決算書に基づき経営状況を把握する。その上で島根県商工会連合会と連携し、専門家派

遣制度を活用して専門知識を有する専門家とともに、貸借対照表、損益計算書、概況等をもと

に経営分析を行う。【指針①】 

（分析項目） 
■ＳＷＯＴ分析 
小規模事業者の内部環境（自社の強み・弱み）と取り巻く外部環境（機会・脅威）の現状分

析をもとに、自社のビジネスチャンスや戦略の方向性を探る。 
■経営分析（安全性・収益性、キャッシュフロー） 
貸借対照表・損益計算書・キャッシュフロー計算書などの計数に基づき、小規模事業者の収

益力や財務状況・問題点を分析する。 

（分析結果の活用方法） 
分析結果に基づき企業の傾向を把握するとともに、課題を抽出し改善計画書の作成支援につな

げる。 
また、分析結果等の小規模事業者の情報に関する一切の漏洩を防止するために、データベース

化したデータはパスワードを設定して管理を徹底する。 
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（目標） 

支 援 内 容 現 状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

巡回訪問件数 850 1000 1000 1000 1000 1000 

セミナー開催回数 未実施 1 1 2 2 2 

経営分析件数 12 24 24 24 24 24 

専門家派遣件数 6 10 10 10 10 10 

（この事業により期待する効果） 
本事業により、今まで気づかなかった自社の強みや弱み、課題などを改めて認識してもらい、

事業計画書を作成できず経営改善が進まなかった企業に対しての事業計画書の作成支援につな

げたい。 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（目的） 
事業者が経営課題を解決するため、上記Ⅰの市場調査や上記Ⅱの経営分析等の結果を踏まえ事

業計画策定支援を行うとともに、事業持続化やものづくり、新たな事業展開に取り組む事業者に

対して、島根県・島根県商工会連合会・島根県中小企業団体中央会・金融機関など関係機関と連

携し、伴走型の指導・助言を行い小規模事業者の持続的発展を図る。 

（現状） 
経営分析と同様、資金繰りに苦慮する企業や経営課題のある企業に対しては事業計画書を作成

し、必要に応じて専門家の派遣を要請している。（年間 12件程度） 
また、全国商工会連合会の「持続化補助金」、中小企業団体中央会の「ものづくり補助金」な

どの補助金申請に意欲を示す事業者に対して事業計画書の作成支援をしている。 

（事業内容） 
（1）事業計画策定等に関するセミナーの開催や巡回訪問により、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。 
（2）金融相談時や事業計画策定を目指す小規模事業者の他、国・県・市などの補助事業に取り
組む小規模事業者に対し事業計画の策定支援を行う。 
（3）金融相談時に事業の持続的発展・雇用効果が見込める小規模対象者に対しては、積極的に
日本政策金融公庫の「小規模事業者経営発達融資制度」の融資斡旋を行うとともに、事業計画

の策定支援とその後のフォローアップを行う。 

（目標）  

支 援 内 容 現 状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

セミナー・説明会開催回数 未実施 1 1 2 2 2 

事業計画策定事業者数 12 20 24 24 24 24 

（この事業により期待する効果） 
個々では事業計画書を作成できず経営改善が進まなかった企業に対し、本事業により分析、事

業計画書の作成支援をすることで、個々の企業の発展と地域経済の活性化につなげたい。 
 
創業・第二創業支援 

 （目的） 
地域における開業や第二創業を推進するため、島根県商工会連合会と連携して「創業塾」「第
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二創業塾」への参加要請並びに支援を行い、創業後も定期的な巡回等により伴走型の支援を実施

する。 

（現状） 
新規創業者については個々に相談を受け、準備段階から金融・経営面での支援を行っている。

（平成 26年度実績 3件） 

（事業内容） 
（1）「創業塾」は単独での開催が難しいことから、島根県商工会連合会が松江市で開催する「創
業塾」や創業セミナーへの参加を促す。 

（2）創業予定者には、各種届出・税務・労務関係など創業に関する基本的な知識を指導すると
ともに、創業計画の策定支援を行い円滑な創業に結び付ける。 
（3）第二創業（経営革新）については基本的に個別相談で対応し、場合によっては専門家派遣
事業を活用して支援を行う。また、案件によっては各種補助金や支援制度の活用について、島

