
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
 東出雲町商工会（法人番号 9280005000629） 

実施期間 平成 30年 4月 1日～平成 35年 3月 31日 

目標 

当商工会は「会員に寄り添い、強みを活かした地域の持続的発展を目指す」こと

を経営発達支援計画の基本方針とし、「企業力向上」、「販路拡大」、「新商品開発」

の３本を柱とした各種支援事業を行政機関、関係支援機関と連携強化を図りながら

実施していく。 

＜企業力向上＞ 

製品の高付加価値化や営業力強化等に向けた事業計画策定や設備の充実等の支

援を行うことで小規模事業者のイノベーションを実現し、企業力向上を図る。 

＜販路拡大＞ 

特定企業からの下請け体質からの脱却に向け、自らの営業力・販売力の強化をし、

行政の支援策等を積極的に活用して販路・新市場の開拓の支援を行う。 

＜新製品開発＞ 

地域資源を活用し、需要予測に基づいた新商品開発や既存の技術を生かした自社製

品（技術）開発を伴走的に支援する。 

事業内容 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

地域経済動向調査の実施や島根県統計情報の整理・分析を行い、地域の経済動向

を把握し、小規模事業者に対する的確な支援に活用する。 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

小規模事業者の経営状況を定量的、定性的に分析し、経営の実態を把握するとと

もに、経営課題を明確にし、事業計画の策定支援に活用する。 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

需要を見据えた実効性の高い事業計画策定を伴走支援し、「経営の羅針盤」とし

て活用することで、経営者の意識改革を図り、「儲かる企業」を育成する。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

計画的に事業計画の実施をフォローアップすることで、ＰＤＣＡサイクルを構築

し、計画の実現性を向上する。 

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やサービスに対する買い手のニーズを調査し、個社

に適した情報を提供することで、需要動向に応じたイノベーションの実現や市場ニ

ーズを踏まえた「売れる商品づくり」による効果的な販路開拓支援に活用する。 

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】 

常に新しい商品・製品・技術を開発し磨き上げ、海外を含む域外マネーの獲得を

図るため、ビジネスマッチング商談会事業等を通じて新たな需要開拓を進め、販路

拡大を支援する。 

７．地域経済の活性化に資する取組 

島根県や松江市等の関係機関と連携しながら、地域課題や地域活性化の方向性を

共有し、地域資源を活用した域内外のマッチング、商品開発、販売促進、広報ＰＲ

を柱とした各種事業に取り組む。 

連絡先 

東出雲町商工会   

〒699-0101 島根県松江市東出雲町揖屋 1125 番地  

TEL：0852-52-2344 FAX：0852-52-2194 E-Mail：h-izumo@shoko-shimane.or.jp 

HP：http://h-izumo.shoko-shimane.or.jp/ 

 



（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

１．地域環境 

 

（１）松江市の現状 

当商工会が立地する松江市は、島根県の県都であり人口 203,899 人(H29.9 月現在)、世帯数

89,067 世帯の山陰の中核都市である。松江市では、地域経済・文化・観光等の振興策として周

辺市町を一つのエリア（中海・宍道湖・大山圏域：圏域人口約 60 万人）と位置づけ、圏域市長

会や経済協議会を組織している。この圏域には、農林水産物を始めとする自然の恵み、奥深い古

代からの歴史や文化資源、そして多様な「ものづくり産業」の技術が集積し、企業間・異業種間

の連携エリアも広がっている。更に、2015 年 3 月、中国横断自動車道尾道松江線「中国やまな

み街道」が全線開通し、松江市及び中海・宍道湖・大山圏域と尾道松江線沿線の都市圏、山陽・

四国側との人的交流及び企業間連携の可能性が現実のものとなった。 

 松江市では、松江市総合計画を策定し、将来都市像の実現を目指した取り組みの後半に入って

いる。また、まちづくりの将来ビジョンを描く「平成の開府元年・まちづくり構想」に加え、「松

江市版総合戦略」が策定される等、地方創生の実現に向け今後、松江市が持続的な成長・発展を

遂げるため産業振興の重要性が一層高まっている。なかでも「ものづくり産業」の振興は、生産

や製品の販売といった経済活動を通じて、地域外の需要を獲得し、地域の雇用の柱となる存在で

あり、地域経済・地域社会に大きく貢献する産業である。 

  

 －製造品出荷額－ 

 人口 世帯数 
製造品出荷額

（百万円） 

付加価値額 

（百万円） 

事業所数 

※製造業 

従業員数 

※製造業 

松江市 204,507 88,219 117,341 42,276 255 6,060 

島根県 689,963 271,968 1,056,695 348,995 1,186 38,373 

                  出典：島根県統計情報データベース「工業統計調査」（H26年） 

－都市機能－ 

 松江市は、県庁所在地として、国・県の関係機関が多数設置され、また、ソフトビジネスパー

ク島根の中核施設テクノアークしまねに島根県産業技術センター等の研究施設、公益財団法人し

まね産業振興財団等の産業支援機関が集まっている。※当町から片道 13ｋｍ 

 また、松江市から片道 30 分圏内に出雲空港・米子空港・境港港湾のインフラが整備されてお

り、国内外との人流・物流のための機能が充実している。 

 

（２）商工会地域の現状 

 当商工会は、1960年に制定された「商工会の組織等に関する法律」に基づき同年、会員数 173

人で設立し現在の会員数は 347 人。この間、1971 年に本町経済の牽引企業であった農機具メー

カー佐藤造機（株）の会社更生法申請により多くの下請け企業をはじめ商店街等は大きな打撃を

受け、また多くの失業者を生んだ苦い経験を有している。また二度のオイルショック、2008 年

のリーマンショックで地域経済は大きく疲弊・沈滞したが、その都度、商工会は役職員をあげて

会員企業に寄り添い関係支援機関と協働し「ものづくりの町」の再建・再浮上を果たしてきた。

一方、1989 年には地区内に 203ha の干拓地が完工し、土地区画整理等により新たな住宅地や農

場、工業団地が造成され、1975 年に 10,360 人だった人口が現在（2017 年 9 月）15,688 人と約

1.5 倍に増加した。 



－小規模事業者等の構成及び推移－ 

 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 

商工業者数 521 521 517 504 500 

小規模事業者数 463 456 464 451 446 

会員数 352 352 349 354 344 

基準日：平成 29年 4月 1日 

－商工業者業種構成－  基準日：平成 29年 4月 1日 

業種分類 件数 構成比 

農林漁業 0 0% 

建設業 115 23.0% 

製造業 101 20.2% 

運輸・通信業 20 4.0% 

卸小売業 109 21.8% 

宿泊・飲食サービス 32 6.4% 

その他サービス 123 24.6% 

計 500  

 

（３）ＳＷＯＴ分析による地域産業の現状分析 

－東出雲町商工会・東出雲町地域の現状－ 

 

【内部環境】               【外部環境】 

強み（Strengths） 機会（Opportunities） 

・中小企業支援の地域中核団体 

・県、市、支援機関、金融機関等との強固 

 なネットワーク 

・各種支援補助金の情報、支援体制、実績 

 経験の優位性（件数・金額） 

・若手後継者、経営者が多い 

・全国の商工会ネットワークとの連携 

・施策実現に向けた意見・要望活動の実績 

・松江市の機械金属加工、水産練り製品、 

 食品製造業の集積地 

・国道９号ＩＣに隣接した工業団地 

・世帯数、人口が増加している唯一の町 

・本場の本物に指定された「干し柿の里」、 

 広大な干拓農地を有する 

・出雲神話、伝承等、祭事の存在 

弱み（Weaknesses） 脅威（Threats） 

・多様化した会員ニーズの把握 

・会員事業所数の伸び悩み 

・経費増と収入の伸び悩み 

・経営情報の受発信力 

・マンパワー不足（平均年齢が高い） 

・職員の専門知識のレベルアップ 

・産業構造の変化、業種間競争の激化 

・グローバル競争進展に伴う産業空洞化 

・景気悪化を受けた企業収益力低下 

・公共工事等の減少 

・消費者志向の多様化、個人消費の低迷 

・少子高齢化、若年層の県外流出 

 



