
 
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 奥出雲町商工会 

実施期間 平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日 

目標 

建設業の農業参入や食品製造業の地域資源活用の実態を踏まえ、最も支援を

必要としているのはこれら事業者であると判断し、農商工連携、六次産業化へ

の取り組みによる商品開発や販路開拓の支援に重点を置くこととし、関連業種

の生産活動が活発化し、雇用の増加と所得の向上、地域産業の活性化が図られ

ることを目標としていく。 

そのために、巡回訪問で経営内容やニーズを把握した上で、経営者との意思疎

通を深め、支援計画をたて、県連合会や専門家と連携し、補助事業を導入する

などして、事業所に伴走しながら事業の推進を支援し目標の達成に努める。 

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】 

・管内動向調査：地域の経済動向に関する情報の収集、整理、分析及び提供 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

・巡回訪問計画に沿いヒアリングシートを活用した経営資源の把握 

・自ら経営の持続的発展を図ろうとする事業者を対象に経営分析を推進 

・財務分析を決算指導や金融斡旋、補助金活用時に併せて実施 

・経営分析を巡回や窓口相談時に実施。場合によっては専門家の助言も求める

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

・経営分析や財務分析を行った事業者を対象に経営計画の策定の掘起しを行う

・農商工連携や六次産業化に取り組む事業者を対象に事業計画策定支援を行う

・実現可能性の高い事業計画を事業者との十分な検討の上で策定する 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

・３か月に１度は巡回訪問し進捗状況の確認を行い必要な指導助言を行う 

 

５．需要動向に関すること【指針③】 

・各種統計調査の活用：需要動向に関する情報の収集、整理、分析及び提供 

 

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】 

・農商工連携や六次産業化推進の事業所に対し補助事業の活用を支援する 

・県連が行う販路開拓事業や県等が係る展示会等の情報を積極的に提供する 

・ホームページの作成支援や関東等の町人会にＰＲし需要の開拓を図る 

・地元新聞社や放送局、広報紙等を通じ新商品や新サービスの周知に努める 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

・町や観光協会等と連携し、地域経済活性化に資する取り組みを行う 

連絡先 

島根県仁多郡奥出雲町横田９９２－２ 

奥出雲町商工会 経営支援センター 

電話番号：0854-52-1119 ＦＡＸ：0854-52-1196 
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奥出雲町の位置 

（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

 

奥出雲町は松江市から南へ車で１時間ほど行ったと

ころにあり、広島・鳥取と県境を接する人口１万４千の

中山間地域で基幹産業は農林業である。 

少子高齢化、人口の減少は他地域と同様に今後もこの

傾向が続くことが予想され、雇用の場の確保が地域課題

である。 

小規模事業者数は５８２事業所、商工会組織率は 70．

1％となっている。業種別構成は建設業が 28％と最も高

く、卸・小売が 27％、サービス業が 24％と続く。 

地域の特徴として、古代製鉄技術の「たたら製鉄」が

世界に唯一この町に現存し誇りともい えるが、美術刀

剣製造の需要に留まり地域産業への広 がりはない。ま

た、雲州算盤の産地として栄えるも、今 はわずかの生

産が続く状況である。農業は米作が主体 で地元産「仁多

米」は西の「うおぬま」と呼ばれるほど の良質米で高

い評価を得、菌床の椎茸や舞茸も出荷を 伸ばしている。

商工業の各業種とも景気や人口の減 少などの需要

の減退で売上は減少にあり、特に建築業 は在来工法の

新築住宅が建たず厳しい状況にある。土 木建設業が何

とか他業種を引っ張るも、量、額共に減 少しており先

行き不透明な状況。小売商業は小規模事業者の店と移

動販売の頑張りで今のところ買物不便の状況には至っ

ていない。製造業も活発な生産活動が聞こえてこない。

このような状況にあるが、商工会の目的を踏まえ地

域に密着した支援体制のもと事業者支援と地域産業振

興支援に、愚直一途に臨んでいくのは言うまでもない。

これまで事業者ニーズに応える形で各種支援にあた

ってきたが、建設業の農業参入や食品製造業の地域資

源活用の実態を踏まえ、これまでの支援実績も鑑み、

最も支援を必要としているのはこれら事業者へのフォ

ローアップであると判断し、今後は農商工連携、六次

産業化への取り組みによる商品開発や販路開拓の支援

に重点を置くこととし、関連業種の生産活動が活発となり、雇用の確保と所得の向上につなげ、

地域産業の活性化を図っていくことを目標としていく。 

その目標を達成していくために、平成２７年度から３年間の商工会の組織運営計画を示した

「奥出雲町商工会中期行動計画:参考資料として添付」に沿い、巡回訪問で経営内容やニーズを把

握した上で、経営者との意思疎通を深め、支援計画をたて、県連合会や専門家と連携し、補助事

業を導入するなどして、事業所に伴走しながら事業の推進を支援し目標の達成に努める。 

 

