
 

経営発達支援計画の概要 
実施者名 
（法人番号） 平田商工会議所（法人番号 6280005003345） 

実施期間 平成 29年 4月 1日～平成 34年 3月 31日 

目標 

小規模事業者が直面する経営課題に対するワンストップ経営支援体制を確立
すると同時に、経営力・事業継続力強化に向け、基本に立ち返って小規模事業
経営における PDCAサイクルの定着と、新たな取り組みへの伴走支援による経
営基盤強化を図ることを目的とする。 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 
１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 
 ①島根県商勢圏実態調査、②出雲市中小企業景況調査、③ヒアリングシート
を活用した経済動向調査、④金融機関との連携による経済動向調査の実施に

よる情報収集と小規模事業者への分析結果提供・事業計画策定への活用 
２．経営状況の分析に関すること【指針①】 
 ①巡回・窓口相談時の経営分析、②記帳継続対象者に対する経営分析、③事
業計画策定セミナーによる経営分析、④金融相談における経営分析の実施に

よる経営課題の抽出と事業計画策定への活用 
３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 
 ①重点支援先の選定と事業計画策定指導、②創業・第 2創業・事業承継に対
する事業計画策定指導、③セミナー・個別相談会の開催、④国・県の施策普

及セミナーの開催による実効性の高い事業計画策定への支援 
４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
 ①経営指導員を中心とした巡回とフォローアップ会議の実施、②記帳継続業
務での業況チェックとフォローアップの実施、③専門家派遣実施によるフォ

ローアップ支援、④創業・第 2創業・事業承継後のフォローアップ支援によ
る PDCAサイクルの定着 
５．需要動向調査に関すること【指針③】 
 ①小売・サービス店舗での出口調査、②域外消費者・バイヤーの食品ニーズ
調査、③域外消費者・エージェントの観光商品ニーズ調査の実施による情報

収集と、小規模事業者への分析結果提供・事業計画策定への活用 
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】 
 ①販路開拓・新商品開発・ブランディング・情報発信セミナーの開催、②展
示会・物産展等への出展による販路開拓支援、③販路開拓支援補助金、④ビ

ジネスマッチング支援、⑤ITを活用した販路開拓支援 
Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 
 ①新規創業者支援、②地域商品券・ポイントカード活用による地域内購買の
促進、③農林水産業との連携、④観光振興、⑤まちあそびイベント等による

中心市街地活性化、⑥無料法律相談会、⑦ビジネスダイアリーによる施策普

及、⑧商工会議所ホームページ・facebookページの活用、⑨河下港 5,000ト
ンバースの整備・利用促進等 

連絡先 
平田商工会議所     〒691-0001島根県出雲市平田町 2280-1

   TEL：0853-63-3211 FAX：0853-63-3346 
            E-mail：hchamber@hirata-cci.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 

■出雲市および平田地域の概要 
 平成 17年 3月に旧出雲市、旧平田市、旧簸川郡の佐田町、多伎町、湖陵町、大社町
の 2市 4町が合併し、さらに平成 23年 10月には旧簸川郡斐川町と合併して、現在の
出雲市（人口約 17万 5千人）となった。 
 平成 24年経済センサス活動調査によると、製造品出荷額 3,392億円は島根県全体の
約 35％を占め、また、商品販売額 3,356億円は島根県全体の約 4分の 1を占めている。
産業別就業人口は、第 1次産業および第 2次産業は減少傾向にある一方、第 3次産業
の就業者は増加している。 
 観光客数の動向は、平成 25年で 1,575万人となり、島根県全体（3,680万人）の 43％
を占めており、特に平成の大遷宮が行われている出雲大社は 130％増の 804 万人が訪
れた。 
 出雲市では現在、平成 24年に「出雲未来図」および平成 27年に策定した「出雲市
まち・ひと・しごと創生 総合戦略」を策定し、平成 32 年度末を目標とした総合振興
計画を掲げて、人口減少による地域経済縮小の克服に取り組むこととしている。 
 
 当所が所管する平田地域は、出雲市の北

東部に位置する旧平田市エリアで、面積約

152ｋ㎡・人口約 2万 6千人である。日本海、
宍道湖、斐伊川といった豊かな自然に囲ま

れた地域であり、江戸時代には白木綿の一

大集散地として北前船が往来する等、出雲

國松江藩の商都として栄えた地域でもあ

る。 
 JRがなく、鉄道といえば島根県の地域資
源にも認定されているローカル私鉄「一畑

電車」のみというのも特色の一つであり、

当所に隣接する雲州平田駅にその本社を置

いている。 
 
■平田地域の現状と課題 
 平田地域では、平成 17年 3月に市町合併があり、平成 18年 4月時点で 1,496件あ
った中小企業は、平成 28年 4月には 102件減の 1,394件となり、その 89％を占める
小規模事業者は 103件減の 1,240件となった。 
 これまで、行政、金融機関、JA、JF等の各種団体によってもたらされてきた経済効
果は度重なる合併や規模縮小等により皆無に等しくなり、加えて、購買力の域外流出

の常態化、後継者不在、少子高齢化による労働力不足、大型店やドラッグストア等の

相次ぐ出店、ネット通販の普及による購買動向の変化といった理由から、小規模事業

者の経営環境は非常に厳しいものとなっている。 

平田地域 
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［小規模事業者の推移］ 

 H18/4 H23/4 H28/4 H18→H28増減

商 工 業 者 1,496件 1,431件 1,394件 －102件
93.2%

うち小規模事業者 1,343件 1,279件 1,240件 －103件
92.3%

 建 設 業 336件 324件 312件 －24件
92.9%

 製 造 業 109件 102件 92件 －17件
84.4%

 卸・小売業 318件 280件 253件 －65件
79.6%

 サービス業 519件 516件 513件 －6件
98.8%

 そ の 他 61件 57件 70件 9件
114.8%

 
■平田地域の小規模事業者の振興に向けた目標 
［中長期的な振興のあり方］ 
 小規模事業者の減退は地域経済の更なる衰退を招くと同時に、持続的発展を目指そ

うとする小規模事業者の経営基盤も奪うことになる。これまで地域経済を支えてきた

小規模事業者であるが、日々変動する経営環境への対応の遅れや課題解決の糸口すら

掴めないまま事業継続が困難になる状況を無くすため、平田地域唯一の経営支援団体

として、行政や関係支援機関、専門家等との連携強化を図りながら、小規模事業者が

直面する経営課題に対するワンストップ経営支援体制を確立し、経営力・事業継続力

強化に向け伴走型の個社支援を実施する。 
 
 特に減少数・減少率の大きな「卸・小売業」については重点的な支援が必要であり、

経済動向や需要動向調査の実施、巡回指導強化による経営状況の把握・分析を行い、

消費者ニーズとのミスマッチ解消と、個社の強みを活かした事業経営を可能にするた

め、より質の高い指導・助言・提案を行うとともに、経営力・事業継続力向上を図る

ための「計画策定 P」「計画実行 D」「進捗確認・検証 C」「経営改善 A」を伴走支
援し、基本に立ち返って小規模事業経営における PDCAサイクルの定着を目指す。 
 また、大型店・ネット等の脅威への対抗策や、少子高齢化のような地域特性、国内

