
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
斐川町商工会（法人番号 9280005002815） 

実施期間 平成３０年４月１日～平成３５年３月３１日 

目標 

出雲市総合振興計画と管内小規模企業者の課題を踏まえ、中長期目標を「個々

の企業ブランド力を高め、地域経済の活性化を図る」と定め、自治体や関係機

関等と連携を強化し小規模企業者の経営力強化、販売促進等を継続的に支援す

るとともに、地域経済の活性化を図るため以下の事業を積極的に推進する。 

①ビジネスプラン等に基づく経営の推進 

②新事業展開や高付加価値化への支援 

③起業・創業への支援 

④創業人材の確保・育成 

⑤地域経済に波及効果のある事業の推進 

⑥地域コミュニティを支える事業の推進 

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】 

  事業計画策定・実施支援を効果的に行うため、地域の景気動向や消費動 

向等について調査・分析し、情報提供を行う。 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

経営状況を的確に把握し、客観的に経営体質を判定して実現性の高い事

業計画策定に活用する。 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

  小規模企業者が描く経営ビジョンを中長期的視点で見える化し、経営手

法の具体的方策を明らかする。創業を検討する者に対しては、関係機関と

連携しながらスムーズな創業に向け支援を行う。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

事業計画の実現化に向け、支援施策等を適宜活用しながら伴走したフォ 

ローアップを行う。 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

   対象企業がもつ対象商品・役務に合致した調査・分析を行い、収益改善

に対する取り組みに直結する情報提供を行う。  

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

   対象企業に合致した展示即売会やモニタリング調査等を実施支援し、結

果を精査し、新たな需要開拓・販路拡大に直結する事業展開に向け支援する。 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

  出雲市総合振興計画を踏まえ、当地域が抱える課題に対し自治体、関係機 

関、地域団体と連携を図りながら、商店街対策、個社対策を実施する。 

連絡先 

≪斐川町商工会≫ 

担当部署：経営支援課支援係 

 住  所：〒699-0505 島根県出雲市斐川町上庄原 1749番地 3 

 電話番号：（0853）72-0674 

ファクシミリ番号：（0853）72-0765  
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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 

１．地域経済の現状と小規模企業者の課題 

 

（１）地域経済の現状 

斐川町は平成２３年１０月に出雲市と合併し、人口１７万５千人と島根県では２番目、山

陰地方では３番目に人口を抱える市となった。現在、市には 4つの経済団体が併存しており、

斐川町商工会は引き続き旧斐川町を所管している。 

当町の人口は２万９千人（Ｈ29.8月末）。出雲市中心部へ約１０ｋｍ、県都松江市とは宍

道湖を挟んで２５ｋｍの位置にあり、それぞれＪＲ山陰本線で結ばれている。東には出雲地

方の空の玄関口である「出雲縁結び空港」、南には山陰自動車道の斐川インターチェンジ、

そして主要幹線道路である国道９号線が町内を東西に貫くなど交通の要所となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

  主力産業である製造業は比較的好調で、近年雇用増を図っている。また、宅地造成なども

盛んに行われ、過疎化や少子高齢化の影響で人口減少が顕著な県内において、人口が増えて

いる数少ない町である。 

そのため、近年、大手ディスカウントストアやドラッグストア、コンビニエンスストア等

の県外大型資本の進出が相次ぐなど町の購買動向は大きく変化しており、小規模な卸・小

売・サービス業は非常に厳しい状況にある。一方、人口流入に伴い美容関連業などの創業者

が増加していることは特徴的な動向である。観光関連産業は、平成２５年に行われた出雲大

社大遷宮後入込客数が減少しており、特に宿泊施設は大きな影響を受けている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 24年 平成 25 年 平成 26年 平成 27年 平成 28年 平成 29年 

28,314人 28,412 人 28,543人 28,654人 28,702人 28,901人 

※6年間で 625人の増加 

【斐川町の人口推移（合併後 6年間）】 

【島根県】 
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（２）小規模企業者の現状と課題 

当町の小規模企業者のうち主な業種の現状と課題は次のとおりである。 

 

◇製造業 

合併前の「平成２２年工業統計調査」によると、当町の製造品出荷額は２,６３４億 

円。県内出荷額の２７％を占め、県内では断トツの一位であった。これは、(株)出雲村 

田製作所、(株)島根富士通、島根島津(株)など誘致企業に頼る部分が多いものの、誘致 

企業との取引が地場製造業のレベルアップに繋がっており、当町を代表する産業となっ

ている。そのため、新出雲市において当町は「産業都市拠点」として位置づけられてい

る。（※【参考】「平成２８年工業統計調査」製造品出荷額 ⇒ 出雲市４,１８５億円、

県内出荷額の約３９％） 

小規模企業者の受注状況は機械加工・板金加工を中心に比較的好調であり、生産体制 

の拡充を行う企業も多くある。しかし、リーマンショック以降引き下げられた受注単価

の据置きや元請企業の動向に影響を受けるなど、収益に結び付きにくい不安定な状況が

続いていることも事実である。今後、より付加価値の高い技術や製品をもって受注の増

加や単価の維持向上、販路拡大を目指すことが必要である。 

 

◇小売商業 

商業環境は厳しい状況が続いている。近年、２４時間営業の大手ディスカウントスト 

アやホームセンター、全国チェーンのドラッグストア、コンビニエンスストアなど県外 

大型資本が相次いで進出しており、かつて町内に３店舗あった地元主導型ショッピング 

センターは平成２６年３月までに全店閉店している。また、小規模な食料品店や酒店な 

ども先行きに不安を感じ次々に閉店するなど、昨今、町内商業地図は大きく塗り替えら 

れている。小規模卸・小売・サービス業者が勝ち抜くためには、これら大手企業との差 

別化を図ることが喫緊の課題である。 

（※卸・小売業数 … 平成２４年４月：２７４企業 ⇒ 平成２９年４月：２５１企業） 

 

◇観光関連産業 

当町には日本三美人の湯「湯の川温泉」があり、６軒の旅館が営業を行っている。平 

成２５年に行われた出雲大社大遷宮から３年間は大変な賑わいとなり、入込客数を大き 

く伸ばした。しかし、遷宮効果が薄れてきたことからその後の入込客数は減少傾向にあ 

る。平成２９年には出雲市内や大社町に大規模宿泊施設が建設されたこともあり、今後 

更なる影響が懸念される。 

一方、湯の川温泉街の徒歩圏内に立地する「道の駅湯の川」の入込客数は好調である。 

指定管理者の(株)特産ひかわは、地元特産品の展示即売所・情報発信施設として重要な

役割を担っており、特に地域色を出した特徴のある商品等を積極的に取り扱っている。

小規模企業者は単独での情報発信力が乏しい面があるため、地域資源を活用した商品の

開発・ブランド強化を図るとともに、(株)特産ひかわがもつ機能を有効に活かし広く情

報発信することが必要である。 

 

 

 

 

 

 

施設名 平成 24年 平成 25年 平成 26年 平成 27年 平成 28年 

湯の川温泉 45,687 人 76,298人 74,967人 67,087人 60,405 人 

道の駅湯の川 428,743人 503,319人 467,143人 477,654人 480,137人 

 

【島根県観光動態調査／観光入込客延べ数】 
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   平成２９年４月１日現在の小規模企業者は１,０３５企業。合併後一時的に減少したもの  

  の徐々に増加している。業種別では建設業、製造業はほぼ横這いの状況にあるが、卸・小売 

業は減少。逆にサービス業は増加している。 

 

（３）出雲市の総合振興計画 

当町合併後の平成２４年に、出雲市では１０年間のまちづくりの指針となる出雲市総合振 

興計画「出雲未来図」を策定している。この計画の中で当町は「産業都市拠点ゾーン」とし 

て位置づけられ、産業観光振興と自然と歴史の共生などを中心とするまちづくりを推進する 

ことになっている。 

また「出雲未来図」の前期基本計画では、地域の経済状況及び小規模企業者の課題などを 

共有し、その解決に向けた施策立案を行うことを目的として「小企業支援連絡協議会」を設 

置することが明記されており、これに基づき平成２５年５月に「出雲市中小商工業者支援連 

絡協議会」が組織化されている。（※平成２９年７月「出雲市地場中小企業・小規模企業振 

興会議」に名称変更） 

さらに、「まち・ひと・しごと創生法」に基づいて策定された「出雲市まち・ひと・しご 

と創生総合戦略」では、市内商工業者に対する「事業活動に関する実態調査」を商工団体が 

実施協力することとされており、総合戦略の個別事業についての協議・実践機関としての役 

平成 24年 平成 25年 平成 26年 平成 27年 平成 28年 平成 29年 

1,027企業  1,004 企業 1,011企業 1,015企業 1,029企業 1,035 企業 

 

【小規模企業者数の推移（合併後 6年間／4月 1日時点）】 

業   種 小規模企業者数 

A～B 農林漁業 10企業 

C 鉱業・砕石業・砂利採取業 1企業 

D 建設業 332企業 

E 製造業 112企業 

F 電気・ガス・熱供給・水道業 2企業 

G 情報通信業 8企業 

H 運輸業・郵便業 19企業 

I 卸売業・小売業 251企業 

J 金融・保険業 7企業 

K 不動産業・物品賃貸業 12企業 

L 学術研究・専門・技術サービス 46企業 

M 宿泊業・飲食サービス業 61企業 

N 生活関連サービス業・娯楽業 95企業 

O 教育・学術支援事業 9企業 

P 医療・福祉 15企業 

Q 複合サービス業 1企業 

R サービス業（他に分類されないもの） 43企業 

S その他 1企業 

合   計 1,035企業 

 