建設業, 

163, 28%

製造業, 

100, 17%
卸・小売

業, 159, 

27%

サービス

業, 137, 

24%

その他, 

23, 4%

小規模事業者業種別事業者数・構成比

H26.4/1 現在 

14,456 
13,226 

12,077 
10,968 

9,942 
8,987 

8,065 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

2010年2015年2020年2025年2030年2035年2040年

奥出雲町人口予測

出典:国立社会保障・人口問題研究所 



２ 
 

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） 

 

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】 

■本事業の目的 

・地区内の経済動向を把握し、指針②の事業計画策定の際の外部環境として活用し、事業者の持

続的発展につなげていくために行う。 

 

■これまでの取り組み 

・４業種１５事業所を対象にして、四半期毎に景況調査を実施し町内の状況を把握してきた。ま

た、３年に一度お買物調査を実施し、地元購買の状況を調査してきた。 

 

■現状における課題 

・調査結果が経営に反映されていない現実が多数である。結果の説明や具体的な活用方法が双方

でわからないこともあろうが、貴重な地域経済動向に関する調査であり、幅広く活用していくこ

とが重要である。 

 

■取り組む内容 

（管内動向調査：地域の経済動向に関する情報の収集、整理、分析及び提供） 

・地区内の経済動向を把握するために、今まで実施してきた景況調査を継続して実施する。半期

に一度は自主調査として調査対象数を増やして行う。 

景況調査対象業種 
調査事業所数 

(半期に一度は事業所数を増やす)
調査内容 調査頻度 

土木建設業     ２(４) 
・今期の状況 

・前期比較 

・来期の見通し 

・顧客動向 

・課題 

４半期に１

回で年４回

実施 

建築業（大工と設備工事業）     ２(４) 

製造業     ３(６) 

サービス業     ４(８) 

小売業     ４(８) 

合計 １５(３０) 

・巡回訪問で把握した、農業参入の建設業及び地元産品を活用している食品製造業については、

半年に１回、年２回以上はヒアリングを行い状況調査する。 

 

■目標 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

景況調査件数 15 15 15 15 15 15 

自主調査件数  15 15 15 15 15 
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■収集した情報の活用方法 
地域の経済動向を調査することにより、事業計画策定や地域の産業振興検討の際の参考資料と

して活用する。 

収集した情報は、事業計画作成に活用するとともに、商工会報やホームページ等により管内小

規模事業者に提供するとともに、行政や関係する支援機関等にも提供し情報の共有化を図ってい

く。 

 

■事業実施の効果 

・事業の持続的発展に寄与していくための経営指標となりうるもので、経営判断に役立てていく。

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

■本事業の目的 

・事業者の強みや弱みなど現状を把握し、あるべき姿とのギャップを事業計画に落とし込み、事

業者の持続的発展につなげていくために経営分析を行う。 

 

■これまでの取り組み 

・これまで、金融相談や記帳指導、経営力強化アドバイザー事業や各種補助金活用支援時に適

宜行ってきている。 

 

■現状における課題 

これまで金融相談や各種補助事業の導入時に経営分析を行い、強みや弱みなど現状を把握し、

今後のあり方を検討提案してきたが、指導のベースとして位置づけ組織的に取り組んできたこと

はなかった。企業経営は勘や経験が確かに必要だが、過去の経験だけでは時代の変化に対応でき

ないことがあるのも事実であり、本事業により決算数値等の分析から見えてくる現状を認識し改

善に取り組むことが必要である。 

 

■取り組む内容 

・本会の「中期行動計画」の巡回訪問計画に従い、巡回訪問時に統一したヒアリングシートを

活用し、事業内容や商品及びサービス、会社及びスタッフの所有する技術やノウハウなどの経営

資源を把握していく。 

・中期的な取り組みについてもヒアリングを実施し、自ら経営の持続的発展を図ろうとする事業

者を対象に経営分析を行う事業者を発掘していく。とりまとめは、経営分析シートを利用し、そ

の都度情報を更新していく。 

・財務分析については決算指導、金融斡旋、補助金や各種補助事業を事業者が活用する時に併せ

て対応する。 

・経営分析は、巡回や窓口相談において実施する。場合によっては専門家や金融機関等、の参加

や助言を求める 

 