－松江市ものづくり産業の現状－ 

 

【内部環境】               【外部環境】 

強み（Strengths） 機会（Opportunities） 

・市内に複数の工業団地と一定の集積がある 

・大学・高専等の高等教育機関がある 

・産業技術センター、テクノアークしまね 

等の研究・支援機関がある 

・都市機能、サービス関連産業が充実 

・「Ruby City Matsue」によるＩＴ振興の先 

進性と関連企業の集積がある 

・「国際文化観光都市」というブランド力 

・中海、宍道湖、大山圏域の中間・拠点地 

・空港、港湾、高速道路の機能充実による 

物流やアクセスの改善 

・隣接するアジア諸国の成長 

・尾道松江線の開通による山陽・四国との 

 アクセス条件の改善 

・圏域の自治体や経済界の連携強化 

・安全、安心、防災への関心の高まり 

弱み（Weaknesses） 脅威（Threats） 

・核となる大手企業が少ない 

・付加価値額の規模が小さい 

・営業力、販売力が弱い 

・大卒、高卒等の若年層の県外流出が多い 

・工業用水、工業用地の未整備 

・精密加工機械が未整備 

・国、県、市の支援策のＰＲ不足 

・少子高齢化による労働力不足、技術者不足 

・長引く国内景気の低迷 

・円高による燃料、原材料の高騰 

・低コスト、価格競争の激化 

・廃業、海外移転等に伴う取引先の減少 

・大都市（消費地）との物理的距離により 

 営業、販売活動が不利 

 

２．地域内の小規模事業者の中長期的な振興の在り方（振興の方針） 

 

（１）小規模事業者の中長期的な振興の在り方 

「ものづくり産業」は、生産や製品の販売といった経済活動を通じて、地域外の需要を獲得し、 

地域の雇用の柱となる存在であり、地域経済・地域社会に大きく貢献する産業である。 

当商工会は、当町の産業の牽引役となっている「機械金属加工業」及び「食品製造業」を主体

とした「ものづくり企業」の振興を中心に据えた支援体制を強化するとともに、地域内における

主要な支援機関として、今後 10 年程度の中長期にわたる「ものづくり企業の振興のあり方」に

ついて次のとおり定める。 

   

産業活動における域内循環の中核となり、域内外に強い競争力をもつ中小企業群の実現 

 

これを実現するためには、より具体的な施策を展開することが必要であることから、「経営発

達支援計画」を策定し、小規模事業者支援及び地域産業の振興に取り組むことで地域の持続的成

長と発展に貢献する。 

 

（２）基本方針 

 当商工会は、これまで金融斡旋や税務支援、記帳代行、セミナー開催等を通じて小規模事業者

のいわば「かかりつけ医」「駆け込み寺」の役割を果たしてきた。一方でイノベーション（経営・

技術の革新）を支援し、伸び行く企業の成長を後押しするという成長重視の施策を展開して来た。

しかしながら、近年の人口減少や地方経済の疲弊等急激な経営環境の変化のなかで、事業を継続

すること自体が困難な小規模事業者が増加している現状に鑑み、2014 年 6 月、小規模企業振興



基本法が制定され、基本原則で「事業の持続的な発展を図る」とし、成長発展だけでなく事業継

続の環境づくりを第一にする施策が導入された。 

 

 当商工会が今後とも会員事業所や地域から必要とされる地域総合経済団体としてあり続け「信

頼される商工会」として更には「なくてはならない商工会」を目指すためには、会員に寄り添い

伴走支援に徹し、行政や各支援機関、金融機関等との連携を更に強化し、地域特性に配慮した積

極的な事業を行い当地域の持続的成長発展を目指していく必要がある。 

 当商工会は、商工会合併をしていない単独商工会であり、限られたマンパワーをはじめとする

経営資源の中で様々な課題に対応し、小規模事業者や地域産業、加えて当地域全体が好循環の中

で成長発展していくためには、圏域の情勢や社会ニーズを的確にとらえ、個々の企業、産業構造、

地域特性等の強み・弱みを正しく判断し、どのような領域に注力するのか、その方向性を明確に

しなければならない。 

 さらには、５年後を見据えた戦略的発想と系統立てた事業展開、そして事業の選択と集中によ

る目的の明確化を図り、そこへ経営資源を集中させていくことで当商工会の持てる機能を存分に

発揮できるものと考える。 

このため、当商工会は「会員に寄り添い、強みを活かした地域の持続的発展を目指す」ことを

経営発達支援計画の基本方針とし、「企業力向上」、「販路拡大」、「新商品開発」の３本を柱とし

た各種支援事業を行政機関、関係支援機関と連携強化を図りながら実施していく。 

 

（３）経営発達支援事業の目標・内容 

 

①企業力向上 

 

＜目標＞ 

当町の「ものづくり産業」が持続的に成長・発展していくために、個々の企業の意識改革を行

い、製品の高付加価値化や営業力強化等に向けた事業計画策定や設備の充実等の支援を行うこと

で小規模事業者のイノベーションを実現し、企業力（収益力）向上を図る。 

 

＜内容＞ 

・経営分析、セミナー企画、アドバイザー派遣、事業計画策定支援 

・経営革新、人材育成計画策定支援、５Ｓ活動の推進にかかる支援 

・受注拡大、生産の効率化のため導入する設備に対する補助金等の申請支援 

 

②販路拡大 

 

＜目標＞ 

 特定企業からの下請け体質からの脱却に向け、自らの営業力・販売力の強化が課題となってい

ることから、行政の支援策等を積極的に活用して販路・新市場の開拓の支援を行う。 

 

＜内容＞ 

・各種商談会情報の提供、海外展開等のセミナー企画、圏域内商談会企画 

・国内外での商談会出展にかかる経費に対する補助金申請支援 

・山陽、四国地域の企業視察、交流会の企画 

  

 



③新商品開発 

  

＜目標＞ 

 地域資源を活用した新商品開発、既存の技術を生かした自社製品（技術）開発は、他社との差

別化や収益力強化に繋がることから、需要予測に基づいた新商品・新技術開発の支援を行う。 

 

＜内容＞ 

・需要予測等の情報収集とデータの提供・開発にかかる経費に対する補助金申請支援 

・企業連携、異業種連携のパイプ役 

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】 

  

＜現状と課題＞ 

当商工会では、巡回訪問等で景況感をヒアリングし域内の市場動向の把握に努めている。 

また、四半期毎に「中小企業景況調査」を実施し、売上高の推移、設備投資の状況、資金繰り

の状況、経営課題等を把握しているものの、調査対象件数が 5件と少なく、対象先も限定されて

いるため、管内の景況把握の資料としては不十分である。 

今後は、当会独自の地域経済動向調査の実施や、島根県統計情報の整理・分析を行い、地域の

経済動向を把握し、小規模事業者に対する的確な支援に活用する必要がある。 

 

＜目的＞ 

小規模事業者は、その限られた経営資源の中で地域の経済動向に関する情報の収集、整理及び

分析等を行うことが困難であることから、支援機関である商工会が、管内の経済動向を定期的に

分かりやすく提供することにより、小規模事業者に業界動向や景況感を認知してもらい、実状に

応じた事業運営に資することを目的とする。 

  

＜事業内容＞ 

（１）アンケート調査による小規模事業者の「地域経済動向調査」 
管内の小規模事業者 20社を対象に、四半期毎にヒアリングによるアンケート調査を実施し、

業種別の業況感を指標化する。 
【調査対象】 

製造業 5社、建設業 5社、小売業 5社、サービス業 5社 計 20社 

【調査項目】 

売上高・客単価・客数・仕入単価・営業利益・資金繰り・設備投資・従業員動向 

【調査方法】 

経営指導員を中心に四半期毎に巡回訪問を行い、ヒアリングによるアンケートによりデータを

収集する。 

【整理・分析方法】 

アンケート結果を経営指導員が集計分析し、業種別に売上額ＤＩ、採算 ＤＩ、資金繰りＤＩ、



業況ＤＩに指標化し、「地域経済動向調査レポート」として整理する。 

 

