
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
邑南町商工会（法人番号５２８０００５００５０１２） 

実施期間 平成３１年４月１日 ～ 平成３６年３月３１日 

目標 

事業者の経営資源や強みを把握した後、事業者が考えるビジョンを明文化し、

また、事業の実施方法まで一緒になって考え、それらを取りまとめた事業計画

の策定を支援するとともに、実施支援の頻度と質を高め事業計画実現のための

伴走型支援に取組んでいく。また、管内小規模事業者数の維持のためには、事

業承継支援が大きな課題であることから、個々の事業者の現状を的確に把握し、

効果的な事業承継支援を目指す。 

さらに、当地域の基幹産業である農林業の地域資源の活用や農商工連携によ

る商品開発と販路開拓に取組む小規模事業者の支援や起業・創業の支援も行う。 

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】 

管内事業者の景況調査や他機関が実施する経済動向等調査を収集・分析し、

地域の経済動向を把握し小規模事業者の事業計画策定支援の際の外部環境デ

ータとして活用する。 
２．経営状況に分析に関すること【指針①】 

経営状況を客観的に分析することの重要性について啓発活動を行っていく

とともに、小規模事業者の経営状況や経営の方向性を把握することにより、

各事業者の経営状況に合致した経営支援を行う際の内部環境データとして活

用する。 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

小規模事業者が目指すビジョンの実現に向け、実現性を重視した事業計画

の策定支援を行う。また、事業承継支援についても、関係支援機関と連携し

計画的な事業承継を支援する。 
４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

事業計画策定後の実施支援の頻度を高め、PDCAサイクルを意識した計画的

な経営を促していくとともに計画の実現性を高めていく。 
５．需要動向調査に関すること【指針③】 

既存顧客や新規顧客を獲得するためのアンケート調査を実施する他、小規模事

業者の扱う商品やサービスの需要動向を収集・整理し提供することにより、小規

模事業者の商品政策や品揃え計画などの販売戦略立案のための資料とする。 
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】 

広島県・東京都等での展示会等の開催及び情報提供と商品改良支援、ギフ

トカタログの発行や邑南町飲食店マップの制作、集客施設やＩＴや施策の活

用による販路開拓支援により、売上の増大を目指す。 
Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

邑南町しごとづくりセンターと連携や、起業・事業承継支援、Ａ級グルメ

イベントの開催を関係機関と連携し行い、地域経済の活性化を目指す。 

連絡先 
邑南町商工会瑞穂支所  TEL 0855-83-0028  FAX 0855-83-1224 

メールアドレス  t.shimada@shoko-shimane.or.jp  担当者 島田 

 

mailto:t.shimada@shoko-shimane.or.jp
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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 

 

１．邑南町の立地 

 邑南町は、島根県のほぼ中央

部に位置し、総面積 419.3㎢の

8 割を森林が占め、四方を山に

囲まれた「里山」の町である。

町域の東端を中国地方最大の

「江の川」が流れ、北端には「断

魚渓」、西端には「千丈渓」な

どの景勝地が位置している。町

内河川には自然環境の良好さ

を表す「ゲンジボタル」や国の

特別天然記念物の「オオサンシ

ョウウオ」が多数生息してい

る。これら「里山」が有する豊かな自然資源や、それらに育まれた恵み豊かな食文化、固有な伝

統文化を大切にして、町全体が一体となるよう「和」のまちづくりを目指している。 

 2011 年に食と農を切り口として、生産者が丹精込めて作ったものを美しい自然の中で味わう

『A級グルメ構想』の一環で、総務省の「地域おこし協力隊」制度を活用して「耕すシェフ」や

「アグリ女子・男子」など食と農のプロを目指す若者が邑南町へ研修に訪れ、修了後に起業・定

住へとつながっている。 

 同年、子育て世代への支援に重点を置き、町民・地域・行政が一体となって「地域で子育て」

することをキーワードとした『日本一の子育て村構想』を制定し、邑南町で子どもを安心して産

み育てられる環境の整備や、子育ての経済的負担の軽減などを町ぐるみで行っている。 

 

２．人口 

 2015 年国勢調査による本町の人口は 11,101 人であり、10年前の 2005年と比較して 1,843 人

減少している。世帯数も減少傾向で推移しており、2015 年では 4,224 世帯で、10年前と比較し

て 412 世帯減少している。 

 人口減少の傾向は、1980 年から 1985 年にかけてほぼ横ばい状態（15,734 人→15,795 人）で

あったが、それ以降は減少し続けており、国立社会保障人口問題研究所（社人研）の推計によれ

ば、今後も人口は大幅に減少を続け、2040年には 7,232 人、2060年には 5,058 人になるものと

推計されている。 

 社会動態および自然動態の状況では、社会動態は平成 26 年から増加傾向となっており、最も

転出が多かった平成 17 年（社会移動▲85 人）からの平成 28 年までの 12 年間で 57 人の増加と

なった。自然動態は平成 17年の▲231 人をピークとして、平成 24年からは、ほぼ横ばいとなっ

ている。 
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邑南町年別推計人口・人口動態（社会動態・人口動態の推移） 

（島根県政策企画局統計調査課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．産業 

①業種別事業所数・従業員数 

 町内で最も多い業種は「卸売業、小売業」の 170事業所（構成比 24.8％）で、「建設業」が 83

事業所（同 12.1％）、「医療、福祉」が 73事業所（同 10.6％）と続いている。 

 邑智郡内の他町（川本町、美郷町）をみても「卸・小売業」と「建設業」は同じように多い業

種であるが、3 番目に多い業種として他２町では「サービス業（他に分類されないもの）」が入

っているが、邑南町では「医療、福祉」が入っており、「こころ響きあい健やかに暮らす町」を

目指している町の特徴を表している。 

 1事業所当たりの従業員数では、「医療、福祉」の 18.5人、「農業、林業」の 11.1 人、「運輸・

郵便」の 10.2 人が 10人以上で残りは全て 10人未満である。 

産業（小分類）別全事業所数・従業員数  

産業大分類名
農業、林

業

鉱業、採

石業、砂

利採取業

建設業 製造業

電気・ガ

ス・熱供

給・水道

業

情報通信

業

運輸業、

郵便業

卸売業、

小売業

金融業、

保険業

不動産

業、物品

賃貸業

学術研

究、専

門・技術

サービス

業

宿泊業、

飲食サー

ビス業

生活関連

サービス

業、娯楽

業

教育、学

習支援業

医療、福

祉

複合サー

ビス事業

サービス

業（他に

分類され

ないも

の）

企業数 27 1 83 56 2 1 17 170 7 7 20 51 51 37 73 17 66

割合 3.9% 0.1% 12.1% 8.2% 0.3% 0.1% 2.5% 24.8% 1.0% 1.0% 2.9% 7.4% 7.4% 5.4% 10.6% 2.5% 9.6%

従業員数（人） 299 1 498 508 13 3 173 675 37 20 93 221 138 343 1347 117 120

割合 6.5% 0.0% 10.8% 11.0% 0.3% 0.1% 3.8% 14.7% 0.8% 0.4% 2.0% 4.8% 3.0% 7.4% 29.2% 2.5% 2.6%

1事業所当たりの
従業員者数

11.1 1.0 6.0 9.1 6.5 3.0 10.2 4.0 5.3 2.9 4.7 4.3 2.7 9.3 18.5 6.9 1.8
 

（出所：平成 26年経済センサス基礎調査加工） 

 

区 分 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 

転  入 302 318 325 295 275 313 301 346 309 

転  出 360 372 334 304 330 336 288 337 281 

社会移動 ▲58 ▲54 ▲9 ▲9 ▲55 ▲23 13 9 28 

出  生 81 79 67 69 63 63 64 80 59 

死  亡 246 227 232 265 223 223 219 246 211 

自然増減 ▲165 ▲148 ▲165 ▲196 ▲160 ▲160 ▲155 ▲166 ▲152 
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②業種別売上 

 業種別売上は「製造業」が 8,688百万円と最も多く、「卸売業、小売業」が 8,324百万円、「建

設業」が 7,172百万円と続く。 

 

 業種別売上 

産業別

大分類名
農林漁業 建設業 製造業

運輸業、

郵便業

卸売業、

小売業

金融業、

保険業

不動産

業、物品

賃貸業

学術研

究、専

門・技術

サービス

業

生活関連

サービス

業、娯楽

業

教育、学

習支援業

医療、福

祉

複合サー

ビス業

サービス

業（他に

分類され

ないも

の）

売上高

(百万円)
955 7,172 8,688 1,745 8,324 725 54 470 658 94 5,776 3,360 313

割合 2.5% 18.7% 22.7% 4.6% 21.7% 1.9% 0.1% 1.2% 1.7% 0.2% 15.1% 8.8% 0.8%
 

（出所：平成 26年経済センサス基礎調査加工） 

 
③就業 

男女別の産業人口の状況は、「医療、福祉」、「農業、林業」、「卸売、小売業」、「建設業」、「製

造業」の就業者数が多く、女性は「医療、福祉」が最も多く、「農業・林業」「卸・小売業」、「教

育、学習支援業」と続いている。男性は「農業、林業」、「建設業」、「製造業」と続いている。 
平成 27年国勢調査就業状態等基本集計（労働力状態、就業者の産業・職業など） 

産業

大分類名

農業、林

業

鉱業、採

石業、砂

利採取業

建設業 製造業

電気・ガ

ス・熱供

給・水道

業

情報通信

業

運輸業、

郵便業

卸売業、

小売業

金融業、

保険業

不動産

業、物品

賃貸業

学術研

究、専

門・技術

サービス

業

宿泊業、

飲食サー

ビス業

生活関連

サービス

業、娯楽

業

教育、学

習支援業

医療、福

祉

複合サー

ビス事業

サービス

業（他に

分類され

ないも

の）

総数 1,242 4 493 491 29 18 205 541 36 10 79 193 89 311 1,271 179 233

男 830 4 409 333 25 12 159 254 15 7 58 83 32 139 308 116 165

女 412 0 84 158 4 6 46 287 21 3 21 110 57 172 963 63 68  
（出所：平成 27年国勢調査加工） 

 
④観光 

町内には、香木の森公園、瑞穂ハイランドスキー場など集客力の大きな観光・レクリエーショ

ン施設や瑞穂ハンザケ自然館などの生涯学習施設、また、各地域では年間を通じてイベントや各

種のまつりなどの催事が催されており、平成 29年では年間約 94 万 1 千人（町独自推計）の人

が訪れている。観光地点別でみると、「道の駅瑞穂」が一番多く、次いで「瑞穂ハイランド」・「香

木の森公園」・「いこいの村しまね」と続いている。 

また、近年では花桃まつりや INAKAイルミなど地域資源を活用した新たな取り組みも生まれて

おり、町では観光客の入込客数 100万人を目指して観光事業を推進している。 

そして、これらの観光資源をネットワーク化させるとともに地場産業との連携を図ることで、

地域経済全体の活性化を促進していくことが期待されている。 

 
 
 
 
 

（出所：宿泊客延べ数は島根県観光動態調査、他は邑南町独自調査） 
 
 
 
 
 

項    目 H24 H25 H26 H27 H28 H29

観光客入込客数 932,718 915,003 916,473 920,078 897,051 941,197

　内 道の駅瑞穂 220,508 220,806 200,457 223,468 223,142 219,344

　内 宿泊客延べ数 25,108 23,403 20,894 22,402 26,819 23,310



- 4 - 

 

⑤開廃業 

 年によりバラツキがあり、

開業は毎年あるものの廃業

が開業を上回っている年度

がほとんどであるが、平成

22 年度・29 年度は廃業を開

業が上回った。特に平成 29

年度の開業は 9件と、近年に

ない多くの開業数となった。

廃業の原因は、ほとんどが自

主廃業である。 
                     

 
（出所：商工会自主調査） 
 
⑥小規模事業者数 

小規模事業者数は平成元年には 718 者だったものが平成 29 年には 493 者となり、225 事業所

減・31.3％減と大幅に減少した。中でも「卸売業」は 0になり、「小売業」は 141 事業所・43.1％

の減少と全業種の中で最も減少数が多い。 

 
 
 
 
 
 
 
 
⑦事業承継に関するアンケート調査の実施 

平成 29年 11 月に、町内の会員事業所を対象に事業承継に関するアンケート調査を実施した。

調査は個社の支援につなげるための基礎資料とすることを目的に、記名方式とした。回答数は

189 件と全会員の 58.3％の回答を得た。 

【調査結果抜粋】 

（１）経営者 
 
▶ 経営者の年代は、「60～69歳」が 37％と

最も多く60歳以上で7割弱を占めている。 

 

▶ 今後の経営の方向性では「現状維持」が

54％を占め、「現業・新規での事業拡大」

が 23.9％、「廃業」が 12.2％となってい

る。 

 

 

現業拡大

13.8
新規事業

拡大

10.1

現状維持

54

縮小

6.3
廃業

12.2

不明

3.7

今後の方向性（％）
39歳以下

4.2

40～49歳

8.5

50～59歳

19

60～69歳

37

70～79歳

23.8

80歳以上

6.9

経営者年代（％）

項目 建設業 製造業 卸売業 小売業 サービス業 その他 合計

平成1年 149 68 4 248 203 46 718

平成29年 100 45 0 141 148 59 493

増減数 ▲ 49 ▲ 23 ▲ 4 ▲ 107 ▲ 55 13 ▲ 225

増減率 -32.9% -33.8% -100.0% -43.1% -27.1% 28.3% -31.3%

（出所：商工会自主調査）
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（２）後継者 

 

▶ 「後継者が決まっている」は 23.3％で「決

まっていない」は 74.6％と 4 分の 3 の事業

者は後継者が決まっていない。 

 

▶ 後継者が決まっている事業者の「事業を

譲る時期」は 1～3 年以内・3 年～5 年以内

がともに 30.2％で 5 年以内に 6 割の経営者

が交代するとしている。 

 

▶ 後継者未定の理由は「自分の代で清算・

廃業予定」が 52.9％と過半数を占めている。 

 

▶ 廃業予定の理由は後継者がいないが

46.5 ％と最も多く、事業の先行不安

22.5％・体力、気力の問題 14.1％と続いて

いる。 

 

（３）事業承継上の課題 

 

▶ 事業承継上の課題は

「事業の将来不安」が最

も多くなっているが、課

題の項目をまとめた結

果では「資金繰り難」 

「借入債務」「不動産担

保」など現在の経営上の

課題が 32.2％と最も多

くなっている。 

 

▶ 業種別でも同様の傾

向となっているが、小売

業は現在の「経営上の課

題」よりも「将来不安」

が多くなっている。「課

題・相談はない」はサー

ビス業が最も多くなっ

ている。 

 

 

 アンケート結果では、経営者の年代は 60 歳以上が７割と多く、5 年以内に事業を譲りたいと

考えている経営者が 6割となっており、多くの事業所が事業承継の取組を開始すべき時期になっ

ていると言える。 

後継者がいな

い

46.5

事業の先行き

不安

22.5

業績悪化

9.9

健康上の問題

5.6

体力・気力

の問題

14.1

その他

1.4

廃業予定の理由（％）

自分の代で清

算・廃業予定

52.9
今決める必要

がない

19.6

候補候補者

が未承諾

6.5

複数後継者候

補の存在

5.1

承継後、

間もない

5.1

その他

10.8

後継者未定の理由（％）

1～3年以内

30.2

3年～5年以内

30.2

5年～10年以内

23.3

10年以上先

16.3

事業を譲る時期（％）

決まって

いる

23.3

決まって

いない

74.6

不明

2.1

後継者の存在（％）

44

25

24

18

9

7

6

6

4

3

2

23

事業の将来不安

資金繰り難

借入債務の存在

事業承継の進め方がわからない

後継者と意思疎通難

後継者の教育方法

不動産担保提供

相続税の負担額や対策

事業売却先の有無・選定の方法

後継者候補が複数存在

不動産関係(相続・処分)

課題・相談事項はない

事業承継上の課題（度数） ※複数回答 ※不明除く

40.5
28.0

42.1
33.3

29.2

24.3
32.6

31.6
20.0

20.8

16.2
11.6

7.9

13.3
4.2

19.0
18.6

7.9
26.7

12.5

9.3
10.5

6.7
33.3

製造業

小売業

建設業

料理飲食業

サービス業

事業承継上の課題：集約（％）
現在の経営上の課題 将来不安 後継者の課題

承継手続き上の課題 課題・相談事項はない
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一方で、後継者候補が決まっていない事業所が約 75％もあり、その理由の半数は後継者が決