有数の観光地に近い地の利に対応するための「創意と工夫」「新たな需要開拓」「新

商品開発」「第 2創業」等、小規模事業者の新たな取り組みに対し、各種助成制度等
を最大限活用し、PDCAを伴走支援することにより経営基盤強化を図る。 
 
［中長期的な振興のあり方を踏まえた本計画の目標］ 
 ・小規模事業者への巡回訪問とヒアリング体制の強化による経営環境把握の徹底 
 ・小規模事業経営における PDCAサイクルの定着による経営力・事業継続力の強化
 ・経済動向調査・需要動向調査の結果を活用した商品力の向上、縮小する域内市場
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での売上を補完する域外への販路開拓・新商品開発支援 
 ・創業・第 2創業の推進および伴走支援、潜在的創業ニーズの掘り起しによる地域

経済基盤の底上げ 
 ・円滑な事業承継に向けた支援、重点支援先へのフォローアップ支援の強化 
 ・経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援体制強化と関係機関との連携強化 
 ・全国に発信できる地域経済活性化への積極的な取り組み 
 
［実施方針］ 
 ・小規模事業者への巡回訪問強化により事業計画の必要性の周知徹底を図るほか、

ヒアリングシート導入によるヒアリングレベルの平準化と指導職員のスキル向上

 ・小規模事業者が「計画策定 P」を行う際の、自社分析（SWOT）、経営課題抽出、
財務分析、地域経済動向および需要動向調査の分析結果提供、実効性のある計画

策定への伴走支援 
 ・小規模事業者が「計画実行 D」を行う際の、指導・助言・提案、金融支援、機会

の創出・情報提供、ビシネスマッチング支援 
 ・小規模事業者が「進捗確認・検証 C」する際の、モニタリング調査、課題抽出、

専門家等による個別相談会への参加、知的財産権への対応、販路拡大に必要な IT
導入等のフォローアップ支援 

 ・小規模事業者が「経営改善 A」を行う際のモニタリング調査分析、商品のブラッ
シュアップを行うための専門家派遣、金融支援、新たな販路開拓のための需要動

向調査の分析結果提供等の支援 
 ・農商工連携・6次産業化に取り組もうとする農林水産業者と商工業者とのマッチン

グのほか、近年増加傾向にある JAに頼らない新規就農者への経営支援・販路拡大
支援 

 ・中小企業庁「2016はばたく商店街 30選」にも選ばれた平田発祥「バラ色の人生
ゲーム」のほか、「いす-1グランプリ平田大会」「まちゼミ」「一畑電車体験運
転」といった全国に発信できる地域経済活性化への取り組みの積極的な推進 

 
［支援目標］ 

 目標件数 

経営分析支援 
（巡回・窓口、記帳継続、金融相談者等） 

5年間で 234件

事業計画策定支援 
（創業、第２創業、事業承継、補助金申請を含む） 

5年間で 213件

事業計画策定者へのフォローアップ支援 
（事業計画策定支援者の全てを対象） 

5年間で 213件

商談会等への販路拡大、マッチング支援 年間 50件以上
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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 29年 4月 1日～平成 34年 3月 31日の 5年間 
 
（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】 
 地域の経済動向を正確に把握することは非常に重要であるが、これまでに実施して

きた各種調査では分析や検証を十分に行っておらず、経営計画や販売戦略の策定、新

商品・新サービスの開発、販路開拓等を行う小規模事業者の支援に活かされていない

のが現状であったことから、次に掲げる 4 つの経済動向調査を実施し、巡回訪問や窓
口相談の際に結果を個社に提供し、小規模事業者の事業計画策定や当所が行う講習会

テーマの検討等に役立てる。 
 
［目標］ 

項目 H29 H30 H31 H32 H33 

島根県商勢圏域実態調査 － －
実施年度

300人
－ －

出雲市中小企業景況調査 
4回

30件
4回

30件
4回

30件
4回 

30件 
4回

30件

ヒアリングシートを活用した 
地域経済動向調査 

4回
30件

4回
30件

4回
30件

4回 
30件 

4回
30件

金融機関との連携による 
地域経済動向調査 

随時 随時 随時 随時 随時

 
１－①島根県商勢圏実態調査 

 島根県内の商工会議所・商工会が連携し、3 年に 1 度地域消費者を対象に、年代、
性別、主な交通手段、品目毎の購入先等についてアンケート形式の調査を実施し、購

買力の流入出や消費動向の分析を行っている。 
 現状では、収集・分析したデータが小規模事業者の経営支援に十分活用されている

とは言えないため、分析結果を当所会報やホームページ等で公開するとともに、個社

に提供し、小規模事業者がターゲットに見据える顧客の属性や商品ニーズを掴むこと

で、より消費者目線に近い事業計画策定が支援できる。 
 
［調査方法］ 
 ・自治会、小中学校 PTA、婦人会、老人会、会員事業所等へ調査票 1,000枚配布 

（回収目標 300人）
［調査結果の分析・活用］ 
 ・調査結果を分析するとともに、会報・ホームページ等に公開し、個社支援に活用
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１－②出雲市中小企業景況調査の実施 
 出雲市内 4 商工団体と連携し、市内中小企業 180 社を対象に四半期毎ごとに実施
している。平田地域においては 30社（建設業 4社、製造業 7社、卸売業 2社、小売業
9 社、サービス業 8 社）から直近の景況について回答いただいており、当所ホームペ
ージで結果を公表しているが、経営指導に十分活用できていないのが現状であった。

 季節ごとの需要動向や業種ごとのトレンドといった調査結果は、小規模事業者が事

業計画を策定する際の指標の一つとなることから、巡回訪問・窓口で個社に提供し、

金融相談等では、需要期に備えた資金調達や設備投資計画を策定する際の判断材料と

して活用する。 
 
［調査方法］ 
 ・各商工団体が選定した調査対象事業所に 3ヶ月に 1度アンケート調査票を送付、
  FAXにより回収 
 ・一端、出雲商工会議所が回答用紙を回収し、商工団体管内ごとに集計 
 
［調査項目］ 
・売上額（完成工事・出荷）、採算（経常利益）、資金繰り、従業員数、在庫、業況、

設備投資計画、困っている事等 
 
［調査結果の分析・活用］ 
 ・調査結果を分析するとともに、会報・ホームページ等に公開し、個社支援に活用

 
１－③ヒアリングシートを活用した小規模事業者への地域経済動向調査 
 従来の経営改善普及事業を実施する中で、事業主と顔を合わせる機会は多いが、漠

然としたヒアリングに留まっていたり、事務局内でその情報を共有する体制が整って

いないことから、新たにヒアリングシートを作成し、ヒアリングレベルの平準化、情

報共有の徹底、時系列での整理を徹底し、地域経済の動向を把握するとともに、経営

カルテに落し込んで個社支援にフィードバックする。 
 
［調査方法］ 
・隔月（奇数月 1 日）に発行する会報を活用し、ヒアリングシートを折り込んで配
布し、リアクションのあった小規模事業者から優先的にヒアリングを実施 

・平田商工会議所部会・委員会、女性会、青年部、青色申告会、平田物産協議会、

その他諸会議の際にヒアリングシートを配布 
 
［調査項目］ 
・業況、売上、経常利益、資金繰り、雇用状況、設備投資、取引先、後継者の有無、

事業計画策定の有無、困っている事等 
 
［調査結果の分析・活用］ 
・調査結果を分析するとともに、会報・ホームページ等に公開し、個社支援に活用 
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１－④金融機関との連携による地域経済動向調査 
 地域金融機関や国民生活金融公庫等との連携をこれまで以上に強化し、平田地域の

景気・経済動向について定期的に情報交換会を開催し、小規模事業者の持続的発展に

繋がる地域経済動向を把握する。 
 また、定期的に発行される経済誌等により、島根県下の景気・経済動向を収集し、

巡回訪問時に小規模事業者等に提供し、事業計画策定等に役立てる。 
 
［調査方法］ 
 ・地域金融機関とは、3ヶ月ごとに日程調整して情報交換会を開催 
 ・国民生活金融公庫松江支店とは、年 2 回開催されるマル経協議会や夏冬 2 回開催

