
経営発達支援計画の概要 

実施者名  桜江町商工会 

実施期間  平成２７年 ４月 １日 ～ 平成３２年 ３月３１日 

目標 

・地域の経済動向調査における商工会で実施する調査・・目標：２３社 

・経営の分析における支援対象事業者数・・・・・・・・目標：５０者 

・事業計画策定支援における策定事業者数・・・・・・・目標：２０者 

・創業・第二創業における支援者数・・・・・・・・・・目標：５者 

・事業計画策定後における実施支援者数・・・・・・・・目標：２０者 

・需要動向調査における情報提供・・・・・・・・・・・目標：２ヶ月に１回

・新たな需要開拓における支援事業者数・・・・・・・・目標：６者 

 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

・商工会が行う「中小企業景況調査」・「聞取り調査」と、他機関が実施する

地域経済動向調査の結果を整理・分析し、まとめた情報を 2ヶ月に 1回巡

回訪問による提供 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 ・地域に必要な産業である小規模事業者を選定し、財務諸表や巡回・窓口相

談の際に調査分析 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 ・関係機関と連携したセミナーの開催や、巡回指導・窓口相談を通じた事業

計画策定の必要性の啓蒙や掘り起こし 

 ・金融相談や各種補助金申請事業者への事業計画策定支援 

 ・創業・第 2創業の支援 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 ・小規模事業者経営発達支援融資制度の活用とフォローアップ体制の強化 

 ・経営指導員の金融・税務・労務相談など伴走的支援 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 ・様々な情報源の活用による市場トレンドや消費者ニーズなどの情報収集と

小規模事業者への提供 

 

６．新たな需要開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

 ・生産・加工・販売事業者のネットワーク構築と連携による販路開拓 

 ・島根県産品の東京多摩地域販路開拓事業への参画と販路開拓 

 ・県内外で開催される商談会への出展機会創出 

 ・ホームページやプレスリリースでの商品認知度の向上 

 ・専門家派遣制度の活用によるネット販売促進 

連絡先 桜江町商工会 島根県江津市桜江町川戸５１－１ TEL 0855-92-1331 
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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 

≪地域の状況≫ 

桜江地域は、島根県の中央、中国太郎と呼称される江の川

沿いに位置する中山間地にあり、春は桜、夏は深緑、秋は紅

葉、冬は雪景色と四季の移ろいが美しく、実りの秋には各地

のお宮で石見神楽が奉納され、鮎が郷土名物の町である。 

当地域は平成 16 年 10 月の合併により江津市に編入され、

人口は約 3,000 人で江津市全体 25,000 人の１割強を占めて

いるが、他の中山間地域と同様に人口の減少、高齢化が進展

している。 

水稲を中心とした農業を基幹産業としてきた町であるが、

米価の低迷や高齢化・後継者不足など構造的な課題を解決できない中、近年は桑の葉や桑の実、

大麦若葉、水稲・ゴボウ・大豆・人参などの農産品について、有機 JＡS 認証を取得し生産加工

販売に取り組む事業所が増えてきており、こうした６次産業化の取り組みが地域産業の活性化に

好影響を及ぼし始めている。 

 

≪地域内の商工業者・小規模事業者の状況≫ 

商工会地区の商工業者数は平成 27 年 4 月１日現在 116 企業であり、そのうち小規模事業者数

は 107 と 92.2％を占めている。商工業者・小規模事業者数とも県内最小ではあるが、会員組織

率は 88％と県下最高であり、未会員の小規模事業者は 14 事業者であり、ほとんどの小規模事業

者が商工会員となっている状況である。 

小規模事業者数は平成元年と平成 27 年との比較では、総数で 64 事業者・割合では 37％減少

している。業種別では卸・小売業が 59 事業者（▲66％）ともっとも減少しており、建設業が 17

事業者（▲53％）と続いている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卸・小売事業者の減少は、地元購買率(金額ベース)の低下として現れている。平成元年は商品

全体で 6割超の地元購買率であったものが、平成 25 年には 3割弱と半減した。購買の流出先は

合併した旧江津市内が多く、商品群では、食料品がかろうじて 5割弱を確保しているものの、そ

の他の商品群の地元購買率は 2割未満となっている。当地域は人口の減少とともに高齢化が進行

しているため、地域の購買力の低下により小売店の経営状況は厳しさを増しており、店舗の廃業

が進んでいる。また、既存店舗も高齢化と後継者不足のため廃業の増加が見込まれ、地域経済や

地域コミュニティにも影響が出ることが懸念されている。 
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建設業は当地域が古くから水害の常襲地であったため、その復旧工事や公共事業などの社会資