まっていないとなっており、後継者不在が廃業の理由にも挙げられている。 

事業承継の時期に差し掛かっている事業所には、できるだけ早い段階から計画的に事業承継対

策に取り組んでいただけるよう、支援を行っていくことが重要となる。また、後継者がいない事

業所においても、廃業が続くと地域経済が疲弊することになるため、Ｍ＆Ａも視野に入れながら

事業承継の方法を検討する必要もある。 

また、島根県では、事業承継を喫緊の課題として、かつ地域全体の問題と捉え、機動的に迅速

な対応を可能とするために、行政主導による体制整備として各市町村に「事業承継推進地域協議

会」設置に向けて準備を進めている状況である。 

今後は、回答結果に基づき内容に応じた個別の事業承継支援を行うこととしており、島根県に

設置されている事業承継推進員や関係支援機関・金融機関と連携を取りながら、事業承継を進め

ていく。 

 
⑧業種別の現状と課題 

１）建設業 

（現状） 

公共工事の減少により、経営意欲の減退や後継者の未決定等による将来への不安が増大してい

る。かつては雇用の受け皿として当町経済振興の一翼を担ってきたが、若年労働力の確保に困難

をきたし、労働力の高齢化が生産性の低下につながっている。また公共事業の縮小が競争の激化

をもたらす中、採算性の低下が設備の更新を阻害すると共に、労働人口の減少や賃金の格差等に

より従業員の確保が一段と困難になっている。この事は当町経済に少なからず影響を与えてお

り、小売業の販売不振にそれを見る事が出来る。 

こうした中で、建設業のもう一つの柱とすべく異業種の新分野に進出している事業者も多くあ

る。水稲生産の受託、果樹栽培（ピオーネ・さくらんぼ・ブルベリー等）、チョウザメ養殖、廃

油リサイクル等、各事業所の経営資源を活かし取組みを行っているが、独立採算となるまでには

至っていない状況である。 

一方で、豪雨の災害時や豪雪時の除雪など、迅速な対応も求められる事から、現状程度の事業

者の確保は当町にとって必要と思われるが、民間需要等は多くはなく経済環境に恵まれない当町

にあっては建設業を支える手段は公共事業しか無い状況にある。 

（課題） 

▶ 若年労働力の確保 

若年労働力の確保は喫緊の課題だが、労働人口の減少や都市部と地方の間で雇用情勢に格差が

見られる事から若年労働力の確保が困難になっている。 

▶ 経営革新への取組み 

事業主は一様に経営の革新や異業種への取組みが自社存続にとって必須の要件であるとの認

識を持っているが、新たな取り組みや学習等は見られない。後継者も同様で、自社の将来に一抹

の不安は持っているものの具体的に事業計画や投資計画等を検討している事業所は見られない。 

▶ 円滑な事業承継 

建設業者は古くは昭和初期に創業が見られるが、多くは昭和 40年代から昭和 50 年代にかけて

起業した会社が多く、代表者の多くが初代及び二代目の創業期を知る経営者である。多くの建設

業者が今後 10年程度を掛けて事業承継を経験する事となるが、労務管理や資金管理等、充分な

経営経験を積んだ後継者は少ない。 
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２）製造業 

（現状） 

当町の製造業は、平成 26 年工業統計調査（工業、従業者 4 人以上の事業所）では事業所数が

25 件、従業者数が 370 人となっている。また、製造品出荷額は 83 億円となっており、平成 21 

年の 86 億との比較では 3％減少している。 

また、製造業は誘致企業と地元事業者の２つに分けることが出来る。誘致企業は、自動車関連

製造業・漬物製造業・大型船舶用軸受部品製造業・電子部品製造業があり、邑南町が誘致企業会

を結成し情報交換を行うなど積極的に関わっていることや、工場の増改築や製造ラインの修理、

配送などは地元の事業者も関わりがあることから、地元経済の波及効果は大きい。 

地元事業者は食料関連製造業と製材業がある。食品関連製造業は、清酒製造業・醤油製造業・

乳製品製造業・和洋菓子製造業・キャビア製造・農産品加工業等と、多種多様な事業者があり、

地域の人口減少や高齢化による購買力の低下から、県外に向けての販路開拓に積極的に取組んで

いる。製材業にあっては、建築公共工事や在来工法による建築が減少傾向にあり、以前は売上の

主体となっていた建築用の加工材需要は減少してきている。そうした中にあって、県内の公共工

事の発注工事の仕様書に「H社の製品と同様」と記述されるほど技術の高い製材事業者では、島

根県・木材市場と連携し新商品の開発や、ベッドメーカーから桧すのこベッドの受注を受けるな

ど、積極的な取り組みを行っている事業所もある。 

（課題） 

▶ 収益の確保 

食料品製造業……価格競争及び中小スーパーの衰退が直撃、売上・収益共に厳しい状況が続い

ている。また、生産量も限られている事業者も多く、県外に向けての販路開

拓を行う場合の生産体制の整備・生産能力の拡大が課題となっている。 

木材製材業………公共工事の減少に伴い、少ない公共工事の受注を巡り受注単価は減少してき

おり、生産性を向上させ単価への対応と民間工事の受注をいかに確保してい

くが課題となっている。 

▶ 付加価値の転嫁 

県外に向けての販路開拓を積極的に行っている中で、他社製品との競争も厳しく、他社製品と

の差別化を図り、付加価値向上を目指して独自商品の開発や自社のシェア形成を図る必要があ

る。 

 

３）小売業 

（現状） 

当町の小売業は、平成 26年商業統計調査では事業所数が 147 店、従業者数が 567人となって

おり、年間商品販売額が約 76.9億円となっている。平成 19 年との比較で、事業所数が 33.1％、

商品販売額は 15.0％減少している。 

一方、当町には大規模小売店が旧石見地区に２店舗点在し小売業を牽引しているが、コンビニ

エンスストアやホームセンターが町内に進出

し、食料品、日用品、雑貨品において競争が激

しくなっている。 

また、経営者の高齢化が進むとともに後継者

不在の事業者も多く存在する。事業者数の減少

と相まって地元購買率は減少傾向が続いてい

る。高齢化が進行し、買物弱者の増加が想定さ

れる中で、人口減少に加えこのまま町外流出が

続けば小売業の経営も困難となる。 
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（課題） 

▶ 生活機能維持の拠点となる小売店舗の存続 

人口減少や高齢化率が高い当地域では、商圏範囲の狭い小規模な小売業者の減少はある程度避

けられない。今後増加が予想される買物弱者のためにも、地域住民の生活機能維持の拠点となる

食料品や生活雑貨を扱う店舗を中心とした小売業は存続させる必要がある。 
事業の持続的発展のためには、規模は小さくても消費者に支持され、個店の特徴を前面に打ち

出し、環境に適応する新たなビジネスモデルの再構築が必要である。そのためには、個店の有す

る経営資源等を正確に把握し、取扱う個々の商品等の需要動向を意識した販売戦略を立案し確実

に実施していくことが課題となる。  
▶ 流通の確保 

 小売事業者が存続していく為には、仕入ルートの確保も重要で、現状では仕入頻度や仕入れ価

格の差はあるものの流通は確保できているが、採算が取れないルートは途絶える可能性もあり、

注視する必要がある。 

▶ 後継者の育成 

 平成 29年 11月に、町内の会員事業所を対象に実施した事業承継に関するアンケート調査によ

ると、小売業の経営者の年齢は 70 歳以上の割合が 40.4％と最も高く、経営環境が厳しい中で後継者

を育成し事業承継をスムーズに行っていくかが課題となっている。 

 

４）サービス業 

（現状） 

 当町のサービス業では、美容業と飲食業は既存事業所が多い中で創業者も多く、事業者数は増

加傾向にあり、競争は厳しい環境にある。そうした中で、美容業ではエステやまつ毛エクステ・

ネイル等のサービスメニューを新たに提供し、他店との差別化と売上の確保を図っている事業所

がある。飲食業にあっては、町が取組を進めている「A級グルメ構想」により注目度も高くなっ

ており、地域外からの誘客とリピート客の確保、独自メニューの開発・提供が課題となっている。 

 大型の宿泊施設では、無料送迎バスを複数台所有し、町内はもとより地域外からの宴会需要や、

団体客の受け入れを行っており、業績は好調である。また、道の駅瑞穂は町内で一番の集客数を

誇っており、地元事業者への波及効果は大きい。 

旅客運送業や介護福祉分野では売上・収益共に好調である。旅客運送業者では、町営バスの運

営を受託しているほか、町外へも営業所を出し受注の確保を図るなど、積極的に規模の拡大を図

っている事業者もある。 

（課題） 

▶ 人材の確保 

定年等により従業員の離職が続く中、新たな従業員の確保が困難な状況にある。この状況はサ

ービス業全体に見られるが、最近の雇用情勢から他地域との賃金格差も見られ、雇用条件など抜

本的な見直しが求められる。 
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▶ 市場規模縮小 

人口の減少や消費流出により域内需要が減少している。長期統計資料からも比較的短期間に大

幅な人口の減少が予測されている事から、長期に渡る売上の減少が危惧される。 
▶ 後継者問題 

小規模零細の理美容業や飲食業にあっては、子息等が同様の職に就いている事業所もあるが、

需要の減少が予測される当町にあっては、帰郷を促すに至っていない事業所もある。 
 
５）農業 

（現状） 

当町の基幹産業である農業の農家総数は、平成 12 年の 2,596 戸から平成 27 年は 1,711 戸と

34.1％減少している。内訳を見てみると、兼業農家の減少が大きく平成 12年の 1,547戸から 822

戸と 46.9％減となったが、一方で自給的農家や専業農家は微増となっている。 

水田農業の担い手としては、農事組合法人等の集落営農組織の法人化に加え、新しい動きとし

て集落営農の維持に加えて地域コミュニティの維持活動を合わせて行う合同会社も設立されて

いる。 

しかしながら、既に設立された法人においても担い手の確保問題や経営の多角化など新たな問

題に直面している。また、法人化に至っていない集落においても、中山間地域等直接支払制度の

活用などにより、農作業受託組織や農機具共同利用組織が結成され、機械設備の過剰投資を防ぐ

取り組みや共同作業による農地の維持保全の取り組みが行われているが、担い手不足により組織

化が困難な集落もある。 

■総農家数の推移                ■法人や認定農業者等の状況 

 

 

 

（課題） 

 

 

                               （出所：邑南町農林振興課） 

（出所：H12年と H22 年は世界農林業センサス、 

H17 年と H27 年は農林業センサス） 

（課題） 

▶ 地域農業の発展を目指すための法人化 

 若者の農業離れを食い止め、持続的な地域農業の発展をめざすための、集落営農型法人（農事

組合法人）や特定農業団体、合同会社等の設立が求められる。 
▶ 人材の育成や関係機関との連携 

次世代を担う意欲ある若い人材の確保・育成や、矢上高等学校産業技術科との連携をはじめ、

大学等の研究機関とも連携を図り新しい農業のあり方の研究が必要である。 
▶ 後継者問題 

専業で経営が安定している園芸農家や畜産農家においても、高齢化と担い手の確保が課題とな

っている。町独自の農業研修制度により新しく就農する若者も増えているが、引き続き多様な担

い手の確保対策が必要となっている。 

 
 
≪地域内における小規模事業者の中長期的な振興のあり方≫ 

１.第 1期の認定以降の地域等の変化 

第 1期の認定計画は実施期間を平成 27年 10月 1日から平成 31年 3月 31日とする計画である

平成22年度 平成27年度
農事組合法人 13法人 19法人

内特定農業法人 12法人 2法人

特定農業団体 5団体 3団体

合同会社 0法人 3法人

認定農業者 59個人・団体 59個人・団体

認定新規就農者 0人 8人

年

専業 兼業

平成12年 2,596 591 2,005 458 1,547
平成17年 2,350 618 1,732 450 1,282
平成22年 2,042 607 1,435 463 972
平成27年 1,711 536 1,175 353 822
増減率 -34.1% -9.3% -41.4% -22.9% -46.9%

販売農家
項目

総農家数

総数 自給的農家
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が、計画認定以降に以下の変化があったため、第 1期の事業実施の評価とともに、以下の内容も

踏まえて「中長期的な振興のあり方」を計画する。 

 

①平成 29 年 4月 1日に「邑南町中小企業・小規模企業振興条例」が施行された 

 邑南町では、町内中小企業・小規模企業の振興と地域経済の発展や町民の暮らしの向上を目指

して、「邑南町中小企業・小規模企業振興条例」が平成 29年 4月 1日付で施行された。 

 この条例は、事業者自身の努力と、町、町民、関係機関それぞれの役割分担を規定して、町全

体が一体となり「地元事業者を守っていこう」という理念を定めた条例となっている。 

地元事業者の振興に関する施策が、今後展開されていくことが期待されている。 

 

■条例の主な内容             （出所：邑南町中小企業・小規模企業振興条例） 

基本理念 

1）中小企業・小規模企業の振興は、本町経済の発展に寄与し、雇用の場を創出

するなど、町民の暮らしの向上に大きく貢献することを旨として推進されなけ

ればならない。 

2）中小企業・小規模企業の振興は、経営の向上及び改善に対する自主的な努力

を促進することを旨として推進されなければならない。 

3）中小企業・小規模企業の振興は、本町の有する自然、歴史、伝統・文化、豊

かな特産物、多様な技術、優れた産業基盤及びその他の特色ある地域資源等を

十分に活用することにより推進されなければならない。 

4）中小企業・小規模企業の振興は、意欲及び能力に応じた多様な雇用を確保す

るとともに、中小企業・小規模企業が求める人材の確保及び育成することを旨

として推進されなければならない。 

5）中小企業・小規模企業の振興は、町、島根県、中小企業者、小規模企業者、

中小企業・小規模企業支援団体、金融機関等、教育機関及び町民が相互に連携

して推進されなければならない。 

基本施策 

1) 安心して子どもを産み育てることができる雇用環境を整備するための施策 

2) 地域資源を活用し、地域に根ざした産業を促進するための施策 

3) 地域内経済循環を拡大するための施策 

4) 町の賑わいにつながる商工業及びサービス業を振興するための施策 

5) 農林商工等連携、6 次産業化を促進するための施策 

6) 国内外における販路開拓、取引拡大の支援を行うための施策 

7) 中小企業・小規模企業の経営実態を把握するための施策 

8) 中小企業・小規模企業の経営安定及び革新支援を行うための施策 

9) 中小企業・小規模企業の円滑な事業承継を推進するための施策 

10) 事業を行う人材育成と確保を行うための施策 

11) 融資制度等による資金供給の円滑化を図るための施策 

12) 新事業創出及び起業推進を図るための施策 

13) 地域課題を解決する社会起業家の育成支援及びコミュニティビジネスを推

進するための施策 

14) 企業誘致を促進するための施策 

15) 町産業の魅力を発信するための施策 

16) 中小企業・小規模企業支援の推進体制を構築するための施策 

17) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める施策 

中小企業

者・小規

1）中小企業・小規模企業は、基本理念に基づき、経済的社会的環境の変化に対

応してその事業の成長発展を図るため、自主的にその経営の改善及び向上を図



- 11 - 

 

模事業者

の努力 

るよう努めるものとする。 

2）中小企業・小規模企業は、雇用の機会の確保、人材の育成その他雇用におけ

る環境の整備に努めるものとする。 

商工会の

役割 

1）商工会は、基本理念に基づき、中小企業・小規模企業の実態を把握し、経営

の安定及び向上に対して積極的に支援するよう努めるとともに、町等(国、県

及び町をいう。以下同じ。)に対しての情報提供や提案を行いながら、町等が

実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるもの

とする。 

2）中小企業・小規模企業支援団体は、前項の取組を支援する人材の育成に努め

るものとする。 

 

②平成28年度～平成37年度を期間とする「邑南町第２次総合振興計画」が策定された 

平成28年度から平成37年度までの10年間の長期展望に立って、新たな邑南町の地域づくりの指

針として、「邑南町第２次総合振興計画」が策定された。本長期総合計画の中の「商工業振興」

の箇所について長期的な視野に立ち、邑南町と連携して取組んでいく。  

 

■邑南町第２次総合振興計画              （出所：邑南町第２次総合振興計画） 

第３節 活力ある商工業の振興（抜粋）

●官民を挙げて地域内消費の啓発活動を進めます。
●町内経済を拡大するため、付加価値の高い商品・サービスを生み出すための技術
革新に加え、異業種連携のコーディネート機能の強化を図ります。
●地域における買い物弱者支援と地元購買率を高めるための店舗整備等の支援を進
めます。
●商工業等の担い手となる後継者の育成・支援サポート体制を構築するとともに、
空き店舗や情報発信、消費者ニーズに対応した個々の体制づくりへの支援を行いま
す。
●邑南町商工会や邑南町観光協会と連携し、既存事業者の事業継承及び新規事業進
出を支援します。
●島根県や金融機関、商工会と連携した融資制度の拡充を図ります。
●新分野・新技術の構築に向けて、大学、高校、産業支援機関等との連携・活用を
図りながら各種取組みをサポートします。
●公民館単位の地域においてコミュニティビジネスを推進するとともに支援体制を
整備します。
●製造業や建設業における技術者の育成を支援します。