根県・大田市などと連携して第二創業（経営革新）の支援を実施する。 

（目標） 

支 援 内 容 現 状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

県連主催創業塾への参加者数 未実施 1 2 2 2 2 

創業支援者数 3 4 4 5 5 5 

第二創業（経営革新）支援数 未実施 2 2 3 3 3 

(この事業により期待する効果） 
小規模ながらもサービス業を中心に空き店舗を活用しての創業案件は徐々に増えており、県・

大田市との連携や時には専門家派遣制度を活用して積極的に創業者支援・事業継続に取り組み、

商業集積地の賑わいや地域の活性化につなげるとともに、雇用の創出という観点でも期待した

い。 
 
４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

（目的） 
 事業計画策定後の実施支援を行うことにより、計画の実現性を高めていく。実施支援に当たっ

て、商工会で対応できない事項については、関係諸機関との連携支援や専門家の活用により実施

していく。 

（現状） 
 巡回指導等により実施支援を行っているが、必ずしも組織として計画的に行ってはいない。ま

た、実施にあたって課題があった場合も、その場その場の対応であり目標を見据えた支援となっ

ていない。 

（事業内容） 
(1)ＰＤＣＡマネジメントサイクルの実践 

策定された事業計画の実施支援にあたっては、マネジメントサイクルを意識して支援を行って

いく。実行（Ｄ）において、より専門性の高い取り組みについてはミラサポ等の専門家派遣事業

の活用や他の支援機関等と連携して支援を行っていく。評価（Ｃ）では、２ヵ月ごとに巡回訪問

により進捗状況を確認し、計画との乖離がある場合はその原因を事業者と一緒になって検討す

る。改善（Ａ）については、評価(Ｃ)により確認した計画との乖離の原因について外部環境等を

考慮し、現状の計画のままで実現できるものはスケジュールの再検討を行う。改善できない事項

は計画の変更を検討する。このことにより目標達成のための計画の実効性を高めていく。年度末



７ 
 

には計画実施の検証にあわせて次年度計画の見直しも事業者と一緒になって行う。 

（2）金融支援 
計画実施にあたり資金が必要となった場合は、日本政策金融公庫の「小規模事業者経営発達融

資制度」の融資斡旋を行う。 
（3）情報発信の徹底 
事業計画策定後に、国・県・市などの行う支援策等を巡回により周知しフォローアップを行う。

（目標）  

支 援 内 容 現 状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

実施支援件数 6 20 24 24 24 24 

（この事業により期待する効果） 
事業実施支援を行うことにより、計画の実現性を高めることができる。事業者にとっては、事

業計画実行の重要性を体現できる。 
 

５． 需要動向調査に関すること【指針③】 

（目的） 

管内の小規模事業者の扱う商品やサービスに関する情報を収集、整理、分析、提供することに

より販売計画や品揃え計画等事業者の売上の増加に資するための基礎データとして活用する。 

（現状） 

管内の小規模事業者の扱う商品やサービスの需要動向調査については、巡回・窓口相談時に担

当者の判断により必要に応じて行っており、組織的には実施していない。今後は需要動向調査を

事業として実施し続けていく必要がある。 

（事業内容） 

(1)商品トレンド情報や POS情報等の整理・分析・提供 
日経MJや日経テレコン等の新商品や新サービスの情報、また、ＪＲＳ情報経営サービスによ
る業界情報や POS情報など事業者の品揃えや販売戦略に資する情報を収集、整理し巡回訪問を

中心に情報提供していく。特にその事業者にとって重要だと思われる情報については、印刷物の

配布に加えて口頭でも説明するとともに、商工会が発信した情報の有効性や今後欲しい情報につ

いてもヒヤリングにより収集し、管内事業者の需要開拓に資する有効な情報を提供していく。 
 (2)商勢圏実態調査結果の情報整理と提供 
島根県商工会連合会が３年に一度実施している商勢圏実態調査結果の過去データを整理し、

当町の商業環境の変遷を分析し関係事業者・関係機関へ巡回により提供する。また、このデー

タを小売店へ提供することにより消費者目線に立った経営を促していく。 

また、平成 28 年度は商勢圏実態調査を実施する年度であるため、集計結果が公表され次第、

過去データ分に 28 年データを加えて関係事業者へ情報提供を行う。 

（目標）  

内容 現状 １年目(H27) ２年目(H28) ３年目(H29) 