【斐川町内小規模企業者の状況（平成 29年 4月 1日時点）】 
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割も期待されている。 

そのためにも、自治体や他の関係団体と更なる連携が必要であり、出雲市、市内ＮＰＯ法 

人、市内商工会・商工会議所、地域金融機関、島根県（以下「県」という。）、島根県商工会 

連合会（以下「県連合会」という。）などの支援機関との連携を強化し、小規模企業者の経

営力強化、販売促進等を継続的に支援していく計画である。 

このように、当地域では小規模企業者をはじめとする中小商工業者の現状について関係者 

間で情報共有し、地域課題や特性を踏まえたうえで地域経済活性化をすすめる体制が整って 

いる。当会は、この総合振興計画との整合性を図りながら本事業計画を策定する。 

 

 

２．小規模企業者に対する中長期的な振興のあり方 

小規模企業者が持続的な発展を図るためには、個々の事業者が他にはない独自のブランドを

身に付けることが必要であり、そのことが企業並びに地域経済の活性化に繋がると考えてい

る。 

そのため、当会は『個々の企業ブランド力を高め、地域経済の活性化を図る』ことを中長期

目標と定め、管内小規模企業者の振興を図る考えである。 

目標達成に向けた業種別指針は以下のとおりである。 

 

◇製造業 

自社の技術を磨き、より付加価値の高い技術や製品をもって受注の増加や単価の維持向 

上、販路拡大を図る。 

◇卸・小売・サービス業 

大型店等では真似のできない独自の「取柄」を持ちブランド化することで、消費者から  

   支持される店づくりを行う。 

◇観光関連産業 

個社独自の魅力的な施設や商品づくりを行い、豊富な地域資源を有効活用した事業展開 

で誘客を図る。 

 

 

３．経営発達支援事業の目標及び達成に向けた方針 

＜第１期における取組と成果＞ 

 ①ビジネスプラン等に基づく経営の推進。②新事業展開や高付加価値化への支援。③起

業・創業への支援。④創業人材の確保・育成。⑤地域経済に波及効果のある事業の推進。⑥

地域コミュニティを支える事業の推進の６つの目標に対し、計画的に取り組んだ。 

外部評価委員会では各項目とも事業内容・事業成果共に高評価を得ており、これまでに構

築した基盤を更に強化し、小規模企業者の発展に繋がるよう持続的支援を行ってほしいと切

望された。内部評価としては、事業遂行状況について事務局の支援係と総務・記帳係との情

報共有が不足している点を改善する計画である。 

 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 

  中長期目標の達成を目指すとともに、第１期の検証結果を踏まえ、本計画における計画目

標を次のとおり設定する。 

 ①ビジネスプラン等に基づく経営の推進 

 ②新事業展開や高付加価値化への支援 

 ③起業・創業への支援 
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 ④創業人材の確保・育成 

 ⑤地域経済に波及効果のある事業の推進 

 ⑥地域コミュニティを支える事業の推進 

 

また、中長期的な振興のあり方で示した業種別指針に基づき、本事業計画期間において以 

  下を目指す。 

    

◇製造業 

ものづくりの技術を磨くことで経営基盤の強化を図る。 

◇卸・小売・サービス業 

一企業一取柄運動を継続することで、自らの強みを発展させていく。 

◇観光関連産業 

     地域資源を活用し新たな特産品や商品開発に取り組んでいく。    

 

そして、目標を達成するため、職員の支援スキルの向上を図るとともに、職員間の情報共 

有を密にして、小規模企業者の経営発達に向け一体となり取り組んでいく。 

 

【６つの目標と目標の達成に向けた方針】 

 

（目標１）ビジネスプラン等に基づく経営の推進（継続） 

■第１期計画の評価等を踏まえた対応 

平成２７年度と平成２８年度で計１３４企業の事業計画策定支援を行い、実現化に向け 

計画的・継続的に支援を行っている。策定に当たっては財務分析やＳＷＯＴ分析等により 

経営環境を把握し、中長期ビジョンを明確化している。 

小規模企業者が自身で事業計画を策定することは労力・能力ともに難しいと考えてお 

り、当会が共に検討・策定・実行することに対し高い評価を得ている。 

今後も小規模企業者の持続的発展のため、寄り添った支援を行っていく。 

■実施方針 

ビジョンを明確にした事業計画等に基づき経営を推進することは、経営資源に乏しい小 

規模企業者にとっては特に重要なことである。外部環境や内部環境を分析して自社の経営 

環境や目的を明らかにし、成長させるべき強みを認識し、数値目標を定め行動することが 

経営発達に繋がる。 

当会はこれまでも事業計画策定・実施支援に注力しており、今後も中長期的視点を踏ま 

えた支援を積み重ね、多くの企業が他にはない独自のブランドをもって持続的発展するよ 

う支援を行う方針である。 

 

（目標２）新事業展開や高付加価値化への支援（継続） 

■第１期計画の評価等を踏まえた対応 

当町の小規模企業者を取り巻く環境は依然として厳しく、その環境下で持続的経営を行 

う力を付けられるよう、当会では従来から個社の持つ取柄（ブランド）やビジョンを実現 

化・強化する支援を行っている。実施に当たってはＰＤＣＡを共に行い、高付加価値商品 

の開発や役務の提供、異業種参入や第二創業等による新展開が円滑に行えるよう支援を行 

っている。専門家や他の支援機関、関係機関、自治体等との連携も積極的に行っており、 

幅広い支援に対し高評価を得ている。 

 今後も小規模企業者に対して、様々なネットワークを有効活用し支援を続けていく。  
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■実施方針 

当町においては、製造業、小売業、サービス業、旅館を中心に、外部環境の変化、勉強

会・研修会への参加、国・県・市などの補助事業活用、専門家派遣を起爆剤として積極的

に事業に取り組む小規模企業者が増えている。一方で、資金的な理由から新たな取り組み

を躊躇する小規模企業者もあり、そのことが企業の成長を妨げている。 

小規模企業者の機運の高まりを捉え、新事業展開や高付加価値化への取り組みを積極的

に支援し、他にはない独自の取柄（ブランド）を強化することで小規模企業者の経営ビジ

ョンの実現化を目指す方針である。    

 

（目標３）起業・創業への支援（継続） 

■第１期計画の評価等を踏まえた対応 

平成２７年度と平成２８年度の支援者は１２名。創業塾やしまね創業スクールで創業に 

関する教育や先輩経営者の事例を学ぶ機会を提供するとともに、創業計画書の策定支援、 

資金調達、経営ノウハウ、貸工場の活用、施策活用等についてアドバイスを行い、スムー 

ズな開業に繋がるよう支援を行っている。創業後は、策定した事業計画の予実管理を中心 

に支援を行っている。 

創業者は経営のイメージが掴めないことが多く、不安や負担も大きいため、当会の密着 

した支援に対し全企業から感謝の意を示されている。引き続き関係機関と連携しながら支 

援を行っていく。 

■実施方針 

市においては、産業競争力強化法における創業支援事業計画の認定を受けて年間５０名 

の新規創業を目標に定めている。また、地場産業の活性化を重点施策に掲げており、斐川 

西工業団地内に斐川企業化支援センターを設置し起業化の際の貸工場（１７区画）を整備 

している。 

これを受け、当会はＮＰＯ法人２１世紀出雲産業支援センター（以下「出雲産業支援セ 

ンター」という。）、市内商工団体、金融機関等との情報交換や連携を図りながら、それぞ 

れの機関が持つ強みを結集させ開業率の向上に取り組んでいる。 

前述のとおり、当町は利便性が良く人口も増加していることから、創業を検討する者が 

多い地域でもある。新たな事業が起こることで新たな雇用が生まれ、更には定住に繋がり、 

地域の活力を維持・強化することが可能となることから、引き続き他の支援機関と連携し 

ながら支援する方針である。 

 

（目標４）創業人材の確保・育成（継続） 

■第１期計画の評価等を踏まえた対応 

斐川企業化支援センターを運営管理するＮＰＯ法人ビジネスサポートひかわ（以下「ビ 

ジネスサポートひかわ」という。）では、製造業の基礎技術や先進技術の習得に向けた研 

修講座「ものづくり実践塾」、製造業の幹部・現場リーダー向けのセミナー、異業種や同 

業種間のネットワーク構築のための講演会や交流会、見学会など、創業人材の確保・育成 

には必要不可欠な事業を実施している。また、市では創業塾、県連合会では創業スクール 

を実施し、創業人材の確保・育成を行っている。 

当会は、事業の計画立案に参画するとともに各支援機関と連携を強化しながら創業を目 

指す者に対して創業計画書の策定支援等を行った。その結果、平成２７年度と平成２８年 

度で創業者１２名を創出している。今後も関係機関と連携しながら創業人材の確保・育成 

を行っていく。 
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■実施方針 

厳しい環境下においても自社の強みを発揮し、地域と共生し持続的経営ができる人材 

の確保・育成を行うことが大切だと考えている。第１期同様の方法で引き続き支援を行 

う方針である。 

 