今後の方向性

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第５節 地域ブランドの創出（抜粋）

●「A 級グルメ構想」に基づき基幹産業である農林業を生かした６次産業化やブラ
ンド化の取り組みを引き続き推進します。
●「食の学校」を拠点に食文化の発信と継承を図るとともに町の伝統料理の復活や
新たな郷土料理を開発します。また、地域食材の活用を推進し「食」と「農」のブ
ランド化を図ります。
●ハーブ等の地域資源を生かし、ヘルスケア、環境、医療・美容等、今後の成長が
期待される事業分野への参入に向けた新しい商品、サービスの開発を推進します。
●邑南町産 野菜を「邑南野菜 と ブラ ド化を図ります そ 起爆剤と

今後の方向性
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③邑南町しごとづくりセンターが設立された 

邑南町では、町内の起業者の輩出及び地元雇用者の拡大に向け、商工会や各関係機関と連携し

起業者の育成を図るために「邑南町起業支援センター」を設立し支援を行ってきた。しかし、少

子高齢化と人口減少、長引く景気低迷の影響を受け地元事業者の経営環境は厳しさを増してきて

おり、町民の暮らしを支える商業等機能の維持さえ困難となり、町の魅力低下から人口減少が加

速する恐れも懸念されている。 

そうした中で、邑南町は現組織をあらため、あらゆる分野の町内企業の経営安定や革新を図る

とともに円滑な事業承継を進め、併せて起業・創業を支援していくことを目的に、平成 29年 12

月に「邑南町しごとづくりセンター」を設立した。 

現在、公認会計士をセンター長に迎え、町が取組みを進めている「食と農人材育成センター」

や商工会と連携を図りながら支援を行っている。 

 

２.第1期の申請での小規模事業者の中長期的な振興のあり方と評価 

①地域資源を活かした商品開発と販路開拓に取組む小規模事業者の支援 

「食」をキーワードとした取組は、邑南町の産業振興の中核的な取組みとなっている。食品製

造業者を中心に地域資源を活用した商品開発と販路開拓に取組む小規模事業者の支援を行って

いく。この取組により、基幹産業である農林業や特産品等を扱う宿泊業・飲食店等の需要拡大な

ど幅広い産業への波及効果が期待でき、また、外貨獲得も期待され地域経済の維持拡大を目指し

ていく。 
↓（評価） 

 食品関連製造事業者を中心に、地域資源を活用した商品開発や販路開拓に向けた支援を行っ

た。商品開発では、飲食店によるピクルスや惣菜の地域資源活用や農商工連携によるもの、また、

事業承継による異業種からの豆腐製造への参入によるこだわり豆腐の開発支援を行った。 

 また、販路開拓では販路開拓に繋がる情報提供をはじめ、展示即売会や A級グルメイベントの

開催、カタログギフトの作成、WEBによる通販や商品紹介の作成等の支援を行い、成果を上げた。 

 しかし、商談により定期的な取引が可能となった件数は少なく、また、基幹産業である農林業

や特産品等を扱う宿泊業・飲食店等の需要拡大など幅広い産業への波及効果や、外貨獲得による

地域経済の維持拡大に向けては、短期期間で結果は出にくく、第 2 期の経営発達支援計画でも食

品関連事業者を重点支援先として継続して取組む。特に「邑南町第２次総合振興計画」」でも「農

林業を生かした６次産業化やブランド化」や「農林商工等連携による地域産品開発や販路拡大」

が掲げられており、今後も行政との連携を強化し実現に向けて取組んでいく。 

 
②小規模事業者数の維持のための取組 

経営者の高齢化、後継者不足、購買力の地域外流出などの要因から域内小規模事業者の経営環

境は厳しい状況にある。しかしながら、会員アンケートでは今後の経営の方向性について「現状

維持」や「経営拡大」を考えている事業者割合は 8割弱存在し、これらの事業者に対して経営発

達支援事業や各種支援施策等を活用し、事業の持続的発展を支援していく。また、行政と連携し

起業支援も重点的に行っていき、小規模事業者数の維持を図っていく。 

 

●邑南町産の野菜を「邑南野菜」としてブランド化を図ります。その起爆剤として
「西洋野菜」の普及拡大などに取り組みます。
●「食」と「農」に限らず、「商」「工」等の分野においても「邑南ブランド」を
確立し新たな「ものづくり」産業の創出をめざします。
●農林商工等連携による地域産品開発や販路拡大に取り組む町内企業へ支援を行い
ます。
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↓（評価） 

 経営環境が厳しい中にあって「計画的な経営」は重要で、経営発達支援事業や各種支援施策等

を活用し、事業の持続的発展をしていく為の経営分析、経営計画策定・実施支援等を行った。ま

た、行政と連携し起業支援も重点的に行った結果、平成 29年度は 9件の起業に繋がった。 

そうした中で、「計画的な経営」の必要性について、巡回時の説明や広報等で小規模事業者に

対して啓発活動を行っているが、事業者に浸透したとは言い難いため、今後も継続して啓発活動

を続けていく。また、支援機関等の提案ではなく、事業者自らが描いたビジョン実現のための事

業計画でないと、計画実施のモチベーションが上がらないことを踏まえ、第 1 期の経営発達支

援計画と同様に事業者が考えるビジョンを明文化し、また、事業の実施方法まで一緒になって考

え、それらを取りまとめた事業計画の策定を支援するとともに、実施支援の頻度と質を高め事業

計画実現のための伴走型支援に取組んでいく。 
 また、起業支援においても、引き続き重点的に支援を行って行くが、支援にあたっては新たに

設立された「邑南町しごとづくりセンター」と連携を密にし、起業数を増やすことで小規模事業

数の維持に繋げていく。 

 

３.第1期の認定以降の地域等の変化と、第1期の評価を踏まえた今回の小規模事業者の中長

期的な振興のあり方 

管内を主な商圏とする小規模事業者にとって今後予想される人口減少や高齢化のさらなる進

行は地域経済を縮小させ、廃業の増加など小規模事業者の減少に繋がる外部要因となっている。

また、経営者の高齢化、事業承継者の不在も小規模事業者の減少を加速させる大きな内部要因で

ある。  

管内小規模事業者の中長期的な持続的な発展は、地域課題である買物弱者対策や地域経済の維

持発展、地域の賑わい創出等に直接的・間接的に結びつく。  

当商工会では、「邑南町中小企業・小規模企業振興基本条例」に掲げてある「商工会の役割」

をしっかり果たし、また、「邑南町第２次総合振興計画」の中の小規模事業者支援に係わる項目

を邑南町と連携し取組み、併せて島根県や他の支援機関との連携を今以上強化し小規模事業者支

援を行っていく。  
 

①地域資源を活かした商品開発と販路開拓に取組む小規模事業者の支援【継続】 

「邑南町第２次総合振興計画」にも掲げてある、「A 級グルメ構想」に基づき基幹産業である

農林業を生かした６次産業化やブランド化、農林商工等連携による地域産品開発や販路拡大にむ

けた支援を、第 1期の経営発達支援計画と同様に今回の計画でも実施していく。 

具体的には、食品製造業者を中心に、地域資源の活用や農商工連携による商品開発と販路開拓

に取組む小規模事業者の支援を行っていく。この取組により、基幹産業である農林業や特産品等

を扱う宿泊業・飲食店等の需要拡大など幅広い産業への波及効果が期待でき、また、外貨獲得も

期待され地域経済の維持拡大を目指していく。 
 

②小規模事業者数の維持のための取組【継続】 

今回の計画でも、第1期の経営発達支援計画と同様に、個々の事業者の経営の方向性に合致し

た支援方針・支援内容を地域の経済環境等と照らし合わせながら、商工会として支援対象小規模

事業者をどのような内容・方法・スケジュールで支援していくかを定めた「個別企業支援計画書」

に落とし込んで、計画的に支援を行っていく。特に事業を継続・拡大していく意思のある小規模

事業者に対しては、外部環境の「機会」を捉えながら、事業の強みを前面に押し出した事業計画

立案・実施支援により事業の持続的発展を支援していく。 
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また、地域経済の活性化や小規模事業者数を維持していく為のひとつとして重要な起業支援に

ついては、邑南町の「邑南町第２次総合振興計画」にも掲げてある事を踏まえ重点支援先として

位置づけて、「邑南町しごとづくりセンター」と連携しながら中長期的に支援していく。 

商工会としてはこれらの取組を継続することにより、小規模事業者の経営の発達に資する支援

を計画的に実施できる組織体制が定着することを目指す。 

支援対象事業者である管内小規模事業者はビジネスプランに基づいた経営が業績向上につな

がることを体現するとともに、経営計画の策定や実施にあたっては商工会を中心とした関係諸機

関が全面的にバックアップする体制が整えられていることが地域小規模事業者に広く認識され

ている状態を目指す。 

 

③事業承継支援【新規】 

当会が平成 29 年度に行った事業承継のアンケート結果では、経営者の年代は 60 歳以上が 7

割と多く、5年以内に事業を譲りたいと考えている経営者が 6割となっている一方で、後継者候

補が決まっていない事業所が約 75％もある。 

いずれ訪れる事業承継だが、多くの事業者にとっては喫緊の課題とは認識されておらず、また

どのような準備が必要で、どのように取組んでいけばよいかも判らないのが現状である。島根県

では平成 28 年度から事業承継のための支援を本格的に取組んでおり、邑南町でも「邑南町第２

次総合振興計画」で事業承継支援が重点課題として位置づけられている。 

当商工会も管内事業者数の維持のため「事業承継支援」を重点的な課題と位置付け島根県・邑

南町また関係する支援機関等と連携を図りながら中長期的な視点に立って取組んでいく。 

これらの取組を継続することで、円滑な事業承継のためには、中長期的な計画に基づいて実施

していく必要があることが多くの事業者に認識されている状況を目指す。また、それぞれの事業

者の状況に応じた専門的な事業承継の支援が、商工会を中心とした「邑南町しごとづくりセンタ

ー」や関係諸機関が連携し対応することで、関係事業所に広く認識され、事業承継の課題が解決

できないために廃業を余儀なくされる事業者がいなくなる状況を目指す。 

 

 

４.中長期的な振興のあり方を踏まえた経営発達支援事業の目標 

①第1期の申請での経営発達支援事業の目標 

▶ 地域資源を活かした商品開発と販路開拓に取組む小規模事業者の支援 

 ・全国物産展・しまねフェア等の販路開拓支援事業者 ４年間累計で ８４件 
 ・ギフトカタログ参画事業者数           ４年間累計で ６２件 
 ・食のフェスタ参加事業者数            ４年間累計で ７５件 
 ・農業者との連携                 ４年間累計で １０件 

▶ 小規模事業者数の維持のための取組 

 ・記帳代行件数                  ４年間累計で３３７件 
 ・経営分析件数                  ４年間累計で１３５件 

 ・事業計画策定支援                ４年間累計で１００件 

 ・事業計画実施支援                ４年間累計で１００件 
 ・起業家数                    ４年間累計で  ８件 

 
↓（評価） 

 第 1期の申請での目標は、目標を下回った項目が多いが概ね達成できた。特に、起業家数は小

規模事業者が減少していく中で、4 年間累計で 22 件（予定）と目標を大きく上回ったことは成

果と言える。 
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▶ 実績 

内 容 4年間累計予定 

全国物産展・しまねフェア等の販路開拓支援事業者  96件 

ギフトカタログ参画事業者数  59件 

食のフェスタ参加事業者数  40件 

農業者との連携   5件 

記帳代行件数 326件 

経営分析件数  98件 

事業計画策定支援  98件 

事業計画実施支援  98件 

起業家数  22件 

 

 

②今回（第2期）の経営発達支援事業の目標と実施方針 

 

１）地域資源を活かした商品開発と販路開拓に取組む小規模事業者の支援 

▶ 目標１：地域資源を活かした商品開発と販路開拓に取組む支援事業者数を 5 年間累計で 110

件を目指す。【継続】   

 31年度 32年度 33 年度 34 年度 35 年度 合計 

事業者数 20件 21件 22件 23件 24件 110 件 

（実施方針） 

 第 1期の反省として、商談により定期的な取引が可能となった件数は少ない結果となった。第

2 期では、展示即売会による商品 PR や売上の増大に加え、定期的な取引に繋がるよう支援を行

っていく。 

 第 2 期も食品製造事業者を対象に、物産展・見本市等の販路開拓に繋がる情報提供や、IT 活

用やカタログギフト発行・展示即売会等を開催し、販路開拓に向けた支援を引続き行う。支援に

あたっては、小規模事業者は、事業規模や生産力・経営者の販売ノウハウ等の経営資源等が異な

る為、事業者ごとに個別の調査と指導を徹底し、事業者にあった販路開拓となるよう支援を行う。 

 また、事業計画策定支援時には、設備投資・人材確保・資金・補助金等の活用を視野に入れた

計画とし、計画の遂行状況を確認しながら支援していく。計画的な経営により需要と供給のバラ

ンスを取りながら販路拡大を目指す。 

 そして、地域資源を活かした商品開発と販路開拓に取組む支援事業者数を 5 年間累計で 110

件を目標とする。 

 

２）小規模事業者数の維持のための取組 

▶ 目標２：「個別企業支援計画」による計画的支援が管内小規模事業者の25％（125者）に定着

していることを目指す。【新規】 

 31年度 32年度 33 年度 34 年度 35 年度 合計 

事業者数 25件 25件 25件 25件 25件 125 件 
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（実施方針） 

第 1期の反省として、小規模事業者の経営能力や経営資源等と乖離した内容やスケジュールと

なったものがあり、このことにより計画実施段階になると中途半端な取組となった。 

第 2期では事業者が具体的に動く事をイメージできているかを確認するとともに、専門的な支

援が必要な場合は専門家派遣事業などの活用も視野に入れて、それらの内容を織り込んだ商工会

としての「個別企業支援計画」を作成し、それに基づいて計画的な支援を行っていく。 

第 1 期から引続き計画的な支援に取組んでいくことにより商工会としてはこの取組みが根付

き、支援対象事業者にとっては支援内容と支援スケジュールが可視化できる状況になっている状

態を目指す。支援対象事業者数は管内小規模事業者の 25％(125 者)を目標とする。 

 

▶ 目標３：起業家数を5年間累計で20件を目指す。【継続】 

 31年度 32年度 33 年度 34 年度 35 年度 合計 

事業者数 3件 3件 4件 5件 5件 20件 

（実施方針） 

当町では、町が行っている地域おこし協力隊の受入で、「耕すシェフ」や「アグリ女子・男子」

で飲食関連事業経営者や農業経営者の人材育成を行っており、近年は町内に残り起業を目指す人

が多くなってきている。また、規模は小さくなるが自身の趣味や得意分野を活かした事業や、地

域の課題解決のためのコミュニティビジネスを立上げる人も近年増えてきている。 

厳しい経済状況の中で、事業者数は減少傾向にあり、地域経済の活性化や小規模事業者数を維

持していく為のひとつとして重要な起業支援については、第 1 期と同様に重点的に支援を行い、

起業家数を 5年間累計で 20件を目標とする。 

 

３）事業承継支援【新規】 

▶ 目標４：事業承継支援ニーズの把握と計画期間中に事業承継を考えている全事業者の円滑な 

事業承継が実現していることを目指す。【新規】 

（実施方針） 

「邑南町第２次総合振興計画」でも事業承継支援が重点課題として位置づけられており、今回

の経営発達支援計画では新たに事業承継支援について取組む。平成29年度に実施した記名式によ

る事業承継アンケートや巡回を通じた相談をもとに、事業承継者の有無・事業承継に対する考え

方・事業承継の課題等について確認し、各事業者の実態を把握する。 

実態を把握後、事業承継予定者がいる事業者は事業計画策定の支援と合わせて「事業承継計画」

の策定を支援し計画的な事業承継を推進していく。承継予定者が不在で第３者への事業承継を希

望する者については島根県、また、国の事業承継支援センターや事業承継に係る各種事業を活用

し、事業承継を支援し可能な限り地域内の廃業を抑制していく。 
この取組により管内小規模事業者の事業承継の実態を把握するとともに、本経営発達支援計画

期間内に事業承継を考えている事業者に対して円滑な承継が行えるよう支援していく。 
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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３１年４月１日～平成３６年３月３１日） 