本整備を通じて成長発展してきたが、公共事業の削減などにより平成元年から 27 年までに事業

者数は半減し、今後ますます厳しい状況が続くことが懸念されている。しかしながら一方で、土

木事業に加え建築部門への進出や、木質バイオマス発電施設への燃料用チップの供給分野、福祉

サービス事業部門への進出、さらに淡水魚の養殖加工販売事業の取組など、地域資源や固有技術

を活かした新分野への進出や異業種産業へ参入するなど新規事業への取組の動きが始まってい

る。 

製造業は、自動車関連部品や金属加工、食品などで経営は堅調に推移しているが、少子化や県

外への労働力人口の流出による影響のため、人材の確保が大きな課題となっている。 

平成 25 年度に実施した商工会員のアンケート調査結果では、「今後の経営の方向性」について

は、３割強が「事業の拡大」を目指しており、「現状維持」を含めると９割が事業継続の意向が

ある。 

一方で、後継者につい

ては、３割強の会員は見

通しがついているが、残

り６割は「未定」「自分の

代での廃業」を考えてい

る状況である。 

 

 

 

 

 

≪地域の課題≫ 

 当地域の人口減少と高齢化の進展は、労働力人口の減少を来しており、企業の競争力の低下や

地域経済の衰退を招いている。とりわけ労働力が不足している製造事業者や新規事業に取り組む

建設事業者にとっては人材の確保は重要課題である。特に「第５次江津市総合振興計画の後期基

本計画」の「地域資源を活かした商工業の振興」の項目において、地域資源を活かした新たなビ

ジネスを創造できる人材の発掘・確保が必要であると示されている。また、「雇用促進」の項目

においても、労働力人口・雇用の場の確保が喫緊の課題であると示している。 
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≪小規模事業者の課題≫ 

平成２５年度に実施した会員のアンケー

によると、経営課題について「売上高確保」

28 件と最も多く、次いで「経費・原価節減」

の 16 件、「従業員確保・育成」の 14 件、「後

継者確保・育成」の 7件、「新事業取組」の

6件の順となっている。 

このことは、取りも直さず第 1には経営改

善が必要不可欠と認識していることであり、

次いで、後継者や人材を確保し、新たな事業

展開や、新分野進出などに対する意欲がある

ことを示している。 

  

 

 

≪小規模事業者支援の方針と目標≫ 

【方針】 

上記の状況と課題を踏まえ、新分野への進出や異業種産業へ参入など意欲のある小規模事業者

並びに、現状維持を求める小規模事業者のそれぞれの経営方針に沿った伴走的支援を島根県、江

津市、地域金融機関その他の支援機関と連携し取り組む。 

 

 

【目標】  

・地域の経済動向調査における商工会で実施する調査・・・・ 目標：２３社 

・経営の分析における支援対象事業者数・・・・・・・・・・ 目標：５０者 

・事業計画策定支援における策定事業者数・・・・・・・・・ 目標：２０者 

・創業・第二創業における支援者数・・・・・・・・・・・・ 目標：５者 

・事業計画策定後における実施支援者数・・・・・・・・・・ 目標：２０者 

・需要動向調査における情報提供・・・・・・・・・・・・・ 目標：２ヶ月に１回 

・新たな需要開拓における支援事業者数・・・・・・・・・・ 目標：６者 

 

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】 

≪本事業の目的≫ 

地域の経済動向に関する様々な情報を収集・整理・分析し、実効性の高い事業計画策定に向け

た情報を提供することにより、地域の経済動向を踏まえた事業計画の策定に繋がり、今後の経営

の持続的発展に寄与する。 
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≪これまで取り組んできた内容≫ 

毎年度、4 業種 15 社を対象にして、四半期毎に経営指導員の聞き取りによる「中小企業景況

調査」を実施し、売上高、採算、資金繰り、設備投資、経営上の問題点等について把握している

他、3年に 1度、「商勢圏実態調査（お買いもの調査）」を実施し、消費者の地元購買率等の状況

を調査している。 

 

≪現状の課題≫ 

情報の収集は継続的に実施しているが、情報の整理・分析、及び事業者への情報提供について

は不十分であることから、今後は情報の収集・整理・分析・提供を計画的に実施すると共に、各

種機関が提供している統計情報等も収集・整理し、タイムリーに地域の経済動向を提供していく

必要がある。 

 