【提供・活用方法】 

「地域経済動向調査レポート」は四半期毎に策定し、巡回訪問や窓口相談の際に情報提供する

とともに、会報誌やホームページに随時掲載し、管内の小規模事業者へ幅広く情報提供する。 

また、金融機関や松江市と随時開催する会議等で分析結果を説明し、情報共有を図ることで施

策検討等の基礎資料として活用する。 

 

【目標】 

 現状 H30年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 

公表回数 未実施 4回 4回 4回 4回 4回 

 

（２）景況調査情報の入手、分析、整理、提供 

「しまね統計情報データベース」から島根県の景気の現状把握を行い、当地域の経済の現状や

リスク要因等について俯瞰的に分析する。 

【調査項目】 

景気動向指数、生産活動、雇用情勢、個人消費、投資活動、企業倒産、金融情勢、消費者物価

指数 

【調査方法】 

四半期毎に島根県のホームページから情報を収集する。 

【整理・分析方法】 

収集した情報を経営指導員が整理分析し、景気動向分析の参考資料として活用する。 

【提供・活用方法】 

収集した情報は「地域経済動向調査レポート」の情報提供に併せて会報誌やホームページで管

内事業者に適宜情報提供する。 

 

【目標】 

 現状 H30年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 

公表回数 未実施 4回 4回 4回 4回 4回 

 

※なお、（１）、（２）の調査結果については、毎月行う経営支援会議において経営指導員が

他の職員へ報告し、常に全職員で情報の共有化を図りながら、小規模事業者の支援ツールの一つ

として活用する。 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

＜現状と課題＞ 

当商工会では、経営指導員を中心に金融相談や国、県、市の補助事業申請時に必要な範囲で分

析項目も限定的な経営分析を行っているものの、分析の目的が資金調達や補助事業採択に偏って

いたため、経営者に経営分析の意義や必要性を十分に伝えきれておらず、経営改善や事業計画策

定支援に活用出来ていない。今後は、事業計画の策定支援、策定後の実施支援を適切に取り組ん

でいくために、個社の財務状況や強み、弱み、機会、脅威など、経営の現状を深く知る必要があ

る。 

 



＜目的＞ 

経営指導員等が小規模事業者の「持続的発展」と「経営の自立化」を目指した提案型支援を行

うため、小規模事業者の目線にたって分かりやすいステップを踏みながら、経営分析の必要性や

重要性を経営者にきちんと説明し、経営状況を定量的、定性的に分析することで経営の実態を客

観的に把握する。そして、分析した結果を小規模事業者の将来の事業展望を見据えた経営課題の

洗い出しや個社の強みを活かした事業計画の策定支援に活用することを目的とする。 

 

＜事業内容＞ 

（１）管内小規模事業者に対するアプローチ・啓蒙活動（支援ニーズの掘り起こし） 

管内小規模事業者に対して幅広く、経営分析の意義や必要性を周知する。 

 

①経営分析啓蒙チラシを作成し、会報誌、ホームページを活用して幅広く周知する。チラシは

「企業の健康診断をしてみませんか」等、小規模事業者が興味を持ち、参加しやすいフレーズを

使用する。 

②巡回訪問や窓口相談時に経営分析アプローチシートを使用し、経営分析の意義や必要性を説

明するとともに経営分析ニーズの掘り起こしを図る。 

③記帳指導を継続している事業者に対して、経営分析の意義や必要性を説明するとともに、経

営分析アプローチシートを使用し、経営分析ニーズの掘り起こしを図る。 

 

 



 （２）分析支援対象者の選定 

経営分析アプローチシートで情報を収集した事業者の中から、下記の①から④の小規模事業者

を中心に分析支援対象者を選定する。 

①経営革新や事業承継等新たな事業に取り組もうとしている事業者 

②経営内容は悪化しているが、経営に前向きでなんとか改善に取り組もうとしている事業者 

③ものづくり企業（機械製造業者・食品製造業者） 

④若手経営者や創業後 10年以内の事業者 

 

（３）経営分析を行う方法・手段及び分析項目 

経営分析に取り組むにあたっては、中小機構の「事業計画サポートキット」、「経営自己診断

システム」、全国商工会連合会の「ネットｄｅ記帳システム」等の支援ツールを活用する。また、

島根県商工会連合会等の専門家派遣制度や島根県よろず支援拠点のコーディネーター等の専門

家と連携し、必要に応じて詳細な分析を行う。 

 

－定量分析－  

【分析手段】 

支援対象者の内部データ（3 期分決算書、3 期分部門別売上データ等）を入手し、中小機構の

「経営自己診断システム」や全国商工会連合会の「ネットｄｅ記帳システム」等の支援ツールを

使用して財務分析を行う。加えて、分析結果を日本政策金融公庫「小企業の経営指標」等の同業

種の基準となる財務データとの比較を行い、相対的な企業分析も行う。 

 

【分析項目】 

 内容 

収益性分析 
売上高総利益率、売上高営業利益率、人件費対売上高比率、限界利

益率、諸経費対売上高比率 

安全性分析 
自己資本比率、固定長期適合率、流動比率、借入金回転期間、損益

分岐点比率 

効率性分析 
総資本回転率、売上債権回転期間、棚卸資産回転期間、仕入債務回

転期間 

生産性分析 一人あたりの売上高、一人あたりの人件費、労働分配率 

成長性分析 
売上高増加率、営業利益増加率、経常利益増加率、自己資本比率増

減 

部門別売上分析 商品別売上・顧客別売上等 

キャッシュフロー分析 営業活動によるＣＦ、投資活動によるＣＦ、財務活動によるＣＦ 

 

－定性分析－ 

【分析手段】 

巡回訪問による現場視察を実施し、店舗や工場等の特徴、設備の稼動状況、在庫状況、視認性、

品揃え、店内販促、接客対応等を調査する。また、内部環境、外部環境について経営者ヒアリン

によりＳＷＯＴ分析を行い、経営課題を見える化する。 

 

 



【分析項目】 

 ヒアリング内容 

強み 
商品、技術、設備、得意先、人脈など、会社が保有する強みはなに

か（出来ること、強いこと、評判の良いこと） 

弱み 
商品、技術、設備、得意先、人脈など、会社が不足する弱みはなに

か（出来ないこと、弱いこと、評判の良くないこと） 

機会 
自社にとって好影響につながる環境はなにか 

（市場動向、顧客ニーズ、競合店の撤退状況など） 

脅威 
自社にとって悪影響につながる環境はなにか 

（市場動向、顧客ニーズ、競合店の新規参入など） 

 

（４）分析データの活用及び提供方法 

定量分析及び定性分析結果を明確化したものを支援対象者に対してフィードバックし、客観的

な経営指標等の分析による「計数把握」及び主観的なヒアリング調査による「知的資産等の数値

化出来ない経営情報を把握」することで経営の実態と経営課題を明確化し、事業計画策定支援に

活用する。また、経営分析結果は支援対象者毎に商工会内の保管システム内にデータで保管し、

当商工会の職員間で情報共有を図る。また、商工会内で経営支援会議を開催し、分析結果につい

て職員全員が検討することで職員の支援スキルの底上げにも活用する。 

 

（５）目標 

 現状 H30年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 

経営分析件数 未実施 20件 20件 25件 25件 25件 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

＜現状と課題＞ 

近年、ものづくり補助金や持続化補助金を活用して新たな設備投資や店舗改装、ホームページ

等の広告媒体に投資する事業所や、地域資源を活用した新商品開発に関する相談も増大してき

た。当商工会では事業所が取り組むこうした前向きな案件に対して、主に事業計画書の策定から

実績報告書の策定まで支援している。 

しかしながら、事業計画策定の目的意識が補助金の申請等に偏っていたため、取り組みが場当

たり的、一過性であり、中長期的な経営戦略に踏み込んだ事業計画の策定に至っていない。 

 