（目標５）地域経済に波及効果のある事業の推進 

①一企業一取柄運動の推進（継続） 

■第１期計画の評価等を踏まえた対応 

４年前より「一企業一取柄運動」を開始し、個社独自の商品やサービスなど他では真 

似のできない「取柄」を持ちブランド化することで厳しい経営環境に勝ち抜く魅力ある 

店づくりの支援を行っている。平成２６年度と平成２７年度には講演会・講習会を開催 

して小規模企業者の意識改革を行い、平成２８年度にはＰＲチラシを作成・配布し周知 

に努めた結果、参画企業は年々増加し現在約２０企業となっている。小規模企業者から 

は地域全体でＰＲしたいとの声があり、平成２９年度には専用ホームページを構築し、 

情報発信のための基盤整備を行う計画である。 

引き続き小規模企業者の意識改革をすすめ、意欲ある企業を増やし、個社の取柄を成

長させていく。また、小規模企業者が一体となって魅力ある地域を広くＰＲすることで

地域経済活性化に繋げていく。 

■実施方針 

製造業においては収益に結び付きにくい不安定な状況が続いており、小売商業は大型 

ディスカウントストア等の県外大型資本の進出により大きな打撃を受けている。湯の川 

温泉の集客力も弱まっており、これから小規模企業者が勝ち抜くためには、他では真似 

のできない取柄を持ち、ブランド化し、魅力ある事業展開と情報発信を行うことが必要 

である。 

今後も引き続き事業を推進し、個社の取柄を育て一体となって情報発信することで、 

小規模企業者の持続的発展から地域経済活性化に向け基盤強化を行う方針である。 

 

②道の駅湯の川の情報発信機能との連携強化（継続） 

■第１期計画の評価等を踏まえた対応 

当町には、町内外から年間約４８万人の来訪者を迎える「道の駅湯の川」がある。第 

１期では、この道の駅湯の川を運営管理する(株)特産ひかわとの連携により広域的に情 

報発信を行う計画で、定期的な情報交換や提供データの蓄積は行っていたが、(株)特産 

ひかわにおいて検討されていた“デジタルサイネージ”の導入が見送られたため、当初 

計画していた「デジタルサイネージを活用した情報発信」は実施することが出来なかっ 

た。 

 小規模企業者にとって情報発信は極めて重要であり、（株）特産ひかわと連携しなが

ら新たな方法を検討し、引き続き取り組んでいく。 

■実施方針 

当町には、日本三美人の湯である湯の川温泉や、国宝が出土した荒神谷遺跡、夕日と

渡り鳥や蜆で知られる宍道湖、築地松のある日本三大散居村景観など多くの観光資源や

独自の風土から生まれた特産品が数多く存在しているが、小規模企業者単独では情報発

信力が乏しく地域外への浸透は今ひとつ工夫が必要である。 

（株）特産ひかわは、地元食品製造業者を中心に設立された会社で特産品の情報発信 

に大きな役割を果たしており、また地域の情報発信拠点として取り組む考えを持ってい 

る企業である。小規模企業で育てた取柄を広く周知するため、今後も(株)特産ひかわと 
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連携し、道の駅の情報発信機能を十分活用して湯の川温泉入込客の増加や特産品製造業 

者の収益向上のため支援を行う方針である。 

 

（目標６）地域コミュニティを支える事業の推進（継続） 

■第１期計画の評価等を踏まえた対応 

「荘原グリーンタウン商店街における賑わい創出イベント」を実施し、小規模企業者の 

発展から地域経済活性化を図り、新たな賑わいの創出や魅力ある店づくりに繋がった。 

小規模企業者からは賑わいイベントの継続や事業の活発化が求められており、今後も引 

き続き行い、小規模企業者の強みを更に発展させ地域として一体となって行うことで地域 

経済活性化に繋がるよう進めていく。 

■実施方針 

かつて町内に３店舗あった地元主導型ショッピングセンターが全店閉店したことから、 

周辺商店街の客足は遠のき、近辺の小規模小売・サービス業は存立の危機に直面している。 

これらの小規模小売・サービス業の閉店が続くと周辺消費者は歩いて買物に行ける場所を 

失うこととなり、特に移動手段が徒歩や自転車に限られる高齢者においては深刻な問題と 

なる。そして小規模企業者は更なる危機に陥ることになる。 

特に、荘原地区の商店街周辺にはコミュニティーセンターや体育館、医療機関などのコ 

   ミュニティ機能が集積しており、地域コミュニティを維持するためには商店街に再び賑わ 

いを取り戻して買物場所を確保することが大切である。 

当会は、商店街で組織する荘原グリーンタウン振興会や元気な斐川を創る会など関係機 

関と連携しイベントを継続実施することで、商店街の賑わいを取り戻し地域コミュニティ 

を支えていく。 
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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】 

＜第１期における取組と成果＞ 

    ①景況調査は、管内４５企業を対象に実施。②商勢圏実態調査は、平成２８年度に町 

内１０００世帯を対象に実施。③ニーズ調査は、平成２７年度と平成２８年度で計６０

９企業に対し実施。 

小規模企業者からは各調査とも参考資料として活用することができたと意見を得て

いるが、①景況調査において当町独自の動向検証に不十分な点があったと捉えており、 

検証方法を一部改善する必要があると考えている。 

 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 

    ①景況調査は第１期同様の方法で実施し、検証方法に管内独自の動向がわかる集計を 

加える。②商勢圏実態調査は、第１期同様の方法で実施する。③ニーズ調査は、小規模 

企業者の経営支援ニーズを把握するためのものであるため、本地域経済動向調査の項目 

の事業としては取りやめる。 

 

【事業内容】 

   （１）景況調査（継続） 

  ■第１期計画の評価等を踏まえた対応 

市内の２商工会・２商工会議所と共同で四半期毎（年４回）に実施。当会は、管 

内４５企業を対象に直接訪問で聞き取り・収集した。 

調査結果は、出雲市全域（１８０企業）で集計しており、対象企業からは自社と

取り巻く環境の間隙や動向を知れたことに対し評価を得ているが、当町独自の動向

検証に不十分な点があったため、今期は検証方法に管内独自の動向がわかる集計を

加える。調査結果は当会ホームページで年４回公表する。 

     ■第２期計画での実施内容 

１）目的 

        小規模企業者に対する的確な指導を行うため、管内の景気動向を把握すること

を目的とする。    

     ２）調査方法  

         対象企業は、建設業７社、製造業８社、卸売業３社、小売業１３社、サービス 

業１４社の計４５社。対象企業の半数は組織体制について脆弱な面がある小企業 

とし、調査は四半期毎に年４回、直接訪問により実施する。 

     ３）調査項目  

   ・売上、採算、資金繰り、従業員数、在庫、業況について今期・前期比・前年同

期比・来期の見通しとの比較 

・今期及び来期の設備投資計画 
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・直面している経営上の問題点 

・業界内のトピック情報 

     ４）活用方法  

小規模企業者は地域経済の状況を踏まえたうえで事業計画を策定することが重 

要であり、そのための有効な資料として活用する。 

各調査項目について概況を分析し、加えて管内独自のＤＩ値を算出し、国・県・ 

シンクタンクが実施する地域経済動向調査の結果と合わせて当会ホームページ

で公表する。調査対象企業に対しては職員が直接訪問で説明する。また、全職員

による巡回訪問時や自治体との意見交換時には地域経済動向資料として活用す

る。 

      ５）目標 

調査結果は、調査後に当会ホームページで年４回公表する。 

 

 

 

 

  （２）商勢圏実態調査（継続） 

  ■第１期計画の評価等を踏まえた対応 

平成２８年度に実施（３年に１回）。消費者の購買動向を買物出向比率の面からつ 

かみ、平成１９年度から平成２８年度に行われた４回の調査を時系列で比較し、「地 

元購買率」「商品別の購買動向」「買い物場所からみえる傾向」などを分析。調査報 

告書を作成し報告会にて説明を行った。 

小規模企業者からは、当町の購買行動が激変していることを調査結果として示さ 

れたことで意識変化が起こったと評価を得ている。 

       今後も従来どおり実施する。調査時期は平成３１年度と平成３４年度。第１期同 

様の比較分析を行い、調査結果は調査報告会・当会ホームページで各１回公表する。 

■第２期計画での実施内容 

１）目的 

消費者の購買行動を買物出向比率の面から調査することで商圏の実態を明ら

かにし、小規模小売商業者の外部環境の変化を時系列で分析し周知することを目

的とする。 

     ２）調査方法 

平成３１年度と平成３４年度に各１回実施。町内１０００世帯へ調査表を送付

し返信用封筒にて回収する。 

     ３）調査項目 

食料品（５品目）、衣料品・身回品（６品目）、日用雑貨品（３品目）、文化品

（４品目）の計１８品目の買物場所と買物割合。 

     ４）活用方法  

地元・町外購買率、商品別購買動向、買物場所別購買動向、流入状況などを分  

析し、過去３回の調査結果を時系列に比較分析して調査報告書を作成する。 

外部環境を整理することで経営支援時の参考とする。また、自治体や他の支援

機関に対して結果報告を行い、小規模企業者が置かれている経営環境について情

報共有を図る。 

      ５）目標 

 調査報告書は当会ホームページで各１回公表するとともに、調査報告会を１回

内容 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 Ｈ33年度 Ｈ34年度 

公表回数 4回 4回 4回 4回 4回 

 