■経営分析項目 
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分析項目 内容 

商品・サービス・技術・ノウハウ 事業者の特徴的な強み・弱みを分析 

財務 
売上高・売上原価・諸経費・利益の推移を分析し、財務的

な視点で経営の変化を分析 

主要顧客、主要販売先の状況 売上高を獲得するための主要因である顧客の状況を分析

 

■目標 

・巡回訪問及び経営分析件数は下記の数値を目標にして行う。 

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 1,720 1,740 1,750 1,760 1,760 1,760 

経営分析件数 24 40 40 48 48 52 

 

■分析結果の活用方法 

・分析した結果の詳細を事業者へ説明し、現在の経営状況の理解を促すとともに、今後の事業計

画策定の際の内部環境の資料として活用する。 

 

■事業実施の効果 

・経営分析を行うことによって、販売計画や仕入計画、人員、設備、資金、借入金の返済計画な

ど今後の経営戦略、経営計画を策定していく上でのベースとする。 

・商工会としては経営分析をした事業者の支援の方向が検討でき、活用可能な施策や制度の情報

提供を行い、指針②の事業計画の作成の際の内部環境の資料として活かし伴走支援につなげてい

くことが期待される。 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

■本事業の目的 

・経営分析の結果を踏まえて、実現可能性の高い事業計画を策定することによって経営課題を解

決し、事業の持続的な発展につなげていく。 

 

■これまでの取り組み 

・これまで特に補助事業の申請時や金融条件の変更などの際に適宜取り組んできている。 

 

■現状における課題 

・必要性を感じながら作成していないのが事業計画の現状である。経営金融相談時に適宜作成

提案しているが、目標が高すぎるのか、経営努力が足りないのか計画通りに事業が進まないのが

現実であり大きな課題である。事業目標の設定は具体的な行動につながり、目標達成意欲は事業

実績として顕著に業績に現れるわけで、実現可能性の高い事業計画策定を行うことが重要であ

る。 
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■取り組む内容 

・指針①で経営分析を行った事業所のほか、金融及び税務の個別相談時に、事業計画策定を目指

す小規模事業者を掘り起こす。また、窓口や巡回指導時に相談を受けた中からも掘り起こしてい

く。その他各種補助金等の申請時にも計画策定支援に積極的に関わっていく。 

・農商工連携や六次産業化に取り組む小規模事業者を対象に、事業計画策定等に関するセミナー

を実施し計画策定を支援する。 

・計画の策定支援は、指針①の経営状況の分析をもとに、指針③の地域内の経済動向や各種の調

査結果を踏まえ、実現可能性の高い計画を事業者との十分な検討の上で策定していく。 

 

■目標 

・事業計画策定件数は下記の数値を目標にして行う。 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

セミナー開催件数 10 13 14 15 15 15 

事業計画策定件数 16 40 40 44 44 50 

 

■事業実施の効果 

・計画を策定することで、今後の経営目標を数値化することができ、計画の実現に向け具体的な

行動計画を立てていくことができる。社内的にも意思統一が図られモチベーションや生産性の向

上につながり、対外的な信頼や金融機関の信用にもプラスになるなど、前向きな経営の取り組み

ができる。 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

■本事業の目的 

・経営分析の結果を踏まえて、実現可能性の高い事業計画を策定することによって経営課題を解

決し、事業の持続的な発展につなげていく。 

 

■これまでの取り組み 

・これまで特に補助事業の申請時や金融条件の変更などの際に適宜取り組んできている。 

 

■現状における課題 

・必要性を感じながら作成していないのが事業計画の現状である。経営金融相談時に適宜作成

提案しているが、目標が高すぎるのか、経営努力が足りないのか計画通りに事業が進まないのが

現実であり大きな課題である。事業目標の設定は具体的な行動につながり、目標達成意欲は事業

実績として顕著に業績に現れるわけで、実現可能性の高い事業計画策定を行うことが重要であ

る。 

 

■実施支援 

・計画を実施していく上で、事業所内の経営資源で対応できない部分については、国や県、産

業振興財団や中小機構など各種団体の支援策を収集整理の上情報提供し、支援メニューを活用し
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フォローアップしていく。 