する「1日公庫」等の機会を捉え、都度意見交換を実施 
 ・山陰中央新報社「週刊・山陰経済ウィークリー」、山陰商工スタディ「週刊・山陰

商工スタディ」、日本政策金融公庫「全国中小企業動向調査結果」、島根県信用保

証協会「保証月報」等を活用した情報収集 
・調査結果を分析するとともに、会報・ホームページ等に公開し、個社支援に活用 

 
［調査項目］ 
・島根県内や平田地域の景気・経済動向、物価、融資・保証承諾件数、土地・空店

舗情報、業界情報（新築着工件数、新車販売台数他）、他地域での取り組み情報等

 
 
２．経営状況の分析に関すること【指針①】  
巡回訪問・窓口での金融・税務相談の際、簡易な経営分析（売上総利益率、借入金

回転期間等）は行ってきたが、現状の把握や需要動向に関するデータの分析・活用が

不十分なため、経営改善の具体的な手法に踏み込む提案には至っていなかった。 
そこで、小規模事業者が抱える問題を的確に捉え、現在の経営状態・今後の方向性

を導く経営分析を実施し、経営指導の質・量の両面においてレベルの向上を目指す。

また、小規模事業者が自らの強みを把握し、経営資源、提供する商品・サービス等

を把握できるよう商工会議所が支援を実施し、経営発達支援事業に積極的に取り組み、

経営分析等の潜在的なニーズを掘り起こし、小規模事業者の経営力向上への第一歩に

繋げる。 
域内小規模事業者の持続的発展に向け、今後も地域から必要とされ経営活動が継続

できるよう「経営者の考えるあるべき姿」を明確化し、小規模事業者と指導職員が一

緒になって伴走型で経営分析支援を行い、実現する為の道筋を示すことで、小規模事

業者の身近な相談相手として信頼関係の構築を目指す。 
次に掲げる 4つの方法により経営分析を実施する。 

 
［目標］ 

項目 現状 H29 H30 H31 H32 H33 

経営分析件数 21件 38件 42件 42件 56件 56件

 巡回・窓口 8件 12件 12件 12件 15件 15件
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記帳継続対象者 5件 8件 8件 8件 10件 10件

セミナー開催 0回 1回 1回 1回 2回 2回

 セミナー参加者 0件 10件 10件 10件 16件 16件

金融相談者 8件 8件 12件 12件 15件 15件

 

２－①巡回・窓口相談時の経営分析 
経営指導員等による日常の巡回及び担当地区を毎月 1 回以上巡回し、財務分析・経

営分析の重要性を説明し、実施意思のある小規模事業者のほか、開業 3 年以内、第 2
創業、事業承継後 3 年以内の小規模事業者を優先的に選定し、財務・経営分析を実施
する。分析結果を経営分析シートに落とし込み、内部環境分析や経営改善計画策定に

活用する。 
 
［分析方法］ 
・財務分析（収益性、安全性、成長性等） 
・ヒアリング調査（強み、ターゲット、商品・サービス等） 
・SWOT分析 

 
［実施体制］ 
 ・経営指導員を中心に巡回訪問・窓口相談時にヒアリングを実施、小規模事業者の

状況確認、決算書・総勘定元帳・残高試算表等を確認 
 
２－②記帳継続対象者に対する経営分析 
小規模事業者のうち記帳継続指導対象者は、日々の記帳業務において指導職員との

接点も非常に多く数値管理は行き届いている。これまでの税務指導と簡単な分析結果

の提供に加え、更に深い財務分析・経営分析を実施する。 
記帳継続指導対象者の多くは、全国青色申告会が推奨している会計ソフト「ブルー

リターン A」を利用しているが、その機能を十分に活かしきれていないことから、経
営発達支援事業による講習会や個別支援により、経営指導員と連携してソフトを活用

した経営分析指導を行い、自社の内部環境分析や経営計画策定に役立てる。 
 
［分析方法］ 
・財務分析（収益性、安全性、成長性等） 
・ヒアリング調査（強み、ターゲット、商品・サービス等） 
・SWOT分析 

 
［実施体制］ 
 ・最も小規模事業者に寄り添って支援している記帳専任職員を切り口として、経営

分析の必要性・重要性を説明する。経営発達支援事業による講習会や個別指導に

よりブルーリターン Aの機能を活用した経営分析指導を実施 
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２－③事業計画策定セミナー（若手後継者育成セミナー）による経営分析 
よろず支援拠点等と連携して事業計画策定セミナー（若手後継者育成セミナー）を

企画実施し、自社の棚卸から SWOT分析や 3C分析の手法を学んでもらい経営分析を
実施する。小規模事業者が提供する商品・サービス、保有する技術・ノウハウ、従業

員等の経営支援の内容、財務の内容、その他経営状況を集約・分析を行い、収集した

情報をデータベース化し、ワーキングチームで共有、事業計画策定時に活用する。  
 
［分析方法］ 
 ・SWOT分析（企業の強み、弱み、機会、脅威を徹底的に分析） 
・3C分析（顧客、自社、競合の関係から、自社の持つ強みや差別化のポイントを 
把握し自社及び自社の提供する商品・サービスの競争優位性の評価） 

 ・経営計画の意義・必要性を理解し、自社の経営に当てはめた実践型の分析 
 
［実施体制］ 
 ・商工会議所青年部（YEG）メンバー等の若手事業主・後継者を対象に、経営計画

策定セミナー受講を推進するとともに、経験豊富で地域の状況に精通している中

小企業診断士、経営コンサルタント等を講師に招き、参加事業所の経営状況等の

把握・経営分析を実施 
 ・巡回訪問や各種会合、会報やホームページ、facebookページを活用して周知 
 
２－④金融相談における経営分析 
金融相談者のうち経営指導員が必要と判断した小規模事業者について、基本的な財

務書類等の確認や業況等のヒアリングを実施し、経営課題の抽出に努めるとともに、

分析結果を経営分析シートに落とし込み、投資計画や経営改善計画策定に活用する。

マル経融資推薦にあたっては、個別案件毎に経営分析を実施し、今後の円滑な事業

展開のための助言を行う。 
融資利用者の一覧表を作成し、融資実行後半年毎に巡回訪問によるフォローアップ

を実施し、資金融資効果・収益性の向上等、推薦書との比較分析により、今後の経営

計画策定に活用する。 
 
［分析方法］ 
 ・財務分析（収益性、安全性、成長性） 
・資金繰り表・キャッシュフロー分析  

 
［実施体制］ 
 ・金融相談時に基本的な財務書類（決算書 2期分（可能なら 3期分）、直近の残高試

算表）を確認し、業況等と今後の見通しについてヒアリングを実施 
・各種帳票から財務分析、資金繰り、キャッシュフロー分析を実施 
・必要に応じ、日本政策金融公庫職員や地域金融機関・保証協会担当者、専門家等

と同行訪問し、キャッシュフローを中心とする経営アドバイスを実施 
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３．事業計画策定支援に関すること【指針②】  
 これまでの事業計画策定は、事業資金の調達や補助金申請のためのものに留まって

おり、事業経営の持続的発展や抜本的改善に導くためのものではなかった。計画策定

している小規模事業者であっても、事業計画の必要性・重要性に対する甘さや、実効

性に乏しい事業計画が少なからず見受けられる状況である。 
 このことから、前述した「１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】」ならび