＜目的＞ 

地域経済動向や経営状況の分析結果を踏まえ、需要を見据えた実効性の高い事業計画策定を伴

走支援し、「経営の羅針盤」として活用することで、経営者の意識改革（勘や経験頼み、どんぶ

り勘定からの脱却）を図り、戦略的な経営への取り組みよって、「儲かる企業」を育成する。 

  

＜事業内容＞ 

（１）支援ニーズの掘り起こし 

ものづくり企業（機械製造業・食品製造業）を重点支援対象として、以下の取り組みにより、

事業計画の必要性や重要性を啓蒙し、支援対象者の掘り起こしを行う。 

①事業計画策定セミナーや個別相談会の開催。 

②商工会ニュースやＨＰ等の情報ツールを活用した事業計画策定支援の広報周知。 



③景況調査や経営分析の対象先に事業計画の必要性を進言。 

④巡回訪問や窓口相談時において、事業計画の必要性を説明。 

 

（２）事業計画の策定手段 

①巡回訪問や窓口相談時に「経営状況ヒアリングシート」を活用してヒアリングを実施し、企

業の強み・弱み、売上・利益の状況、市場・消費者動向から問題点や課題を抽出し、事業者

が考えている経営の方向性を明文化する。 

②ヒアリングシートに基づき、事業者が取り組みたい事業や改善項目等について検討し、事業

計画のメインテーマを決定する。 

③地域経済動向調査（指針③）、経営状況分析（指針①）、需要動向調査（指針③）の調査分析

結果を基に、事業所とともに事業計画の策定を行い、専門性の高い分野は専門家や外部機関

の助言を受けながら策定する。 

 

【事業計画に盛り込む項目】  

①経営理念・ビジョン・目指すべき未来像  

②計画の概要（どういう市場に、どういう製品・サービスを、どのように売るかをまとめる 

③経験・経歴・実績（今後の計画と整合性のあるもの） 

④ターゲット・市場ニーズ 

⑤製品（商品）・サービスの概要 

⑥計画を進める上での強み・弱み（ヒト・モノ・カネ・知識・情報・ノウハウ・経験等の経営

資源という観点から分析する） 

⑦競合分析（既存の類似製品・サービスとの違い） 

⑧行動計画（時系列で記載し、数値計画と連動していること） 

⑨数値計画（販売計画・利益計画・投資計画等） 

 

＜実施効果＞ 

小規模事業者が将来に亘り持続的に発展するために、事業計画策定支援を展開することで、

「経営の羅針盤」として、経営者や社員の意識改革（勘や経験頼み、どんぶり勘定からの脱却）

が図られ、需要を見据えた戦略的な経営への取り組みよって、「儲かる企業」を育成できる。 

 

＜目標＞ 

支援内容 現状 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

事業計画書策定支援件数 10 社 10 社 10 社 12 社 12 社 12 社 

計画策定セミナー開催件数 未実施 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 

＜現状と課題＞ 

 これまでは、事業計画策定後のフォローアップを計画的に実施していなかったため、事業成果

や事業分析、新たな課題の抽出とそれらに対応した改善提案、いわゆる「ＰＤＣＡ」の取り組み

が不十分であった。 

 

 

 



＜目的＞ 

経営指導員が計画的に事業計画の実施をフォローアップすることで、ＰＤＣＡを着実に実行す

るための支援体制を確立し、伴走型で支援することにより計画の実現性を向上する。 

 

＜事業内容＞ 

（１）経営指導員は、事業計画策定支援を行った全ての事業者を対象に、四半期毎に事業所を巡

回訪問し、進捗状況の確認を行い、事業効果や新たな課題への対応について適宜、必要な

支援を行い、計画実現に向けて小規模事業者に寄り添い伴走型の支援を行う。 

（２）事業実施にあたっては、必要に応じてまつえ産業支援センターやしまね産業振興財団等の

支援機関とのネットワークや金融機関、専門家派遣制度を活用してフォローする。 

（３）商談会や展示会、新しい補助金制度・融資制度等計画遂行に有効な情報は、速やかに情報

提供を行い、支援施策の有効活用を図る。 

（４）事業実施に資金調達が必要な場合は、小規模事業者経営発達支援融資制度やマル経融資等

を活用し、資金面でも伴走型の支援を行う。 

 

＜実施効果＞ 

事業計画のフォローアップを定期的に行うことで、達成出来た内容と達成できなかった内容に

ついてしっかり検証し、改めて次の段階において誰が・何を・どうすべきかを考え、新たな事業

計画にブラッシュアップが出来る。企業の「伴走者」である商工会が、客観的な立場で取り組み

をチェックし、支援を行うことで、事業計画の効果的な実施を後押し出来る。 

 

＜目標＞ 

支援内容 現状 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

事業計画書策定支援件数 10 社 10 社 10 社 12 社 12 社 12 社 

事業計画フォローアップ件数 

※四半期毎に実施 
未実施 40 件 40 件 48 件 48 件 48 件 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

＜現状と課題＞ 

 これまで当商工会では経営革新計画や補助金申請の際、業界動向や市場規模を政府系統計デー

タ等で収集し、個別にその都度提供してきたものの、売上や顧客開拓に直結する情報としては不

十分であった。今後は、当会が小規模事業者が販売する商品やサービスに対する買い手のニーズ

を情報提供し、マーケットインの考え方を浸透させることで、効果的な販路開拓支援を展開する

必要がある。 

 

＜目的＞ 

東出雲町は㈱三菱マヒンドラ農機の下請的業務（農業機械部品製造）を収益の柱としている機

械製造業者や、県下一の生産高を誇る「かまぼこ」の水産練り製品製造業者が集積している「も

のづくりの町」であるが、これらのものづくり企業を取り巻く経営環境は、農家数の減少等に伴

う主要農業機械（トラクター、田植機、コンバイン）の出荷販売台数の減少やかまぼこの国内消

費需要の減少により、町全体の工業出荷額は減少の一途を辿っている。 

そこで、東出雲町の基幹産業であるものづくり企業（機械製造業者・水産練り製品業者）を重

点支援対象先として需要動向に応じたイノベーション（経営・技術の革新）の実現や市場ニーズ

を踏まえた「売れる商品づくり」による効果的な販路開拓を支援するための需要動向調査を行う。 



＜事業内容＞ 

（１）ビジネスマッチング商談会の圏域外バイヤーに対する需要動向調査 

 山陰地域で開催されるビジネスマッチング商談会を活用して管内の小規模事業者が製造、販売

する製品や技術に対する買い手側ニーズ（バイヤーニーズ）をアンケートにより調査し、需要動

向を把握する。 

なお、調査にあたっては、事前に小規模事業者の保有資産情報等を把握し、より個社に適した

需要動向情報を提供出来る調査プロセスを経て実施する。 

具体的には下記の①、②の手順で調査した情報を、ビジネスマッチング商談会の圏域外バイヤ

ーに対する需要動向調査として整理し、個社に情報提供を行う。 

 

①管内の受注側企業の保有資産情報調査（事前調査） 

管内の小規模事業者（機械製造業者）約 60社を対象に、個社の加工技術、保有設備、加工分

野、製品分野等の保有資産情報を調査する。保有設備等の有形固定資産情報に加えて加工技術等

の目に見えない無形固定資産情報（知的資産情報）を調査することで、小規模事業者の競争力の

源泉を事前に把握する。また、個社に適した情報をピンポイントで提供するために、個社がどの

ような情報を求めているかを調査し、保有資産情報と合わせて整理する。 

調査方法は巡回によるヒアリングのほか、松江ものづくり.net（※）を活用して実施する。 
 
（※）松江ものづくり．net とは、松江市内の製造業の企業情報を収集し、インターネット上で検索可

能な状態で公開することで、松江市内の企業同士や市外企業とのビジネスマッチングを支援するサイト。 

 