 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 
＜目的＞ 

定期的に地域経済の動向を収集・整理・分析し、小規模事業者や関係諸機関に対して情報を提

供することにより地域の経済動向(経営の外部環境)を周知する。また、小規模事業者は地域の経

済状況を踏まえた事業計画の作成が期待できる。 

＜第 1 期における取組と成果ならびに評価＞ 

第 1 期は「中小企業景況調査」「各種調査を活用した地域経済動向に関する情報収集・整理・

提供」の 2つの調査を実施した。調査結果は管内小規模事業者に情報提供を行った。 

 「中小企業景況調査」では、四半期毎に実施される従来の「中小企業景況調査」15 事業所に

加えて、同調査の項目の中から「売上」「採算」「資金繰り」「業況」「経営上の問題点」の 5項目

の景気動向指数をヒアリングにより 25の小規模事業者事業所について調査した。そして、既存

調査と併せて 40事業所の調査結果を全業種、または業種別に当会で集計・加工・整理・分析し、

広報配布時に 330事業者へ情報提供するとともに、四半期毎にホームページで公開した。 

 集計・加工にあたっては、町内小規模事業者の時系列での景況感や、これまでの景況調査では

把握できなかった邑南町と全国・島根県とのデータの比較が出来るようにした。 

今までは「邑南町」だけを取りまとめた調査が無かったことから、邑南町という地域限定の事

業者の景況感等を把握できた事は成果である。今後同様の調査を継続することにより時系列での

景況感等の変化が把握できる。 

「他の機関等が実施する経済動向等調査」については島根県が毎月提供している「島根県経済

活動」等の情報を収集し、随時広報やホームページに掲載を行った他、巡回時に事業者に情報提

供したが、情報の整理方法や時系列での比較が思ったように出来ず、また、情報提供する項目も

曖昧であったことから散文的になり、情報を提供された事業者に対しても情報の活用方法を提示

できなかった。 

▶ 第 1期の「中小企業景況調査」実績 

調査数 

情報収集対象者 27年度 28年度 29年度 30年度予定 

景況調査実施事業者数 15件 15件 15件 15件 

景況ヒアリング事業者数 25件 25件 25件 25件 

合  計 40件 40件 40件 40件 

公表数 

情報収集対象者 27年度 28年度 29年度 30年度予定 

公表回数 1回  5回  4回  4回 
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＜第 1 期の評価を踏まえた今回の申請おける取組の方向性＞ 

本事業では事業計画策定や実施支援、また管内の経済状況を把握するために小規模事業者が理

解しやすいように整理し提供するとともに、外部公表の調査では把握できない「邑南町エリア」

の事業者の詳細な状況をアンケートにより定期的に調査する。 

「中小企業景況調査」は、従来の「中小企業景況調査」15 事業所に加えて、地域内選定事業

者 25 社の調査を、第１期と同様に「地域経済動向調査」として引続き実施し、情報の蓄積を合

わせて行う。調査は 4 半期ごとに、同調査の項目の中から「売上」「採算」「資金繰り」「業況」

「経営上の問題点」の 5項目の景気動向指数をヒアリングにより調査する。調査結果は、島根県

全体ならびに全国と比較し、地域内での時系列の変化と合わせて図表化する。調査結果について

は、管内事業者へ広報やホームページで公表し、邑南町町長はじめ、副町長、町会議員、商工観

光課にも情報提供を行う。 

「各種調査を活用した地域経済動向に関する情報収集・整理・提供」は調査内容を取りまとめ

るのに時間を要し、情報提供が遅れがちとなった。事業者が事業計画策定の際や日々の経営に参

考となるようなに、旬な情報を速く提供する。 

 

＜事業内容＞ 

①地域の経済動向調査の実施【継続】 

▶ 調査項目 

全国連が実施している「中小企業景況調査」の項目の中から「売上」「採算」「資金繰り」「業

況」「経営上の問題点」の 5項目の前年同期比ならびに来期見通しを四半期ごとに年 4回調査し

小規模事業者に情報を提供する。 

本調査を継続して実施することにより、時系列で管内小規模事業者の業種別の景況感等の変化

が把握できるとともに県全体の調査結果と比較することにより邑南地域の傾向や特徴を把握す

る。 

▶ 目標 

内 容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

調査事業者数 40件 40件 40件 40件 40件 40件 

調査・公表回数 4回 4回 4回 4回 4回 4回 

▶ 調査の方法 

全職員が担当事業所を決めて、巡回により調査票を配布（年 4回）し、ヒアリングまたは FAX

にて回答してもらう。 

▶ 活用方法 

・調査データを業種別に加工する。加工したデータは島根県商工会連合会が四半期ごとに実施

している景況調査と比較することにより邑南町の景況を相対的に判断する。 

・収集・整理・加工した情報は本会の広報誌「商工会通信」やホームページにより管内事業者

へ情報提供するとともに、「役場との連絡会議」でも協議資料として活用する。 

 

②他の機関等が実施する経済動向等調査【継続・拡充】 

▶ 調査項目 

調査データ 調査・提供項目 
※以下の項目を中心に重要データを抜粋し取りまとめる 

情報

収集

頻度 

島根県経済動向調査 
※島根県政策企画局統計調査課

▸ 経済動向に関する多機関の公表資料一覧の定性コメント 

・全国（内閣府）・中国地方（中国経済産業局） 
毎月 
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が、同課の独自調査のほか、中国

経産局・中国運輸局・観光庁・国

土交通省・日本政策金融公庫松江

支店・西日本建設業保証等の調査

結果をとりまとめたもの 

・山陰地方（日銀松江支店・山陰経済研究所） 

・島根県（財務省松江財務事務所） 

・日銀短観 

・法人企業景気予測調査 

▸ 島根県の経済動向にかかわる調査結果の以下の経済指標

一覧（定量データ） 

◎生産活動  ◎雇用情勢  ◎個人消費 

◎投資動向  ◎企業倒産  ◎金融情勢 

▶ 目標 

内 容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

調査・公表回数 1回 12回 12回 12回 12回 12回 

▶ 調査の方法 

島根県が調査している「島根県経済動向」の情報を毎月ホームページから収集、整理し、毎月

1回情報提供するする。整理に当たっては、第 1期の反省を踏まえて、定型のフォーマットを作

成し、活用することにより、その都度検討していた情報提供項目や整理手順、整理方法を定型化

する。 

▶ 活用方法 

これらの情報で時系列の把握が可能な調査項目について時系列に比較できるよう整理し、当商

工会が毎月発行している「商工会通信」及びホームページで情報提供・公表するとともに、事業

計画策定支援の際の外部環境データとして活用する。 

 

≪この事業により期待する効果≫ 

小規模事業者への各種情報の提供により、経営課題に対する選択肢の多様化が図られるととも

に、【指針②】の事業計画策定支援・実施支援の際の外部環境情報として活用する。また、地域

全体の事業者の現状や課題を取りまとめることにより、個社支援や地域経済政策・支援施策立案

の基礎資料としても活用する。 

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 
＜目的＞ 

小規模事業者の経営状況や経営の方向性を把握することにより、各事業者の経営状況に合致し

た経営支援を行う。 

＜第１期における取組と成果ならびに評価＞ 

第１期の計画期間 4年間で 98件、管内小規模事業者の約 2割の経営状況の分析を行った。 

毎年 4 月の広報配布時に、経営分析・計画策定のチラシを作成し全会員に配布、経営分析・計

画策定の必要性の啓発と募集を行ったが、目標とする件数に達しなかったため、販路開拓支援を

行った食品製造業者や、事業承継初年度や事業承継予定、創業後間もない事業者に声掛けし対象

事業者とした。 

今までは金融斡旋時、融資条件変更時・各種補助金申請時など、経営状況の把握が必要な場合

に経営状況の分析を行う事業者が多かったが、本事業の実施により経営状況の分析が計画的な経

営を行う上での前提条件であり、自らの事業を客観的に把握することの重要性を啓発できたこと

は成果である。また、経営分析を行った全ての小規模事業者については、事業計画の策定支援に

繋げられた。 

分析にあたっては、中小機構の「事業計画づくりサポートキット」をもとに、当会独自の簡易

版の書式に改定した「事業計画サポートキット」を作成し活用した。 
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▶ 第 1期で経営状況の経営分析を行った小規模事業者数（管内小規模事業者の 25％） 

内 容 27年度 28年度 29年度 30年度予定 4年累計予定 

経営分析件数 8件 30件 30件 30件 98件 

 

＜第 1 期の評価を踏まえた今回の申請おける取組の方向性＞ 

 第 2期でも引続き経営状況を客観的に分析することの重要性について啓発活動を行って行く。

また、財務状況の分析については毎年数字が変わっていくので、計画実施支援の計画評価の一環

として継続的に財務分析を行い、分析結果を提供する。事業計画期間を終了する小規模事業者に

ついては、事業計画終了後の評価とともに第 2期での経営発達支援計画で計画する経営状況の分

析を再度実施する。 

 

＜事業内容＞ 

 経営分析の役割や重要性については、巡回時や毎月発行している商工会の広報誌等で継続して

発信し小規模事業者の認識を深めていく。 
▶ 支援対象事業者 

・地域資源を活かした商品開発と販路開拓に取組む小規模事業者 

・ビジネスプランに基づいた経営の推進を図ろうとする意欲のある小規模事業者 

・第1期の本事業によりビジネスプランに基づいた経営に取り組み、継続して支援が必要な小

規模事業者 

・事業承継を検討している小規模事業者 

▶ 経営状況の分析を行う事業者数の目標数 

支援対象者 

現状 

（4年間の

年平均） 

31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 計 

新規支援小規模事業者  7件  7件  7件  7件  7件  35件 

第 1 期の事業計画期間

修了の小規模事業者 
15件 15件 15件 15件 15件  75件 

事業承継予定者等  3件  3件  3件  3件  3件  15件 

合 計 24.5件 25件 25件 25件 25件 25件 125件 

▶ 経営状況の分析項目 

分析項目は下表を基本とし、財務諸表等の関連書類ならびにヒアリングにより確認する。事業

承継予定者については併せて事業承継に係わる財産等の詳細について把握する。 

 

分析項目 内 容 

財務 
決算書の主要科目の推移 売上高・売上原価・売上総利益・経費・経常利益 

財務分析 収益性・成長性・安全性・生産性 

非財務 

主要取扱商品・サービス・技術 主力商品・独自技術・独自ノウハウ・設備 

客層 顧客年代構成・主要取引先 

商圏 主要顧客の居住エリア・主な販売先 

強み・弱み 経営上の強み・経営上の弱み 

今後の経営の方向性 現業維持・現業拡大・新事業展開・廃業 

事業承継 事業用財産・個人財産等 自社株親族関係・知的資産・個人財産の把握 
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電話
歳

0 人 0 人
千円
千円
千円

千円

事業の内容
年商

従業員数
千円

正社員 パート
#DI V/0!

千円
#DI V/0!
#DI V/0!

会社名 住　所

Ｓ
Ｗ
Ｏ
Ｔ
分
析

強み 機会

弱み 脅威

主要商品
（2016. 4～
2017. 3）

主要取引先

主要金融機関

千円

１．企業概要書

代表 千円資本金代表者 年齢 設立年月日

事
業
概
要

概況

千円
客　層 商　圏

▶ 把握した内容の取りまとめ方法(分析の手段・手法)  事業概要書 

 

・把握した経営状況は事

業所ごとに事業計画サ

ポートキットの「事業概

要書」により取りまとめ

る。 

・「経営分析シート」で

把握した経営状況に加

えて【指針③】で把握す

る地域の経済状況(外部

環境 )の内容を含めた

SWOT 分析も事業所ごと

に行う。 

 

 

 

 

 

▶ 分析結果の活用方法 

・分析結果は情報共有を目的に事務所内で勉強会を行い、全職員が内容を把握・理解し、日常

の経営支援業務に活かす。 

・経営分析を行った小規模事業者のうち、本会の経営発達支援事業の目標である経営の持続的

発展を自ら図ろうとする事業者や新たな取り組みを目指す事業者については、【指針②】の

事業計画の策定支援に繋げていく。 

・事業承継を検討している事業者は、経営状況の把握以外に、個人財産や相続関係も調査し事

業承継計画策定の際の資料として活用する。 

 

≪この事業により期待する効果≫ 

小規模事業者の経営状況を多面的に把握する事により、事業者が抱える課題だけでなく、保有

する有形無形の資源や事業者の経営能力を客観的に把握できる。このことにより、事業者が実施

可能な取り組みの提案や、具体的な事業計画ならびに行動計画の作成を支援することが可能とな

る。 
事業承継予定者は、事業承継に係わる有形・無形の財産を把握することにより、事業承継計画

の精度が向上する。 
 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 
＜目的＞ 

事業計画の策定により、今まで行ってきた経営を再認識できる。特に需要開拓のためには、今

まで意識していなかった潜在的な顧客を認識したり、新たな市場を発見することが期待できる。 
＜第１期における取組と成果ならびに評価＞ 
 毎年 4 月の広報配布時に、経営分析・計画策定のチラシを作成し全会員に配布、経営分析・

計画策定の必要性の意識啓発と募集を行い、経営分析を行った全ての事業者に対して経営計画の

策定支援を行った。 
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 策定にあたっては、地域の経済状況に詳しく経験豊富な県内の中小企業診断士を選定し、当会

が行っている景況調査や、市場情報評価ナビを活用し地域の消費購買力や特性を把握し、業種別

審査辞典に掲載されている業界動向や分析結果やデータをもとに、実効性が高まるよう計画書の

策定支援を行った。また、策定に活用した資料等は、事業者に情報提供を行い、今後の事業経営

の参考として頂いた。 

 今まで、事業計画書を策定したことのない事業者も多く、事業意欲の向上に繋がった。また、

事業承継予定の事業者には、後継者にも計画策定に関わってもらい、事業承継に対する意識の醸

成にも繋がった。 

 そして、専門家の支援には全て経営指導も同行し、伴走型の支援となるよう注力した他、資質

の向上にも繋がった。 

 一方で、「実施したら効果的だと思われる取組み」を計画したが実施段階になって「手付かず

の取組み」も見受けられるとともに、実施する内容はわかっているが、いざ実施段階になると「具

体的にどう動いてよいかわからない」という計画も見受けられた。 

▶ 第 1期で事業計画策定支援を行った小規模事業者数 

内 容 27 年度 28年度 29年度 30年度予定 4年累計予定 

事業計画策定件数 8件 30件 30件 30件 98件 

 
＜第 1 期の評価を踏まえた今回の申請おける取組の方向性＞ 

－実現性を重視した事業計画の策定支援－ 
取組むべき項目については、取組みの効果や実現の難易度等により優先順位を決めてスケジュ

ーリングするよう提案していく。また、計画された事業を成し遂げるためには、個々の取組内容

ごとにスケジュールを意識した詳細なアクションプランの立案と四半期ごとなど途中途中での

定量目標の設定など計画達成度合いが図れる項目まで計画する必要がある。本計画では事業計画

に掲げた各取組事項の詳細なアクションプランの策定を支援することにより、事業計画の実現性

を高めていく。 
また、商工会青年部を中心に事業承継を予定している事業者を対象とした事業承継セミナーを

開催しており、セミナーにおいて事業計画の必要性について意識啓発を行い、事業計画の策定に

繋げる。 
 

＜事業内容＞ 

▶ 支援対象事業者 

・【指針①】の経営分析事業者の中から、自ら経営の持続的発展に取り組もうとする事業者や新

たな取り組みを目指す事業者を対象に事業計画策定支援を行う。 
・第2期の間に事業承継を予定している事業者については、円滑な事業承継を目指して事業の磨

き上げを主な目的に事業計画策定支援を行う。 

▶ 事業計画策定支援を行う事業者数の目標数 

支援対象者 

現状 

（4年間の

年平均） 

31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 計 

新規支援小規模事業者  7件  7件  7件  7件  7件  35件 

第 1 期の事業計画期間

修了の小規模事業者 
15件 15件 15件 15件 15件  75件 

事業承継予定者等  3件  3件  3件  3件  3件  15件 

合 計 24.5件 25件 25件 25件 25件 25件 125件 
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▶ 事業計画策定支援の手段・手法 

・事業計画策定支援を行う事業者ごと

に商工会としての支援方法を示した

「個別企業支援計画書」を作成し、支

援内容と支援スケジュールを明確に

したうえで伴走型の支援を行ってい

く。 

・「事業計画」については、【指針①】

で取り組んだ経営状況の分析結果(内

部環境)と【指針③】で把握する地域

の経済動向等の調査結果(外部環境)