に「２．経営状況の分析に関すること【指針①】」の結果を踏まえ、小規模事業者の経

営課題に正面から向き合い、経営発達支援事業を通して関係団体等との連携強化を図

りながら、事業者に寄り添って課題解決に取り組み、より実効性のある事業計画策定

を支援する。 
 
［目標］ 

項目 現状 H29 H30 H31 H32 H33 

事業計画策定支援 19件 25件 28件 28件 35件 38件

 重点支援先 7件 12件 15件 15件 18件 18件

 記帳継続対象者 7件 8件 8件 8件 10件 10件

 創業・事業承継等 5件 5件 5件 5件 7件 10件

セミナー開催 0回 1回 1回 1回 2回 2回

 
３－①巡回による重点支援先の選定と事業計画策定指導 
 「１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】」ならびに「２．経営状況の分析

に関すること【指針①】」の結果をもとに、ヒアリングや経営分析を実施した小規模事

業者から重点支援先を選定し、巡回担当職員が訪問して経営計画策定を推進する。 
 他社の事例や事業計画書フォーマット、事業計画作成アプリ「事業計画つくるくん」

等を示しながら分かり易く説明し、必要に応じて関係団体や専門家と連携を図りなが

ら経営計画策定への機運を高めていく。 
 新規性・独自性のある事業展開を目指した計画については、経営革新計画助成金の

申請をアドバイスし、中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新計画の承認を目指

した計画策定を支援する。 
 
［重点支援先の選定方法］ 
 ・島根県中小企業制度融資、島根県信用保証協会保証制度利用者のうち、当所が 
  推薦書を附した支援先 
・当所がマル経融資を推薦した支援先 
・各種補助金申請にあたって当所が関わった支援先 
・記帳代行・決算代行先のうち事業計画策定が必要と思われる先 
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３－②創業（予定者）・第２創業・事業承継に対する事業計画策定指導 
  松江市、出雲地域という 2 大商圏に挟まれた当地域では、購買力の域外流出が常態
化し、それに伴う人口減少等の影響は、新規創業意欲の減退に拍車をかけている。 
 そうした状況にあって、新規創業者を支援することは地域経済基盤の底上げに繋が

る非常に重要なポイントであることから、潜在的な創業ニーズの掘り起しを行った上

で、創業予定者の段階から細めにサポートを続け、創業後の定着、存続、安定への支

援を目指さなければならない。 
 しかしながら、創業予定者の大半は、どこへ何を相談してよいかも分からないケー

スが多いことから、経営指導員が目標設定から各種補助金、税務申告、労働関係、資

金調達、販路拡大支援等、あらゆる相談をワンストップで受け、夢や思いを創業計画

書に落し込み、形にするまで伴走支援する。 
 
［創業］ 
 ・経営指導員を中心に、担当地区巡回、各種インターネットツール、不動産業者、

金融機関、その他当所会員ネットワーク等を駆使し創業予定者の情報を収集 
 ・『しまね創業スクール』や『出雲で始める。創業セミナー』の受講者募集ならびに

受講斡旋への積極的な取り組みによる新規創業者の掘り起し 
 ・創業者へは 2 ヶ月に 1 回以上の巡回訪問を実施し、状況等のヒアリングを実施し

ながら創業計画との比較検討を行い、課題抽出や計画修正等をアドバイス 
 ・当所が開催するセミナーや相談会のほか、国や県、市が実施する各種施策説明等

の情報提供 
 
［第２創業・事業承継］ 
 ・平成 27年 10月に当所会員約 800件を対象に実施した「事業承継に関するアンケ

ート調査」の結果をもとに、事業計画策定支援先をピックアップし、事業計画の

必要性・重要性を説明し、事業計画策定を推進 
・意識発揚して計画策定に取り組もうとする小規模事業者には、課題に対して解決

策を提案し、円滑な事業承継が図れるよう事業計画策定を伴走支援 
・創業 3 年以内の小規模事業者、第 2 創業、事業承継後 3 年以内の小規模事業者に
優先順位をつけて選定 

  （必要に応じて、島根県事業引継ぎ支援センター等と連携） 
 

３－③事業計画策定セミナー、個別相談会の開催 
 事業計画策定にあたっては、しまね産業振興財団や出雲市、21世紀出雲産業支援セ
ンター、島根県商工会連合会、金融機関等と連携して事業計画策定セミナー、個別相

談会を開催する。  
 事業計画策定セミナーでは、経験豊富な中小企業診断士や経営コンサルタントを講

師に迎え、当所経営指導員も参加し小規模事業者に寄り添った策定支援を行う。 
 事業計画策定セミナーのフォローアップとして個別相談会を開催し、事業計画を完

成させ、また、策定した事業計画が絵に描いた餅にならないよう、実施後の計画見直

しについても伴走支援する。 
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３－④国・県の施策普及セミナーの開催 
国や県の施策が発表された際には、各関係機関との共催により説明会や講習会を実

施し、施策普及を行うとともに経営計画の策定方法について支援を行う。 
国や県の補助金公募や新たな融資制度・保証制度がスタートした際には、当所ホー

ムページ、facebook ページ、会報、各種チラシの配布等により、タイムリーに小規模
事業者への情報提供を行うとともに、各種施策を小規模事業者が策定する事業計画に

擦り込むことができるよう事業計画策定を支援する。 
 
 
４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】  
 小規模事業者が策定した事業計画をより実効性のあるものにし、事業経営の抜本的

な改善あるいは持続的発展に繋げるため、進捗状況管理シートを作成する。計画策定

事業者には、指導職員が 3 ヶ月に 1 回巡回訪問し、計画実施の進捗状況や課題抽出に

努める。常に PDCA サイクルを念頭に置き、業況、売上高（完成工事・製品出荷）、
在庫、採算（経常利益）、資金繰り、雇用状況、設備投資等について確認する。 
 金融支援が必要な場合は、マル経資金や島根県中小企業制度融資の斡旋を行う。 
 創業、第 2創業、事業承継のための計画策定事業者については 2ヶ月に 1回のフォ
ローアップ支援を行う。 
 
［目標］ 

項目 現状 H29 H30 H31 H32 H33 

フォローアップ支援 48回 110回 122回 122回 154回 172回

 重点支援先 21回 48回
12件×年 4回

60回
15件×年 4回

60回
15件×年 4回

72回 
18件×年 4回 

72回
18件×年 4回

 記帳継続対象者 15回 32回
8件×年 4回

32回
8件×年 4回

32回
8件×年 4回

40回 
10件×年 4回 

40回
10件×年 4回

 創業・事業承継等 12回 30回
5件×年 6回

30回
5件×年 6回

30回
5件×年 6回

42回 
7件×年 6回 

60回
10件×年 6回

セミナー開催 0回 1回 1回 1回 2回 2回

 
４－①経営指導員を中心とした巡回とフォローアップ会議の実施 

3 ヶ月に 1 回の巡回訪問時のヒアリングや進捗状況管理シート等から、策定した事

業計画に沿った経営がなされていないと推察される小規模事業者については、中小企

業相談所職員がその解消に向け、適切な指導・助言が行えるよう、毎月 1 回第 1 月曜
日にフォローアップ会議を開催し、必要に応じ専務理事、事務局長に出席を求める。