≪本計画において取り組む内容≫ 

１）地域の経済動向に関する情報の収集、整理、分析、提供 

(1)商工会で実施する調査 

これまで地域の経済動向を把握するために 4 業種 15 社に対して実施してきた「中小企業景

況調査」を継続的に実施すると共に、より深く地域の経済動向を把握するために、4業種 8社

に対して追加調査を実施する。 

調査手段については、「中小企業景況調査表」を使用し、経営指導員 1 人と記帳専任職員 1

人が手分けをして聞き取り調査を実施する。 

収集した情報は、毎月 1回開催している「経営支援会議」にて共有し、情報の整理・分析を

行い、地域の経済動向をまとめる。 

まとめた情報は、2ヶ月に 1回配付している商工会報に掲載し、職員全員が手分けをして巡

回訪問により会員事業所へ提供する。 

調査対象 調査事業所数 調査内容 調査頻度 実施期間 

建設業 5 社 
売上高、採算、資

金繰り、設備投

資、経営上の問題

点等について 

4半期に1度の実

施。（6月、9月、

12 月、3月） 

平成 27 年度～平

成 31 年度 

製造業 5 社 

サービス業 ７社 

小売業 6 社 

合計 23 社 

 (2)他機関の実施する地域経済動向調査 

  島根県が毎月公表している「島根県の経済動向調査」の結果を、2ヶ月に 1回配付している

商工会報に併せて、職員全員が手分けをして巡回訪問により会員事業所へ提供する。 

  平成２８年度には、３年に一度島根県商工会連合会が実施している商勢圏実態調査を実施

し、管内消費者の購買動向を調査する。 

 

調査内容 調査内容 調査頻度 実施期間 

島根県 

経済動向調査 

生産活動、雇用情勢、個人消費、金

融情勢、投資動向、個人消費動向等
毎月 

平成 27 年度～平

成 31 年度 
商勢圏実態調査 

購買力流出状況・地元購買率の推移

（商品全体・食料品・衣料品等・日

用雑貨品・文化品）、買物環境調査

3年に 1度 
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≪収集した情報の活用方法≫ 

(1)景況調査、自主調査 

収集した情報は毎月 1回開催する「経営支援会議」にて整理・分析し、商工会報に掲載して

情報提供する他、タブレット端末に情報を集約し、経営指導員等が巡回訪問の際にタイムリー

に情報提供する他、行政機関や支援機関との会議等における報告資料として活用する。 

(２)各種統計調査  

収集した情報は商工会報の配布に併せて情報提供する他、タブレット端末に集約し、経営

指導員が巡回訪問の際に関係する小規模事業者に対して情報提供する 

 

 

≪目標≫ 
調査業種 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

製造業 ４ ５ ５ ５ ５ ５

建設業 ３ ５ ５ ５ ５ ５

サービス業 ４ ７ ７ ７ ７ ７

小売業 ４ ６ ６ ６ ６ ６

調査事業所数合計 １５ ２３ ２３ ２３ ２３ ２３

調査回数 ４ 4 4 4 4 4

 

≪事業実施の効果≫ 

地域の経済動向を計画的に収集・整理・分析・提供することで、地域経済のタイムリーな情報

を把握することが出来、地域の状況を踏まえた事業計画の策定に繋がり、今後の経営の持続的発

展に期待がもてる。 

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

≪本事業の目的≫  

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の強みや

弱み、財務状況などの経営分析を行い、経営の現状を把握することにより小規模事業者の持続的

発展につなげる。 
専門的な課題等については、島根県、地域金融機関、独立行政法人中小企業基盤整備機構のコ

ーディネーター等と連携し、小規模事業者の抱える経営上の悩みに対してより丁寧にサポートす

る。 
 

≪これまで取組んできた内容≫ 

金融斡旋や融資条件変更、補助金申請時により、小規模事業者の経営分析を必要に応じて実施

してきた。 

 

≪現状の課題≫ 

経営分析にあたっては、案件がある都度対応しており、小規模事業者に経営分析の必要性を周

知しきれていない。 

 

≪本計画において取組む内容≫ 

巡回指導や金融斡旋など今まで経営分析を行ってきた事業者に加えて、地域に必要な産業（①

食品製造業など外貨を獲得出来る産業、②サービス業や製造業など雇用の創出が見込まれる産
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業、③小売店など地域住民の暮らしを支える産業）である小規模事業者を選定し、財務諸表から

収益性・効率性・安全性・生産性・成長性等の項目について調査・分析するとともに、巡回・窓

口相談の際にヒアリングシートを活用して、①自社の特徴、強みや弱みなどの現状把握、②狙い

とする市場特性、③革新的技術や手法の導入の有無、④商品やサービスの競争力の有無、⑤経営

者の姿勢や熱意、⑥人材や組織などについて調査する。 

 