等を踏まえて作成の支援を行う。 

・「事業計画書」の様式は対象事業者

の経営実態や方向性、今後取組む事業

内容等に合致した様式を用意し、過不

足のない事業計画策定支援を行う。 

・記帳指導業務対象事業者について

は、ネット de 記帳システムに付加さ

れている「経営改善計画作成システ

ム」を利用する。 

・第 1期の事業計画策定支援では、計

画された各取組みについて、具体的な

動き方を計画していなかった場合、事

業者がどのように動いていけば良い

かわからなかった計画も見受けられ

たため、事業者と一緒になって項目ご

とに「詳細な実行計画」まで検討し実現性を高める。 

 

【詳細な実行計画:例】 

（１）経営課題

（２）経営方針・経営目標

上記経営課題を解決し、成長企業へ仲間入りするため、当社の強みを活かし機会を捉える経営方針、経営目標を設定する。

（３）行動計画：アクションプラン

1/四 2/四 3/四 4/四
計画 回/月
実績 回/月
計画 件/年
実績 件/年
計画 件/月
実績 件/月
計画 件/年
実績 件/年

H31/12期
（2年
目）

②経営目標

経営課題 実施項目 具体的な実施内容

①経営方針

H29/12期（1年目） H30/12期
（2年
目）

２．課題、行動計画整理

③経費関係

①財務・資金繰り

②売上関係

④マネジメント他

 
 

 

№ 内容 アクション
第1四
半期

第2四
半期

第3四
半期

第4四
半期

営業 新規代理店の開拓 A担当

（マイルストーン） 10 20 10 10
1

新規代理店アプローチ件数

実行時期・期間・マイルストーン

取組み項目

実行者

計画1期目
計画
2期目

計画
3期目

7月 8月 9月 10月 11月 12月

取扱商品の検討・決定

営業エリアの検討・設定

取引条件の検討・決定

取引候補先の検討・選定

エリア別の流通方法の検討

営業ツール(販促)の開発

D Aエリアへの営業(10社)

相手先の反応・要望等のとりまとめ

要望事項に対する対応協議

A 要望事項を反映した取引内容の変更

新取引内容によるAエリアへの再営業(10社)

新取引内容によるBエリアへの営業(10社)
D

C

P

第3四半期 第4四半期
達成手段 事前準備
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≪この事業により期待する効果≫ 

取組むべき項目の優先順位やスケジューリングを、詳細なアクションプランに落とし込み、四

半期ごとなど途中途中での定量目標の設定など計画達成度合いが図れる項目まで計画すること

で、計画実施支援の精度が高まる。第1期の事業の反省を踏まえて、第2期では詳細な実行計画の

策定まで支援することにより計画の実現性を高めていく。 

 
 
４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
＜目的＞ 

事業計画は評価と改善を繰り返しながら実行し続けることにより、より現実的な計画となると

ともに事業目標達成の可能性が高くなる。当会では、事業者と一緒になって実行した計画の評価

と改善内容を検討することにより立案した計画の実現性を高めていく。 
＜第1期における取組と成果ならびに評価＞ 

計画された事業を実施するためには、計画内容と実施状況の確認が重要である。第 1 期目は四

半期毎に実施状況を確認したことにより、支援対象事業者に「事業を進めていく重要性と着実な

計画実施の意識」が醸成された。しかしながら、一方で事業者、また、職員の時間的・人員的な

制約等によりＰＤＣＡマネジメントサイクルを回しながら計画実施の質の向上が図れたとは言

い難い。 
▶ 事業計画実施支援数実績 

内 容 27 年度 28年度 29年度 30年度予定 4年累計予定 

事業計画策定事業者

フォローアップ回数 

8件×2回＝

16回 

30件×4回

＝120回 

30件×4回

＝120回 

30件×4回

＝120回 
延 376回 

 
＜第1期の評価を踏まえた今回の申請おける取組の方向性＞ 

支援対象事業者の支援計画である「個別企業支援計画書」に基づいて実施支援をしたが、実施

状況の確認は今までヒアリングにより行ってきた。事前に訪問日時等は伝えてあるものの、事業

者や職員の時間的な制約等により十分な時間が取れない状況であった。また、策定された事業計

画も計画を確認する場が頻繁にあるわけではないため、常に意識されている状況ではない。第2

期では第1期の反省を踏まえ、事業者が計画内容と実施状況の確認を時間的な余裕を持ってでき

るように実施していく。 

＜事業内容＞ 

▶ 支援対象事業者 

事業計画策定支援を行ったすべての事業者を対象とする。 
▶ 事業計画策定支援を行う事業者数の目標数 

支援対象者 

現状 

（4年間の

年平均） 

31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 計 

フォローアップ回数（新

規支援小規模事業者） 

 7件 

×4回

＝28回 

 7件 

×4回

＝28回 

 7件 

×4回

＝28回 

 7件 

×4回

＝28回 

 7件 

×4回

＝28回 

 35件 

×4回＝

140回 

フォローアップ回数（第

1 期の事業計画期間修了

の小規模事業者） 

15件 

×4回

＝60回 

15件 

×4回

＝60回 

15件 

×4回

＝60回 

15件 

×4回

＝60回 

15件 

4回＝

60回 

 75件 

×4回＝

300回 

フォローアップ回数（事

業承継予定者等） 

 3件 

×4回

＝12回 

 3件 

×4回

＝12回 

 3件 

×4回

＝12回 

 3件 

×4回

＝12回 

 3件 

×4回

＝12回 

 15件 

×4回

＝60回 

合 計 24.5件 100回 100回 100回 100回 100回 500回 
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▶ 具体的な支援内容（手段・手法） 

事業計画策定支援を行う事業者ごとに商工会としての支援方法を示した「個別企業支援計画

書」をもとに、支援内容と支援スケジュールを明確にしたうえで巡回訪問により伴走型の支援を

行っていく。 
原則として、計画策定後 1年間は四半期ごとに計画の実施状況を確認・評価し重点的に支援を

行い、2年以降については事業者の進捗状況に合わせフォローアップをしていく。そして、計画

との乖離があれば、乖離の原因を事業者と一緒になって検討し、見直しが必要であれば見直しを

行う。計画内容の中で、専門的な支援が必要な場合は専門家を活用し計画実現に向けて集中的に

支援を行う。また、計画を実施する上で資金手当てが必要になった場合は、日本政策金融公庫や

金融機関等の制度資金を積極的に活用し、事業者の持続的発展を促進する。毎年度末には計画実

施の検証にあわせ、次年度計画の見直しを行う。 
事業実施にあたって商工会だけでは対応が難しい課題への対応は、関係支援機関とのネットワ

ークや専門家派遣制度を活用するなどしてワンストップで支援を行う。 

また、実施支援の時間的制約等を解消することと、事業者が自律的にＰＤＣＡマネジメントサ

イクルを回せるような習慣づけを図るために、四半期ごとの実施支援の２週間前に計画内容に合

わせた「計画実施状況確認シート」を配布し、時間を取って「計画の達成度合い:Ｃ(評価)」と

「未達成の場合はその原因と自らが考える改善策:Ａ(改善)」を事業者自らが考えていただく。

シートは事前回収し、商工会では内容を確認するとともに支援機関として専門家派遣や他機関の

支援など、計画実実現のために必要な取組を検討した後に訪問し、事業者と一緒になって評価・

改善の方法を検討する。このことにより、事業者は事業内容と実施状況を余裕を持って振り返る

ことができ、商工会としても支援手段を検討する時間を確保することができ、より充実した計画

実施支援が可能となる。 

ＰＤＣＡマネジメントサイクルの中の（Ｃ：評価）については、計画の実施段階・評価時期に

より下図の内容で評価を行い(Ａ:改善)を事業者とともに検討し計画実施の質の向上を図ってい

く。 

 
 

 

 

 

また、補助金制度（持続化補助金、ものづくり補助金、県地域資源ファンド、事業承継補助金、

6次産業化補助金、創業補助金、邑南町農商工連携チャレンジ補助金等）や、展示会・商談会な

ど事業実施に役立つ支援策等の情報について適宜情報提供し、必要に応じて活用の支援を行う。 

 
≪この事業により期待する効果≫ 

計画された事業が実現しないと事業の持続的発展は図れない。経営状況の分析から事業計画策

定支援、実施支援を一連の流れとして当商工会が支援する事業者の支援計画である「個別企業支

援計画」に落とし込み計画的に支援していくことにより策定された事業計画の達成度合いが高ま

り、管内小規模事業者の持続的発展に繋がっていく。 

１ ．単年度 計画の途中 ( 行動評価 ) 
★ 
・ スケジュール通り実施できているか 
・ 実施できていない場合の原因は何 か 
・どう 改善すれば実施可能か 
・ もっと効果的・効率的な方法はないか 
・ やめた方が 良い取組みが あるか、その理由は何か 
・ 効果的 だった 取組 みが あるか、その理由は 等 

２ ．単年度 終了後 ( 目標評価 ) 
★ 期末は、年度目標達成度合いを 評価 
・ か 
・ 目標を達成するための 取組みであったか 
・ 達成しなかった 取組みは 次年度、どのように取組むか 
・ 効果的、効率的だった 取組みを 発展させる方法はない か 

３ ．計画期間終了後 ( 目的評価 ) 
★ 評価 
・ビジネスモデルを再構築できたか 

 ・持続的発展が図れたか 

目 的 評 価 
評価 

期中は、取組行動を評価 
年度目標は達成した 

計画最終年は、目的にどの程度近づいたか 

評価時期による評価の内容（いつ・何を評価するのか）

行動評価

目標評価 目標評価 目標評価 目標評価

目
的
評
価

行動評価 行動評価 行動評価 行動評価
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５．需要動向調査に関すること【指針③】 
＜目的＞ 

小規模事業者の扱う商品やサービスの需要動向を収集・整理し提供することにより、小規模事

業者の商品政策や品揃え計画などの販売戦略立案のための資料とする。 
＜第 1 期における取組と成果ならびに評価＞ 

小規模事業者の扱う商品やサービスの需要動向を収集・整理し提供することにより、小規模事

業者の商品政策や品揃え計画などの販売戦略立案のための資料として活用・提供した。 

各種情報媒体による情報収集・整理・分析・提供は全国的な売れ筋商品や新技術、消費者トレ

ンドなどの情報を各種新聞、業界紙、インターネット等により収集し整理。月 1回発行する広報

誌に掲載した他、広報配布時や巡回時に管内小規模事業者に提供し、品揃えや販売戦略立案時の

ヒントとして活用した。 

商勢圏実態調査は邑南町の各地域・商品別の地元購買率の推移等を整理・分析した。時系列の

変化が可能な調査項目について時系列に比較できるようグラフ化した。 

収集・加工・整理した需要情報を小規模事業者に提供することにより、小規模事業者は需要動

向を考慮した商品政策等、販売戦略立案のデータとして活用した。商勢圏調査結果は速報版を広

報配布時に会員に配布した他、最終の集計結果については広報へ 4回に渡って掲載するなど、消

費者ニーズに沿った店舗運営のための活用を促した。 

第 1期の需要動向調査として実施したそれぞれの調査事業や収集提供した情報は、一部の支援

対象事業者の事業計画策定支援や実施支援に活用はされたが、全般的には支援対象事業者が曖昧

であり、特定の事業者、あるいは特定の事業者が扱う商品・サービス等を意識した調査とはなっ

ておらず、どちらかと言えば多くの事業者が活用できそうな調査事業が中心であったため、第 2

期目では対象事業者を特定し、それらの事業者の事業計画策定時や実施時に有効な情報に絞って

提供していく。 

▶ 情報提供数 

内 容 27 年度 28年度 29年度 30年度予定 4年累計予定 

商工会広報誌提供 1件 3件 3件 4件 11件 

商工会ＨＰ提供 1件 3件 3件 4件 11件 

商政圏実態調査 330件 ― ― ― 330件 

合 計 332件 6件 6件 8件 352件 

 
＜第 1 期の評価を踏まえた今回の申請おける取組の方向性＞ 

第 2期目では事業計画策定・実施支援において「詳細な実行計画」の策定支援をすることとし

ているので、支援対象事業者の各社が「詳細な実行計画」に落とし込め、また、実施支援に具体

的に活用できる需要動向調査を実施する。 

 

①各種情報媒体による情報収集・整理・分析・提供【継続】 

▶ 支援対象事業者 

事業計画策定支援・実施支援対象事業者 

▶ 収集・整理・分析・提供する情報 

全国的な売れ筋商品や新技術、消費者トレンドなどの情報を提供する。情報を収集する際は、

情報提供対象事業者に有用と思われる情報を意識して収集するが「どのような情報が」「いつ活

用できるか」想定できない場合もあるので、情報収集の際は情報内容をあまり絞り込まず収集し、
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項目別・内容別に整理しておき、事業計画策定・実施支援の際にケースバイケースで随時提供し

ていく。 

提供する情報は以下の媒体からの情報を基本として、「どのような情報を」「どのような活用

を想定して」について項目別・内容別に整理しておき、支援対象事業者に情報提供した際も「ど

のように活用したか」も整理しておく。 

資料名 内容 調査目的 

家計調査 ・消費項目別の 1ヶ月の支出 ・消費者の消費行動・嗜好の変化 

日経テレコム POSEYES ・POS情報分析 ・最新の消費動向・品揃え活用 

工業統計調査 ・品目別出荷額 ・製造業の需要動向の把握 

日経 MJ 

日本経済新聞 

業界紙 

・流行商品、新技術 

・新商品 

・消費者のトレンド 

・品揃え活用 

・提供するサービスのヒント 

・消費者意識 

新設住宅着工件数 ・地域別住宅着工戸数 ・地域別の住宅需要 

▶ 活用方法 

事業計画策定支援の際の外部環境の資料として活用する。また、計画実施支援の際の参考情報

として支援対象事業者へ提供し、需要動向を意識した品揃えやサービスの提供を促しいていく。 

▶ 調査目標数 

内 容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 計 

提供事業者数  25件 25件 25件 25件 25件 125件 

提供頻度  随時 随時 随時 随時 随時 ― 

 

②商勢圏実態調査の実施【とりやめ】 

島根県全域で実施している調査であり、特定個社の支援には結び付けにくいため本事業として

は取りやめる。 

 

③地域消費者に対するアンケート調査【新規】 

（１）既存顧客アンケート調査  

▶ 支援対象事業者 

事業計画策定支援・実施支援対象事業者のうち「小売業者（食品小売業）」「サービス業者（飲

食業・理美容業）」  

▶ 調査の目的 

管内の小規模事業者は、同一業種であっても品揃えや提供するサービスは様々であり、対象と

している商圏並びに顧客層も異なっている。そのため、一般的な消費性向に基づく現状の需要動

向調査だけでは、個社の支援を行う際に、新たな事業展開や販路開拓等を可能とする事業機会を

逸してしまう場合がある。  

小規模な小売、サービス、飲食事業者は感覚的には自店の顧客の状況をわかっていると思うが、

実際に目に見える形で顧客の状況を把握している事業所はほとんどない。自店の顧客動向を把握

するためには、既存の顧客に対してアンケート調査を実施し顧客がどのように自店の商品やサー

ビスを評価しているかを把握することが重要である。  

当商工会は各個店に応じたアンケートを作成し、各個店の需要動向情報の収集を行う。  

▶ 目標  

毎年、事業計画を策定支援する事業者のうち、管内消費者を主要顧客とする小売業者、サービ

ス業者の中から 3者選定し実施（5 年で 15者の調査を実施）  
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内 容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 計 

既存顧客アンケート調査

結果情報提供・個社支援数 
未実施 

3件 3件 3件 3件 3件 15件 

調査目標数 
3 件×30 枚 

90件 
3 件×30 枚 

90件 
3 件×30 枚 

90件 
3 件×30 枚 

90件 
3 件×30 枚 

90件 450件 

▶ 調査を行う項目  

・顧客属性（年代、性別、家族構成、居住地）  

・利用状況（来店頻度、交通手段、購入品目、来店理由）  

・利用上の不便、不満、困りごと、商品やサービスへの要望  

▶ 調査・分析の手段  

・事業主が来店者へアンケート調査を依頼する。  

・アンケートの内容は、店舗ごとに事業者の意見等も反映した内容で商工会が作成する。  

・分析は商工会で集計し、個社に提供する。  

▶ 調査結果の活用  

・分析結果を、アンケートを実施した個社に提供する。  

・既存の商品と顧客ニーズのギャップを明確にし、商品の品揃え、差別化、付加価値等の見直

し、検討を行う。  

・自店の強みを明確にし、事業の方向性を明確にすることに活用する。  

・事業計画策定や見直しの際に活用すると同時に策定後の実施支援にも併せて活用する。  

 