・事業の持続的発展の取り組みに必要な設備及び運転資金が必要な場合は、日本政策金融公庫の

「小規模事業者経営発達支援融資制度」の活用を促し、必要な事業計画の策定支援や活用後のフ

ォローアップを行っていく。 

・事業計画策定後には３か月に１度は巡回訪問し、進捗状況の確認を行うと共に、必要な指導助

言を行っていく。 

 

■目標 

・事業計画策定件数は下記の数値を目標にして行う。 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

セミナー開催件数 10 13 14 15 15 15 

事業計画策定件数 16 40 40 44 44 50 

 

■事業実施の効果 

・計画を策定することで、今後の経営目標を数値化することができ、計画の実現に向け具体的な

行動計画を立てていくことができる。社内的にも意思統一が図られモチベーションや生産性の向

上につながり、対外的な信頼や金融機関の信用にもプラスになるなど、前向きな経営の取り組み

ができる。 

 

５.需要動向調査に関すること【指針③】 

■取り組む内容 
（各種統計調査：小規模事業者の販売する商品、提供する役務の需要動向に関する情報の収集、

整理、分析及び提供） 

・以下に示した業種別の業況や、個人消費の動向・物価、また地域内の買い物状況や全国的な消

費トレンド等を各種調査により収集し、整理・分析を行う。 

調査名等 調査項目 

島根県経済動向調査(島根県) 
業況判断・個人消費・生産活動・雇用情勢

物価等 
日銀山陰企業短観調査（日銀松江支店）

島根県の経済情勢（松江財務事務所）

商勢圏実態調査（商工会連合会） 地区別・年代別の地域の買い物動向 

各種新聞・インターネット・業界紙等 消費トレンド・新商品、新技術等 

専門家からの情報 専門家が有する需要動向 

 

■収集した情報の活用方法 

需要動向調査は、事業計画策定の際の今後の方向性等を検討するためには欠かせない情報であ

り、実効性の高い計画策定に繋げることが可能となる。 

収集した情報は、事業計画作成に活用するとともに、商工会報やホームページ等により管内小

規模事業者に提供するとともに、行政や関係する支援機関等にも提供し情報の共有化を図ってい

く。 

 

■事業実施の効果 
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・事業の持続的発展に寄与していくための経営指標となりうるもので、経営判断に役立てていく。

 

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】 

■本事業の目的 

・少子高齢化により需要の減退が著しい昨今、新たな需要を開拓することで、経営資源の活用幅

が広がり、収益の向上が図られ、事業の持続的発展につながっていく。 

 

■これまでの取り組み 

・事業者ニーズに応える形で、販路開拓支援や新たな需要開拓のための新商品開発などについて

各種の補助メニューの活用支援を行うと共に、物産展や展示会、商品のブラッシュアップセミナ

ーなどへの参画支援を行ってきた。 

 

■現状における課題 

・このところ最も力を入れて支援を行ってきているが、なかなか良好な事業実績につながらない

現実がある。需要開拓はともすればリスクを伴うこともあって難しい経営判断が迫られることも

あり、経営支援がそうした不安を多少なりとも軽減していくことにつながる必要がある。 

 

■取り組む内容 

・本計画の目標に設定した地域資源を活用した農商工連携、六次産業化推進事業者を支援の柱に、

企業ニーズに応えると共に、事業実施の段階に即して国県町等の活用可能支援メニューを積極的

に情報提供し、活用プランを提案して伴走型支援に取り組んでいく。現状を鑑み以下大きく２つ

の切り口で対応する。 

①農業に参入した建設事業者への支援 

農業参入の建設事業者はその経営資源を活かし、エゴマ、大麦若葉、ケール、芋、そば、トウ

ガラシなどを大規模に栽培されている現実がある。概ね生産物の出口計画はあるもようだが、

様々な展開によりその可能性は大きく、島根県産業技術センター、島根県産業振興課産学官連携

グループと連携する形で商品開発及び今後の展開に積極的に関わっていく。その流れの中で、商

談会や展示会等への参画も視野に、島根県商工会連合会と連携して「しまね地域資源産業活性化

基金助成事業（ファンド事業）」の活用を図るなどして販路開拓への計画策定等を支援していく。

また、島根県ブランド推進課と連携し「六次化産業ステップアップモデル事業」にもつなげてい

くべく支援していく。必要に応じ、しまね産業振興財団のよろず支援拠点や販路支援課とも連携

を図り専門家の派遣も活用するなど、建設業の農業進出を全面的に支援していく。 

 