≪分析結果の活用方法≫ 

上述により把握した分析結果に基づき、今後の経営の方向性に沿った事業計画策定支援の内部

資料として活用するとともに改善に急を要する項目、並びに今後の成長が期待出来る商品やサー

ビス等については専門知識を有する中小企業診断士や各種支援機関と有機的に連携し、小規模事

業者の抱える経営課題について丁寧なサポートを行い、事業の持続的な発展を支援する。  

 

≪目標≫   

支援内容 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 
経営分析対象事業者数 ３０ ３５ ４０ ４３ ４８ ５０

≪事業実施の効果≫  

本事業の取組みにより、正確な分析に基づいた経営上の課題やその優先順位が明らかになり、

経営改善の効果や経営の安定化につながる。  

 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

１）事業計画策定支援 

≪本事業の目的≫  

小規模事業者が目指す経営目標の達成や経営課題を解決するために、経営分析や地域の経済動

向調査の結果等を踏まえ、金融機関や江津市、島根県商工会連合会等と連携して事業計画の策定

支援をすることで小規模事業者の持続的発展及び地域経済の発展を図る。 

 

≪これまで取り組んできた内容≫  

これまでは、小規模事業者からの依頼により、補助事業の申請や金融斡旋、専門家派遣等の際

に必要に応じて経営指導員が事業計画策定支援を実施してきた程度にとどまっている。 

 

≪現状の課題≫ 

事業計画策定は、経営が厳しくなった状況での支援が多くを占めており、策定支援を計画的に

行っていなかったが、経営環境が著しく悪化する中、小規模事業者の持続的発展を図る為には、

経営計画の策定は必要不可欠である。 

 

≪本計画において取組む内容≫ 

(１)【指針①:経営状況の分析】と【指針③:地域経済動向調査】を踏まえ、島根県商工会連合会

や関係機関と連携し、セミナーを開催して事業計画策定の必要性について啓蒙し、事業計画策

定の機運醸成を図る。 

(２)個別相談会や巡回指導、窓口相談を通じて、事業計画策定を目指す小規模事業者の掘起しを

行う。 

(３)ヒアリングシートを活用して、小規模事業者が抱える経営課題を緊急度と重要度に分類し、

解決する課題の優先順位を設定する。 

(４)事業計画策定を目指す小規模事業者に限らず、金融相談や各種補助金申請する事業者に対し
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ても事業計画策定支援を行う。 

 

≪目標≫ 

支援内容 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度
セミナーの開催(参加者目標) １ ２(10) ２(10) ２(10) ２(10) ２(10)
個別相談会の開催(参加者目標) ０ ２(５) ２(５) ２(５) ２(５) ２(５)
事業計画策定事業者数 ５ １０ １５ ２０ ２０ ２０

 

≪事業実施の効果≫  

 小規模事業者の経営目標や経営課題が明確化されることにより、小規模事業者の経営改善や経

営力の強化が図られ、事業の持続的発展に期待がもてる。 

 

 

２）創業・第二創業（経営革新）に関わる計画策定支援【指針②】 

≪本事業の目的≫  

 当商工会が会員事業所を対象に行った調査によると、6割を超える小規模事業者が後継者問題

を抱えており、事業主の高齢化が進む中、今後は廃業が増加すると考えられることから、江津市

と連携して創業促進に取り組む。 

 具体的には、江津市が主催する「江津市ビジネスプランコンテスト」や、江津商工会議所と共

催する創業セミナー「ごうつ塾」を支援機会と捉え、積極的に創業計画書の作成支援を行う。 

 

≪本計画において取組む内容≫ 

(１)江津商工会議所と共催する創業セミナー「ごうつ塾」を継続的に開講し、創業希望者の掘起

しを行うと共に、創業の機運醸成を図る。 

(２)「ごうつ塾」に経営指導員も参加し、計画策定支援をすると共に、当地域の空き店舗の情報

等を提供し、伴走型の支援を行うことにより、創業促進を行う。 

(３)上記事業計画策定を基に、江津市が主催する「江津市ビジネスプランコンテスト」に応募し、

事業計画のブラッシュアップを図り、実現可能性を高める。 

(４)第二創業（経営革新）を目指す小規模事業者を対象に、国や県の各種支援施策の情報提供し、

新たな取組みを支援する。 

 

≪目標≫ 

支援内容 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度
ごうつ塾（創業塾）参加者数 １０名 １０名 １０名 １０名 １０名 １０名

創業支援者数 １者 ３者 ５者 ５者 ５者 ５者

第二創業支援者数 １者 ３者 ５者 ５者 ５者 ５者

 