（２）新規顧客を獲得するための業種別アンケート調査  

▶ 支援対象事業者 

（１）の既存顧客アンケート調査実施事業者 

▶ 調査の目的 

（1）の「既存市場拡大を目的とした個別アンケート調査」では既存顧客に対して、各個店の

商品やサービス等の評価をして頂き、既存顧客のニーズを踏まえた事業計画等の資料として活用

するものであるが、新規顧客を獲得するためには既存顧客以外の現在個店を利用頂いていない潜

在的な顧客ニーズも把握する必要がある。このことにより、未利用顧客のニーズを踏まえた商品

やサービスの提供を検討・計画し、今まで利用頂いていない新たな顧客開拓に繋げていく。  

▶ 目標  

事業計画を策定支援する事業者のうち、管内消費者を主要顧客とする食料品小売業・飲食業・

理美容業に関して各年１回で計画期間中 3回の調査を実施する。  

内 容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 計 

業種別アンケート調査実

施回数（食料品小売業・

飲食業・理美容業） 未実施 
1回 1回 1回 ― ― 3回 

調査目標数 50件 50件 50件 ― ― 150件 

▶ 調査を行う業種  

・小売業(食品小売業)  

・サービス業(飲食業・理美容業)  

▶ 調査を行う項目  

（全般的な調査項目）  

・回答者属性（年代、性別、家族構成、居住地等）・店舗選択の際に重視する点・店舗や商品・

サービスの情報収集手段・買物の支払い方法(現金・クレジット等) 
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（業種別の調査項目(案):詳細は支援対象事業者と協議の上決定）  

〇食料品小売業 → 肉・野菜・魚介の食材でよく購入する種類、部位。有機野菜や低糖質食品

などの健康を意識した食材の購入実態。組み合わせ陳列商品の購入意識。レシピシートの影

響による食材購入実態等。  

〇飲食業 → よく食べる外食の種類。食材の安全性に対する意識。送迎・テイクアウト・出前

に関する要望等。  

〇理美容業 → 理美容以外にあったら利用したいサービス・ポイント制度や特典に関する意

識。出張理美容に対する要望等。  

▶ 調査・分析の手段  

・アンケート調査に協力頂く地域住民を、行政機関や町内会、婦人会、金融機関等の各種団体

を通じて募集する。協力して頂ける地域住民の中での対象者の選定に当たっては 1)の既存

顧客アンケート実施事業者の現在の顧客また、今後ターゲットとしたい顧客の属性を確認の

上、事業者の主要顧客等とマッチした対象者を選定し実施する。  

・アンケートの内容は、商工会が事業者と協議の上、作成する。  

・分析は商工会で集計し、個社に提供する。  

▶ 調査結果の活用  

・分析結果を関係する業種を経営する支援対象事業者に提供する。  

・地域住民ニーズを確認し、潜在的な商品の品揃え、差別化、付加価値等の見直し、検討を行

う。  

・自店の強みを明確にし、事業の方向性を明確にすることに活用する。  

・事業計画策定や修正に活用すると同時に策定後の実施支援にも併せて活用する。  

 

≪この事業により期待する効果≫ 

小規模企業者への需要動向情報の提供により、商品やサービス政策に対する選択肢の多様化が

図られるとともに、【指針②】の事業計画策定支援の際の販売戦略策定のための資料として活用

できる。 

事業者自身の販売する商品やサービスと需要動向の各種情報を比較することにより、消費トレ

ンドや消費者ニーズとの乖離が確認でき、消費トレンド等にマッチした品揃え等実施することに

より需要の開拓が期待できる。 

 

 

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】 
＜目的＞ 

販路拡大を目指す小規模事業者を支援することにより対象事業者の経営の発展を図るととも

に、域外マネーの獲得と地域における経済波及効果の拡大を目指す。 

＜第 1 期における取組と成果ならびに評価＞ 

①展示会等の情報提供と商品改良支援 

物産展・見本市及びふるさと寄附・10 社会ギフト・展示即売会等の販路開拓のための情報提

供を広報・ホームページ等により行い、展示即売会等への出店に繋げた。 

 食品製造事業者を対象とした販路開拓支援では、広島市の三越広島店やフレスタ上天満店で展

示即売会を開催、東京では、千代田区のちよだいちばで「ちよだいちば邑南町フェア」の開催や、

JR 有楽町駅や NEC 玉川事業場での展示即売会へ出店、販路開拓に繋げた。また、町内の食品製

造事業者を一堂に紹介したパンフレットを作成し、展示即売で配布し PRを行った。そして、「ち

よだいちば邑南町フェア」では消費者アンケートを実施、結果を取りまとめ関係事業者にフィー

ドバックし、商品のブラッシュアップや新商品開発の参考として頂いた。 
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▶ 展示会等の情報提供と商品改良支援実績 

内 容 27年度 28年度 29年度 30年度予定 4年累計予定 

全国物産展・しまね

フェア出店企業数 
10件 37件 34件 4件 85件 

広島での展示即売会 

三越・フレスタ 
 

 1件 

委託販売 

 5件 

売上 447千円 

9件 

売上 695千円 

15件 

売上 1,142千円 

東京での展示即売会 
ちよだいちば邑南町フェア 

― 
15件 

売上 352千円 

13件 

売上 253千円 

18件 

売上 236千円 

46件 

売上 841千円 

東京での展示即売会 
JR 有楽町駅オータムマルシェ 

― 
 5件 

売上 495千円 

 5件 

売上 673千円 

5件 

売上 680千円 

15件 

売上 1,848千円 

東京での展示即売会 
NEC玉川事業邑南町 

― ― ― 
13件 

売上 485千円 

13件 

売上 485千円 

食製造事業者紹介パ

ンフレット 
― ― 19件 ― 19件 

合 計 10件 

延 58件 

（15 事業者） 
売上 847千円 

延 76件 

（19事業者） 
売上 1,373 千円 

延 49件 

（20事業者） 
売上 2,096 千円 

延 193件 

（20事業者） 
売上 4,316 千円 

▶ 展示即売会等の概要 

広島での展示即売会 

フレスタ上天満店展示即売会 

邑南町内や県内の農林水産物等を活用して製造している食品

製造事業者が、フレスタ上天満店店頭においてこれらの商品を

一堂に会し、販路拡大や消費者への商品 PRを行う。 

東京での展示即売会 

ちよだいちば邑南町フェア 

邑南町内で生産される農産品や町内事業者が製造される食品

加工品を「ちよだいちば」（東京都千代田区）で委託販売し、

販路拡大や首都圏の消費者への商品 PR と消費者アンケートを

行い、あわせて邑南町の情報発信を行う。 

東京での展示即売会 

JR有楽町駅オータムマルシェ 

ちよだフードバレーネットワークは、農商工連携による市町村

と千代田区の交流の促進と会員相互の連携を図ることを目的

とする団体で、本会参加自治体・地域が一堂に会し、地域の食

材・メニュー・商品を試食、販売、提供するもので、邑南町内

で生産される農産品や町内事業者が製造される食品加工品を

販売し、販路拡大や首都圏の消費者への商品 PRを行う。 

東京での展示即売会 

NEC 玉川事業邑南町 

NEC 女子バレー部と邑南町の交流を活かし、NEC 玉川事業場内

での特産品販売会を行い、合わせて NEC社員限定のネット販売

へ繋げる為の商品 PRを行う。 

食製造事業者紹介パンフレッ

ト 

町内の食品製造業者の柱となるこだわりの商品と事業所を一

堂に紹介し、多様な商品と多くの事業者を掲載することで、情

報発信力や邑南町全体のブランド力を高めていく為に、食品製

造業者の紹介パンフレットを作成、首都圏等への販路の開拓に

活用。 
 

②ギフトカタログを活用した地域内需要等の獲得 

複数の食品製造業者が多種多様な商品を持ち寄り、それぞれの持つ顧客情報を共有しながら商

品認知度を高めるために、共同販売のためのギフトカタログを年 2 回（夏 7 月～9 月・冬 11 月

～1月）作成した。地域内住民の方が、地域外住民への贈答品として利用することにより、邑南

町産商品の良さを日本全国に知ってもらい、ギフトカタログ商品以外の商品も地域外への販路拡

大を図る目的で実施した。 
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ギフトカタログは、邑南町及び近隣住民を対象とした新聞折り込みと、邑南町内で最大規模の

宿泊施設「いこいの村しまね」の客室での PR活動及び販売を行った。そして、平成 29年からは、

地元金融機関である山陰合同銀行本支店及び関連会社で、平成 30 年度から島根中央信用金庫本

支店で配布してもらうことにより、更に広く PRが可能となった。 

平成 27 年夏には商品掲載企業 10社であったが、平成 30年夏には 19 社と大幅に増加。出店者

数が増加したことにより掲載アイテム数も増加し、ギフトカタログとしての魅力が高まり、ギフ

ト商品としての選択肢も広がったことにより、売上の増加に繋がった。しかし、集客施設での商

品販売は現在年間で 16件と想定数を下回る結果となった。 

▶ ギフトカタログを活用した地域内需要等の獲得実績 

内 容 
27年度 28年度 29年度 30年度予定 

4年累計予定 
夏 冬 夏 冬 夏 冬 夏 冬 

ギフトカタログ

参画事業者数 
11件 13件 16件 19件 延べ 59件 

ギフトカタログ

掲載事業者数 
10件 10件 13件 12件 14件 15件 19件 16件 延べ 109件 

参画事業者売上 

（単位：千円） 
1,315 1,326 2,146 2,517 2,685 3,160 3,800 3,520 20,469 

一企業平均売上 

（単位：千円） 
132 133 165 210 192 211 200 220 182 

 

③ＩＴ活用支援 

SHIFT やネット通販の情報提供を行うとともに、自社でホームページの作成を目指す事業者に

あっては、専門家や持続化補助金・町補助金を活用し、自社商品の情報発信や販路開拓に繋がる

よう支援を行った。 

内 容 27年度 28年度 29年度 30年度予定 4年累計予定 

SHIFT・日本セレクト

等ネット販売支援 
 5件  3件  7件 4件  19件 

 

④施策の活用による販路開拓支援 

県外に向けての販路開拓を行う為の費用や、新商品開発のパッケージデザイン・商標登録等の

費用について、邑南町チャレンジ補助金や国・県の補助金を積極的に活用し支援を行った。また、

邑南町が平成 28年 5月に東京都千代田区に、「邑南町東京 PR センター」を開設した。専任職員

を配置し、首都圏での食と農を切り口にした町づくりの情報発信や、移住や企業との連携などを

進め、町の活性化につなげる取組みを行っており、連携をしながら町内の食品製造事業者の販路

開拓支援を行った。 

 第 1期目の取組みとしては目標としていた成果を達成出来たと考えているが、商談により定期

的な取引が可能となった件数は少なく、第 2期目の取組みにあたっては、商談の成立件数が増加

するよう取組みを行う。 

▶ 施策の活用による販路開拓支援実績 

内 容 27年度 28年度 29年度 30年度予定 4年累計予定 

持続化補助金 12件 36件 14件 24件  86件 

ものづくり補助金  2件  2件  1件  2件   7件 
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邑南町チャレンジ補助金  4件  4件  1件  3件  12件 

地域資源等県補助金  0件  6件  3件  1件  10件 

合 計 18件 48件 18件 30件 114件 

 

＜第 1 期の評価を踏まえた今回の申請おける取組の方向性＞ 

 第 2期目の取組みについても、第 1期の取組みを継続して行うこととするが、町内には多くの

飲食店があり、町が進めている「A級グルメ」の取組みにより飲食業の創業者も多く、町外から

の観光客の誘客を図る必要もあることから、飲食店の販路開拓支援も重点的に行う。 

販路拡大を目指す小規模事業者は、事業規模や生産力・経営者の販売ノウハウ等の経営資源等

が異なる。第 2期目では販路開拓に意欲的な小規模事業者に対しては事業者ごとに個別の調査と

指導の徹底を図り、販路の開拓に取り組む必要がある。 

また、食品製造事業者の販路拡大に伴い、生産体制の整備・生産能力の拡大等についても支援

していかなければならないが、この対応としては事業計画策定支援時に設備投資計画・人材確保

計画・資金手当て・補助金等の活用を視野に入れて計画し、計画の遂行状況を確認しながら支援

していく。計画的な経営により需要と供給のバランスを取りながら販路拡大を目指す。 

 

①展示会等の情報提供及び開催と商品改良支援【継続】 

食品関連事業者を対象にした、広島市・東京等での販路開拓支援を第１期に引続き行う。 

広島市での展示即売会では、広島市に本社があるスーパーマーケットチェーンの㈱フレスタの

協力を頂き、店舗店頭において展示即売会を実施、商品の販売と PR を行う。また、同店のバイ

ヤーにも来店してもらい、商談に繋げる。 

東京での展示即売会では、ちよだいちば・JR 有楽町駅において、関係機関と連携し展示即売

会を実施する。販路開拓支援にあたっては情報提供だけでなく、出品商品等の評価が行えるよう

にアンケート調査の提案や調査結果の集計・分析・評価を事業者と一緒になって行うことにより、

消費者ニーズに合致した商品改良等の支援も行っていく。 

NEC 事業場における展示即売会では、関東以外にも工場は全国にあり、工場内の食堂運営等を

行っている㈱NECライベックスと開催場所の協議を行い開催し、店舗での定番商品化と社員用ネ

ット通販への導入に繋げる。 

▶ 目標  

内 容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 計 

広島での展示即売会 

フレスタでの展示即売会 
7.6件 10件 10件 10件 10件 10件  50件 

東京での展示即売会 
ちよだいちば邑南町フェア 

15.6件 16件 17件 18件 19件 20件  90件 

東京での展示即売会 
JR 有楽町駅オータムマルシェ 

5件  5件  5件  5件  5件  5件  25件 

東京での展示即売会 
NEC 玉川事業邑南町特産品即売会 

10件 10件 11件 12件 13件 14件  60件 

展示即売会売上目標 

（単位：千円） 
 2,000 2,100 2,200 2,300 2,400 11,000 

商談成立件数  3件 3件 3件 3件 3件 15件 

 

②ギフトカタログを活用した地域内需要等の獲得支援【継続】 

第 1期の取組みに引き続き、夏と冬の年 2回、ギフトカタログの発行を行い、販路拡大を目指
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す。新聞折込みは、現在の邑南町及び近隣地域への折込みは継続し、取扱店は町内の既存 10 店

舗に加え、近隣の邑智郡川本町と浜田市旭町で 1 店ずつ確保し、12 店舗での体制とし利便性を

高める。 

また、現在は各事業所単位での販売商品となっているが、次回からは各事業所の商品を組合わ

せた商品ギフトの企画も行い、ギフトカタログの魅力を高めていく。 

職域での販売は、山陰合同銀行・島根中央信用金庫にあわせて、平成 30年度に NEC 事業所内

での即売会を実施した。NECの福利厚生を担当する NEC ライベックスに協力を仰ぎ、カタログ設

置場所を増設し、販路の拡大を図る。 

また当町には、スキー場や温泉、道の駅やいこいの村（宿泊施設）など集客力のある観光・レ

クレーション施設等が備わっており、このような集客施設には、県外からの観光客も多くあり、

売店等でギフトカタログの取扱いが出来るようにし、更に販路の拡大を図る。 

▶ 目標  

内 容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 計 

ギフトカタログ参画事業

者数 
14.7件 20件 21件 22件 23件 24件 110件 

総売上目標（単位：千円） 5,845 8,400 9,030 9,680 10,373 11,088 48,571 

一企業平均売上目標 

（単位：千円） 
  403   420   430   440    451    462    441 

 

③「邑南町飲食店マップ」の制作【新規】 

▶ 目的 

邑南町における創業の特徴の一つとして、「食」関連事業があり飲食店の開業も多い。そして、

町内には既存の飲食店も多くあり、個性的なものも少なくない。このような状況の中で、邑南町

民や邑南町へビジネス・観光目的で訪問される方々に対して、その特徴を PR し回遊性を高める

ことにより、地域全体の飲食店が活性化することを目的とする。 

▶ 現状の課題 

個々の飲食店にはそれぞれ愛着を感じて利用してもらえるファンが多く存在する。ただ、「食」

をテーマとしたまちづくりを推進している邑南町にとって更にファンを確保するためには、町

民・来訪客問わず積極的に PR を行い、多くの飲食店へ回遊し利用してもらえる仕組みづくりが

必要となる。特に、近年創業者が相次ぎ認知度の低い店舗も見受けられ、PR 強化策が求められ

ている。 

▶ 取組内容 

邑南町内の飲食店を対象として、「邑南町飲食店マップ」をインターネット上に開設する。こ

こには、企業の基礎データやおすすめメニューの他、飲食店が簡単に更新できるようにして日替

わり情報やサービス等を随時アップできるようにする。パソコンはもとよりスマートフォンで閲

覧できるように設計し、利便性を高める。また、新たな飲食店が開業すれば、随時更新し追加を

していく。 

また、回遊性を高めるイベント等を企画、ホームページや近隣市町村へチラシ等で周知し、新

規顧客の開拓と回遊による売上の増大を図る。 

▶ 期待する効果 

 町内の飲食店の認知度向上と、回遊性を高めることで来店客数が増え売上の増大に繋がる。ま

た、町が進めている“Ａ級グルメ”の取組みにも繋がり、起業家の育成・誘致、地域産品の販路

拡大・ブランド化、就農促進、観光客誘致などへの波及効果も見込める。 
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▶ 目標  