情報提供事業者数(毎月) ― 60 60 60 

商勢圏実態調査(調査目標数) ― ― 250 ― 

 

（この事業により期待する効果） 

管内小規模事業者の扱う商品やサービスの情報を収集し整理提供することにより、販売戦略や

品揃え戦略立案時の資料として活用できる。 
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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】 

（目的） 
 当商工会の経営発達支援事業における主要対象事業者である観光関連事業者の需要開拓に寄

与する事業として、「観光入込客の増加や観光消費拡大に資する事業」と「地場産品製造事業所

の販路開拓に関わる事業」を実施し、地域内の小規模事業者への波及効果を高めていく。 

（現状） 
 観光資源として大きな役割を果たしている温泉津温泉は、石見銀山世界遺産登録以降入込客の

減少傾向が続いている。世界遺産登録地域という大きな差別化要因があるものの、その強みが活

かされていない状況にある。地場製造業の販路開拓については、展示会や各種イベントへの出展

等について個々で対応しているのが現状である。 

（事業内容） 

（1）観光需要の開拓 
観光協会や旅館組合など観光関連組織をメンバーに、新たに「石見銀山街道委員会」(仮称)を

立ち上げ、石見銀山・仁摩地区・温泉津地区がそれぞれ個々でＰＲしていた観光資源や施設、イ

ベントなどを全体で連携して情報発信するなど、点から「街道」を前面に出した線の観光需要の

開拓に取り組む。個々の事業者の情報発信の手段としては全国連が実施しているホーム－ページ

作成支援を活用し事業所ＰＲを支援する。  

また、観光協会・旅館組合と連携して取り組んでいる温

泉津温泉で観光客に人気の高い「石
※

見神楽」の定期公演を

引き続き実施するとともに、空き店舗を活用して陶芸の体

験コーナーや飲食コーナーを設置し温泉街の回遊性を高め

る。あわせて温泉街にある八つの寺の地理的得意性を活か

し、写経・座禅・健康などをテーマに寺子屋の現代版ツア

ーや健康ウォークを実施し、新たな魅力づくりを図る。 

これらの取り組みについては、効果を検証しながら継続し

て実施していくことにより、入込客数の回復・増加を図るとともに滞留時間等の増加により観光

客等の需要の開拓を図っていく。 

※「石見神楽」は島根県西部地域の伝統芸能であり、演劇性・エンターテインメント性を強めた大衆的な芸能として人

気がある。 

（2）地場製造業に対する販路開拓支援 
水産練り製品製造業者や水産加工業者を対象に、東京で開催される「地域振興等機関主催型広

域展示販売・商談会」、出雲市・浜田市で開催される県内のバイヤーを一堂に会しての商談会、

広島市で開催される「島根ふるさとフェア」への出展支援を行い、販路の開拓と産品の認知度の

向上を図る。また、水産練り製品製造業者や水産加工業者だけでなく、陶器製造業や石材加工業

など販路開拓が難しい事業者について、大田市の「メイドイン大田支援事業」の活用や市当局と

の連携により、売れる商品づくり研究会や展示会へ参加し販路開拓に取り組む。水産練り製品製

造業をはじめ陶器製造業者（窯元）や石材加工業者など、新たな土産品づくりを目指す製造業者

の育成支援を行い、観光客や道の駅で販売する土産品の開発に取り組む。 
 
 
 
 

石見神楽 
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（支援対象事業者） 
業  種 対象事業者数 