≪事業実施の効果≫  

 創業・第二創業を積極的に支援することで、創業促進を図ると共に、後継者不在により廃業を

視野に入れている小規模事業者とのマッチングにも期待がもてる。 

 

 

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≫  

小規模事業者が経営課題を解決するために、経営分析や地域の経済動向調査の結果等を踏まえ
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て作成した事業計画の実現性を高める為に、事業の評価・改善を繰り返しながら伴走型の指導・

助言を行い、小規模事業者の持続的発展及び地域経済の発展を図る。 

 

≪これまで取り組んできた内容≫  

これまでは、小規模事業者からの依頼により、補助事業の申請や金融斡旋、専門家派遣等の際

に必要に応じて経営指導員が事業計画の実施支援を行ってきた程度にとどまっている。 

 

≪現状の課題≫ 

事業計画策定後の支援については、計画的に実施しておらず、不十分な実施支援となっている。

今後は事業計画に基づいた経営の重要性を事業者に浸透させ、目標必達に向けた伴走型の支援が

必要である。 

 

≪本計画において取組む内容≫ 

(１)事業計画を策定した事業者の持続的な発展を後押しするために「小規模事業者経営発達支援

融資制度」を活用し、円滑な資金繰り支援を行う。融資実行後は日本政策金融公庫と緊密に連

携し、フォローアップ体制を強化する。 

(２)商工会報やホームページ等により、国や市の支援施策の情報提供を行うと共に、３ヶ月に１

回程度、巡回訪問により事業の進捗状況を確認し、必要な指導・助言を行う 

計画と実績に大きな誤差が生じた場合、経営指導員が適切な支援を行うが、必要に応じて島

根県商工会連合会と連携して、エキスパートバンク事業等の専門家派遣事業を活用してフォロ

ーアップを実施する。 

(３)創業者に対しては必要に応じて、日本政策金融公庫等の低利の創業支援資金を活用して金融

支援を行う他、県の創業補助金申請の支援を行い、円滑な資金調達に向けた伴走型の支援を行

う。融資実行後は日本政策金融公庫と緊密に連携し、フォローアップ体制を強化する。 

(４)創業者の創業後は、経営指導員による金融・税務・労務相談を重点的に行い、個別のフォロ

ーアップにより伴走型の支援を行う。 

 

≪目標≫ 

支援内容 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度
事業計画実施支援事業者数 ５ １０ １５ ２０ ２０ ２０

 

≪事業実施の効果≫  

  地域経済の動向調査（外部環境）を踏まえて作成した事業計画の実施にあたり、商工会が他

機関と連携しながら伴走型の支援を実施することにより、定期的な進捗確認や検証作業が可能

になり、計画の実現性が高まり、事業の持続的発展に繋がる。 

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 
≪本事業の目的≫ 

小規模事業者の多くが日々の業務に追われ、需要動向や消費者ニーズについて的確に掴みきれ

ておらず、需要動向にマッチした商品開発やサービスの提供、品揃えが出来ておらず、消費者の

支持を得られていない状況にある。 

本調査では市場トレンドや消費者ニーズを収集・整理し、小規模事業者の経営資源や当地域の

消費者特性を勘案して、業種・業態に応じた需要動向情報を提供することで、事業計画策定に向

けた経営の外部環境を把握に繋がり、地域の状況を踏まえた事業計画の策定が図られ、今後の経
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営の持続的発展に寄与する。 

 

≪本計画において取組む内容≫ 

(１)日本経済新聞や日経ＭＪ等の各種情報を収集した後、当商工会サーバーに格納し、全職員が

共有する。 

(２)収集した情報を 2ヶ月に 1回配付している商工会報に併せて、職員全員が手分けをして巡回

訪問により会員事業所へ提供する他、モバイル端末に集約し、巡回訪問の際にタイムリーに情

報提供することで消費者トレンドにあった商品開発やサービスの提供、品揃え等に繋げる。 

 

調査内容 調査項目 実施期間 

日銀山陰企業短観調査（日銀松江） 個人消費・生産活動・雇用情勢、業況判

断・物価等 平成 27 年度～

平成 31 年度 

島根県経済情勢（松江財務事務所） 

各種新聞、業界紙、ネット 市場トレンド、消費者ニーズ、新技術等 

専門家からの情報 専門家が保有する需要動向 

 

≪収集した情報の活用方法≫ 

収集した情報は毎月 1回開催する「経営支援会議」にて整理・共有し、商工会報の配布に併せ

て情報提供する他、タブレット端末に情報を集約し、経営指導員等が巡回訪問の際にタイムリー

に情報提供する。 

 