-１１- 

 

開催し説明を行う。 

 

 

 

 

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

＜第１期における取組と成果＞ 

    平成２７年度と平成２８年度に計９０企業を対象に経営分析を実施。経営状況を同一

レベルで把握し、経営支援や経営計画策定支援等に活用している。 

 

 ＜今回の申請における取組の方向性＞ 

    意欲的に事業に取り組む企業を重点的に選定し、第１期同様の方法で実施する。      

 

【事業内容】 

 （１）経営状況の分析（継続） 

     ■第１期計画の評価等を踏まえた対応 

平成２７年度と平成２８年度で各４５企業の経営分析を行っている。統一した経 

営分析シートと分析項目で経営状況を同一レベルで把握し、分析データは独自フォ 

ルダを設け職員間で共有できる体制を整え、経営支援や事業計画策定支援等に有効 

活用している。実施企業からは、自社の経営状況を具体的に理解することができ、 

自身で気付かなかった特徴を知ることができたと意見を得ている。 

         今期も第１期同様の方法で実施する。企業選定については、第１期は業種間のば

らつきを生じさせないため業種を一つの基準として選定したが、各企業や業種の特

性がつかめたため、今期は意欲的に事業に取り組む企業を重点的に選定する。 

      ■第２期計画での実施内容 

１）目的 

小規模企業者の経営状況を的確に把握し、客観的に経営体質を判定し実現性の

高い事業計画の策定支援に活用することを目的とする。 

２）実施対象 

意欲的に事業に取り組んでいる事業者や新たな展開を検討している事業者を

対象に年度毎に企業を選定し実施する。 

       ３）分析項目  

        ①Ｂ／Ｓ、Ｐ／Ｌの勘定科目の推移 

②財務分析（収益性、効率性、生産性、安全性、成長性、業界基準値比較） 

        ③経営資源（人的資源、技術、ノウハウ等） 

       ④主要取扱商品（売れ筋、提供する役務等） 

        ⑤客層、商圏、顧客ニーズ 

        ⑥経営発達に活かせる強み  

４）実施方法・活用方法 

小規模企業者の経営状況を定量分析と定性分析により的確に把握し、経営分析

シートにて整理する。客観的に経営体質を判定して小規模企業者へ説明し、実現

性の高い事業計画の策定支援に活用する。併せて、経営分析シートを基に職員間

で情報共有を行い、事例に基づいたＯＪＴにより支援ノウハウを共有し、全職員

内容 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 Ｈ33年度 Ｈ34 年度 

実施回数 未実施 1回 未実施 未実施 1 回 

公表回数 ― 1回 ― ― 1 回 
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の経営支援能力の向上を目指す。実施手順は以下のとおり。 

         ①巡回を中心に経営状況を把握 

②事業所毎の経営分析シートを整備 

③経営課題の抽出 

④実施事業者にフィードバックし、課題対応等今後の経営戦略の検討に活用し、 

事業計画策定支援に繋げる。 

      ５）目標 

 

 

 

 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

＜第１期における取組と成果＞ 

①既存事業者への支援は、平成２７年度と平成２８年度で計１３４企業を対象に実 

施。②創業・第二創業（経営革新）への支援は、平成２７年度と平成２８年度で町内創 

業予定者１２名に対し実施。 

支援企業からは、ビジョンを見える化することで頭の中が整理され、やるべきことや

優先順位が明確になり、目標に向け計画的に事業を遂行することができるようになった

と意見を得ている。 

 

 ＜今回の申請における取組の方向性＞ 

①小規模企業者への支援は、第１期同様の方法で実施する。②創業への支援も第１期 

同様の方法で実施するが、第二創業については一から事業を立ち上げる者ではないた

め、既存事業者として各種支援を行う。 

 

【事業内容】 

（１）小規模事業者への支援（継続） 

■第１期計画の評価等を踏まえた対応 

平成２７年度と平成２８年度で目標９０企業（４５企業×２年間）に対し１３４ 

企業の事業計画策定支援を行っている。全職員による巡回訪問や各種研修会・会議 

などで情報提供を強化したことが支援企業の発掘に繋がった一因と考えており、新 

事業展開や高付加価値化、経営基盤の強化に取り組む小規模企業者が増加し大きな 

成果に繋っている。大半の企業が継続支援企業となっており中長期計画で支援を行 

っている。 

   今後も小規模企業者の中長期ビジョンを明らかにした実現性の高い事業計画の策 

定支援を行っていく。 

     ■第２期計画での実施内容 

１）目的 

小規模企業者が描く経営ビジョンを中長期的視点で見える化し、増収増益・持

続的経営ができる実現性の高い計画策定を行うことを目的とする。 

２）支援対象 

経営状況の分析を行った小規模企業者を対象に実施する。なお、目標件数は経

営状況の分析と同じく４５企業とするが、経営状況の分析とともにできる限り多

くの小規模企業者の要望に応えていく。 

内容 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 Ｈ33年度 Ｈ34年度 

経営分析件数 45企業 45企業 45企業 45企業 45企業 
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３）実施方法・活用方法 

「１．地域の経済動向調査」「２．経営状況の分析」「５．需要動向調査」を活

用しながら支援対象事業者と協議を重ね、「何を」「いつ」「誰をターゲットに」

「どのように利益を上げるか」という儲けを生み出すための具体的方策を明らか

にする。また、小規模企業者が描く経営ビジョンを見える化し、中長期的視点で

計画策定を行う。併せて、事業計画書に基づき職員間で情報共有を行い、事例に

基づいたＯＪＴにより支援ノウハウを共有し、全職員の経営支援能力の向上に生

かす。 

４）目標 

 

 

 

 

     （２）創業者への支援（継続） 

      ■第１期計画の評価等を踏まえた対応 

市内の支援機関と相互連携を密にして創業者の発掘・支援を行った。また、市及 

び出雲産業支援センターが実施する創業塾や県連合会が実施するしまね創業スクー 

ルに地区内創業予定者の受講を働きかけ、創業に関する教育や先輩経営者の事例を 

学ぶ機会を提供するとともに、創業に向け創業計画書の策定支援、資金調達、経営 

ノウハウ、貸工場の活用等についてアドバイスを行いスムーズな開業に繋がるよう 

支援を行った。 

平成２７年度と平成２８年度の支援者は１２名。経営ノウハウが乏しいことや経 

営のイメージが掴めないことから覚悟はあるものの不安や負担感を抱いている方が 

多く、当会の密着した支援に対し、心強く安心して事業に取り組むことができると 

意見を得ている。 

      ■第２期計画での実施内容 

１）目的 

創業計画を明確にし、スムーズな創業に繋げることを目的とする。 

２）支援対象 

  地区内での創業を意欲的に検討する者 

３）実施方法 

創業や経営に関するノウハウを学ぶ機会を提供するとともに、地域経済動向や 

業界動向、経営体制の構築等について創業者と協議を重ね、当町で根付いた持続 

的経営ができるよう具体的創業計画の策定を行う。併せて、創業計画書に基づき 

職員間で情報共有を行い、事例に基づいたＯＪＴにより支援ノウハウを共有し、 

全職員の経営支援能力の向上を目指す。 

４）目標 

 

 

 

 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

＜第１期における取組と成果＞ 

    ①事業計画策定事業者１１０企業に対し、６２７回フォローアップを実施。②１２名

内容 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 Ｈ33年度 Ｈ34年度 

事業計画策定件数 45企業 45企業 45企業 45企業 45企業 

 

内容 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 Ｈ33年度 Ｈ34年度 

創業計画策定件数 3企業 3企業 3企業 3企業 3企業 
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の創業・第二創業（経営革新）に対し、４半期に１度以上のフォローアップを実施。 

支援企業からは、経営環境の変化に合わせ全職員できめ細やかに行う支援に対し評価

を得ている。 

 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 

     ①事業計画策定事業者への支援、②創業計画策定事業者への支援共に第１期同様の方

法で実施する。 

 

【事業内容】 

（１）小規模事業者への支援（継続） 

■第１期計画の評価等を踏まえた対応 

平成２７年度と平成２８年度の支援企業数は計１１０企業。支援回数は６２７回。 

事業計画書の策定支援を行った小規模企業者に対し、３ヶ月に１度以上の巡回訪問 

で経営状況や進捗状況を確認するとともに必要な指導助言を行っている。また、経 

営課題の内容によって、国・県・市・支援機関等が行う支援策を活用したフォロー 

アップを実施している。計画的な支援により多くの企業が新たな事業展開に踏み出 

しており、大半の企業が継続支援企業となっており中長期的視点で支援を行ってい 

る。 

今後も引き続き実施し、小規模企業者が自社のビジョンを実現し、他にはない独 

自のブランドを身に付けることで増収増益・持続的経営ができる経営体質の構築を 

目指す。 

■第２期計画での実施内容 

１）目的 

小規模企業者が自社ビジョンを実現化し、他にはない独自のブランドを身に付

け、増収増益・持続的経営ができる経営体質の構築に向け支援することを目的と

する。 

２）実施方法・支援内容 

事業計画書の策定支援を行った小規模企業者に対し、３カ月に１度以上の巡回

訪問で経営状況や進捗状況の確認を行うとともに、国・県・市・支援機関等の行

う各種施策の活用など必要な指導助言を行う。経過が順調でない事業者に対して

は巡回指導数を増やして原因の究明と改善点の整理を行い、専門的アドバイスを

要する場合は専門家派遣により、より高度な支援を提供する。また、資金需要が

あれば、小規模事業者経営発達支援融資等の活用支援を行う。また、進捗状況を

職員間で共有するとともに、事例に基づいたＯＪＴにより支援ノウハウを共有し、

全職員の経営支援能力の向上を目指す。 

     ３）目標 

       事業計画を策定した企業に対し、年４回のフォローアップを行う。 

 