②地域の食品製造業者への支援 

地域資源を活用する食品製造業者に対しては現状の経営課題に即し、商品開発と販路開拓の両

面からニーズに合った取り組みを企業ごとに積極的に行っていく。醤油、酒、菓子、豆富等現状

評価の高い製造業者がある。販路は安定し更なる商品開発への志向が高い事業者と販路の拡大を

優先する２つのグループがあると認識するので、状況に応じ対応提案していく。 

商品開発が課題の事業者に対しては、島根県産業技術センターと連携し開発を側面支援すると
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共に、島根県商工会連合会の経営力強化アドバイザー派遣事業やミラサポ、しまね産業振興財団

の専門家派遣事業等活用し積極的に対応する。その後のファンド活用による販路開拓も提案して

いく。販路開拓課題の事業者については、島根県ブランド推進課や島根県物産協会、島根県商工

会連合会と連携し、主導する商談会や展示会への出店を強力に後押ししていく。山陰合同銀行及

び日本政策金融公庫とも連携してビジネスマッチングも模索する。 

 

・その他小規模事業者の需要の開拓を図るための総合的な支援 

①持続化補助金等積極的な活用を提案し、その事業計画策定を支援する。 

②島根県商工会連合会と連携して全国連が行うホームページ作成支援を広げ、商品情報を積極的

に発信していく。島根県ブランド推進課の「インターネットを活用した販路開拓事業」にも参画

を促していく。 

③東京、大阪、広島の島根事務所と連携し３つの奥出雲町人会に地元商品情報の提供を行い需要

開拓を行う。 

④海外販路を模索する動きが醤油、酒、豆富等の事業所にあり、これも島根県ブランド推進課と

連携し支援していく。 

⑤新商品や新サービスについて、地元の山陰中央新報や山陰放送等民放３社並びに広島に太いネ

ットワークを持つ雲南広域連合、ＣＡＴＶの情報奥出雲、商工会広報紙を活用し周知に努める。

 

■目標 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

商談会等参加支援件数 2 4 4 5 5 7 

商談会等参加支援事業者件数 8 10 10 12 12 15 

ホームペー作成支援 3 ６ 10 10 15 15 

町人会情報提供件数  3 3 4 4 5 

 

■事業実施の効果 

・当町における建設産業への従事者は決して少なくないが、昨今土木工事量は減少し収益的にも

厳しい状況となりつつある。県の支援による建設業の農業参入は１０年を過ぎたが黒字化には現

状至っていない。しかし、ここにきてノウハウも蓄積し環境に適した農産物の栽培に目途が立ち

つつあるもようで、その一つが「エゴマ」で県下一の栽培面積で取り組まれている。エゴマの効

用が注目される中、県が健康産業創出支援を打ち出し、県内の農産物を活用したヘルスケアビジ

ネスのモデル事業構築を打ち出した。エゴマ成分が認知症予防に効果がありそうということか

ら、産学官連携して集合学習を組み合わせた実証事業が計画され、エゴマの提供に本町事業者の

生産物が採用されることが決まった。商工会としても全面的に支援を行うことは言うまでもな

く、産業化につながればまだまだ耕作地の広がりは可能で、大きなビジネスチャンスになると考

える。企業収益の向上が図られれば、雇用の維持拡大にもつながり本町の産業活性化への貢献も

大きいと期待している。 

また、醤油、酒、菓子、豆富等当町の地域資源を使った製品の評価は極めて高く、東京の百貨店

や高級スーパー、ネット上でも好評を得ている。更なる商品開発及び販路開拓支援は収益の向上
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に寄与すると共に、商談会や展示会でのバイヤーとの出会いは商品改良や開発にもつながるな

ど、事業の持続的発展につながっていくことになる。 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

■本事業の目的 

・小規模企業の活力の向上のためには、地域社会が面的に活性化することも必要であり、また同

時に、小規模企業の事業が活性化することで、地域が活力を取り戻すということもあるなど、小

規模企業の振興と地域経済の活性化は表裏一体であることから、小規模企業と共に持続発展する

地域づくりを進めるために行う。 

 