≪事業実施の効果≫ 

地域内だけでなく全国的な需要動向を計画的に収集・整理・提供することで、市場トレンドや

消費者ニーズについて的確に情報を把握することが出来、実情を踏まえた実効性の高い事業計画

の策定に繋がり、今後の経営の持続的発展に期待がもてる。 

 

 

６.新たな需要開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

≪本事業の目的≫ 

江津市、農林水産物生産者、食品加工・販売者、その他製品の製造・加工・販売者で構成する

桜江地域活性化会議における議論の方向を踏まえた新商品づくりを支援する。また、県内外で開

催される展示会や商談会などの情報を発信、提供するとともに、市内にある「道の駅サンピコご

うつ」や近隣の道の駅への出品、県外の大消費地への販路開拓を支援する。 
 特に、県外で開催される商談会への出展は、旅費や出展料等の経費負担などが難しい面がある

ため、持続化補助金や江津市等の補助金の活用による商談会への出店を支援するとともに、日本

橋島根館のテストマーケティングへの出品や商談会等の開催情報を提供し、販路開拓に結びつく

ノウハウを提供する。 

 

≪これまで取組んできた内容≫ 

地域資源である猪肉や淡水魚のホンモロコについて、商品表示、加工技術、消費者モニターに

おける商品テスト等、関係機関との連携により新たな商品開発を支援した。開発した商品は、県

内外の商談会開催情報を提供するとともに、江津市の助成事業導入における申請等について伴走

型の支援し、日本橋島根館への出品や広島や関西における商談会参加に努めた。 

 

≪現状の課題≫ 
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地域内には様々な資源があるが、その資源を活かした商品開発、販路開拓を展開しているのは

「桑を活用した商品群」など一部にとどまっている。地域内の既存・新商品の販路開拓における

ノウハウは不足しており、県内の販売ルート開拓や県内外で開催される様々な商談会への出展機

会が少ないので、消費者の認知度が低く消費拡大につながっていない。 

 

≪本計画において取組む内容≫  

(１)支援対象事業者の選定 

「Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組」で行われる「桜江地域活性化会議」による議論を踏ま

え、支援対象事業や事業者の選定を行う。 

事業者の選定にあたっては、桜江地域活性化会議の構成員に加え、持続化補助金等の活用事業

者など広く地域内外の事業者との連携やネットワーク化を図り、販路開拓や販売促進を推進す

る。 

 

(２)支援内容 

①桜江地域において知名度の高い商品として有機 JAS 認定の桑の葉を原材料としたお茶や

化学調味料不使用の猪肉を活用した商品などがあり、それらを参考に、地域活性化会議の

議論を踏まえた競争力のある新商品づくりに取り組むとともに、生産・加工・販売事業者

によるネットワークの構築と併せその連携による販路開拓の促進を支援する。 

 

②島根県商工会連合会が実施している「島根県産品の東京多摩地域販路開拓事業」への参画

を促し、食品表示審査や消費者モニター調査、商品のブラッシュアップ、テストマーケテ

ィング、商談対応セミナー、商談会開催など一貫した活動により大消費地への販路開拓を

支援する。 
 
③持続化補助金や江津市の助成事業の情報提供と当該事業の導入時における申請書作成な

どについて伴走型支援により、県内外で開催される商談会等への出展機会創出を支援す

る。 

 

④商工会のホームページやプレスリリースでの商品紹介などにより認知度の向上を図る。 

 

⑤ホームページやフェイスブック等を活用した情報発信や販路拡大に取り組む事業者を対

象に専門家派遣制度を活用しネット販売におけるノウハウ構築を支援する。 

 
 

≪目標≫    

 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度
支援する事業所数 ２ ２ ３ ４ ５ ６

 

≪事業実施の効果≫ 

本事業により、地域内はもとより、県内外における販路開拓のノウハウの構築を通して、生産

量・販売額の増加につながり、小規模事業者の経営安定につながるとともに、雇用の創出など地

域経済活性化も期待される。 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組  

≪本事業の目的≫ 

江津市、農林水産物生産者、食品加工・販売者、その他製品の製造・加工・販売者との「桜江

地域活性化会議」を開催し、今後の地域経済活性化の方向性を検討する。 

また、検討した地域経済活性化の方向性を踏まえ、消費拡大を目的とした特産品祭りを開催す

ることにより賑わいを創出する。 

 

≪これまで取組んできた内容≫ 

イノシシや淡水魚などの地域資源を活用した商品化に取組んでおり、さらに売れる商品化を検

討している。 

 