事業の進捗状況や抽出した課題等を検討し、小規模事業者持続化補助金、ものづく

り補助金等の制度を紹介するとともに、申請のために必要な計画修正を支援する。 
金融支援が必要な場合には、マル経融資や島根県中小企業制度融資の斡旋を行う。

 
４－②記帳継続業務での業況チェックとフォローアップの実施 
 記帳代行を行う小規模事業者の業況や財務状況について記帳専任職員 2 名が毎月の



１２ 
 

チェックを実施するほか、事業計画策定先について、3 ヶ月に 1 回の面談により計画
実施の進捗状況確認や抽出した課題へのフォローアップを実施する。 
 
４－③専門家派遣実施によるフォローアップ支援 
経営指導員による伴走型支援、フォローアップ会議でも、解消が困難な経営課題に

対しては、経営力強化アドバイザー派遣、エキスパートバンク事業、ミラサポ専門家

派遣、保証協会スキルアップサポーター等の外部専門家派遣制度を活用し、小規模事

業者の課題解決に取り組む。 
各課題に対応する信頼のおける専門家を連携機関と相談しながら選定し、スムーズ

に課題解決が図れるよう伴走型支援を実施する。 
  
４－④創業、第２創業、事業承継後のフォローアップ支援 
平田地域おける新規創業の状況は、平成 26年度において 16件あり、そのうち 8件

について創業計画書の策定支援を行っており、創業等に対する支援ニーズは益々増加

するものと予想されるが、目的は創業後の定着、存続、安定を図ることである。 
創業、第２創業、事業承継した小規模事業者については、2 ヶ月に 1 回以上の重点

的なフォローアップ巡回訪問を実施し、業況の把握に努めるとともに経営課題の抽出

を行い、中小企業相談所職員 7 人によるワーキングチームで今後の支援方針や課題解
決策について協議し、小規模事業者に寄り添って支援に取り組む。 
 
 
５．需要動向調査に関すること【指針③】 
県内の消費動向の傾向を調査するため、島根県と県下商工団体との共催により 3 年

に 1度「島根県商勢圏実態調査（お買い物調査）」を実施しているが、小規模事業者が
消費者ニーズを把握するのに、その結果が十分に活用されておらず、経営指導員等が

収集した偏った情報を頼りにアドバイスが行われているのが実態である。 
 小規模事業者も、その多くは日常業務に追われ、商品仕入れが問屋任せになってい

たり、事業主の経験則による経営が行われており、消費者ニーズとのミスマッチから

売上減少に拍車がかかるといった悪循環に陥っている。 
 しかしながら、消費者のマクロ的な購買動向を掴むには有効であっても、日々変化

する需要動向を正確かつタイムリーに把握するためには、より細やかで短いスパンの

調査が必要となる。 
 そこで、次の 3 つの方法により需要動向を調査し、データの蓄積・分析・公開する
とともに、経営指導員が的確かつタイムリーに小規模事業者へ提供し、域内需要への

対応や新商品（サービス）開発、県外等に新たな販路開拓しようとする小規模事業者

の事業計画策定等個社支援に役立てる。  
 
［目標］ 

項目 H29 H30 H31 H32 H33 

小売・サービス店舗での出口調

査結果提供による計画策定支援 
25社 28社 28社 35社 38社
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域外消費者・バイヤーの食品ニ

ーズ調査結果による支援 
15社 15社 15社 15社 15社

域外消費者・エージェントの観光

ニーズ調査結果提供による支援 
30社 30社 30社 30社 30社

 
５－①小売・サービス店舗での出口調査 
 当地域において最も減少率の大きい小売業について、小規模店舗の売上減少・客離

れの要因究明を目的とした出口調査を 3ヶ月に 1回程度実施し、消費者ニーズの調査、
大型店舗と既存小規模店舗との比較検討・分析からミスマッチを解消し、小規模事業

者の売上と顧客の維持確保、更には新規顧客獲得に向けた販売戦略の計画策定に活用

する。 
 
［調査方法］ 
 ・食料品、衣料品、身回品、日用雑貨、文化品（書籍・電化製品等）、その他の取扱

商品のほか、飲食店、理美容店、クリーニング店、その他サービスについて、域

内ショッピングセンター・ホームセンター、ドラッグストア・コンビニ、商店街

や郊外の小売店舗等の中から 5から 10店舗を調査対象に選定し、調査票を用いて
直接消費者にヒアリングを実施 

 
［調査項目］ 
 ・品揃え（メニュー）、品質（技術・味）、価格、営業時間や休日、接客、その他 
 
［調査結果の分析・活用］ 
 ・消費者ニーズ、顧客の属性、価値観、大型店やドラッグストアと比較して勝る点・

劣る点等を分析し、ターゲットの絞り込みやミスマッチ解消を図る販売戦略の検

討材料として事業計画策定等に役立てる。 
 
５－②域外消費者・バイヤーの食品ニーズ調査 

 当地域の伝統産業である酒・醤油といった醸造業は、人口減少に伴う既存マーケッ

ト縮小への懸念から、県外および国外に販路開拓しようとする事業者は多い。また、

地域ブランドである十六島紫菜（うっぷるいのり）や宍道湖しじみ等を使った水産加

工品のほか、米や柿、ブロッコリー等を使った加工品製造業も地道な営業活動により

域外への販路開拓に取り組んでいる。 
 しかし、競合の多さ、食文化や味覚の違い、食品添加物への厳しい目線、宗教上の

問題等、年々ハードルは高くなっている。 
 そこで、商談会等への積極的参加によりバイヤーから市場動向やトレンド、商品の

改善点、取引条件等を調査するほか、各種商品モニター制度活用およびイベント出展

等のほか外部委託等により一般消費者ニーズの把握に努め、商品ブラッシュアップや

ターゲット戦略等の個社支援に役立てる。 
 
［調査方法］ 
 ・SMトレードショー等の域外商談会でのバイヤーへの商品モニタリング調査 
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 ・島根県モニタリングパートナー店バイヤーによる商品評価ヒアリング調査 
 ・にほんばし島根館モニタリングコーナーでの一般消費者へのモニタリング調査 
 ・島根県外在宅モニター制度を活用した一般消費者へのモニタリング調査 
 ・商品力向上を図るため、外部へ調査委託してより多くのモニターからデータ収集

 ・島根県商工会連合会「首都圏市場とのマリアージュ型販路開拓支援事業」活用に

よる首都圏でのテストマーケティング・首都圏市場ニーズを調査 
 ・JETRO主催の海外展開支援事業により、想定相手国の市場動向・課題の調査 
 
［調査項目］ 
 ・製法、味、価格、量、デザイン、トレンド、添加物、取引条件、その他 
  （海外展開の場合は、商標、輸送方法、宗教等も必要） 
 
［調査結果の分析・活用］ 
 ・製法や原材料への拘りといった小規模事業者のオリジナリティを損なわぬよう、

個社支援において十分配慮しながらも、商談会やモニタリング調査、テストマー

ケティング等で得られた結果について、ターゲットに見据えるバイヤーおよび消

費者それぞれのニーズに応えられる商品開発・販売戦略のための事業計画策定を

伴走支援する。 
 
５－②域外消費者・エージェントの観光商品ニーズ調査 

 今後も需要が見込まれる観光関連商品について、島根県や出雲市、出雲観光協会等

と連携を図りながら、域外での観光キャンペーン・モニターツアー実施による着地型

旅行や日帰り観光旅行ニーズ、一畑電車体験運転のようなニッチな需要に応える旅行

商品開発、施設サービスの充実を図るための計画策定を支援する。 
 
［調査方法］ 
 ・島根県観光情報説明会「しまね・旅の縁」、出雲市 PR キャラバン、ゆるキャラ

GP等の機会を利用し、エージェントや一般消費者にヒアリング調査 
 ・域内観光施設・宿泊施設、空港、駅等での利用客へのヒアリング調査 
 ・にほんばし島根館モニタリングコーナーでの一般消費者へのモニタリング調査 
 ・商品力向上を図るため、外部へ調査委託してより多くのモニターからデータ収集