水産練り製品製造業者 2 
水産加工業者 1 
陶器製造業者 3 
石材加工業者 1 

（目標） 

支 援 内 容 現 状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

石見銀山街道委員会 未実施 2 3 3 3 3 
展示会・商談会等の参加回数 2 3 3 3 3 3 

展示会・商談会出展支援者数 1 3 3 3 3 3 

売れる商品づくりの研究会開催 未実施 2 3 3 3 3 

事業所ホームページ作成支援 39 50 80 80 80 80 

（この事業により期待する効果） 
 観光需要を開拓することにより観光客による域外需要の獲得が図れ、あわせて観光産業の裾野

の広さにより、観光とは直接的には関係していない運送業者や小売業者など小規模事業者の間接

的な売上増加が期待できる。 

また、いい商品だけど売れないと悩む企業が多い中、売れる商品づくりや商品・企業のＰＲに

取り組むことで販路拡大につなげるとともに、支援対象事業者が連携して新たな商品開発に取り

組み地域のブランド化を図れる。このことにより、地場製造業者の売上増加が期待できる。 

 
Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

Ⅰ．地域経済活性化事業 

（目的） 
当商工会エリアの地域経済活性化のためには、観光振興による域外需要の獲得の取り組みが有

効な方策であるため、県や市の補助金の有効活用、関係機関との連携により観光振興事業を中心

に地域経済活性化を図っていく。また、山陰自動車道の開通に伴い計画されている道の駅整備計

画についても、地場産品製造業者の販路開拓支援という位置付けで積極的に取り組んでいく。 

（現状） 
温泉津地区では、数年前に行政主導で「温泉津まちづくり協議会」が発足し、温泉街の交通問

題や環境整備について協議している。また、仁摩・温泉津間の広域での観光振興については今か

ら組織を立ち上げる段階にある。 

（事業内業） 
（1）「温泉津まちづくり協議会」での観光振興等の協議・検討の場の設定 
大田市・大田市観光協会・温泉津温泉旅館組合・地域住民などに商工会を含めて組織する「温

泉津まちづくり協議会」を毎月 1 回開催し、温泉津温泉を核とした観光客の受け入れ態勢、空
き家・空き店舗対策、交通問題など、課題解決と観光振興について検討する。また、山陰自動車

道仁摩ＩＣを拠点とし、石見銀山から仁摩・温泉津間を「街道」としてＰＲし、広域での観光振

興事業を展開し地域の活性化を図る。 
（2）既存イベントの支援 
商工会が中心となり、大田市観光協会・温泉津温泉旅館組合・石見銀山農協・ＪＦしまね・

温泉津港利用促進協議会などで組織する実行委員会で、温泉津・仁摩の観光ＰＲと観光産業の
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消費拡大、そして地域活性化を目的として、7 月に「仁摩ごいせ祭」・8 月に「温泉津温泉夏祭
り」をそれぞれ地域あげて実施する。 

 
（3）地場産品の需要開拓の場としての道の駅整備に向けた検討 
道の駅整備計画を見据え、地域性を活かした特色ある施設とするため、大田市・大田商工会議

所・石見銀山農協・ＪＦしまね・石見交通・地域団体代表に商工会を加えた「道の駅検討委員会」

を立ち上げ、先進地視察・セミナーや懇談会の開催を通じて地元の意見集約を図る。 

（目標） 

支 援 内 容 現 状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

まちづくり委員会開催回数 2 12 12 12 12 12 

道の駅検討委員会 未実施 3 3 3 0 0 

地域資源活用セミナー開催 1 1 1 1 1 1 

イベント開催 2 2 2 2 2 2 

 
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 
島根県商工会連合会石見事務所（専門経営指導員 3名）、石東ブロック 5商工会（邑南町商工

会 経営指導員 4名、川本町商工会 経営指導員 1名、美郷町商工会 経営指導員 2名、桜江町商
工会 経営指導員 1名、銀の道商工会 経営指導員 2 名 合計 10 名）との定期的な連絡協議会や
研修会において、連合会の支援制度、各地区管内の状況や支援ノウハウ等の情報交換を行う。 
 また、大田市・大田商工会議所・しまね産業振興財団・金融機関などで組織する大田市産業支

援センター会議・毎月開催される同事務局会議において、大田市内の企業の抱える問題点につい

て情報交換を行うとともに、支援体制の協議や場合によっては専門家を招聘し指導にあたる。 
 さらに、小規模事業者の要請に応じて、高度で専門的な課題解決のために中小企業基盤整備機

構や島根県商工会連合会、島根県信用保証協会等と連携し、専門家を招聘し指導にあたる。尚、

年間指導目標事業者数を 10社とする。 
 
２．経営指導員等の資質向上等に関すること 
（1）基本的には、各々が年度当初設定した課題やテーマに基づいて資質向上に努め、年度末に
自己・外部（島根県商工会連合会）でそれぞれ評価することとする。 
（2）島根県商工会連合会が主催する研修会に積極的に参加するとともに、全国商工会連合会の