■これまでの取り組み 

・商工祭り、奥出雲だんだんフェスタ、三成夕涼み市、八川盆ボンフェスタ、各地域文化祭へ

の参加等賑わいを創出する事業を実施。 

・奥出雲サイクリング、出雲神楽と食のフェスタ、出雲神話検定、おろちマラニックゼロ大会、

新交流人口創出事業など地域の観光振興を図り交流人口を増加させるための事業を実施。 

・雲州そろばん珠算競技大会など地域産業の振興につながる事業の実施 

 

■取り組む内容 

町、観光協会、自治会連合会等と連携して、地域の活性化をめざし、賑わいを創出するために

次の事業を行う。 

目的 イベント名 実施時期 連携先等 

地域の賑わいを創出 

商工祭り １１月  

奥出雲だんだんフェスタ ８月  

三成夕涼み市 ８月  

八川盆ボンフェスタ ８月  

各地域文化祭への参加 １０月～１１月  

地域のブランド化推進と観光振

興、交流人口の増加 

奥出雲サイクリング １０月  

奥出雲ウルトラおろち１００キロ遠

足大会、 
４月 奥出雲町他 

新交流人口創出事業 １１月 奥出雲町他 

地域産業、伝統工芸の振興 雲州そろばん珠算競技大会 ８月 雲州算盤（協） 

 

■目標 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

賑わい創出支援事業件数 5 5 5 5 5 5 
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地域振興ブランド化支援事業件数 5 3 3 3 3 3 

地域産業振興支援事業件数 1 1 1 1 1 1 

 

■事業実施の効果 

・全ての事業において奥出雲町のご理解とご協力をいただき同じ方向で事業推進を図っている。

地域の賑わいを創出する事業においては、町内幼小中高校や金融機関が参画し、一般町民や町出

身者の大きな支援を受け事業は定着している。ブランド化推進等他の事業も、自治会連合会の全

面協力を受けており、算盤組合や全珠連など業界団体の支援を受けるなど小さな町から全国に情

報発信を行うべく課題を共有し同じ方向を向いて事業に取り組んでいる。地域の魅力あるものに

光を当て、創造的な発想や取組を行い、内外に広く浸透させていくことが地域のブランド化につ

ながり、賑わいの創出により地域の活性化につながっていくこととなる。 

 

 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援能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 

■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 

・信用保証協会並びに日本政策金融公庫と行う金融相談会時において、支援の在り方や現状につ

いて情報交換する。 

・雲南地区商工会における経営指導員研修において、他商工会と情報交換すると共に、保証協

会や産業振興財団などの支援機関を講師とする研修を行い、支援ノウハウや支援の現状について

情報交換を行い支援力の向上に努める。 

・地元金融機関と連携し支援ノウハウについて情報交換する。 

・専門家の派遣時に情報交換すると共に、帯同し支援ノウハウを学ぶ。 

 

２．経営指導員等の資質向上に関すること 

■経営指導員の資質向上 

経営指導員等の資質向上については、各職員がどのような支援ノウハウの向上をはかっていく

かという自身の資質向上の年間計画を立案し、OFF－JT と OJT を組み合わせて取組んでいく。特

に小規模事業者の利益の確保に資する支援ノウハウの習得を意識して取組んでいく。 

▶OFF－JT による資質向上の取組 

・島根県商工会連合会が主催する研修に参加すると共に、中小機構等が開催する利益の確保に資

する支援ノウハウの習得が期待されるセミナーなどには積極的に参加する。また、職場内で定期

的な研修を実施し全職員の資質向上に取組む。 

（受講予定・実施研修） 

①中小企業基盤整備機構による研修の受講 

 ・経営計画策定支援力の向上を目指した研修への参加 

②島根県経営指導員研修の受講 

・経営改善計画作成研修への参加 

③所内研修の実施（２か月毎・４時間程度） 
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・決算書の知識を深め、経営分析スキルを向上させるための所内研修実施 

▶OJT による資質向上の取組 

・若手経営指導員は、金融相談等においてはベテランの経営指導員と共に指導に当たり、指導助

言内容等について、そのアプローチや方法をＯＪＴにより学ぶことで、伴走型支援能力の向上

を図る。 

▶経営指導全般に係る資質向上の取組 

・全国商工会連合会が構築したWeb研修をすべての職員が計画的に受講し、職員の専門化や資質向

上に必要な知識を習得し小規模事業者の経営支援体制を高める。 

▶その他 

・諸支援機関と連携を緊密にして支援ノウハウの向上に努める。 

 