  

 

 

（２）創業者への支援（継続） 

■第１期計画の評価等を踏まえた対応 

町内で創業した１２名の小規模企業者に対し、４半期に１度以上の巡回訪問で経 

営状況や経営課題を確認するとともに必要な指導助言を実施。課題内容によって国・ 

内容 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 Ｈ33年度 Ｈ34年度 

フォローアップ回数 180回 180回 180回 180回 180回 
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県・市・支援機関等が行う支援策を活用したフォローアップを実施している。大半 

の企業が継続支援企業となっており中長期的視点で事業を遂行している。引き続き 

支援していく必要がある。 

     ■第２期計画での実施内容 

１）目的 

 創業者が自社の強みを発揮し、地域に根付き共生した事業展開が行えるよう支

援することを目的とする。 

２）実施方法・支援内容 

創業後、３カ月に１度以上の巡回訪問で経営状況や進捗状況の確認を行い、経 

営体制に合わせ経理・労務・税務・福利厚生、国・県・市・支援機関等の行う各 

種施策の活用など必要な指導助言を行う。専門的アドバイスを要する場合は専門 

家派遣により、より高度な支援を提供する。また、進捗状況を職員間で共有する 

とともに、事例に基づいたＯＪＴにより支援ノウハウを共有し全職員の経営支援 

能力の向上を目指す。 

       ３）目標 

        創業計画を策定した企業に対し、年４回のフォローアップを行う。 

 

 

 

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

＜第１期における取組と成果＞ 

    町内小規模企業者に対し、他の統計調査機関等が実施する調査結果等のうち小規模企

業者にとって参考となる需要動向データを収集・整理し、ホームページにて情報提供を

行った。 

 

  ＜今回の申請における取組の方向性＞ 

    販路開拓や新商品開発に意欲を持つ小規模企業者に対し、その個社がもつ商品や役務

に直結する調査を実施する。 

 

【事業内容】 

（１）需要動向調査（継続） 

■第１期計画の評価等を踏まえた対応 

平成２７年度と平成２８年度で計５００企業に対し８回、当会広報誌・ホームペー 

ジにおいて情報提供を行っている。情報収集は、地元新聞、地元経済誌、日経ＭＪ、 

日刊工業新聞、ウェブサイト等から当町や小規模企業者のニーズに見合うものを選定 

し、国勢調査、経済センサス、家計調査、工業統計調査、観光動態調査、本会が実施 

した景況調査・商勢圏実態調査で得た地域経済動向を踏まえ、事業の参考になる記事 

へと書き換え情報提供を行った。 

第１期は年度毎に業種を定め情報提供を行ったが、対象範囲が広く提供する情報

も広範囲なものとなったため、個社の効果測定が困難な事業内容であった。今期は、

販路開拓や新商品開発に意欲を持つ小規模企業者に対して事業計画や経営課題等の

事前ヒアリングを実施し、事業内容を精査したうえで対象企業を選定する。そして、

対象企業がもつ商品や役務に関する情報収集を行い販路拡大の可能性を探る。 

内容 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 Ｈ33年度 Ｈ34年度 

フォローアップ回数 12回 12回 12回 12回 12回 

 

http://192.168.10.171/MyDoc.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/mydoc.nsf/B1E615D459C755F549257E60001EA1D7/Body/%E6%97%A5%E5%88%8A%E5%B7%A5%E6%A5%AD%E6%96%B0%E8%81%9E8%E6%9C%88.pdf
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     ■第２期計画での実施内容 

１）目的 

小規模企業者が販売する商品又は提供するサービスに合致した市場動向、需要動

向、消費者ニーズ等を調査・分析し、新商品開発や新規販路拡大など収益改善に対

する取り組みに直接繋がる情報提供を行うことを目的とする。 

２）支援対象 

販路開拓や新商品開発に意欲を持つ小規模企業者に対し事業計画や経営課題な

どについて事前ヒアリングを実施し、事業内容を精査したのち各年度２社選定す

る。選定企業は、地域資源を活用した新たな特産品や商品開発に取り組む小規模企

業者とする。 

３）調査方法     

     小規模企業者は需要動向や消費者ニーズに関する情報収集力が乏しいところが多 

く、独自で調査して販路開拓等に結び付けることは大変難しいことから、対象企業

がもつ対象商品、サービス、ターゲット等に有益な情報収集ができる場所で事業者

と共に下記により実施する。 

①一般消費者を対象とした調査 

商工まつり（年１回／来場者約５千人）、道の駅湯の川（来訪者年間約４８

万人）の場を利用し、町内外、県内外、性別、年齢を問わず、幅広い層に対し

てテストマーケティング、アンケート調査、試食等を実施し、ヒアリングシー

トをもって消費者の生の声を収集する。目標は５０名。 

②バイヤーを対象とした調査 

展示商談会等の場を活用して試食やヒアリング等を実施し、県外の流通業者

やバイヤー、関係機関の生の声を収集する。目標は５０名。 

   ４）調査項目 

     ①一般消費者を対象とした調査 

・性別 ・年齢層 ・居住地 ・家族構成 ・価格、品質の妥当性  

・パッケージデザイン ・内容量 ・ネーミング ・味覚、嗅覚に関すること 

・興味関心 ・得たい情報 ・購入理由 ・利用場面 ・これまでの購買履歴 

   ②バイヤーを対象とした調査 

・価格、品質の妥当性 ・パッケージデザイン ・内容量 ・ネーミング   

・味覚、嗅覚に関すること ・陳列に関すること（規格、シリーズ展開） 

・消費者ニーズ 

５）提供方法・活用方法  

      整理・分析した情報を直接企業へ提供し、今後の方向性について検討する。必要

に応じ事業計画の見直し・策定支援や専門家派遣を行い、需要に即した商品や役務

の提供に繋がる実現可能性の高い事業に向け支援を行う。また、生の声を収集する

ことで未利用資源の新たな活用方法や新たな発想に繋がることも考えられるため、

情報を蓄積し参考資料として職員間で共有を図る。併せて、ニーズ把握の重要性を

意識付け、日頃から情報を蓄積する習慣を付ける。 

     ６）目標 

 

 

 

 

 

内容 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 Ｈ33年度 Ｈ34年度 

調査結果情報提供 

個社支援数 
2企業 2企業 2企業 2企業 2企業 
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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】 

＜第１期における取組と成果＞ 

 ①道の駅湯の川の情報発信機能との連携強化は、計画されていたデジタルサイネージ

が導入されなかったため実施することが出来なかった。②「おいしい出雲」を活用した

販路拡大への支援は、平成２７年度と平成２８年度で計３５企業の認定取得。③補助金

やアドバイザー制度活用による新商品開発等への支援は、平成２７年度と平成２８年度

で計１８企業に実施。④商工まつりによる販路開拓や消費拡大への支援は、小規模企業

者を対象に実施。⑤ビジネスマッチング事業を通して取引先企業拡大への支援は、製造

業を中心とした小規模企業者を対象に実施。 

  対象企業からは、自社に即した方法で販路拡大事業に取り組むことができ、今後の事

業展開に活かすことができると意見を得ている。 

 

 ＜今回の申請における取組の方向性＞ 

①商工まつりによる販路開拓や消費拡大への支援は、新たに売上目標を設定し引き続

き実施する。②ビジネスマッチング事業を通して取引先企業拡大への支援は、成約件数

目標を設定し引き続き実施する。 

③道の駅湯の川の情報発信機能との連携強化は、デジタルサイネージの導入が現時点

で不明確なため取りやめる。④「おいしい出雲」を活用した販路拡大への支援は、出雲

市内の企業が一体となって認知度向上を図るための取り組みであり、個社の収益に直結

する事業ではないため取りやめる。⑤補助金やアドバイザー制度活用による新商品開発

等への支援は、新たな需要開拓に寄与する事業ではなく、経営改善普及事業の一環や

「４．事業計画策定後の実施支援」として実施する。 

 

【事業内容】 

（１）商工まつりによる販路開拓や消費拡大への支援（継続） 

■第１期計画の評価等を踏まえた対応 

毎年１０月の第２週目に当会主催で開催する「商工まつり」には、町内外から約

５０００人の来場者がある。当会では４年前からこの場を活用した小規模企業者の

展示即売会を実施しており、平成２７年度と平成２８年度で延８３企業が出展して

いる。自社商品の販売・ＰＲを通して販路拡大を行い、併せて消費者の声を直接聞

くモニタリングの場としても活用し、商品等の開発・改良に反映させている。出展

者からは、新たな顧客獲得や商品改良、価格設定の見直しに繋げることができたと

意見を得ている。 

今期も引き続き実施する。第１期は販路開拓の意味合いを強く持ち実施したが、

今期は出展企業各社に売上目標を設定し、目標達成に向けた個社支援を行う。また、

モニタリング調査の結果を分析し、消費者の生の声を活かした商品改良を行い販路

拡大へ繋げる。 

   ■第２期計画での実施内容 

１）目的   

展示即売会とモニタリング調査により生の声を活かした商品開発・改良を行

い、自社商品の販売・ＰＲを行うことで新たな販路を開拓し、消費拡大へ繋げる

ことを目的とする。 

２）支援対象 

       販路開拓や新商品開発に意欲を持つ事業者 

 