 ②圏域外バイヤーのニーズ調査 

ものづくり企業を中心に毎年開催される「中海・宍道湖・大山圏域ビジネスマッチング商談会

（※）」に参加する圏域外の参加予定バイヤーを対象に、バイヤー側の発注内容や製品分野に関

する調査のほか、個社に対して求める加工技術や量、品質、規格、納期、単価、保有設備に関す

るニーズを調査し、調査結果を分析、整理したうえで個社に適した情報をピンポイントで提供す

る。 
 
（※）中海・宍道湖・大山圏域ビジネスマッチング商談会とは、中海・宍道湖・大山圏域（米子市、境

港市、安来市、松江市、出雲市、大山周辺 7 町村）の行政機関と商工団体で実行委員会を構成し、平成 19

年度から継続開催している山陰最大の B to B イベント。平成 28 年度は全体で 236 社が参加し、機械製造

業関連の圏域外バイヤーは 19 社が参加した。 

 

 －調査内容－ 

【支援対象先】 

機械製造業 

【調査対象先】 

ビジネスマッチング商談会に参加予定の圏域外バイヤー （20社程度を想定） 

【調 査 方 法】 

商談会参加予定バイヤーに対して事前にアンケート調査を行い、情報収集する。調査にあたっ

てはビジネスマッチング商談会事務局と連携を図りながら取り組む。 

【調 査 項 目】 

発注内容、製品分野、加工技術、量、品質、規格、納期、単価、必要設備を調査する。 

【提 供 方 法】 

②の調査結果を項目に応じて発注内容別や製品分野別等にカテゴリー化して整理し、①で得た

情報を基に個社に適した情報をピンポイントで提供する。 

 



【活 用 方 法】 

小規模事業者の保有資産情報及び買い手側のニーズを把握することによって、「ユーザーが真

に欲する製品や技術は何か」という観点で、個社の製品や技術力の強みを活かした営業戦略や新

技術開発、事業計画策定支援に活用する。 

 

【目 標】 

 現状 H30年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 

個社支援数 未実施 25社 25社 25社 25社 25社 

 

 

バイヤーのニーズ調査結果 イメージ図 
バイヤー 

企業名 
発注内容 製品分野 加工技術 量・品質・規格・納期、単価 必要設備 

Ａ社 機械加工部品 
自動車 

関連部品 
機械加工 

ロット 10～1000/年 

2～3ヶ月納期 

マシニング加工Ф3～ 

マシニングセンタ 

Ｂ社 
精密鈑金加工 

（曲げ・熔接） 
工作機械 溶接加工 

ロット 500～1000/日 

材質 SUS304 

短納期 

YAGレーザー 

Ｃ社 メッキ加工 産業機械 ﾒｯｷ塗装 
多品種少量ロット 

短納期 
クロムメッキ 

 

 

 調査プロセス イメージ図 

 
 

 



（２）地域イベントを活用した「かまぼこ」に関する需要動向調査 

当地域最大の賑わいイベント「ざいごフェスティバル」や 11月 15日の「かまぼこの日」にち

なんで開催している「かまぼこ祭り」等のイベントを活用して、東出雲町の「かまぼこ」を対象

に、イベント来場者に参加各社の試食によるアンケート調査を実施し、各社の商品の満足度、不

満点、改善点等の意見や要望について、消費者の生の声を調査する。調査結果から得られた消費

者ニーズを個社にそれぞれフィードバックし、外部機関や専門家等の支援を得ながら既存商品の

リニューアルや新商品開発に反映する「マーケットイン型商品開発」を推進する。 

 

－調査内容－ 

【支援対象先】水産練り製品製造業者（6社） 

【調査対象者】イベント来場者約 200人（来場者の 5％） 

（来場者：ざいごフェスティバル約 3,000人、かまぼこ祭り約 1,000 人） 

【調 査 方 法】 

参加各社がセレクトした新商品又は既存商品をイベント会場来場者に試食してもらい、商品毎

にアンケート調査を実施する。 

【調 査 項 目】 

－調査対象者について－ 

1.年代 

 2.職業 

 3.家族構成 

 4.かまぼこを購入する頻度 

 5.かまぼこを購入する時に重視する点（価格、量、味、添加物、低カロリー、形や見た目等） 

 6.かまぼこを購入しない理由 

 7.かまぼこをどのような料理に利用するか 

 8.かまぼこはどんな時に購入するか 

－試食品について－ 

1.外観評価 ①包装形態（色、形、デザイン、素材） ②量、大きさ ③中身の外観 

2.食味評価 ①全体の美味しさ ②食感 ③色合い ④甘さ、辛さ、しょっぱさ 

3.ネーミング 

4.表示情報 

5.この商品を購入したいか 

6.許容価格帯（いくらなら購入するか） 

7.意見要望 

 

【提 供 方 法】 

調査結果を各企業別、品目別に分かりやすくまとめ、年に 1回、管内の小規模事業者（水産練

り製品製造業者）へ巡回を通じて情報提供する。 

【活 用 方 法】 

個社の商品に対する消費者ニーズを調査することによって、「消費者が真に欲する商品は何

か」という観点で、個社が提供する商品の改良点や改善点を把握し、個社が保有する技術力等の

特徴を活かしたマーケットイン型の商品開発や事業計画策定支援に活用する。 

【目 標】 

 現状 H30年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 

提供件数 未実施 6社 6社 6社 6社 6社 

 



H28 年度エントリー企業数：236社（機械金属その他関連 127 社、飲料・食料品関連 109社）

管内企業は 10 社 ※エントリー企業のうち、圏域外バイヤー企業は 51 社（機械 19 社、食

品 32 社）で首都圏、関西、中国地域から招致する。 商談件数：456件 

 

H27 年度参加企業数：136 社（製造業：50社 その他：86社） 管内企業は 6社 

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】 

 

＜現状と課題＞ 

当商工会では、H19年度にスタートした中海・宍道湖・大山圏域の広域連携による域外企業も

含めたビジネスマッチング商談会や、H25 年度からスタートした尾道・福山方面のビジネス交流

フェア、マスコミへのプレス発表会等といった事業を外部機関と連携して行ってきたものの、い

ずれも参加案内程度に留まっており、販路開拓に結びつくような伴走型の支援が十分に行われて

いなかった。 

これらの結果、新たな取引事例や、個々の事業所の販路開拓に対する意識改革は徐々に図られつ

つあるものの、売上の増大に大きく貢献していないのが現状である。 

 

＜目的＞ 

常に新しい商品・製品・技術を開発し磨き上げ、海外を含む域外マネーの獲得を図るため、中

海・宍道湖・大山圏域との更なる連携強化により、新たな需要開拓を進め、販路拡大を図る。 

特に、農業機械業界全体の市場が大変厳しい中、経営戦略を持ち、外部の変化に対応しながら、

既存の農機分野を支えるとともに、農機分野以外からの受注を促進し、取引先の多様化を実現す

る。 

   

＜事業内容＞  

（１）中海・宍道湖・大山圏域ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞ商談会（対象：機械製造業、食品製造業）） 

ものづくり企業を中心に中海・宍道湖・大山圏域（出雲市、松江市、安来市、境港市、米子市、

鳥取県西部７町村）内外からエントリーを募り企業間の取引拡大、連携強化を図る山陰最大級の

ＢｔｏＢイベント（商談・展示会）であり、継続的に開催されている。（H28 年度は 11 月 16 日

に松江市で開催） 

引き続き、当地域の機械製造業、食品製造業者を対象に、本事業への参加企業を促進し、域外

からの市場獲得を目指す。 

 

（２）福山ビジネス交流会フェア（対象：機械製造業） 

 2015 年 3 月に全線開通した尾道松江線により心理的、時間的距離が小さくなったことから、

備後地域（福山市・尾道市・笠岡市等）のものづくり企業との新たな取引先の開拓や企業間の人

材・情報交流に向けた取り組みとして、福山商工会議所主催の「ビジネス交流会フェア」への参

加企業を促進する。H27年度は 2月 16日に福山市で開催された。 

 