■組織内で情報共有する仕組み 

・経営指導員会議を月１回、職員会議を四半期に１回開催し、業務推進状況の現状について情報

を共有し、課題については支援方法を協議し、最善の方法を検討していく。急を要することにつ

いてはその都度招集し行う。収集した地域内情報についても伝えて情報を共有し、支援材料とし

て活用できるようにする。 

（具体的計画） 

①経営指導員会議の開催（原則月１回） 

・経営発達支援計画の進捗について情報共有する。 

・個別経営支援における課題の解決については、ノウハウを出し合い最善の方法を全員で検討

してする。 

②職員会議の開催（四半期に１回） 

・経営発達支援計画の進捗について情報共有する。 

・中期経営計画の進捗について協議しノウハウを共有する。 

 

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 

■事業評価を行う手段 

・事業の評価及び見直しを行うにあたり、事務局で年度ごとに「経営発達支援計画実施報告書」

を取りまとめ、関係者・関係機関に周知公表する。 

（評価のための資料） 

・評価では「経営発達支援計画実施報告書」とともに、評価者が評価しやすいように項目ごとに

計画段階での「取組む内容」と「目標」、計画終了時の「取り組んだ内容」と「結果」を記載し

た「事業実績一覧表」を作成し、評価者はこの資料を基に事業の評価を行う。 

 

              【経営発達支援計画実績一覧表】イメージ 

事業計画 事業実績 
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1.事業計画の策定・実施支援 

・対象事業者: 経営分析対象事業者 

           個別相談対応事業者 

～～～～ 

・事業計画策定目標件数: 40 件 

1.事業計画の策定・実施支援 

・対象事業者: 経営分析対象事業者 15 件 

         個別相談対応事業者  15 件 

各種補助金利用事業者 20 件 

・事業計画策定実績件数: 50 件 

コメント:持続化補助金申請対応により、年度目標よりも 10 件多い事業計画策定結果となった。 

2.経営状況の分析 

・対象事業者:～～～～ 

・経営分析目標件数    〇件 

2.経営状況の分析 

・対象事業者: ～～～～ 

・経営分析実績件数      〇件 

（評価者） 

・奥出雲町地域振興課長、奥出雲町議会産業建設委員長、島根県商工会連合会事務局長等の有識

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。 

（評価項目） 

・評価は、事業の目標数値と結果を比較すると共に、実施効果について説明を受けたのち、小規

模事業者のニーズを満たす成果があげられたかなど質的成果も検証し評価する。また、事業推

進体制の整備状況並びに推進プロセスについても評価する。 

 

評価項目 評価内容 

■事業内容 

・対象事業者ならびに選定方法は適切であったか 

・事業の実施方法は適切であったか 

・定量目標は達成されたか 

・事業効果はどうだったか(対象事業者の評価はどうで

あったか、連携者の評価はどうであったか) 

■事業推進プロセス 
・事業全体の手順・スケジュールは適切であったか 

・各事業の手順・スケジュールは適切であったか 

■連携者 
・連携者は適切であったか 

・不足する連携者はいなかったか 

■事業推進体制 

・計画の業務量を実施できる推進体制であったか 

・職員職務能力で不足するノウハウは何があったか 

・他の業務・事業にどの程度影響があったか 

 

 

（見直し方法） 

・定期的な見直しは、事務局内で四半期ごとに評価項目の「事業内容」の「評価内容」のチェッ

クを行い、部分的に修正を行うことにより、事業が円滑に推進できる場合は、部分的な修正を繰

り返し実施していく。 

・単年度事業終了後は「奥出雲町産業振興委員会」において外部有識者による評価報告を行い、
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見直しの内容と段階を決定する。 

・奥出雲町産業振興委員会は、商工業の振興発展に資することを目的に、平成２７年６月に設立

予定の委員会であり、構成メンバーは町長、議会建設産業委員長、金融機関代表、商工会長等を

予定している。 

見直しの段階は評価結果により「①.部分的な修正を行う」「②.計画自体を見直す」「③.抜本

的に事業内容を見直す」を使い分け、効果的に PDCA サイクルを回す仕組みを構築していく。 

①．部分的に修正を行う          ②計画自体を見直す            ③抜本的に事業を見直す 

 

 

 

 

 

 

（評価・見直し結果の公表） 

・事業の成果、評価、見直しの結果については、奥出雲町商工会役員会へ報告し承認を受ける。

・事業の成果、評価、見直しの結果を奥出雲町商工会のホームページで計画期間中公表する。 

 