≪現状の課題≫ 

当地域では、有機栽培による桑茶やゴボウ、大麦若葉などの地域資源を活かした特産品が開発

されているが、今後新たな商品開発に取り組む事業者の増加による雇用創出や産業振興による地

域経済の活性化が求められている。 

 

≪本計画において取組む内容≫ 

(１)江津市、農林水産物生産者、食品加工・販売者、その他製品の製造・加工・販売者で構成

する「桜江地域活性化会議」を計２回行い、会議において農林水産物や地域資源を活かし

た特産品を中心とした地域経済の活性化の方向性について検討する。 

(２)桜江地域活性化会議で検討した地域経済活性化の方向性を踏まえ、農林水産物や特産品の

ＰＲ、消費拡大を目的とした特産品祭りを開催し、新たな商品開発につなげるなど産業振

興による地域経済の活性化や賑わいを創出する。 

 

≪目標≫ 

支援内容 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度
地域活性化会議開催回数 ０ ２ ２ ２ ２ ２

特産品祭りの出展者数 ０ １０ １２ １４ １６ １８

※現状の数値は平成２６年度１２月時点での実績 
 

≪事業実施の効果≫ 

農林水産物や特産品のＰＲ、消費拡大を目的とした特産品祭りを江津市と連携して開催するこ

とにより、特産品数の増加と地域経済の活性化、賑わいの創出を図ることができる。 

 

  
Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組  

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の実施 

   島根県商工会連合会が、年 2回、地域毎に開催する連絡会議や経営支援リーダー会議にお

いて、他の商工会と小規模事業者や需要の動向について情報交換し、支援に役立つ情報の

収集を行う。 

 （２）日本政策金融公庫、島根県信用保証協会との支援ノウハウ等の情報交換の実施 

   日本政策金融公庫、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、研修会

において、支援ノウハウ等の情報交換を行うと共に、小規模事業者や需要の動向について情

報交換し、支援に役立つ情報の収集を行う。 
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 （３）島根県商工労政事務所、しまね産業振興財団との支援ノウハウ等の情報交換会の開催 

   県商工労政事務所および産業振興財団と情報交換会を開催し、支援状況や支援ノウハウ、

小規模事業者や需要の動向について情報交換し、支援に役立つ情報の収集を行う。 

 （４）江津市産業振興連絡会議での支援ノウハウ等の情報交換の実施 

   江津市が、効果的な支援のために毎月実施する連絡会議において、県、産業振興財団、江

津商工会議所等と支援ノウハウ、小規模事業者や需要の動向について情報交換し、支援に

役立つ情報の収集を行う。 

 （５）専門家との積極的な情報交換の実施 

   専門家派遣事業等により専門家を招聘した時に、対象企業の支援にとどまらず、積極的に

支援ノウハウ等の情報交換を行うと共に、市場の需要動向や新たな需要開拓等の支援に役立

つ情報の収集を行う。 

 

 

２．経営指導員等の資質向上に関すること 

(１)経営指導員については、島根県商工会連合会が主催する「経営指導員研修」について、

特に事業計画策定や、需要開拓事業者の利益確保に繋がる支援ノウハウの習得を中心に

年間受講計画を策定受講し、支援力向上に取組む。 

(２)指導職員については、島根県商工会連合会が主催する「指導職員研修」や「ブロック研

修」で財務分析や記帳機械化システムで利用できる事業計画策定等の研修を受講し、支

援力向上に取組む。 

(３)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」を活用し、経営支援の

基本知識を習得するとともに、マーケティングや新規事業開発など小規模事業者の利益

確保に繋がる支援ノウハウの習得を図る。 

(４)中小企業基盤整備機構が実施する小規模事業者支援人材育成研修に出席し、小規模事業

者の支援能力向上を図る。 

(５)専門家派遣時の際は、専門的ノウハウの習得意識を持ち、指導現場にも同行し実際の指

導を体験することにより資質向上を図る。 

 

３．組織内で情報共有する仕組み 

組織内で経営指導員を中心とした「経営指導勉強会」を毎月開催し、小規模事業者の業績向上

につながった事例等の情報を共有するとともに、小規模事業者が求める経営指導ニーズに応える

業務をすべての職員が体験し、さらにその情報を交換することにより、組織としての経営指導能

力の向上を目指す。 

 

４．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理事会において、事業の実施、成果の評価・見直しの方針を決定し、事業の成果・評価・見

直しの結果についても報告し、承認を受ける。 

 

 ②事業の見直しについては、江津市、島根県商工会連合会、地域金融機関で組織する評価委員

会を設置し、評価検討する。 

 