※これまでの取り組みとの違い 

 

 ①商談会実施後のフォローアップ 

（１）（２）については、指針③で記載したバイヤー企業のアンケート調査を整理分析して、事

前に参加企業に周知する。バイヤー側のニーズを把握したうえで商談会に参加することで、商談



成約率をアップする。加えて参加企業向けの事前勉強会を開催し、事前準備や商談時のポイント

等を助言し、商談成約数の増加に繋げる。 

また、商談会終了後は、商談相手へ速やかにお礼の連絡や訪問のアポを取ることを助言すると

ともに、商談会で商談成約に至らなかった事業者に対しては、次の商談成約に向けて、成約に至

らなかった理由や課題等について検討し、専門家派遣や支援施策を活用して商品等のブラッシュ

アップを伴走的に支援する。 

 

②技術力、生産性の向上支援 

ものづくり補助金等の補助金制度活用による新規設備投資支援や専門家派遣による現場改善

（５Ｓ）活動及び人材育成支援を通じて、多品種小ロット短納期への対応力や新たな加工技術の

構築による付加価値の向上に向けた取り組みを伴走的に支援し、小規模事業者の企業力、競争力

を高めて商談成約件数を増大する。 

 

（３）合同プレス発表会（対象：全業種） 

松江地区商工会・商工会議所連携協議会（※）が主催し、中海・宍道湖・大山圏域の事業者が

マスコミ向けに新商品・新サービス・新事業をＰＲする事業である。参加事業者はマスコミ記者

等に対して５分間のプレゼンテーションと名刺交換会による直接ＰＲを行う。マスコミを通じた

パブリシティ等のＰＲの機会を創出することで、新商品・新製品・新サービスの認知度向上や潜

在ニーズの掘り起こしによる需要開拓を目指す。 

参加事業者に対しては、経営指導員が企画段階から、ＰＲ方法やプレゼン手法を伴走的に支援

する。 

 （※）松江地区商工会・商工会議所連携協議会とは、松江市内の商工団体が連携し、商工業の発展

および地域振興を図ることを目的に平成 25 年に設立。松江商工会議所、まつえ北商工会、まつえ南

商工会、東出雲町商工会の市内４商工団体で構成する。 

 

（４）地域資源を活用した新商品開発（対象：食品製造業） 

中海や宍道湖の未利用魚等を活用した農商工連携による商品開発や、子育て世代をターゲット

にしたかまぼこ等のレシピ開発、観光客向けの商品開発等、ターゲットと買い手のニーズを捉え

たマーケットインによる商品戦略を展開し、新たな市場の獲得を目指す。 

 

指針③の需要動向調査分析を基に、外部機関や専門家と連携を図りながら、新商品開発にかか

る経費に対する補助金申請支援や企業間連携、異業種間連携のパイプ役として、地域資源である

かまぼこ等の新商品開発を伴走的に支援していく。  

 

（５）食品製造業向け展示会・商談会による需要開拓の支援（対象：食品製造業） 

首都圏への需要開拓及び全国のバイヤー等との商談の機会を持つことにより、小規模事業者の 

販路拡大やマーケットニーズの把握、加えて当地の産品の認知度の向上を図ることを目的に需要

開拓の支援を積極的に行う。 

中小企業ビジネス支援サイトＪ－Ｎｅｔ２１で全国各地で開催される主要展示会・商談会を検

索、情報提供し、当地域の食品製造業者を対象に、域外からの市場獲得を目指して本事業への参

加企業を促進する。主な商談会等は次のとおり。 

 

・スーパーマーケット・トレードショー ・アグリフードＥＸＰＯ（大阪／東京） 

・シーフードショー（大阪／東京）・フーデックスジャパン・地方銀行フードセレクション 

・島根フェア ・松江フェア 



小規模事業者が販路開拓する上での課題の一つに出展費用の捻出がある。この課題を解決する

ため、島根県や松江市の販路開拓支援に係る補助金制度を活用（申請支援）して、小規模事業者

が積極的に需要開拓に取り組める仕組みづくりを行う。 

また、（１）（２）と同様、商談会に参加する企業向けの事前勉強会を開催し、事前準備や商談

時のポイント等を助言し、商談成約数の増加に繋げる。商談会終了後は、商談相手へ速やかにお

礼の連絡や訪問のアポを取ることを助言するとともに、商談会で商談成約に至らなかった事業者

に対しては、次の商談成約に向けて、成約に至らなかった理由や課題等について検討し、専門家

派遣や支援施策を活用して商品等のブラッシュアップを伴走的に支援する。 

（６）ＩＴを利活用した販路開拓支援（対象：全業種） 

小規模事業者が限られた経営資源の中で需要開拓に取り組むには、ＩＴを活用した情報発信に

よる需要開拓も喫緊の課題であることから、次の４つの支援策を展開し、小規模事業者毎のニー

ズに適した支援を行う。 

 

①ホームページを所有していない小規模事業者への支援 

ホームページを立ち上げてない等、これまで全くＩＴを活用していない小規模事業者に対して

は、セミナーや巡回訪問を通じてその必要性を助言し、ホームページ作成ツール「ＳＨＩＦＴ」

や「小規模事業者持続化補助金」を活用したホームページ作成支援を展開する。 

 

②ホームページを所有している小規模事業者への支援 

既にホームページを運用し販路開拓に活用している小規模事業者に対しては、より売上アップ

に繋がるホームページに改良するため、セミナーや専門家派遣事業を活用し、「アクセス解析・

分析」による現状課題の把握や「ＳＥＯ対策」等、ホームページが営業ツールとして、効果的に

機能出来るように、既存のホームページのブラッシュアップを支援する。 

 

③ニッポンセレクト．ｃｏｍの活用による販路開拓支援 

首都圏等に対して需要開拓を図りたい小規模事業者に対して、巡回訪問や会報誌等のツールを

活用し、全国連が運用するＥＣサイト「ニッポンセレクト．ｃｏｍ」への登録を推進する。 

 

④ＳＮＳの活用による販路開拓支援 

若者をはじめ、各年代に急速に普及している「フェイスブック」を営業ツールとして活用し、

小規模事業者の需要開拓を図るため、セミナーや専門家派遣を通じて、フェイスブックの特徴や

活用方法を助言し、フェイスブックの導入を促進する。 

 

（７）外部機関とのネットワーク強化によるマッチング支援（対象：機械金属製造業、食品製造業）） 

まつえ産業支援センター（※）、しまね産業振興財団、金融機関等の外部機関と四半期毎に情

報交換会を開催し、小規模事業者の企業情報や技術課題の共有化を図るとともに、各機関の特徴

や強みを活かして域内及び域外（海外を含む）事業者とのマッチング支援を展開する。 

 

 ※まつえ産業支援センターとは 

松江市が 2013年 6 月に設立し、松江市内の「ものづくり企業」の身近な総合相談窓口として、

企業訪問をベースに、設備導入や新商品開発、人材育成、販路開拓等の各種補助制度を活用した

支援施策を展開している。また、機械金属製造業、食品製造業に精通した専門員が４名在籍して

おり、マッチングに関しては、専門員が収集した企業情報を活かしたマッチング支援や同センタ

ーが運営する「松江ものづくりｎｅｔ」（※）を活用した支援事業を展開している。 

 



※松江ものづくりｎｅｔとは 

松江市内の製造業の企業情報を収集し、インターネット上で検索可能な状態で公開すること

で、松江市内の企業同士や市外企業とのビジネスマッチングを支援するサイト。（H28年 10月現

在で市内の製造業 300社以上の企業情報を掲載） 

 

＜目標＞ 

内容 現状 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

展示会・商談会参加企業数 

（商談成約件数） 
－ 

15 社 

（2件） 

15 社 

（3件） 

20 社 

（5件） 

20 社 

（5件） 

25 社 

（7件） 

合同プレス発表会 実施回数 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

地域資源活用 新商品開発企業数 未実施 1 社 2 社 2 社 3 社 3 社 

ＩＴ利活用 支援企業数 2 社 5 社 5 社 8 社 8 社 10 社 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