 
［調査項目］ 
 ・年齢、性別、人数構成、行先の選定理由、情報源、旅行頻度、滞在日数（時間）、

ナビゲーション、施設・サービスの品質、期待すること、土産品、その他 
 
［調査結果の分析・活用］ 
 ・旅行商品を企画するエージェントだけでなく、観光施設や駅周辺の飲食店や宿泊

施設、観光土産品店に対し、旅行者の属性や旅行目的といった基本情報を的確に

提供するとともに、消費者ニーズを細かく分析してミスマッチ解消と攻めの販売

戦略構築のための計画策定に活用する。 
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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】 
 小規模事業者の中には「来店してくれる人だけが顧客」であるという意識のところ

も多いことから、地域経済動向調査や需要動向調査の結果を踏まえ、地域特性を加味

しながら、先ずは新規需要開拓の重要性を啓発するセミナーを開催し、小規模事業者

の意識改革を行い、次に、実際に新規需要を開拓しようとする事業所に対し、ビジネ

スマッチング等商談会の情報提供や出展を勧める等して、より具体的な商談・取引に

つながる支援を行う。 
更には、新商品開発・ブランディングの必要性が認められる場合には、他の支援団

体や専門家と連携し、需要動向調査の分析結果を踏まえながら消費者ニーズ・シーズ

の把握につとめ、必要に応じて小規模事業持続化補助金、ものづくり補助金、経営力

強化アドバイザー派遣事業等といった制度を活用しながら伴走支援を行う。 
新商品開発・ブランディングの確立に至ったものはビジネスマッチング等商談会展

示会等へ積極的に出展し、自社商品・技術の PR はもちろん、展示会場における他企
業の PR・プレゼン手法を体感することで、より効果的な商談ノウハウを習得すること
ができる。 
 
６－①販路開拓・新商品開発・ブランディング・情報発信セミナーの開催 
 販路開拓は企業の持続的発展のために極めて重要であるが、その重要性が分かって

いない、あるいは取り組み方がわからない事業者が多いのが現状である。 
そこで、販路開拓の意義とその重要性、必要に応じた新商品開発やブランディング、

その後の情報発信等、販路開拓に関するセミナーを企画し、意識醸成を図るとともに、

地域資源を活用した食品製造や観光サービス・飲食店といった実効性の高いテーマに

ついて、業種・業態、ターゲットを絞り込んだ内容で開催する。 
 
６－②展示会・物産展・イベント等への出展による販路開拓支援 
域内小規模事業者の多くは、従業員がいない、または家族従業員のみというところ

も多く、販路開拓のために日々の営業活動にリソースを割けない状況にあることから、

近隣で開催される展示会等の情報提供を積極的に行い、効率的な販路拡大の機会創出

に努める。 
また、小規模事業者の単独出展が困難なケースでは、必要に応じて出展費用を補助

する等して事業者の負担軽減を図り、出展意欲のある事業所の機会損失を防ぐ。 
出展する事業者に対しては、より効果的な販促活動が行えるよう上記セミナーや専

門家派遣等を活用しながら、商談手法・プレゼン力向上、パンフレット・チラシ等の

制作、事前に必要な知識・スキル・ツールについても伴走支援を行う。 
イベント等については、近隣の支援団体と連携を図りながら相互に情報交換・出店

協力し販促支援を図る。 
 
６－③販路開拓支援補助金 
当所では、小規模事業者の販路開拓支援を目的として平成 20年より「販路拡大等の

商談に係る旅費補助事業」を実施し、小規模事業者が島根・鳥取両県以外の地域へ出

張する際、その旅費や展示会の出展料等について補助を行っている（出張経費の 2 分
の 1、上限 2万円、年度内 1社 1回限り）。 
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 交付にあたっては職員によるヒアリングを義務化しており、支援事業者が「いつ、

どこで、誰と、何について、どんな商談・販促活動をしたか」を把握する有効な手段

となっており、商談の進捗状況を確認する過程での課題抽出・分析を行うことで県外

市場に向けた販路開拓への支援策の検討材料としてフォローアップに活用する。 
 
６－④ビジネスマッチング事業等販路開拓支援 

21 世紀出雲産業支援センターが毎年開催する「出雲産業フェア」、中海・宍道湖・
大山圏域ものづくり連携事業実行委員会が主催する「ビジネスマッチング商談・展示

会」、金融機関が実施する「山陰しんきんビジネスフェア」といった、ビジネスマッチ

ングの情報を積極的に PRし、事業者の販路開拓を支援する。 
 マッチング後のフォローアップについても、ヒアリング等の実施により商談過程の

把握に努め、専門家派遣等、必要な支援メニューを実施する。 
 
６－⑤IT を活用した販路開拓支援 
インターネットの普及により、商品検索をする際の第一オプションはネット検索が

標準化していることから、ネット上に情報発信を行うことは必要不可欠となっている。

小規模事業者の取り組み内容（新商品、新サービス等の開発や新たな取組）につい

ては自社ホームページを開設してもらうことはもとより、当所ホームページ、facebook
ページ等からも随時情報発信を行える仕組みを構築する。 
さらに、ザ・ビジネスモール等のマッチングサイトなども活用し、新規顧客の獲得・

取引先の獲得に向けた支援を実施する。  
 
［目標］ 

項目 H29 H30 H31 H32 H33 

セミナーの開催 

⇒展示会・物産展への登録、申込み 
3件 3件 3件 4件 4件

展示会・物産展への参加 

⇒商談件数 
10件 10件 15件 15件 20件

販路拡大支援補助金の交付 

⇒商談件数 
30件 30件 35件 40件 40件

ビジネスマッチング事業への参加 

⇒成約件数 
5件 5件 7件 7件 10件

facebook登録 
⇒ページ経由の商談件数 

2件 2件 3件 3件 4件

 
 
Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 
Ⅱ－①新規創業者への支援 

 日本政策金融公庫によれば、平成 26年度に山陰両県（松江、浜田、鳥取、米子の 4
支店）で創業者（創業前か創業後 1年以内）向けに実行した融資実績は、件数が 32.6％
増の 232 件、金額は 85.9％増の 22 億 5,500 万円と、件数、金額とも大幅な伸びを示
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しており、サービス業を中心に創業の機運が非常に高まっている状況にある。また、1
件当たりの平均融資額も 280万円増の約 972万円であった。 
 このような創業気運を地域の活性化、経済基盤の底上げに繋げるには、島根県商工

会連合会が主体となって開催する「しまね創業スクール」や出雲市が開催する「出雲

で始める。創業スクール」を創業希望者へ情報提供する等して潜在的な創業ニーズを

掘り起すとともに、経営指導員が目標設定から各種補助金、税務申告、労働関係、資

金調達、販路拡大支援等、あらゆる相談をワンストップで受け、平田地域に根差して

事業を行おうとする創業予定者を支援、創業者へのフォローアップを実施する。 
 
Ⅱ－②地域商品券・ポイントカード活用による地域内購買の促進 

出雲市内では、山陰最大級となる 3 万㎡超のイオンモールがオープンしたほか、山
陰地方初となるドン・キホーテ出店やセブンイレブンの域内進出、他にも、ドラッグ

ストア、コンビニエンスストア等の相次ぐ出店により、地域内小売店の経営環境は、

益々厳しさを増している。 
 そこで、当所が購買力の域外流出を防ぐために平成 14年 8月から発行している「だ
んだん商品券（額面 500円券）」や、だんだん平田商店会（加盟店 57店）が発行する
ポイントカード「だんだんカード」の積極的利用推進、買い物弱者対策としての移動