Web 研修を毎月受講し必ず年１回効果測定を実施する。また、中小機構等の主催する研修会
に経営指導員が年間１回以上参加し資質向上を図る。これらの研修で習得したノウハウを活か

し、小規模事業者に対して売上及び利益確保、経営改善計画書や事業承継計画書の作成など、

伴走型の支援に取り組む。 
（3）新人職員等の教育については、ＯＪＴにより経営指導員が記帳や税務、労働、金融、情報
などの基礎知識について指導にあたる。 
（4）経営指導員等は、島根県商工会連合会が主催する研修会に積極的に参加するとともに、経
営指導員が研修会等で習得したノウハウを共有するため、組織内で勉強会を年２回程度実施し

職員の能力アップを図る。 
（5）支援ノウハウを組織内で共有するため、データベースにあるものはパソコンの組織内共有
ホルダーで管理保存し情報を共有する。さらに、島根県商工会連合会の基幹システム、企業指

導カルテや小規模事業者支援システムを活用するとともに、紙ベースのものは共通の保管庫で

管理し情報を共有する。 
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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）計画に基づき、年 3回開催の理事会おいて事業の実施状況、成果の評価・見直し案の提示
を行う。 
（2）経営発達支援委員会（下記の構成メンバー）において、評価・見直しの方針を決定する。
（3）評価方法は、定数目標がある項目については目標に対しての達成度合い、定数目標のない
事業については事業報告により評価する。また、小規模事業者個々が対象になる事業について

は、ヒヤリング若しくはアンケート方式により評価を受けるものとする。 
（4）事業の成果・評価・見直しの結果については、商工会理事会及び総代会へ報告し承認を受
ける。 
（5）事業の成果・評価・見直しの結果を広報にて会員事業所に周知するとともに、当会のホー
ムページ（http://gin-road.shoko-shimane.or.jp/）で計画期間中公表する。 

 
※ 経営発達支援委員会 

 目的：本事業が計画どおり進められているかどうか実施状況を確認するとともに、乖離がある

場合は早期の軌道修正を行い、円滑な事業推進を図ることを目的とする。 

   《構成メンバー》 
委員長   商工会副会長            小川 良知 
副委員長  商工会理事             松浦 隆之 
地元委員  温泉津温泉旅館組合長        金崎 公一 

    地元委員  販路開拓支援対象事業所       長見 克己 
外部有識者 大田市産業企画課課長        上西  宏 
外部有識者 島根中央信用金庫温泉津・仁摩支店長 坂根 宏司 
外部有識者 島根県商工会連合会石見事務所長   山川 俊二 
事務局   銀の道商工会 事務局長       橋本  弘 
             経営指導員      吉田 英樹 
             経営指導員      九矢 晃宏 
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相談・支援

報告

報告 評価・指示 

報告

（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 

 

（１）組織体制          

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

（２）連絡先 
銀の道商工会本所  

     大田市温泉津町小浜イ３０８－６ 

      電話：０８５５－６５－１１１０  ＦＡＸ：０８５５－６５－２３４６ 

ＵＲＬ．http://gin-road.shoko-shimane.or.jp/ 

銀の道商工会仁摩支援センター  

     大田市仁摩町仁万８３７－１ 

      電話：０８５４－８８－２５１３  ＦＡＸ：０８５４－８８－４０７７ 

 

 

組織体制

事務局長(1人) 経営指導員(2人) 指導職員(3人)
管理・監督 指導・助言 指導・助言

小規模事業者

連携連携

総代会

理事会 監 事

経営発達支援委員会 

（評価・見直しの方針決定）

島根県商工会連合会 島根県 専門家 大田市 

評価

銀の道商工会 



１３ 
 

（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 28年度 29年度 30年度 31年度 

必要な資金の額 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600

 

小規模企業対策事業費 
 経営分析事業費 
 事業計画策定事業費 
 特産品開発事業費 
地域活性化事業費 
 イベント事業費 
 観光対策事業費 
 研修事業費 

400
100
100
200

1,200
800
200
200

400
100
100
200

1,200
800
200
200

400
100
100
200

1,200
800
200
200

400 
100 
100 
200 

1,200 
800 
200 
200 

400
100
100
200

1,200
800
200
200

（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・手数料・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 