 １．地域経済活性化事業 

 

＜現状と課題＞ 

地域経済の活性化に関する取り組みについては、これまで個社に対し、地域資源を活用した新

商品開発支援や販路開拓支援を展開してきたが、行政機関等の関係機関との連携や、広く市場を

意識した取り組みとしては不十分であった。地域における経済・社会構造の変化に対応し、地域

経済の活性化を図るためには、地域の強みである地域資源を活用した小規模事業者の取り組みや

観光需要の底上げが必要不可欠であることから、地域資源の可能性を最大限に高めるため、今後

は地域資源活用の際の重要なパートナーである行政機関を中心とする関係機関との連携を積極

的に展開していく必要がある。 

 

＜目的＞ 

東出雲町の地域資源である「かまぼこ」や「揖夜神社・黄泉比良坂等の観光資源」を活用した

関連産業及び地域経済の活性化を目的とする。取り組みにあたっては、島根県、松江市、松江観

光協会、教育機関、松江商工会議所、松江市内の他商工会等の関係機関と連携しながら、地域課

題や地域活性化の方向性を共有し、地域資源を活用した域内外のマッチング、商品開発、販売促

進、広報ＰＲを柱とした各種事業に取り組む。 

 

＜事業内容＞  

（１）農水商工連携事業 

 「まつえ農水商工連携事業推進協議会（※）」と連携し、地域内農林水産物や食品加工技術と

の連携を促進し、新商品開発及び販路開拓事業に取り組む。取り組みにあたっては当商工会も参

画する協議会のワーキング会議において、事業を円滑に進めるための調整及び事業の実施を行

う。 

（※）平成 22 年 3 月設立。食と観光の連携による「松江スタイルの新たな産業づくりへの挑戦」をテーマに松江市

内の生産者組合、行政機関、商工団体で構成。 

【構成団体】松江市、松江観光協会、松江商工会議所、まつえ北商工会、まつえ南商工会、東出雲町商工会 

ＪＡ（農協）、ＪＦ（漁協）、宍道湖漁業協同組合 

 



－取組内容－ 

①マッチング支援 

・新ビジネス創造に向けた地域の生産者、商工業者ら異業種の連携を深める異業種交流会を開催

し、異業種マッチングの機会を創出する。 

  

②商品開発支援 

・活用が期待できる地域資源の情報や一次加工品等の原材料を事業者に提供するとともに、技

術・設備を備えた事業者との仲介を図る等、試作の提案やコーディネート支援を行う。 

・売れる商品作りや商品改良、地域資源の活用や地域課題解決をテーマとした研修会の開催を通

じて小規模事業者のスキルアップの機会を設ける。 

・大学や高等学校等の教育機関と生産者、商工業者の連携による「生産～商品企画～開発・製造

～販売」の取り組みを支援する。 

 

 ③販売促進支援 

・毎年広島市で開催される「島根ふるさとフェア」や松江市で開催される「まつえ農林水産祭」

等、県内外のイベントへ直営店を出店し、消費者及びバイヤー等の反応を得る機会を設ける。 

・販売事業者や生産者が主体的に自らの商品、食材をＰＲし販売する手段と機会を提供する。 

・地産地消の推進と消費拡大を図るため、学校給食への活用を提案する。 

・金融機関等が地元で開催するマッチング商談会への協力により、地域内での取引拡大を図る。 

 

④広報・ＰＲ支援 

・報道機関と連携して事業者商品の情報をタイムリーに発信する。 

・ホームページやフェイスブックページでの情報発信を行う。 

 

（２）松江かまぼこ産業振興プロジェクト 

 松江市内のかまぼこ製造業者と連携した実行委員会（※）を組織し、当町の地域産業資源であ

るかまぼこの商品開発及び販路拡大等に取り組み、かまぼこ産業の発展に資する事業に取り組

む。取り組みにあたっては当商工会も参画する実行委員会において、事業計画の企画立案や事業

実施に携わっていく。 
（※）松江市の伝統産業である「かまぼこ」の商品開発及び販路拡大等に取り組み、かまぼこ産業の発展に資するこ

とを目的に、水産練り製品製造業者、行政機関、商工団体で構成。 

【構成団体】水産練り製品業者 9社、松江市、しまね産業振興財団、県立松江商業高等学校、東出雲町商工会 

 

－取組内容－ 

 ①未利用魚を活用した国産原材料のかまぼこづくり事業 

・地元漁師との連携による未利用魚の漁獲量・魚種等の調査 

・国産原材料すり身需要の調査及び中間すり身加工業者の検討 

 

 ②海外向け商品開発事業 

・海外輸出に向けた勉強会の開催 

 

 ③松江商業高校との連携による商品開発及び販路拡大事業 

・松江をテーマにした商品開発 

・消費拡大に向けた実演販売等ＰＲ活動 

 

 



 ④「かまぼこの日」イベント事業 

・かまぼこＰＲ・試食即売会・かまぼこづくり体験イベントの開催 

・学校給食と絡めた「かまぼこの日」ＰＲの働きかけ 

 

（３）観光資源・特産品を活用した観光ＰＲ事業 

松江市は国際文化観光都市に指定されており、行政機関を中心に国内外に向けて様々な観光プ

ロモーション事業が実施されている。平成 27年には松江城天守国宝指定が決定し、中国やまな

み街道の全線開通も相まって国内外の観光入込客は増大し続けている。 

一方、東出雲町の観光産業は古事記や日本書紀に登場する揖夜神社や黄泉比良坂等の歴史的な

史跡の現存する地域であるが、地元でも認知度に個人差があり、まだ十分に観光名所として理解

が行き届いていない。当商工会にて事業受託を行っている松江観光協会東出雲支部や東出雲町物

産協会との連携を深め、地域内外の多くの方に地元の観光資源や特産品をＰＲし、観光需要の底

上げによる地域経済の活性化を狙う。 

 

－取組内容－ 

 ①揖夜神社及び黄泉比良坂にて「松江おちらとあるき東出雲定時コース」の実施 

 ②史跡・名所等の観光資源の維持整備 

③町内の観光スポットを対象にしたクイズラリー事業 

④東出雲町の特産品を取り扱った中元・歳暮のカタログ販売事業 

  

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

 

１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

（１）他の商工会との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が地域ごとに開催する経営支援連絡会議や経営支援リーダー会議におい

て、他の商工会の経営指導員と小規模事業者等の景況や動向等について情報交換や情報収集を行

う。（年２回） 

 

（２）日本政策金融公庫及び信用保証協会との支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

日本政策金融公庫や信用保証協会が支店管内の商工団体を対象に実施する協議会等におい

て、管内動向の収集や支援ノウハウ等の情報交換を行う。（年２回） 

 

（３）島根県商工労働部と県内市町村の商工担当職員等との情報交換に関すること 

毎年度当初に開催される研修会等において、県及び労働局、産業振興財団、定住財団、各市町

村の商工担当者と交流会を開催し、新たな支援メニューの収集や県全体の動向、互いの地域資源

の交流・連携について情報交換を行う。（年２回） 

 

（４）備後地域（福山市・尾道市等）の商工会議所との情報交換に関すること 

ものづくり産業に関して小規模事業者等の景況や動向等について情報交換や情報収集を行う。 

（年１回） 

 

（５）専門家との情報交換の実施 

専門家派遣事業により各種アドバイザーを招へいした際に、県内外の需要動向やトレンド、取

引あっせん等の支援に役立つ情報の収集を行う。（年３回） 

 



２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

（１）経営指導員等の支援能力の向上 

①県連合会・商工会議所主催の「経営指導員等研修会」を受講し、計画策定や需要開拓等に関

する支援ノウハウを習得すると同時に支援能力の向上を図る。 

 ②全国商工会連合会が運営する「経営指導員等ＷＥＢ研修システム」を受講し、小規模事業者

の多様なニーズに対応できるよう専門的知識を習得する。 

 