-１８- 

 

     ３）支援内容  

       出展企業各社の売上目標を設定し、目標達成に向け事前にターゲットや出品商

品の選定、販売価格、ＰＯＰ作成等のアドバイスを行う。展示即売会終了後は売

上金額を調査して商品の販売状況を精査し、モニタリング調査の分析を行い、更

なる売上増加に繋がるよう商品改良等のアドバイスを行う。 

４）目標 

      出展企業数５０企業を想定し、対前年度売上高５％増を目指す。 

 

 

  

 

 

（２）ビジネスマッチング事業を通して取引先企業拡大への支援（継続） 

■第１期計画の評価等を踏まえた対応 

製造業等の取引先拡大を目指して圏域内企業と県外企業との商談会をマッチチン 

グする「中海・宍道湖・大山圏域ビジネスマッチング事業」に、平成２７年度と平 

成２８年度で計２３企業が参加。参加企業の掘り起しから商談に関する支援を行い、 

事業後は参加企業にヒアリングを行い、受注状況を把握するとともに受注確保のた 

めの支援施策について情報提供を行うなど積極的なフォローアップを行っている。 

非食品系事業者にとっては近場で開催される唯一の大規模商談会であり、参加企 

業からは日頃商談ができない企業やバイヤーと直接商談できたことへの手ごたえや 

個別商談ブースでじっくりできる商談に対し高評価を得ている。 

引き続き圏域内外の企業連携や交流促進、取引拡大、共同開発、業務提携の拡大 

に向け支援する。 

■第２期計画での実施内容 

１）目的 

大都市圏で開催される展示商談会に参加しにくい小規模企業者に自社ＰＲや販 

路拡大の機会を提供し、需要開拓を図ることを目的とする。 

２）支援対象 

       販路拡大に向け意欲的に事業を行っている製造業者 

     ３）支援内容 

参加を希望する小規模企業者に対し、商品特性や取引条件、ターゲット、利用 

シーン、アピールポイント、商品管理情報、出展企業概要等を記載した商品規格 

書・商談会シートの作成等商談に必要な支援を行う。事業後には参加企業に対し 

ヒアリングを実施して受注状況を把握し、より付加価値の高い技術や製品をもっ 

て受注の増加や単価の維持向上、販路拡大に繋げていく。主な販路拡大先は関東・ 

関西の製造業及び流通業者とする。 

      ４）目標 

        出展企業数１０企業を想定し、１企業１件の成約をめざす。 

 

 

  

 

 

 

内容 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 Ｈ33年度 Ｈ34年度 

出展支援企業数 10企業 10企業 10企業 10企業 10企業 

商談成約件数 10件 10件 10件 10件 10件 

 

内容 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 Ｈ33年度 Ｈ34年度 

対前年度売上高 

５％増の企業数 
10企業 10企業 10企業 15企業 15企業 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組  

 

１．地域経済の活性化事業に関すること   

 

【地域における関係者間での意識の共有】 

市では平成２４年度に出雲市総合振興計画『新たな出雲の國づくり計画「出雲未来図」』 

を策定している。また、平成２５年５月に「出雲市中小商工業者支援連絡協議会」が組織 

化されている。（平成２９年７月から「出雲市地場中小企業・小規模企業振興会議」に改組。） 

 協議する事項は、市内中小商工業者に対する①現状分析に関すること。②経営改善に関 

すること。③活性化に関することであり、小規模事業者施策に対する協議・検討組織とし 

ての役割を果たしている。 

構成員は、市、商工会議所、商工会、各金融機関、産業支援関係ＮＰＯ法人で、年間２ 

～３回のペースで協議の場が設けられているが、当地域については、①ショッピングセン 

ターの閉店による商店街対策。②大型店・ディスカウント店の進出に対する個店対策につ 

いて重点的に取り組むことが関係者間で意思共有されている。 

 

＜第１期における取組と成果＞ 

①商店街の賑わいイベントとして、荘原グリーンタウン商店街の賑わい創出事業を実

施。②「一企業一取柄運動」は、小規模企業者を対象に取柄（ブランド）強化に向けた支

援を実施。 

①商店街の賑わいイベントは、地元小規模企業者、自治会、地域コミュニティーセンタ

ーと連携しながら事業を実施し、当日は約３,０００人の来場者で賑わった。参加事業者

にも好評で、地域経済活性化に向けたヒントを得ることができた。②「一企業一取柄運動」

は、講演会・講習会の開催、チラシ配布で啓発に努めた結果、参画企業数は約２０企業と

なっている。参画企業にとっては自らを見直す良い機会となったが、地域経済への広がり

は今後の課題である。 

 

＜今回の申請における取組の方向性＞  

①商店街の賑わいイベント、②「一企業一取柄運動」共に、第１期同様の方法で実施す

るが、一過性のイベントや一部の小規模企業者の取り組みに終わらせず、地域経済や小規

模企業者全体へ広げていく。 

 

  【事業内容】 

（１）商店街の賑わいイベントの実施（継続） 

■第１期計画の評価等を踏まえた対応 

荘原グリーンタウン商店街の中核的存在であったショッピングセンターアイが平成

２６年１０月に閉店したことにより、周辺住民は買物場所を失った。地域住民からは

生活の不便さや街の活気がなくなったことに対し不安の声が上がり、これを受け、平

成２８年度に地元小規模企業者、自治会、地域コミュニティーセンター等を中心に「元

気な斐川を創る会」を設立（荘原コミュニティセンターが事務局）。商店街事業者を中

心として組織する｢荘原グリーンタウン振興会｣と連携を図り、「ひかわきれいマルシ

ェ」「ただものだんだん市（軽トラ市）」を商店街内で開催した。 

今後もそれぞれの団体や機関と連携しながら賑わいイベントを開催し、荘原グリー 

ンタウン商店街の定期的な賑わい創出に繋げる。また、荘原地区の意欲的な企業の個 

社支援を行い、個社の持続的発展から荘原地区の地域経済活性化を目指す。 
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■第２期計画での実施内容 

１）目的    

元気な斐川を創る会や荘原グリーンタウン振興会と連携して荘原地区の賑わい創

出を行い、５年後には地域団体が自立した事業運営ができるようにする。併せて、

商店街をはじめとする荘原地区の意欲的な小規模企業者の持続的発展を目指す。 

     ２）実施方法  

元気な斐川を創る会や荘原グリーンタウン振興会が開催する会議に適宜参加して

各会の円滑な進行をサポートし、「ひかわきれいマルシェ」や「ただものだんだん市 

（軽トラ市）」を定期的に開催する。併せて、荘原地区の意欲的な小規模企業者に対 

し現状ヒアリングを行い、目指す姿を明確にした実現性の高い事業計画の策定・実 

施支援を行う。また、「ひかわきれいマルシェ」「ただものだんだん市」への出展事 

業者が荘原地区の商店街空き店舗へ出店することで、荘原地区の活性化に繋がるよ 

う支援を行う。 

 

（２）「一企業一取柄運動」の推進（継続） 

■第１期計画の評価等を踏まえた対応 

町内の小規模小売・サービス業は、相次ぐ県外大型資本の進出によってより一層厳 

しい環境下に置かれている。当会は、これら大型店等と差別化を図った経営力を培う 

ため小規模企業者と一体となって「一企業一取柄運動」を実施し、個社独自の商品や 

サービスなど他では真似のできない「取柄」を持ちブランド化することで厳しい経営 

環境に勝ち抜くための魅力ある店づくりを行っている。 

平成２８年度にはＰＲチラシを作成・配布して周知に努め、目指す将来像を共有す 

ることで参画企業の発掘を行った。平成２９年度には専用ホームページを構築し、情 

報発信のための基盤整備を行う。 

今後も小規模企業者の意識改革、個社の取柄強化、情報発信に取り組み、増収増益

に繋がる支援を行う。また、小規模企業者が一体となって広くＰＲすることで地域経

済を活性化させる計画である。 

■第２期計画での実施内容 

１）目的  

   それぞれの企業が取柄（ブランド）を持ち広域的に打ち出すことで、地域全体と

しての経済活性化に繋げることを目的とする。 

２）実施方法 

巡回訪問を中心に啓発活動を強化し参画企業を増やす。そして、参画企業のメン

バーによるプロジェクトを立ち上げ、個社が魅力ある取柄を持つために必要な講演

会や講習会等を開催し、小規模企業者の更なる意識改革・意欲増進を図る。 

また、「斐川町に行けばきっと見つかる」と胸を躍らせ足を運ぶ消費者を増やす必

要があるため、個社の取柄を掲載したホームページの魅力を高め、消費者へ向け広

域的なＰＲを行う。 

取柄を持った様々な業種の小規模企業者が斐川町全域に存在することで魅力溢れ

る町「斐川ランド」を形成し、個社の新規顧客獲得による売上増加で地元購買力を

高め地域経済活性化へ繋げていく。 
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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 