連携する内容 

地域活性化委事業 

（1）温泉津温泉を核とした観光客の受け入れ態勢、空き家・空き店舗対策、交通問題な
ど課題解決と観光振興について検討する。…温泉津地区まちづくり協議会 

《温泉津地区まちづくり協議会構成メンバー》  

■大田市役所温泉津支所   支所長  福 富 雅 英 
住所：大田市温泉津町小浜イ 486   TEL：0855-65-3111 

 ■大田市観光協会温泉津支部 支部長  河 原 文 孝 
    住所：大田市温泉津町温泉津ロ 30  TEL：0855-65-2811 
 ■温泉津温泉旅館組合    組合長  金 崎 公 一 
    住所：大田市温泉津町温泉津ロ 203 TEL：0855-65-2008 
 ■温泉津地区連合自治会   自治会長 小 林 博 通 
   住所：大田市温泉津町小浜ロ 144  TEL：0855-65-2056 
 ■銀の道商工会       会長   原   勝 正 
   住所：大田市温泉津町小浜イ 308-6 TEL：0855-65-1110 

（2）従来石見銀山・仁摩地区・温泉津地区がそれぞれ個々でＰＲしていた観光資源や施
設、イベントなどを全体で連携して情報発信するなど、点から「街道」を前面に出した

線の観光振興事業に取り組む。…石見銀山街道委員会 

《石見銀山街道委員会構成メンバー》  

■大田市観光協会      会長   谷 本 隆 臣 
住所：大田市仁摩町仁万 562-3    TEL：0854-88-9266 

 ■大田市観光協会温泉津支部 支部長  河 原 文 孝 
    住所：大田市温泉津町温泉津ロ 30  TEL：0855-65-2811 

■大田市観光協会仁摩支部  支部長  泉   成 夫 
   住所：大田市仁摩町仁万 524-1    TEL：0854-88-3881 
 ■温泉津温泉旅館組合    組合長  金 崎 公 一 
    住所：大田市温泉津町温泉津ロ 203 TEL：0855-65-2008 
  ■馬路まちづくり委員会   会長   石 橋 哲一郎 
    住所：大田市仁摩町馬路 1737-6   TEL：0854-88-9070 
 ■銀の道商工会       会長   原   勝 正 
   住所：大田市温泉津町小浜イ 308-6 TEL：0855-65-1110 
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連携者及びその役割 
 
■大田市観光協会      会長   谷 本 隆 臣 

住所：大田市仁摩町仁万 562-3    TEL：0854-88-9950 
 ■温泉津温泉旅館組合    組合長  金 崎 公 一 
    住所：大田市温泉津町温泉津ロ 203 TEL：0855-65-2008 
 ■温泉津地区連合自治会   自治会長 小 林 博 通 
   住所：大田市温泉津町小浜ロ 144  TEL：0855-65-2056 
 
上記などの団体と本会が連携して地域全体の観光振興を図ることを目的に、意見交換

するとともに共同で事業を進める。 
 

 
連携体制図等 

 

別紙のとおり 
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支援

支援

助言・支援 

連携 

連携

連携 支援 

連携

連携

連携 連携 

温泉津地区まちづくり協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石見銀山街道委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

温泉津地区連合自治会 

・自治会運営全般 

・まちづくり・環境整備 

銀の道商工会 

・旅館・商工業者の支援 

・観光協会・旅館組合との連

携とイベント支援 

温泉津温泉旅館組合 

・受け入れサービスの向上 

・観光協会と連携した情報発

信・イベント実施 

大田市観光会温泉津支部 

・観光ＰＲ・情報発信 

・連携したイベント実施 

大田市役所温泉津支所 

支所長 

協議会運営の進行 

意見のとりまとめ 

大田市観光協会仁摩支部 

銀の道商工会 

・旅館・商工業者の支援 

・多団体との連携とイベント

支援 

大田市観光協会温泉津支部 

温泉津温泉旅館組合 

大田市観光協会 

・大田市全体の観光振興事業 

・温泉津・仁摩支部との連携 

・委員会の意見集約と統率 

《別紙》連携体制図等 

馬路まちづくりセンター 

まちづくり活動の拠点 