内 容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 計 

飲食店マップ掲載事業

者数 
無し 15件 16件 17件 18件 19件 85件 

 

④ＩＴ活用支援【継続】 

巡回指導などで、県内外への情報発信に意欲的に取組む製造業者や小売店・サービス業等、新

規事業者などの業者を毎年 2者選定。商品の販売や企業紹介など売上に繋がるＨＰを作成しイン

ターンネットでの販路の拡大に取組む。目標売上は毎年 2％のアップを目指す。ＨＰの作成に関

しては売れ筋商品や業界動向などの情報の収集もとより、インターネット販売に関する専門家に

よる検索キーワード対策や閲覧履歴の解析などの指導など、ＨＰ作成後の活用の仕方についても

指導する。  

▶ 目標  

内 容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 計 

支援対象事業者数 2.7件 2件 2件 3件 3件 3件 13件 

支援内容 

ホームページ等の作成・リニューアル支援 

需要動向等の情報提供 

ネット販売のノウハウ提供 

売上（対前年比） 作成後対前年比毎年 2％アップを目標 

 

⑥施策の活用による販路開拓支援【継続】 

平成 26 年度に邑南町と協議し、積極的な事業活動を実施する町内の事業者に対し、その事業

に要する経費の一部を補助する「邑南町農林商工チャレンジ支援事業補助金」が創設され現在活

用を行っている。販路開拓や新商品開発・パッケージデザイン等に係る経費の一部（1/2助成）

を補助する制度で、この施策を積極的に活用し支援を行っていく。 

また、国や県でも販路開拓のための施策があり、より効果が上がるよう施策を積極的に活用し

ていく。 

関東方面への販路開拓では、邑南町が平成 28 年 5 月に東京都千代田区に開設した「邑南町東

京 PR センター」と連携し、飲食店・食品スーパーへの販路開拓やマスコミへの情報提供、展示

即売会等の実施について、食品製造事業者を中心に引き続き支援を行っていく。 

▶ 目標  

内 容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 計 

施策の活用事業者数 28.5件 30件 30件 30件 30件 30件 150件 

 

≪この事業により期待する効果≫ 

第１期の取組みでは主に食品製造業の販路拡大を目指し計画したが、具体的な商談設立の件数

は少数となった。原因は企業の経営規模や経営状態、また取扱商品の配送や鮮度の問題に起因し

たが、第 2期目では事業所の生産規模や保有ノウハウ等の経営資源等に見合った販路開拓支援を

目指す。販路開拓に直接関係する商品等の需要動向情報の収集・提供を行うとともに、支援先別

に支援内容・支援スケジュールを定め、また、商工会連合会等の支援機関や専門家と連携を図る

など、販路拡大を目指す意欲的な小規模事業者のために寄り添った指導で販路の開拓を図る。 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組み 
＜目的＞ 

販路拡大を目指す食品製造関連事業者の商品のブラッシュアップと統一した邑南ブランドに

よる域外マネーの獲得、農業生産者との連携による地域への経済波及効果の拡大と、地域資源等

を活かした起業家の育成・排出を目指す。 

＜第１期における取組内容と成果ならびに評価＞ 

①邑南町起業支援センターとの連携 

《取組内容》 

起業家育成のため平成 27 年 5 月に邑南町に【邑南町企業支援センター】が立ち上げられ、平

成 29 年 12月には【邑南町しごとづくりセンター】に組織替えとなった。 

現在、邑南町役場担当課である商工観光課を含めて毎月連絡会議を実施し、地域内創業案件等

の情報交換を行っている。 

《成果と評価》 

邑南町しごとづくりセンター並びに邑南町商工観光課と定期的に情報交換をすることにより、

創業予定者の創業支援がスムーズに行えたほか、当会の関与が少なかった農林事業者との連携強

化が可能となった。 

第 2期の計画では、創業案件等の相談について、個別具体的な内容については連携が取れず、

相談者・企業にとっては同じ内容の相談を複数回する事案が発生したこともあり、情報交換をよ

り密に行っていく。 

 

②起業家育成と起業支援 

《取組内容》 

邑南町が主催する創業セミナーへ参加し、受講者の創業計画の発表を聴講、セミナー終了後に

独立開業希望者の対応を随時行った。 

《成果と評価》 

企業家数は 4年間累計で 22件（予定）と当初目標数の 8件を大幅に上回る実績となり、邑南

町の起業者育成と当会の支援が効果的に行われた成果と考える。 

第 2 期の計画では、引き続き創業支援を行っていくとともに、地域住民が減少し消費者ニーズ

が多様化するなど経営環境が厳しい中で、事業継続をしていくためのフォローアップを積極的に

行って行く。 

内 容 27年度 28年度 29年度 30年度予定 4年累計予定 

起業家数 5件 5件 9件 3件 22件 

 

③農商工連携の推進 

《取組内容》 

邑南町の基幹産業である農業生産物の多くは原型出荷であり、商品価値を上げていくために食

品製造業者との連携により付加価値を生み出せるよう、企業者に商品提案等を行った。 

《成果と評価》 

実績累計数は 5件（4年間予定）と当初目標数の 9 件を下回る結果となったが、邑南町のマス

コットを焼き印し町内のブルーベリーを活用した商品や、地域の食材と近隣の浜田市の天然塩を

利用したフレーバーソルトは、道の駅や観光施設で手土産品として販売が好調となっている。ま

た、これらの商品は、当会が作成しているカタログギフトへの掲載しギフト需要への対応や、邑

南町のふるさと納税返礼品として採用が決定しており、販路の拡大に繋げている。 

しかし、連携した原材料の価格が他地域と比較し高価だったため、商品価格に跳ね返り他地域
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の同様な商品と比較され支持を得ることが出来なかったものや、農業生産物の数量が限定的で、

商品製造数が限られてしまうものがあり、課題となっている。 

内 容 27年度 28年度 29年度 30年度予定 4年累計予定 

農業者との連携 2件 1件 1件 1件 5件 

 

④邑南町ブランドの確立 

邑南町ブランドの確立では、パッケージデザイン等の統一化も検討したが、費用負担や商品内

容（清酒・和洋菓子・精肉等々）が様々あり、共通デザインをどのようにしていくか協議中であ

る。ギフト商品として 1社、自社商品と参加企業の関連商品を組み合わせたものを掲載しており、

統一化の方向性として、多企業による詰め合わせギフト商品を今後も検討していく。 

 一方で、ギフトカタログの売上を今後さらに伸ばしていく為には、既存の販路以外、例えば他

地域での販売をどのようにしていくかが課題となる。あわせて、集客施設（いこいの村しまねの

宿泊客）での販売については、宿泊客のチェックアウト時に商品の受渡しを可能とするなど、顧

客の利便性を高めていく必要性がある。 

 

⑤Ａ級グルメの取組み 

《取組内容》 

邑南町で生産される良質な農林生産物を素材とする「ここでしか味わえない食や体験」を“Ａ

級グルメ”と称し、地元産品の販売やＰＲを目的とした「Ａ級グルメ」のイベントを、当会が取

りまとめ役となり、町・観光協会・地元企業と連携し「邑南町食と神楽のフェスタ」を平成 27

年度から平成 29年度まで開催した。 

《成果と評価》 

町内の食品関連製造事業者が出店、出店者数は当初の目標を下回ったが、来場者は近隣の広島

県や町内外から 2,500人から 3,000人の来場があり、出店した企業は商品の PRを積極的に行う

など、売上の増大に繋げた。 

 

＜第 1 期の評価を踏まえた今回の申請おける取組の方向性＞ 

第 1期に引き続き、販路拡大を目指す食品製造関連事業者の商品のブラッシュアップによる域

外マネーの獲得、農業生産者との連携による地域への経済波及効果の拡大と、地域資源等を活か

した起業家の育成・排出を目指す。 

さらに、事業承継の推進や近年開業が増えている飲食業の支援強化として「食のまち邑南町」

の存在を地域内外で PRすることで、地元消費喚起とともに域外資金の獲得を積極的に目指す。 

 

①邑南町しごとづくりセンターとの連携【継続】 

平成 29年 12 月に、人口減少に歯止めをかけるため、新産業育成の担い手や起業家の育成を目

的に設立され、町内の農・商工業者や企業予定者の支援を行っている。センター長は公認会計士

の専門家が委嘱されており、売上アップに向けた支援を得意としており、経営計画策定や策定後

の実施支援で連携を図っていく。 

また、連携にあたっては第 1期の計画での課題を踏まえ、センター長も出席する毎月開催の役

場との連絡会議で、情報共有や連携の内容について協議し改善を図る。 

 

②起業家育成と起業支援【継続】 

邑南町が行う人材育成事業へ参画し、参加者の中の起業予定者の情報収集を積極的に図り、次

世代につなぐ人づくりと起業家の輩出支援を行っていく。 

起業にあたっては、邑南町に推進している「食」に関する飲食店や食品製造事業もあり、ター
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ゲットとなる地域住民が減少している中で、事業継続をしていく為の一つとして地域外からも誘

客が重要となることから、需要動向調査や経営計画策定・実施支援を行い、スムーズな事業運営

が出来るよう支援を行って行く。 

▶ 連携先 

名  称 内   容 

邑南町 創業者情報共有、支援施策活用 

邑南町しごとづくりセンター 創業者情報共有、創業支援 

金融機関 創業者情報共有、金融支援 

財団法人しまね産業振興財団 

（よろず支援拠点） 
創業者情報共有、創業支援 

島根県商工会連合 創業支援、専門家派遣 

 

③事業承継の推進【新規】 

 当会が平成 29 年度に行った事業承継のアンケート結果では、経営者の年代は 60 歳以上が 7

割と多く、5年以内に事業を譲りたいと考えている経営者が 6割となっている。多くの事業者が

事業承継を迎えようとしている中で、スムーズに事業承継が行えるよう支援を行っていく。 

 支援にあたっては、島根県の事業推進員や「邑南町しごとづくりセンター」との連携を図り、

必要があれば専門家を活用しながら支援を行っていくほか、後継者不在で事業継続の意思のある

事業所にあっては、島根県事業引き継ぎセンターへ繋げＭ＆Ａに向けた支援も行っていく。また、

邑南町事業承継連絡会議においては、事業承継に関する情報交換を行い、対象事業者の情報共有

や支援体制の構築に向けた協議を行っていく。 

 そして、事業承継の中では事業を引継ぐ側の人材育成も重要で、青年部を中心にした事業承継

セミナーを開催し、後継者の育成も図っていく。 

▶ 連携先 

名  称 内   容 

島根県 事業承継者情報共有、事業承継推進コーディネーター支援 

邑南町 事業承継者情報共有、支援施策活用 

邑南町しごとづくりセンター 事業承継者情報共有、事業承継支援 

金融機関 事業承継者情報共有、金融支援 

財団法人しまね産業振興財団 

（よろず支援拠点） 
事業承継者情報共有、事業承継支援 

島根県商工会連合 事業承継者情報共有、事業承継専門員の支援、専門家派遣 

 

④農商工連携の推進【継続】 

引き続き邑南町一次生産物の付加価値を生み出すために、食品製造事業者をはじめとして、飲

食事業者・宿泊関連事業者への情報提供を行い、新商品開発と既存商品のブラッシュアップを目

指す。 

▶ 連携先 

名  称 内   容 

邑南町 食の学校・農の学校の取組み情報共有、支援施策活用 

邑南町しごとづくりセンター 町内の農業者情報共有、新商品開発・連携支援 

島根県農業協同組合 県内農業生産者情報共有 

財団法人しまね産業振興財団 

（よろず支援拠点） 
県内の農商工連携情報共有、新商品開発・連携支援 

島根県商工会連合 県内の農商工連携情報共有、新商品開発・連携支援、専門家派遣 



- 38 - 

 

⑥Ａ級グルメイベントの開催【継続・リニューアル】 

従来開催していた「食」と「伝統芸能」のイベントについて、テーマを「食」のみに絞り込み、

イベントの再構築を目指す。特に農商工連携につながる地元食材の提供に力を入れ、参加者間で

の融合が新たな商品開発につながることを期待する。 

▶ 連携先 

名  称 内   容 

邑南町 食の学校・農の学校の取組み情報共有、新商品開発支援 

邑南町しごとづくりセンター 食品製造事業者の新商品開発支援 

邑南町観光協会 イベント周知・運営 

山陰中央新報社 イベント周知・広報 

 

 

 

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み 

 

１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

 
＜第1期における取組と成果ならびに評価＞ 

①「邑南町起業支援センター」との連携による情報交換 

 邑南町の起業者の輩出及び地元雇用者の拡大に向け、各関係機関が連携し起業者の育成を図る

為の情報交換を行った。 

  ・構 成：邑南町、邑南町観光協会、邑南町商工会、田舎ツーリズム推進協議会、金融機関、

ＪＡしまね島根おおち地区本部、矢上高校、起業者 

・会 議：毎月 1回 

・内 容：起業者の情報交換及び施策の立案や活用、支援内容等について協議。 

邑南町起業支援センターは、平成 29年 12 月には「邑南町しごとづくりセンター」に組織が変

更となったが、引続き連携し起業者の情報交換を行いながら、起業者の育成や支援内容について

協議を行い、事業期間で起業数 22件の実績に繋げた。 

 

②他の商工会との支援ノウハウ等の情報交換 

 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において、他の商工会と小規模事

業者や需要の動向や支援ノウハウ等について情報交換を行い、伴奏型支援の情報共有に役立たせ

た。 

 

③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も情報交換

し、支援に役立つ情報の収集を行い金融支援に役立たせた。 

 

④島根県西部県民センター商工観光部、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い、伴奏型支援に役立

たせた。 
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⑤ハローワークとの連携 

 管内の就業動向等について情報交換し、地域内の求人状況や雇用動向について把握が出来た。

また、労務関係の各種助成制度についての情報収集により、労務関係に関する支援ノウハウの向

上が図られた。 

 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 

関係支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換を行うことは、支援の幅が広がり小

規模事業者の持続的発展に役立つことから、今後も継続して、支援機関等と連携を図り支援ノウ

ハウ等の向上を図る。 

 
＜事業内容＞ 

①「邑南町しごとづくりセンター」との連携による情報交換【継続】 
  ・目 的     邑南町内の企業の経営安定や革新を図るとともに円滑な事業承継を進

め、併せて起業・創業を支援していく為の協議・情報交換。 

  ・構 成     邑南町商工観光課・邑南町しごとづくりセンター 

  ・会 議     毎月１回 

  ・内 容     事業の維持拡大のための経営革新や新分野進出、事業承継や起業・創業

に関する個別協議の支援方法及び具体的支援施策等の協議。 

・期待する効果  邑南町しごとづくりセンターが有する情報や支援ノウハウ等を共有する

ことにより、地域ぐるみで管内事業者を支援する。 
 

②島根県商工会連合会・商工会との連携【拡充】 

  ・目 的     島根県商工会連合・商工会議所・商工会とのネットワーク活用による情

報交換。特に経営発達支援計画と事業承継支援について、各機関がどの

ように進めているか情報交換を行う。 

  ・構 成     島根県商工会連合会・商工会 

  ・会 議     ２ヶ月に１回 

  ・内 容     日常の業務において、相互の支援スキル等に関する意見を積極的に交換

し、支援ノウハウを習得する。 

  ・期待する効果  他の支援機関の連携や情報交換を行うことで、支援ノウハウの等の向上

を図る。 

 

③金融機関との連携【継続】 

・目 的     金融機関との情報交換や支援ノウハウ等の共有。 

・構 成     山陰合同銀行川本支店・島根中央信用金庫石見支店 

島根中央信用金庫瑞穂支店・日本政策金融公庫・島根県信用保証協会 

・会 議     その都度 

・内 容     事業者の金融支援における日常業務やバンクミーティングにおける情報

交換や、政策公庫及び保証協会が開催する協議会の場で、小規模事業者

支援に有効なノウハウ等に関する情報を交換、収集する。 

・期待する効果  情報や支援ノウハウ等を共有することにより、管内事業者の円滑な金融

支援体制の構築を図る。 
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④島根県・財団法人しまね産業振興財団との連携【継続】 