 

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 

＜第１期における取組と成果＞ 

  ①経営支援リーダー会議は、主席経営指導員が参加。②経営支援事例の共有は、全経営

指導員が実施。③圏域ゼミの開催は、全経営指導員が参加。④市と商工団体との情報交換

は、主席経営指導員が参加。⑤ＮＰＯ法人との情報交換は、ビジネスサポートひかわにお

いては役職員・当会経営指導員で実施。出雲産業支援センターにおいては市内の２商工

会・２商工会議所の経営指導員を主とした担当者で会議を実施。⑥専門家からの情報提供

は、担当経営指導員が同行し支援内容等を当会職員へ報告し企業支援にフィードバックし

ている。 

 このように、多方面から支援ノウハウを吸収することで資質向上を図り、小規模企業者

に対しより専門性を持った支援に繋げることができた。 

 

 ＜今回の申請における取組の方向性＞ 

   ①経営支援リーダー会議、②経営支援事例の共有は、第１期同様引き続き実施する。③

圏域ゼミの開催は、島根県の研修メニューの改変により事業がなくなったため中止。④市

と商工団体との情報交換、⑤ＮＰＯ法人との情報交換、⑥専門家からの情報提供は、第１

期同様の方法で実施する。 

  また、新たな取組みとして金融機関との連携強化を行う。これまでも定期的に意見交換 

会を実施しているが、厳しい経営環境下にいる小規模企業者に対し迅速で柔軟な資金需要

に対応できる体制を構築するため、更なる連携強化を図る方針である。 

 

【事業内容】 

 （１）経営支援リーダー会議（継続） 

■第１期計画の評価等を踏まえた対応 

平成２７年度と平成２８年度に各２回開催され主席経営指導員が参加。県東部にあ 

る商工会の経営指導員のリーダーが集まり、各地区の小規模企業者の需要動向や支援 

状況について情報交換し、各商工会の状況把握を行うとともに支援に対する課題や対 

応策について協議を行っている。会議後は当会でＯＪＴを行い、支援ノウハウを共有 

し経営支援に反映させている。 

  広域的な情報を得る貴重な機会であることから、引き続き参加する。 

■第２期計画での実施内容 

第１期同様参加する。リーダーは習得した支援ノウハウ等を報告書や定例会議で全

職員に周知し、近隣市町の動向を捉えたうえで経営支援を行う。 

 

（２）経営支援事例の共有（継続） 

■第１期計画の評価等を踏まえた対応 

県下商工会の全経営指導員が作成した経営支援業務における支援事例集を活用し、支

援ノウハウの共有・習得を行った。また、東部地区・西部地区にわかれてそれぞれの経

営指導員が事例発表を行う場を活用し、意見交換を通して情報共有と支援スキルの向上

に取り組んだ。全国の商工会経営指導員の支援事例も毎年７事例ずつ公開されており、

ターゲットとする地域の動向や同様の経営課題を抱える事業者に対する支援方法を知

ることができ、経営支援に活かすことで大きな成果に繋がっている。 

今後も、情報共有の重要なツールとして活用していく。 
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■第２期計画での実施内容 

第１期同様の方法で実施し、当会でＯＪＴを行い、支援ノウハウを共有し経営支援に

反映させる。 

 

（３）市と商工団体との情報交換（継続） 

■第１期計画の評価等を踏まえた対応 

平成２７年度と平成２８年度に各１回実施。管内の２商工会・２商工会議所の経営指 

導員と行政担当職員が各地区の小規模企業者の需要動向や支援状況等について意見交 

換し、互いの支援状況等について報告し情報共有を図りながら今後必要な支援策につい 

て協議を行っている。これにより本情報交換会の重要性が再認識され、平成２９年度、 

市により新たに「出雲市地場中小企業・小規模企業振興会議」が創設され、出雲市とし 

ての小規模事業者の振興に向けた計画づくりが行われている。 

 市との連携は今後も不可欠であり、積極的に参画していく。 

■第２期計画での実施内容 

市職員と市内の２商工会・２商工会議所の経営指導員を中心に年２～３回の会議の場 

を設定し、管内小規模企業者の持続的発展を図るための協議を行う。 

 

（４）ＮＰＯ法人との情報交換（継続） 

■第１期計画の評価等を踏まえた対応 

ビジネスサポートひかわで毎月第１火曜日に開催される役員会に毎回出席し、小規模

企業者の方と主に管内製造業者の状況について情報交換を行っている。当ＮＰＯ法人の

役員は全て市内事業者であることから、事業者の生の声を直接聞くことで支援方針や市

等と支援施策について検討することができている。 

出雲産業支援センターにおいては、管内の２商工会・２商工会議所と共に必要に応じ

担当者会議を開催し、各地区の課題や実施事業について情報交換を行い広域連携による

消費拡大の仕組みを検討している。メンバーは各団体の若手職員が主であることから、

新たな創造性をもった情報収集の場になっている。 

各支援機関と連携し、小規模事業者の維持発展のため引き続き地場産業力の底上を目

指す。 

■第２期計画での実施内容 

  第１期同様の方法で実施する。ビジネスサポートひかわの役員会に参加し、小規模企

業者の支援方針の策定に活かしていく。また、出雲産業支援センターにおいて管内の２

商工会・２商工会議所の担当者が集まり、各地区の課題や取り組み事例等について情報

交換を行う。 

 

（５）専門家からの支援ノウハウの吸収（継続） 

■第１期計画の評価等を踏まえた対応 

平成２７年度と平成２８年度で延８７企業に２３２回の専門家派遣を実施。当会は、 

派遣内容を全職員で共有することと派遣の際は必ず担当経営指導員が同行することを

ルール化しており、専門家の指導内容を現場で直接見聞することで支援ノウハウを吸収 

する努力を行っている。業界の最新トレンドや新たな取り組みなどの知識も得られる利 

点もあり、担当した経営指導員は週１回開催する経営支援会議で支援報告をし、情報共 

有を図り企業支援に活かしている。 

 経営指導員にとっても有益な事業であり、継続していく。 

 



-２３- 

 

■第２期計画での実施内容 

第１期同様の方法で実施する。専門家から得た知識を同様の経営課題を抱える小規

模企業者の支援に活かしていく。さらに、知識と経営スキルの習得を行い、小規模企

業者の課題に対し、的確に助言できるよう資質を向上させていく。  

 

（６）金融機関との連携強化（新規） 

■第２期計画での実施内容 

現在、当会では日本政策金融公庫や島根県信用保証協会と定期的に意見交換会を開催

している。このうち、日本政策金融公庫とは業種別動向や小規模企業者の需要動向につ

いて情報交換をしている。また、島根県信用保証協会とは管内動向や金融支援施策につ

いて情報交換の場を設けている。 

 小規模企業者を取り巻く経営環境は厳しさを増している。金融機関との連携を更に強

化することで、小規模企業者に対する支援スタンスを共有し、迅速で柔軟な資金需要に

対応できる体制を構築する。 

 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

＜第１期における取組と成果＞ 

①中小企業基盤整備機構研修へ、若手経営指導員が参加。②島根県経営指導員等研修会

を全経営指導員が受講。③ＯＪＴによる支援能力向上の取組みを経営指導員間・全職員間

で実施。④小規模企業者の経営状況の分析結果等の管理・共有は、週１回開催する経営支

援会議とシステム管理を中心に実施し、それぞれの業務に活用している。 

 全て実践的研修であり、個人のスキルを強化することで多様化する経営課題に全職員で 

対応できる体制を構築している。 

 

 ＜今回の申請における取組の方向性＞ 

  ①中小企業基盤整備機構研修、②島根県経営指導員等研修会は、第１期同様参加。③Ｏ

ＪＴによる支援能力向上の取組み、④小規模企業者の経営状況の分析結果等の管理・共

有・活用については、事務局の総務係、記帳係（補助員２名、記帳専任職員２名）に対す

る取り組みを加え実施する。 

 

【事業内容】 

 （１）中小企業基盤整備機構研修へ参加（継続） 

■第１期計画の評価等を踏まえた対応 

経営指導員等の資質向上を図るため、各々のスキルに合わせた研修項目を選択し積

極的に参加している。平成２７年度には小規模企業者への経営支援スキル向上を目的

に開催された研修に若手指導員が参加し、経営支援マネージャーの認定を受けてい

る。研修後は報告書をもって全職員と情報共有し、報告書等は全職員がいつでも見ら

れるように編綴している。 

今後も積極的に参加し、職員間で意見交換と情報共有を行い、日々の経営支援に活

かしていく。 

■第２期計画での実施内容 

各々の支援スキルに合わせ、研修項目を選択しながら参加する。支援スキルの向上 

を図るとともに経営支援会議や職員会議でＯＪＴを行い、全職員による企業支援を行 

う。 
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（２）島根県経営指導員等研修会へ参加（継続） 

■第１期計画の評価等を踏まえた対応 

経営改善普及事業を円滑で効果的に実施するためのスキルを身に付ける研修会に、

全経営指導員が各々のスキルに合わせた研修項目を選択し積極的に受講している。 

研修内容は経営に関する基礎的なことから専門的なことまで広範囲に渡っており、 

習得したスキルは小規模企業者のニーズに合わせた支援に活かし大きな成果に繋がっ 

ている。研修内容は報告書をもって全職員へ周知し、いつでも見られるように編綴し 

ている。 

今後も積極的に参加し、職員間で意見交換と情報共有を行い、日々の経営支援に活

かしていく。 

■第２期計画での実施内容 

第１期同様の方法で実施する。経営支援会議や職員会議でＯＪＴを行い、全職員に 

よる企業支援を行う。 

 