③事業の成果・評価・見直しの結果を桜江町商工会のホームページで計画期間中公表する。 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（平成２７年１月現在）

（１）桜江町商工会 組織体制 

 会長１名、副会長２名、理事１０名、監事２名、 

事務局５名（事務局長１名、経営指導員１名、指導職員３名） 

 ≪担当職員≫ 

 Ⅰ．小規模事業者の経営状況の分析【指針①】・・・経営指導員、指導職員 

  Ⅱ．事業計画策定支援・実施支援【指針②】・・・・経営指導員、指導職員 

  Ⅲ．地域経済動向に関する情報収集、整理、分析、提供【指針③】 

                    ・・・・・経営指導員、指導職員 

  Ⅳ.需要開拓に寄与する事業【指針④】・・・・・・事務局長、経営指導員 

   

（２）連絡先 

 住所 島根県江津市桜江町川戸５１－１ 

 電話番号 ０８５５－９２－１３３１ 

 http://sakurae.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） 

 27 年度 

(27 年 4

月以降) 

28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

必要な資金の額 16,696 16,696 16,696 16,696 16,696 

 

経営改善普及事業職員設置費 

 

経営改善普及事業指導事業費 

 

地域経済活性化事業費 

 

10,187

6,409

100

10,187

6,409

100

10,187 

 

6,409 

 

100 

 

10,187 

 

6,409 

 

100 

 

10,187

6,409

100

（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、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 

事 業 名 連 携 者 事 業 内 容 

Ⅰ．経営分析・需要

動向調査事業 

島根県、島根県商工会連合会、

地域金融機関、（独）中小企業

基盤整備機構、中小企業診断

士 

小規模事業者の経営分析と課題解

決に向けた伴走型指導・助言 

Ⅱ．事業計画の策

定・実施支援事

業 

地域金融機関、島根県商工会

連合会、（独）中小企業基盤整

備機構、中小企業診断士 

事業計画策定時のセミナー、個別

相談会の実施 

Ⅱ．創業・第二創業

（経営革新）支援 

 事業 

江津市、江津商工会議所 創業塾の開催 

２．地域経済活性化

事業 

江津市 桜江地域活性化会議の開催、特産

品祭りの開催 

連携者及びその役割 

連 携 者 役 割 効 果 等 

島根県知事 溝口 

善兵衛 

〒690-8501 島根県

松江市殿町 1番地 

電話：0852-22-5005 

小規模事業者が抱える様々な

課題の情報収集とその課題解

決に対する施策展開 

初期投資の軽減や技術的ノウハウ

の支援により、経営基盤の強化や

低リスクでの創業が可能 

地域金融機関 

島根中央信用金庫 

江津支店長 松岡一

雄 〒695-0021 島

根県江津市都野津町

2275 番地 1 

電話：0855-53-0831 

金融相談、金融支援 財務内容の改善などによる経営の

持続的発展が図られる。 

中小企業診断士 
経営診断、経営に関する助言 現実的、具体的提案による持続的

発展が図られる。 

島根県商工会連合会

長 石飛善和 

〒690-0886 島根県

松江市母衣町55番 4

電話：0852-21-0651 

専門家派遣の支援 関係機関による支援が得やすくな

り、早期に課題解決が図られる。
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江津市長 山下 修 

島根県江津市江津町

1525 番地 

電話：0855-52-2501 

農林水産物生産者等や関係機

関との連絡調整、及び各種支

援策の情報提供 

地域資源を活かした特産化、生産

販売者の増加等による地域経済の

活性化が図られる。 
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連携体制図等 

Ⅰ．小規模事業者の経営状況の分析【指針①】 

 

 

 

 

Ⅱ．事業計画策定支援・実施支援【指針②】 

  

 
 

連 携小規模事業者 事業計画策定支援

支援要請 

支援要請 中小企業

診断士 

桜江町

商工会

県商工会連合

会、地域金融機

関、（独）中小

企業基盤整備

機構 

＜関係機関＞ 

伴走型の 

指導・助言

連 携
小規模事業者 支援

相談 

巡回

支援要請 

支援要請 
中小企業

診断士 

桜江町

商工会

島根県、県商工会

連合会、地域金融

機関、（独）中小

企業基盤整備機

構 

＜関係機関＞ 
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２．地域の活性化に資する取組 

 

 

連 携 

＜事業者＞

桜江町

商工会

・地域活性化会議

・情報共有 

江津市

・農林水産生産者

・食品加工販売者

・その他 

事業実施
◎特産品ＰＲ

◎特産品祭り