＜事業評価及び見直しのフロー＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

⇒ 事業評価・見直しのための資料 

Do

実行

Check

評価

Plan

計画

Do

実行

Check

評価

Action

改善

Do

実行

Check

評価

振り

返り

Plan

計画

奥出雲町商工会 

外部有識者 

奥出雲町産業振興委員会 

奥出雲町商工会役員会

商工会ホームページ 経営発達支援計画見直計画案の作成 

報告・説明 

評価報告 

報告 

公表 計画の見直し

経営発達支援計

画実施報告書 

経営発達支援計画

実績一覧表 

作成・提出・公表 

町地域振興課長 

⇒ 町議会産業建設委員長 

島根県商工会連合会事務局長 

⇒ 見直し方針の決定 

⇒ 承認
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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２７年 １月現在）

（１）組織体制 

奥出雲町商工会組織図 

 

事務局長１名 

 

 

本   所       経営支援センター 

 

 

経営指導員２名       経営指導員２名 

指導職員 ２名       指導職員 ２名 

一般職員 １名       一般職員 １名 

 
・経営発達支援計画は、全職員で対応する。事業全体の進捗管理は事務局長が行い、各事業につ

いては、主担当職員を決定し進捗管理・資料整理等を行い計画的に遂行していく。 

（２）連絡先 
①奥出雲町商工会 本所  

（住所）〒699-1511 島根県仁多郡奥出雲町三成 324-15 

TEL0854-54-0158 FAX0854-54-0169 

②奥出雲町商工会 経営支援センター  

（住所）〒699-1832 島根県仁多郡奥出雲町横田 992-2 

TEL0854-52-1119 FAX0854-52-1196 

③ホームページ（http://oku-izumo.shoko-shimane.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２６年度 

( 年 月以降) 
平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

必要な資金の額 85,871 86,000 86,000 86,000 86,000

 

①経営改善普

及指導事業費 

②一般事業費 

③管理費 

④その他費 

58,255 

 

12,385 

13,750 

1,481 

58,300

12,400

13,800

1,500

58,300

12,400

13,800

1,500

58,300 

 

12,400 

13,800 

1,500 

58,300

12,400

13,800

1,500

（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 

①県補助金 ②町補助金 ③国補助金 ④その他の補助金 ⑤会費 ⑥事業受託料 

⑦受取手数料 ⑧各種使用料 ⑨雑収入 

（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 

地域の活性化に資する取り組みの内容の中で、 

・地域のブランド化推進と観光振興、交流人口の増加を目的としたイベントの「奥出雲ウルトラおろ

ち１００キロ遠足大会」及び「新交流人口創出事業」 

・地域産業、伝統工芸の振興を目的としたイベントの「雲州そろばん珠算競技大会」 

連携者及びその役割 

 

①奥出雲町・・・事業の実施運営に関すること 

 （代表者）町長 勝田康則 （住所） 島根県仁多郡奥出雲町三成 358-1 （TEL） 0854-54-1221 

②奥出雲町自治会長会連合会・・・事業の実施運営に関すること 
（代表者）会長 石原 肇 （住所） 島根県仁多郡奥出雲町三成 358-1 （TEL） 0854-54-2505

③奥出雲町観光文化協会・・・事業の実施運営に関すること 
 （代表者）会長 勝田康則 （住所） 島根県仁多郡奥出雲町三成 358-1 （TEL） 0854-54-2260

④レン・ドゥー・・・事業の実施運営に関すること 

（代表者）代表 小林照尚 （住所） 島根県仁多郡奥出雲町八川 2500  （TEL） 0854-52-3111

⑤雲州算盤協同組合・・・事業の実施運営に関すること 

（代表者）理事長 岩佐俊秀 （住所） 島根県仁多郡奥出雲町横田 992-2 （TEL） 0854-54-0369

 

連携体制図等 

 

①「奥出雲ウルトラおろち１００キロ遠足大会」連携体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

②「新交流人口創出事業」連携体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実行委員会 

奥出雲町商工会 奥出雲町 奥出雲町自治会長会連合会 レン・ドゥー

実行委員会 

奥出雲町商工会 奥出雲町 奥出雲町観光文化協会 
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③「雲州そろばん珠算競技大会」連携体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実行委員会 

雲州算盤協同組合 奥出雲町商工会 