（３）ＯＪＴによる支援能力向上の取組み（継続） 

■第１期計画の評価等を踏まえた対応 

当会の経営指導員は３名。内１名は５０代のベテラン経営指導員であり、残り２名

はいずれも３０代の若手経営指導員男女各１名の配置となっている。当会はチームに

よる経営支援を心掛けており、毎週月曜日に開催する経営支援会議で事務局長を交え

て支援内容について報告と情報共有を行い、支援方針等について検討している。対応

に慎重を期す特異なケースにおいてはベテラン経営指導員と若手経営指導員の２人体

制で支援に当たり、現場での支援手法を直接学ぶことで経験を積み、小規模企業者に

対する伴走型の支援能力向上を図っている。 

総務係、記帳係（補助員２名、記帳専任職員２名）へのＯＪＴは不足した面があっ

たため、今後は勉強会等を開催し組織として支援能力の向上を図る。 

■第２期計画での実施内容 

第１期同様の方法で実施する。併せて、経営指導員が実施した経営分析や策定支援

を行った事業計画書等蓄積した資料や各々が身に付けたスキルを共有するため職員

勉強会を開催し、全職員の支援スキルを向上させ、８名のチームによる経営支援事業

を実施する。勉強会後には各自がスキルアップメモ（気付き、改善点等）を作成し、

専用フォルダにて管理を行い、支援ノウハウを蓄積していく。 

 

（４）小規模企業者の経営状況の分析結果等の管理・共有・活用方法（継続） 

■第１期計画の評価等を踏まえた対応 

経営指導員が実施した分析結果等は、当会「個人情報保護規程」に基づき管理して

いる。標準版基幹システムや企業別フォルダにて管理し、全職員が互いに共有できる

体制を構築し経営支援に活用している。 

総務係、記帳係（補助員２名、記帳専任職員２名）へのＯＪＴは不足した面があっ

たため、今後は勉強会等を実施する。 

■第２期計画での実施内容 

蓄積した資料を活用して職員勉強会を開催し、全職員の支援スキルを向上させ、８

名のチームによる経営支援事業を実施する。 
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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 

＜第１期における取組と成果＞ 

市職員、県連合会の外部有識者と地区内小規模企業者において組織する「事業評価委員 

会」を毎年度１回開催し、事業の実施状況、成果の評価及び見直しについて協議し、次年 

度の方向性について確認を行っている。事務局による内部評価と合わせ、経営発達支援計

画の進行管理に欠かせないものとなっている。 

 

 ＜今回の申請における取組の方向性＞ 

第１期同様の方法で実施する。ＰＤＣＡを行う体制を構築し、期中の遂行状況について 

も組織的に管理・確認をしていく。 

 

【事業内容】 

■第１期計画の評価等を踏まえた対応 

毎年度「事業評価委員会」を開催し、事業の実施状況、成果の評価及び見直しについ

て協議を行っている。事業成果の客観的評価と委員からの意見を聞くことで、ＰＤＣＡ

を行う際の材料としている。 

また、会長は評価と見直しについて理事会へ提案し、理事会において今後の方針を決

定している。その後、総代会に報告し、当会ホームページにおいて必要事項の公表を行

っている。 

事業の評価及び見直しをするための仕組みとして有効であり、継続していく。 

■第２期計画での実施内容 

第１期同様、下記の方法で実施する。 

①市職員、県連合会の外部有識者と地区内小規模企業者において組織する「事業評価 

委員会」において、年 1回事業の実施状況、成果の評価及び見直しについて協議し、

その結果を当会会長に報告する。 

②当会会長は事業評価委員会からの報告に基づき評価及び見直しについて理事会に提 

案し、理事会において評価及び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、当会総代会へ報告する。 

④事業評価委員の構成、事業の成果・評価・見直しの結果については、地域の小規模 

企業者等がいつでも閲覧できるよう当会ホームページで公表する。 

（http://hikawa.shoko-shimane.or.jp/） 
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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月現在） 

（１）組織体制 

 
 ◇経営発達支援計画の実施体制 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  課長職には主席経営指導員、記帳係長・総務係長職には主任指導職員（記帳専任職員、補助 

員）を配置し、ＯＪＴの実施を含め、各課並びに組織全体として連携が図られる組織体制を構 

築している。 
 

 

◇全体の組織 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

（２）連絡先 

   
□部署名  斐川町商工会 経営支援課支援係 

   □住 所  〒699-0505 島根県出雲市斐川町上庄原 1749番地 3 

   □連絡先  電話番号（0853）72-0674／ファクシミリ番号（0853）72-0765  

   □ホームページ URL  http://hikawa.shoko-shimane.or.jp/ 

会長 職員（9名） 

・事務局長（1名） 

・経営指導員（3名） 

・補助員（2名） 

・記帳専任職員（2 名） 

・嘱託職員（1名） 

 

副会長（2名） 理事（25名） 

監事（2名） 

会長 

支援係 

（経営指導員 2名） 

 
事務局長 

支援係長 

（課長兼務） 

経営支援課長 

（主席経営指導員） 

記帳係 

（記帳専任職員 1名）

名） 

記帳係長 

（主任記帳専任職員） 

総務課長 

（局長兼務） 

総務係長 

（主任補助員） 

総務係 

（補助員 1名） 
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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） 

 平成 30 年度 
(平成 30年 4月以降) 

平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 平成 34年度 

必要な資金の額 ３,８７０ ３,８７０ ３,８７０ ３,８７０ ３,８７０ 

 

■経営支援事業費 

 巡回窓口相談費 

 講習会開催費 

 金融指導費 

 施策普及費 

 

■指定事業費 

 商工業推進費 

伴走型推進事業 

 

■一般事業費 

 部会活動費 

９２０ 

３００ 

２００ 

２００ 

２２０ 

 

２,５００ 

５００ 

２,０００ 

 

４５０ 

４５０ 

９２０ 

３００ 

２００ 

２００ 

２２０ 

 

２,５００ 

５００ 

２,０００ 

 

４５０ 

４５０ 

９２０ 

３００ 

２００ 

２００ 

２２０ 

 

２,５００ 

５００ 

２,０００ 

 

４５０ 

４５０ 

９２０ 

３００ 

２００ 

２００ 

２２０ 

 

２,５００ 

５００ 

２,０００ 

 

４５０ 

４５０ 

９２０ 

３００ 

２００ 

２００ 

２２０ 

 

２,５００ 

５００ 

２,０００ 

 

４５０ 

４５０ 

（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 

国補助金、県補助金、市補助金、全国連補助金、会費 

 

 

（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 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

１．地域経済の活性化事業に関すること 

 

（１）商店街の賑わいイベントの継続実施（Ｐ.１９） 

連携内容：荘原グリーンタウン振興会及び元気な斐川を創る会、出雲市中小企業・小規模

企業振興会議と連携し、賑わいイベントを実施し地域活性化とコミュニティ機

能の維持に努める。  

 

連携者及びその役割 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

１．地域経済の活性化事業に関すること 

 

（１）商店街の賑わいイベントの継続実施（Ｐ.１９） 

●連携者：荘原グリーンタウン振興会／代表者：会長 吉岡登 

住 所：島根県出雲市斐川町荘原 1073-6    

電 話：（0853）72-8284 

役 割：にぎわいイベントの開催（斐川町商工会との共同開催） 

理 由：荘原グリーンタウン商店街の小規模小売・サービス店舗で組織する団体であ 

り、賑わいイベント実施に向け企画運営する。 

 

●連携者：元気な斐川を創る会／代表者：代表 高橋義孝 

住 所：島根県出雲市斐川町荘原 3835    

電 話：（0853）72-4600 

役 割：にぎわいイベントの開催（斐川町商工会との共同開催） 

理 由：荘原自治協会からできた地域の声を反映させた団体であり、実施に向け企画運

営する。 

 

●連携者：出雲市地場中小企業・小規模企業振興会議／代表者：会長 糸原直彦 

住 所：島根県出雲市今市町 70 

電 話：（0853）21-6572 

役 割： 出雲市全体の小規模企業等の振興に関わる計画策定と検証を行う。本事業に  

おいても斐川町の活性化から出雲市の発展へつなげる 

理 由：平成２９年３月にできた出雲市地場中小企業・小規模企業振興条例に基づき立 

  ち上がった会であり、出雲市の地場産業の活性化を目指す。 
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連携体制図等 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

１．地域経済の活性化事業に関すること 

 

（１）商店街の賑わいイベントの継続実施（Ｐ.１９） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域コミュニティ】 

荘原グリーン 

タウン振興会 

斐川町商工会 

荘原地区コミュニティ機関 

（元気な斐川を創る会） 

出雲市地場中小企業・小規模企業振興会議 

地区内住民 

 

賑わい創出に 

向けた連携 

企画運営支援 

出雲としての活性化へサポート 

地域の声を収集 

イベントの企画運営 

 

賑わいイベントの開催 
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