販売・配達サービス、各個店の割引券による固定客の囲い込み、販売形態転換といっ

た各店独自の取り組みから活路を見出し、後継者へのバトンタッチを支援する。 
 
Ⅱ－③農林水産業との連携 

 地域内小規模事業者の中には、日本海で操業する定置網漁業や 4 年ぶりに漁獲量日
本一を奪還した宍道湖しじみ、味と希少性から全国で珍重される十六島（うっぷるい）

海苔といった漁業、優良農地を有し、西条柿、米、青ねぎ、ブロッコリー等を全国に

出荷する農業等、一次産業との結び付きが非常に強い事業所が多い。 
平成 19年度には、県内市町村の中で出荷量第 2位を誇る「緑茶」に着目し、日本商

工会議所「地域資源∞全国展開プロジェクト」事業の採択を受け、産地 PR や様々な
商品開発等に取り組み、新たな精茶企業の設立や茶畑の造成、県内では栽培実績のな

い抹茶の原料“てん茶”の製造・出荷にまで漕ぎつけた。 
 今後も、中小機構中国支部や島根県商工会連合会の地域資源活用助成金制度や、島

根県「島根型 6次産業ステップアップモデル事業補助金（しまろく事業）」等の導入に
より、地域資源を積極的に活用しながら農商工連携・6次産業化を推進する。 
 今後増加が見込まれる新規就農者についても、他の創業者と同様、税務、財務、労

務、情報化、販路拡大等の支援に取り組む。 
 
Ⅱ－④観光振興による地域活性化への取り組み 

出雲市経済全体を押し上げている観光産業については、平成 25年から続く出雲大社
の「平成の大遷宮」効果が一段落したものの「縁結び」効果による出雲地域への入込

客数は好調を持続している。当地にある「宇美神社」には、縁切りの神様として知ら

れる事解男命（コトサカノオノミコト）が祀られており、同社境内には「縁結神社」

もあることから、“悪縁を断ち切って良縁祈願”をキーワードに、小売業や飲食業、旅客・
宿泊業を中心に積極的な情報発信を図り、平田地域への誘因を図りながら、他業種へ
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大きな波及効果をもたらすよう、個別企業のサービス力、商品力、情報発信力といっ

た経営力向上・販売促進等をこれまで以上に支援する。 
 
松江市と出雲市・出雲大社を結ぶローカル鉄道の一畑電車があり、電車を利用した

婚活事業や、日本最古級車輌「デハニ 50形」を体験運転できる観光プログラムは、中
国経済産業局の地域資源活用事業に認定され、現在も支援を継続中であり、平成 26年
の体験運転者は 1,000人を超え、その 90％は県外からの参加者である。今後はインバ
ウンド事業への展開を模索中であり引き続き支援する。 
 
Ⅱ－⑤物産展、まちあそびイベントによる中心市街地の活性化 
 全国商店街振興組合連合会の支援を受け、平成 25年から取り組んでいる「バラ色の
人生ゲーム」は、中小企業庁「2016はばたく商店街 30選」にも選ばれ、「人生ゲーム」
の商標権者である㈱タカラトミーや出雲市の協力もあり、商店街への新たな集客手段

として定着してきている。すでに商店街メンバー等を主体とした NPO 法人が設立さ
れ、来街者に商店街の魅力を再発見してもらう機会にすると同時に、参加店である小

規模事業者にも自社の魅力“売り”を再確認し、地域のニーズに応えられるよう今後の事
業計画を練り直す機会となるよう取り組んでいるところである。 
 平成 28年 10月には、日本事務いすレース協会主催「いす-1グランプリ」の公式戦
を開催したほか、11月から「まちゼミ」もスタートさせたところであり、新たな地域
経済活性化への取り組みに大いに期待しているところであり、当所としてもこれを強

力に支援していく。 
 
また、明治から昭和初期にかけて雲州木綿の集散地として栄えた往時の佇まいを今

に残す「木綿街道」と呼ばれる地区において、その街並みや醸造業を中心とする伝統

食品製造業等の地域文化を活かしたイベント開催により、商業・観光両面での地区活

性化を図っていく。 
加えて、島根県の地域資源にも指定され、全国の鉄道マニアも一目置いている「一

畑電車」の中心駅・車輌基地である「雲州平田駅」は平田地域の玄関口となるべく、

毎年 10月 14日の「鉄道の日」に併せて「駅サイトまつり」イベントを開催しており、
商店街での「リアル人生ゲーム」「木綿街道まつり」との連携による相乗効果を生むた

め、「まちあそび実行委員会」がイベントの調整機能を果たしていく必要がある。 
 
Ⅱ－⑥無料法律相談会の開催 
 平田地域内は弁護士が不在であり、また、労働局や知財に関する行政関係相談窓口

が全くない状態となっている。そこで、商取引や労使間トラブル等を解決するため、

毎月 1回弁護士に来ていただき、無料の法律相談会を開催する。 
Ⅱ－⑦ビジネスダイアリーを活用した各種施策普及 
 毎年、会員事業所向けに作成しているビジネスダイアリーには、地域の名所・旧跡、

特産品を紹介するとともに、中小企業向けの各種施策、税務、労務等に役立つ情報の

ほか、地区行事や祭りといった商売にプラスになる情報も掲載している。 
今後は、「365 日記念日“今日は○○の日”」等も掲載し、販売促進に繋がるようなビ

ジネスダイアリーを配布する。 
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Ⅱ－⑧商工会議所ホームページおよび Facebookページの活用 
 初めに述べたように「出雲」「出雲大社」というブランドの知名度はここ数年で大き

く高まったことにより、商品開発や商談会、観光誘客等でも、それを意識する事業者

が格段に増加した。 
また、当地域には醸造の神様と云われる「松尾神社」もあり、古くから日本酒発祥

の地として様々な取り組みを行ってきた。これら地域ブランドや各事業者の取り組み

等を当所ホームページおよび Facebookページを活用し、積極的に情報発信することで
域外への認知度向上に繋げる。 
 
  ホームページ：http://www.hirata-cci.or.jp/ 
  Facebookページ：https://www.facebook.com/izumohiratacci 
 
Ⅱ－⑨河下港 5,000 トンバースの整備・利用推進と沖防波堤整備への取り組み 
 平田商工会議所では、平成 19年より海上自衛隊の物資補給基地の誘致活動を行って
きている。本整備は地域経済の活性化や日本海の安全向上に非常に有効であると考え

ており、島根県、出雲市の協力を得ながら、防衛省への訪問、関係諸団体との連携を

図るとともに、ポートセールスの一環として海上自衛隊の艦艇広報を支援するなど、

海上自衛隊の物資補給基地の誘致活動を継続する。 
 
 
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取り組み 
１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等に関する情報交換 
平田商工会議所では、従来からしまね産業振興財団や 21世紀出雲産業支援センター

等と連携をとり、各支援機関が用意する補助金等を活用しながら小規模事業者の支援

を実施してきたところである。ところが、近年、小規模事業者の支援ニーズが高度化・

多様化していることに加え、IT化や国際化の進展という外部環境変化が小規模事業者
に対し、よりスピーディーな対応と課題解決を求める事態となっている。 
そこで、下記連携事業に取り組み、他の支援機関はもとより、外部専門家やコーデ