 ③島根県や松江市、産業振興財団等の支援機関が主催する「販路開拓支援セミナー」や「農商

工連携・６次化セミナー」等を履修し、売れる商品づくりや販路開拓のノウハウを習得し支援能

力の向上を図る。 

  

④中国ブロックの経営指導員研修会に参加し、他県の経営指導員の支援事例の発表に学ぶとと

もに情報交換し、実践力を高める。 

 

（２）支援ノウハウ及び小規模事業者の経営状況の分析結果等の組織内での共有 

①毎月上旬、事務局長及び経営指導員で経営支援会議を行い、地域の状況や支援企業の経営状

況・分析結果等を報告し、情報の共有を図る。 

②定期的に経営指導員は、専門家派遣事業によって招へいしたアドバイザーと伴走支援した企

業での支援ノウハウの共有を図る。 

③各職員は、巡回訪問や窓口相談等で収集した小規模事業者の経営状況や課題等について、経

営指導カルテを活用し、経営指導員と常に情報共有を図りながら効果的な支援業務につなげてい

く。 

 ④小規模事業者に分かりやすく経営分析結果を伝えるために、職員全員が簡易の経営    

分析結果を見える化する手法を経営指導員から学び（ＯＪＴ）、効果的な巡回訪問や窓口相談に

対応していく。 

 

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 

経営発達支援事業を効果的に推進するため、計画した事業の実施状況及び成果について、毎年

度、評価・見直しを行う。 

事業の評価・見直しについては、内部評価にとどまらず、積極的に外部有識者による評価委員

会による評価を実施する。また、評価・見直し結果を公表する等、事業の効果的な推進の仕組み

の構築を図る。 

 

（１）商工会事務局内評価会議の開催による評価・見直し 

四半期ごとに、事務局長、経営指導員・指導職員で構成する評価会議を催し、ＰＤＣＡサイク

ルを回す仕組みを構築し、各事業計画の実施状況・成果・問題点等について確認・協議し、事業

推進方法等の見直しを行う。 

 

（２）三役会への報告及び評価・見直し 

会長、副会長、専務理事で構成する三役会に、事務局長が経営発達支援事業の実施状況及び成

果や問題点等を報告し、三役会での評価及び改善事項等の意見を基に推進方法の見直しを行う。 

 

（３）外部評価委員会の開催による評価・見直し 

地域の企業支援や産業政策等に幅広い知見を有する有識者を構成員とする外部評価委員会を

設立し、経営発達支援事業の実施状況及び成果の評価、三役会での見直し案等の結果を諮る。 



想定される外部有識者メンバーは、行政職員、しまね産業振興財団職員、信用保証協会職員、

日本政策金融公庫職員等とする。 

 

（４）理事会への報告及び評価・見直し 

毎年度、商工会の理事会において、経営発達支援事業の実施状況及び成果等について三役会、

外部評価委員会の評価・意見・見直し案を含めて報告し、理事会としての評価・見直し方針を決

定し、次年度の事業計画に反映する。 

 

（５）評価・見直し結果の公表 

 経営発達支援事業の成果・評価・見直し結果については、商工会ニュースに掲載し管内事業者

に周知するとともに、当商工会ホームページで公表し計画の実効性と透明性の高い事業推進を行

う。 

 

 

 

 

 

 



（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 30年 4月現在） 

（１）組織体制 

経営発達支援事業は、今後の商工会業務の中核となるものであり、組織全体で考え方

や目標、実施項目等を共有し取り組む方針である。 

 組織体制については、下図（組織図）に示すとおり少人数（７名）だが、事務局長が

全体を統括し、職員全員が支援機関スタッフとして使命を認識し企業の経営改善支援に

あたる。 

 経営発達支援業務を効果的に実施するため、毎日朝礼を実施して前日の成果・課題の

報告と当日の予定及び支援目標を全員が発表し情報を共有する。併せて業務日報及びカ

ルテを毎日記入し、事務局長がチェックする。 

 事務局長と経営指導員は、定例会を行い業務の進捗状況を確認し、適宜、会長に報告

する。 

 会長は、定期役員会に四半期ごとの支援実績表（別添資料）を提出する。 

 

 
 

【業務管理、会計管理、指導課のサポート】       【経営発達支援事業の中心的な役割】 

 

 

 

（２）連絡先 
〒699-0101 島根県松江市東出雲町揖屋 1125 番地 

   ＴＥＬ 0852（52）2344 

   ＦＡＸ 0852（52）2194 

   ＵＲＬ http://h-izumo.shoko-shimane.or.jp/ 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

（全体統括） 

総務課 

＜補助員＞１名 
＜一般職員＞１名 

指導課 

＜経営指導員＞２名 
＜記帳専任職員＞２名 

 



（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） 

 H30年度 

(H30 年 4 月

以降) 

H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

必要な資金の額      

 

 
・経営改善 

普及事業費 

 

・地域振興 

事業費 

 

 

39,704 

 

 

4,441 

 

39,704 

 

 

4,441 

 

39,704 

 

 

4,441 

 

39,704 

 

 

4,441 

 

39,704 

 

 

4,441 

 

（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 

 
必要な資金の調達は、会費・手数料、国補助金、県補助金、市補助金等により行う。 

 

（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。 

 

 



（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 

・松江市東部一般機械製造業の方向性検討に向けた研究会 

当地域は、「農業機械を中心とした部品製造から組み立てまでの全工程を地域内で完結できる

企業の集積地域」であるが、主要製品である農機需要の低迷、三菱農機の経営不振や将来動向へ

の不安から、協力企業（小規模事業者）の売上減少等の波及により、当地域全体の経営悪化が懸

念されることから、企業の代表・商工団体・支援機関等による研究会を立ち上げ、当地域ものづ

くり産業の方向性を検討している。 

連携者及びその役割 

・松江市東部一般機械製造業の方向性検討に向けた研究会 

【連携者】 

島根県、松江市、しまね産業振興財団、島根県信用保証協会、島根県商工会連合会、 

島根県中小企業団体中央会、松江商工会議所、東出雲町商工会、企業経営者 

※名称、代表者、住所は、次のとおり。 
 

名 称 役職名 氏 名 住 所 

島根県 知 事 溝口善兵衛 松江市殿町 1 

松江市 市 長 松浦 正敬 松江市末次町 86 

（公財）しまね産業振興財団 理事長 山崎 征爾 松江市北陵町 1 

島根県信用保証協会 会 長 小林 淳一 松江市殿町 105 

島根県商工会連合会 会 長 石飛 善和 松江市母衣町 55-4 

島根県中小企業団体中央会 会 長 杉谷 雅祥 松江市母衣町 55-4 

松江商工会議所 会 頭 古瀬  誠 松江市母衣町 55-4 

東出雲町商工会 会 長 加藤  勇 松江市東出雲町揖屋 1125 

 

【役 割】 

企業個別訪問ヒアリング、経営者アンケート、セミナー企画、定例会議、提言 等 

（１）個別企業支援 

   ①経営計画策定・実行支援 ②現場改善支援 ③経営チームによる支援 

   ④既存制度活用、紹介 
 
（２）人材育成 

   ①研究会、勉強会の企画 ②専門家派遣 ③従業員派遣制度活用 
 
（３）企業連携支援 

   ①交流会、勉強会企画 ②支援機関、専門家による助言 ③支援制度の紹介、橋渡し 
         
【効 果】 

連携する各支援機関は、これまで各分野において専門的な支援を行ってきており、知見や人 

材・ノウハウ・ネットワークが蓄積されており、戦略的発想と系統立て支援事業が展開できる。

また、若手経営者（事業承継者を含む。）のスキルアップに繋がる。 

 

 



連携体制図等 

          

     松江市東部一般機械製造企業 

 

 
  若手経営者                                中堅企業経営者 

                   研究会 

 

 
   島根県    松江市   財団     保証協会   商工連    中央会     商工 
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