・目 的     支援状況や支援ノウハウ、県施策の活用及び事業承継支援等について、

各機関がどのように進めているか情報交換を行う。 

・構 成     島根県・財団法人しまね産業振興財団 

・会 議     その都度 

・内 容     支援状況や支援ノウハウ、県施策及び事業承継等について情報交換し、

支援に役立つ情報の収集を行う。 

・期待する効果  他の支援機関の連携や情報交換を行うことで、支援ノウハウの等の向上

を図る。 

 

 

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ならびに評価＞ 

経営指導員等の支援能力の向上は県・商工会議所・商工会連合会が実施している経営指導員等

研修会へ参加した。また、中小機構主催の経営指導員向け小規模事業者支援研修へも参加し小規

模事業者支援のノウハウを習得した。 

支援ノウハウ、情報の共有は経営発達支援事業で実施した経営分析・事業計画・地域経済動向

調査等について、月１回の職員会議で情報共有を図り、全職員で検討することにより支援ノウハ

ウの向上に結び付けた。 

第 1 期の経営発達支援計画では小規模事業者支援に関係する研修等に積極的に受講したが、受

講したのは主には経営指導員である。研修内容等は全職員に復命書等で報告はしているものの、

支援能力の向上の取組みについて経営指導員と経営指導員以外の職員とは差があるため、全職員

に対して支援能力向上の機会を計画的に与える必要がある。また、各職員が有する支援能力を考

慮せずに研修等に参加しているため各職員が有する支援ノウハウを確認した後、不足するノウハ

ウを補うための取組みも必要である。 

 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 

全職員の支援ノウハウの向上の取組を計画的に実施する。各職員はそれぞれの有する支援ノウ

ハウを評価し、不足するノウハウを研修やＯＪＴ、個人学習等により習得していく。 

支援ノウハウ、情報の共有は、定期的に職員会議を開催し対応する。 

 

①経営指導員等の支援能力の向上 

１）各職員が支援に不足するノウハウを確認し、計画的に不足する能力を習得していく【新規】 

・県連が提供する「職種別業務チェックリスト」を活用し、全職員が不足するノウハウを確認す

るとともに、不足するノウハウを補うために「資質向上計画書」を作成する。 
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職種別業務チェックリスト＜一部抜粋＞     資質向上計画書＜一部抜粋＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）「資質向上計画」に基づいて計画的に支援能力の向上を図る【継続】 

・第 1期と同様に各種研修会へ参加し、支援ノウハウの向上を図っていくが、特に「資質向上計

画」で定めた内容については経営指導員・指導職員に係わらず参加する。 

・月 1回開催する経営支援会議等の中で、専門家による指導に同行して修得した支援ノウハウや、

各種研修参加により習得した支援ノウハウの内容、支援中の事業者の経営状況の分析結果など、

他の支援に活用できる情報の共有を図り、職員のスキルアップを図る。 

 

３）支援ノウハウ、情報の共有【継続】 

・経営発達支援事業で実施する【経営情報の分析】【事業計画の作成・実行支援】【指針③：地域

経済動向の調査・分析】について、事業遂行状況を月１回の職員会議で協議し情報共有を図ると

ともに、今後の対応を全職員で検討・実践することにより支援ノウハウの向上に結び付ける。ま

た、巡回等による企業情報については商工会連合会のデータベースのカルテ（ノーツ）を使用し、

経営情報の分析や事業計画書・地域経済動向については職員共有のデータベースに保管し職員同

士でのデータ共有を図ることで、職員の退職や移動があった場合でも、組織として情報を蓄積共

有できる体制を継続して整備していく。 

 

 

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 
＜第１期における取組と成果＞ 

本計画書で記載した経営発達支援事業について、個別事業ごとに具体的な行動に結び付けられ

る４年間の事業計画書（経営発達支援事業個別事業行動計画書）を別途作成して PDCA サイクル

を回す仕組みを実践しながら評価見直しを行った。 

 

①事業の評価・見直しの場 

毎月行う経営支援会議及び職員会議、また、商工会の役員会・監査会で、事業の実施状況・成

果・問題点等について確認・検討し、事業推進方法等の見直しを行った。また、外部有識者によ

る評価委員会を設置し年度終了時には外部評価委員会を開催、各事業の事業結果を検証・評価し

次年度の改善を報告した。 

職種別業務チェックリスト　【経営指導員】

項目 年度当初 年度末

経

営

指

導

全

般

に

関

す

る

こ

と

経

営

発

達

支

援

事

相談者の話を聞き、要領よく文書等に取りまとめることができる

相談者へ事業や業務、施策等の内容を適切に伝えることができる

民法や会社法といった企業活動に係わる経営法務の概要を理解している

4.＝ほとんどできる

相談者の業種・業態を把握し、相談内容が理解できる

必要な業務遂行能力

各種支援施策・支援制度を常に把握し理解している

企業等の財務諸表より、経営内容を把握できる

各種補助金や助成金の内容を理解し、申請書等の作成支援ができる

経営革新等各種支援施策にかかわる法認定の内容を理解し、関係する申請書の作成が
できる

商工会名 職員氏名 1＝ほとんどできない

邑南町商工会
2.＝あまりできない

3.＝ややできる

経営課題に合致した専門家や他の支援機関と連携し課題解決に向けて取り組むことが
できる

企業経営の全般を理解し、業種に係わらず企業診断や行動レベルまで落とし込んだ経
営計画書が策定できる

経営改善普及事業(経営発達支援事業含む)の全体概要を把握している

相談者の経営状況を把握し、文書等にして取りまとめることができる

創業計画や事業再生計画など相談者の相談内容に応じた経営計画の策定支援ができる

期間：平成　　 年　　　 月　 ～ 　平成 年 月

３．評　価 （計画終了後の振り返り）

２．業務遂行能力を高めるために取組む内容 （どのような方法で業務遂行能力を高めるか明確にする）

目標に掲げた習得する業務遂行能力と達成度合い 今後の課題

資 質 向 上 計 画 書

商工会名

職　　　種

邑南町商工会

経営指導員

職員氏名

習得すべき業務遂行能力 業務遂行能力を高める手段

１．業務遂行能力の現状 （業務チェックリストや自分自身で感じる、業務遂行能力を高める必要のある項目）
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②事業結果の公表 

経営発達支援事業の結果について、途中経過については会報誌で随時報告し、事業年度終了時

は総会で報告した。また、商工会のホームページでも事業報告をアップし、地域の事業者が常に

閲覧可能な状態にした。 

 

≪事業による評価≫ 

事業の評価・見直しについて、四半期毎に目標との乖離を把握し実施方法について見直を行い、

事業実施の質の向上に努めた。事業の結果について、事業年度終了時に外部評価委員会での報告

や商工会役員、総会時にて報告され、ホームページに公表した。 

 

＜今回の申請における取組の方向性＞ 

経営発達支援事業は具体的な行動まで落とし込んだ計画に基づいて実施し、評価・見直しも定

期的に行う。目標と乖離が生じた場合は行動を修正することにより目標達成に向けた効果的に取

組を検討し続けていく。また、本事業については管内小規模事業者をはじめ、誰もが自由に閲覧

できる体制を今後も継続する。 

＜事業内容＞ 

経営発達支援事業について、第 1期と同様に事業ごとに具体的な行動に結び付けられる事業計

画書（経営発達支援事業個別事業行動計画書）及びチェックリストを作成してＰＤＣＡサイクル

を実践しながら事業の質の向上を図っていく。 

「経営発達支援事業個別事業行動計画書」の内容については第 1期と同様に、以下の項目を記

載し、事業評価や見直しが明確に行えるよう取組内容や指標を明文化する。 

 

①「経営発達支援事業個別事業計画書」で計画する事項【継続】 

記載事項 内     容 

5年目の目標 事業の 5年後の定量目標・定性目標を記載 

1年後・2年後の目標 事業の 1年目・2年目の定量目標・定性目標を記載 

目標達成のための取組み 目標達成のための取組内容を個別に列記し記載 

取組みの為の達成手段 取組内容ごとの達成手段を個別に列記し記載 

スケジュール 
各取組み・手段ごとに、いつからいつまで実施するのか月ごとのス

ケジュールを記載 

主担当 
事業ごと主担当者を記載。事業の進捗状況は主担当者がスケジュー

ルに基づいてチェックする。 

評価指標 
年度目標とは別に「取組みごと」・「達成手段ごと」にも評価指標を

設定する。 

 

②事業の評価・見直しの方法【継続】 

事業の評価・見直しについて、年度末になって目標との乖離を把握し見直しをするよりも、年

度の途中途中(四半期毎)で、取組や達成手段ごとに部分的な修正を繰り返して行うことが、効果

的に計画を実現できることが可能となる。よって、経営発達支援個別事業計画書の取組・達成手

段ごとに評価指標を定めてそれぞれの取り組み等が終了した時点で評価を行い、その都度軌道修

正を行いながら年度目標達成を目指していく。 

 

③事業の評価・見直しの場【継続】 

・事務局内評価会議の開催による評価・見直し 
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四半期ごとに、事務局長、経営指導員によって構成する評価会議を開催し、事業の実施

状況、成果、問題点等について確認、検討し、事業推進方法等の見直しを行う。 

・監査会への報告と評価・見直し 

年 2回開催される商工会の業務監査において、事業の実施状況および成果について報告

すると共に、監査会の評価・意見を受けて事業推進方法等の見直しを行う。 

・外部評価の実施 

2年度目も引き続き外部有識者による評価委員会を設置し、毎年度、計画した経営発達

支援事業の実施状況および成果について、評価・見直し案の提示を受ける。 

評価委員は、地域の産業政策や企業支援に関して豊富な経験、幅広い知見を有する者を

選定する。（想定する外部評価委員：島根県、邑南町、しまね産業振興財団、山陰合同銀

行、島根中央信用金庫など） 

・理事会への報告と評価・見直し 

毎年度、商工会の理事会において、事業の実施状況および成果について、監査会、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、新年度の事業に反映させる。 

 

 

④事業結果の公表【継続】 

経営発達支援事業の結果について、途中経過については会報誌で随時報告し、事業年度終了時

は総会で報告する。また、商工会のホームページでも事業報告をアップし、地域の事業者が常に

閲覧可能な状態にする。 

 

■事業の評価・見直しのスキーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■経営状況分析 

■事業計画策定・実施支援 

■経済動向情報収集等 

■需要開拓支援 

■地域活性化 

 

≪５年目≫ 
事
業
毎
に
行
動 

≪１年目≫ 

計
画
書
策
定 

実
行 

計画と乖離があれば部分

的な修正を繰り返す 

経営発達支援計画書 

 

総会資料・ホーム

ページ等で公表 

１年目の評価

結果を反映 

経
営
発
達
支
援 

行
動
計
画
書 

≪２年目≫ 

四
半
期
毎
に
評
価 

【外部評価委員会】 

年
度
末
に
評
価 

公
表 

【商工会事務局・役員会】 
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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 30年 4月現在） 

（１）組織体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
「経営発達支援計画」の実施あたっては全職員 10名で対応する。 

 

 

 

 

 

 

総 代 会 

理 

事 

会 

監査会（監事） 

会  長 

副 会 長 

理  事 

委 員 会 

青 年 部 女 性 部 

青年・女性部 部  会 

工業部会 商業部会 

事 務 局 

●業務管理課 

○石見経営支援センター 

本  所 

（事務局長） 原  修 
（主任経営指導員） 白須 努 
（経営指導員） 吉岡里恵 
（指導職員） 山本美恵子 
（指導職員）  杉本百合子 

●経営支援課 

○瑞穂経営支援センター 

瑞穂支所 

（主席経営指導員） 島田長弘 
（経営指導員） 戸谷優作 
（指導職員）    島津明子 
（指導職員）    黒田翔子 
（ 導 員）   

○羽須美経営支援センター 

羽須美支所 

（経営指導員）  戸谷優作［兼］ 
（指導職員） 竹部信子 
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各事業の実施に当たっては P41で示した事業ごとに「経営発達支援事業個別事業行動計画書」

を作成し遂行していくが、各事業の主担当は以下のとおりとし、主担当が責任をもって進捗管理

を行う。 
・邑南町商工会 職員数１０名 

 事務局長  １名 

 経営指導員  ４名 

 補助員  ２名 

 記帳専任職員  ３名 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）連絡先 
当会では、小規模事業者が直接相談等を行うことのできる窓口を、各本支所（３ヶ所）に設置

している。それぞれの連絡先は次のとおり。 

邑南町商工会 

【本   所】〒696-0103 邑智郡邑南町矢上 3854-2  TEL0855-95-0278 FAX0855-95-0904 

【瑞 穂 支 所】〒696-0312 邑智郡邑南町出羽 48-2   TEL0855-83-0028 FAX0855-83-1224 

【羽須美支所】〒696-0603 邑智郡邑南町下口羽 1001-1 TEL0855-87-0055 FAX0855-87-0137 

  メールアドレス   oonan@shoko-shimane.or.jp 

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

 

担当事業 進捗管理担当者 

■事業全体の管理 事務局長  :原  修 

■地域経済動向調査【指針③】 経営指導員:吉岡里恵 

■経営状況の分析【指針①】 経営指導員:吉岡里恵 

■事業計画策定支援【指針②】 経営指導員:島田長弘 

■事業計画策定後の実施支援【指針②】 経営指導員:島田長弘 

■需要動向調査【指針③】 経営指導員:戸谷優作 

■新たな需要の開拓【指針④】 経営指導員:白須 努 

■地域活性化の取組み 経営指導員:白須 努 

■支援力向上の取組み 事務局長  :原  修 
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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31年度 

(平成 31年 

4月以降) 

平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 

必要な資金の額 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 

 

小規模企業対策事業費 

指針 1）経営分析事業 

指針 2）計画事業費 

指針 3）需要動向調査 

指針 4）販路拡大事業 

地域経済活性化事業 

 

100 

1,000 

200 

1,600 

1,300 

 

100 

1,000 

200 

1,600 

1,300 

 

100 

1,000 

200 

1,600 

1,300 

 

100 

1,000 

200 

1,600 

1,300 

 

100 

1,000 

200 

1,600 

1,300 

 

（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、町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。 
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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 

小規模事業者が抱える問題点について、専門的かつ多面的視点からの意見収集や、調査事業及び

事業の具現化を図る上で、各種ノウハウの取得や実現能力が必要となるため、各種支援機関、自治

体、経済団体、民間との連携を行う。 

連携者及びその役割 

 
＜連携者＞ 連携者の氏名又は名称、住所及び電話番号は以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※連携内容 ３．事業計画策定支援、４．事業計画策定後の実施支援 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業、Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組み 
＜連携者の役割＞ 役割は「連携体制図」に記載する。 
 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜連携の効果＞ 

  地域経済の現状把握を行い事業計画の策定や実施に向けて情報共有を図り、一体となった取り

組みが可能となる。また、事業承継や創業予定者への支援を関係機関と連携して行うことで、ス

ムーズでより効果のある事業承継支援や企業支援となるほかフォローアップの強化も図られる。 

 

 

 

3 4 5 Ⅱ 頻度

○ ○ ○ ○ 邑南町 石橋良治 邑智郡邑南町矢上6000 0855-95-1111

○ ○ ○ ○ 邑南町しごとづくりセンター 三浦伸太郎 邑智郡邑南町下田所282-1 0855-83-0320

○ ○ 島根県 溝口善兵衛 松江市殿町1 0852-22-5128

○ ○ （財）しまね産業振興財団 山崎征爾 松江市北陵町1 0852-60-5111

○ ○ ○ ○ 2ヶ月に1回 島根県商工会連合会 石飛善和 松江市母衣町55-4 0852-21-0651

日本政策金融公庫浜田支店 馬場真二 浜田市殿町82-7 0855-22-2835

島根県信用保証協会浜田支店 松本正幸 浜田市殿町83-50 0855-22-0833

山陰合同銀行株式会社 石丸文男 松江市魚町10 0852-55-1000

島根中央信用金庫 福間均 出雲市今市町252-1 0853-20-1000

連絡先住　　所代表者名　　称
連携内容

毎月1回

その都度

その都度○ ○ ○
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＜連携の効果＞ 

  連携することで、より幅広い販路開拓の情報収集と情報提供が可能となる他、各機関のノウハ

ウ・情報・行動力を結集することにより、効率的かつ効果的に行うこと可能となる。 
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