ィネーターと連携を強化し、地域経済動向や支援ノウハウを共有し、より確度の高い

経営分析・事業計画を策定するとともに、高度な支援能力を身に付け、会員の皆様に

頼られる商工会議所の構築を目指す。 
 
１－①よろず支援拠点コーディネーターとの連携 

 しまね産業振興財団に設置されている、よろず支援拠点のコーディネーターとの連

携を密にし、定期巡回・訪問指導の際、抽出された課題等を相談することで、より的

確かつスピーディーな課題解決に繋げる。 
 必要に応じ協調して課題解決に取り組むことで、課題解決のノウハウや支援ツール

を共有し、互いの支援能力の向上に繋げていく。併せて定期的な情報交換会を開催し、

双方が有する情報を常にアップデートしながらより効率的な支援に努める。 
 
１－②21 世紀出雲産業支援センターとの連携 

 従来より、同センターが用意する補助金メニューの活用等を通じ、小規模事業者の
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支援にあたってきたところであるが、支援先の情報共有やフォローアップといった部

分での連携はできているとはいえない状況であった。 
 そこで、今後も補助金を活用した支援をベースにしながら、必要に応じ同センター

職員にも支援先に同行いただき、より現場のニーズ・実態に即した補助金メニューの

設定や補助金交付後のフォローアップ等に協調して取り組む。 
 
１－③経営専門家との連携 

 島根県においてはエキスパートバンク事業、経営力強化アドバイザー派遣事業等、

支援先に対し専門家を派遣する制度が充実しており、従来より同制度を活用して小規

模事業者の支援を行ってきた。 
 しかしながら支援内容が専門的になればなるほど専門家任せになることも多く、そ

の場限りの支援で終わるケースも少なくなかった。 
 そこで、派遣される専門家とは派遣時の同行にとどまらず、事前ミーティングや支

援後のフォローミーティング等を行い、支援内容や指導ノウハウ、支援結果の分析ま

で連携して取り組む体制を構築し、より緊密な支援が行えるよう努める。 
 
１－④その他団体・金融機関との連携 

出雲税務署・中国税理士会出雲支部との三者懇談会や、ハローワークと連携をとる

雇用推進協議会、障害者雇用支援を行うひらた福祉会、しまね知的財産総合支援セン

ター、日本政策金融公庫と出雲域内の商工会議所・商工会とで実施するマル経協議会、

島根県信用保証協会出雲支店との連携、中小企業基盤整備機構等、各種専門家と連携

を密にし、小規模事業者への成功事例やニーズに合った支援策、ノウハウについての

情報を得ることで、多方面から支援に役立てる。 
２．経営指導員等の資質向上等に関すること 
 当所では、島根県下経営指導員研修会等に参加し、知識・ノウハウの習得に努めて

いるが、年度間でテーマ等が異なるなど一貫性がない上、参加については個々の指導

員の判断に任せられており、計画的な人材育成ができていない。 
 また、研修への参加は指導職員に限られており、その他職員が研修する機会を与え

られていない。 
 そこで、経営指導員はもとより他職員の資質向上を図り、商工会議所の支援力向上

に繋げるため、職員が網羅的にスキルアップするための研修プログラムを年度当初に

策定し、これに従いながら必要なスキルを身に付けることで資質向上を目指す。 
 同時に、組織としてスキルが保たれるよう、毎月 1 回開催する小規模事業者フォロ
ーアップ会議の際、研修会受講者が講師となり、知識・ノウハウの共有を図る。 
２－①各種関係セミナーへの積極的な参加 

島根県、出雲市、島根県商工会議所連合会、島根県中小企業団体中央会、島根県商

工会連合会が主催するセミナーについては、各職員が担当業務・出席ノルマに関わら

ず、積極的に参加し、最低でも年 1回は必ず参加することで資質向上に繋げる。 
また、専門的研修内容を希望する職員に対しては、中小企業基盤整備機構の運営す

る中小企業大学校の研修へ参加し、より高度な支援手法を習得することで、小規模事

業者の支援に役立てる。 
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２－②職員ミーティングによる職員同士の情報共有 

現在、職員の情報共有については、毎週月曜日の朝礼における先週の会議報告及び

今週のスケジュール確認に留まっており、個社の相談内容、支援状況等については、

職員全体で情報共有ができていない。 
そこで、毎週月曜日の朝礼後、指導職員のミーティングを実施し、各担当の個社支

援状況について、巡回・訪問時の指導事例や相談内容等を共有化し、相談内容や対応

の是非についてディスカッションを行う。 
このディスカッションを通じ、各職員は担当外事業所の現況把握が可能となるほか、

ベテラン指導員の指導スキル・ノウハウについて共有化が図られると同時に、指導内

容を繰り返し説明する過程で自ずとプレゼンテーション能力向上が期待される。 
また、小規模事業者の課題について、担当者任せにするのではなく、職員全員で対

応することで「チーム平田商工会議所」としての姿勢・意識が醸成され、一丸となっ

て取り組む体制構築に繋がる。 
 
２－③ベテランと若手指導員コンビによる巡回での資質向上 

若手指導員および記帳専任職員が、月 1 回程度ベテラン指導員に同行することで、
実際の巡回現場における指導方法や気付きの視点、課題の抽出方法等の指導スキルを

学び、資質向上に非常に効率的かつ効果的な OJTを実践する。 
 
２－④職員の公的資格取得の推進 

  日本商工会議所が主催し、財務分析の基礎ともなる簿記検定をはじめ、小規模事業
者を指導する際に活用できる公的資格の取得を推進する。指導職員は特に、自己啓発

的に資質向上を目指し、小規模事業者の支援に資する能力の獲得に努める。  
 
２－⑤各課における業務ルーチンのマニュアル化 

 各担当業務の引継ぎについては、人事異動等による引継後のミスや漏れを未然に防

止するため、業務フローや留意点等をまとめた業務マニュアルを作成する。スピーデ

ィーな業務引継ぎを行うとともに、引継当事者間のコミュニケーションを深め、制度

改正や効率性の観点からの気づき等があれば随時反映し、常にブラッシュアップしな

がら利用する体制を構築する。 

 

２－⑥商工会議所標準業務処理システム「TOAS」の導入・運用 

 上記２－②において、近時の状況についてはリアルタイムで情報共有がはかれるも

のの、過去のいきさつや経緯等を記憶に頼って共有するのは正確性に欠ける。 

より適切な対応を行うためには、訪問指導履歴等を記録として残すことが重要であ

り、現在も各課員が訪問指導状況を日報形式で作成し、回覧を行っているが、紙ベー

スのため参照性が悪く、誰もが容易にかつ適時に参照できる体制とは言いづらい。 
そこで、商工会議所の標準業務の IT化・OA化を目的として作成された商工会議所

標準業務処理システム「TOAS」を導入する。 
 

本システム中には「企業カルテ」と呼ばれる企業の会社概要はもとより、会議所の

訪問履歴等が記録される箇所があり、ここで過去の相談内容や顛末等を参照できるほ
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か、特記事項で付加すれば、代表者の性格や傾向、借入の状況や得意先の状況等も記

録することが可能であり、事業所の情報を一元的に把握することが可能となっている。

「TOAS」の運用により、訪問指導記録がデータベース化され、参照性が著しく向上
することで、配置替えや業務変更等により、担当者が変更されても極めて短時間で企

業情報・状況の把握が可能になるとともに、過去の指導ノウハウを共有できる。 

これにより、指導能力を極力標準化・平準化し、特定の担当者に依存した指導体制

とならないような体制の構築を図る。 

 

 

３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 
 事業実施は、あくまでも所内ワーキングチームである平田中小企業相談所（7名）を
中心に行うこととする。しかし、事業所状況や相談案件の内容、支援の進め方等につ

いては当所全職員 14名が一丸となって小規模事業者の支援に取り組むこととする。 
 また、6ヶ月毎にワーキングチームでの検証を細目に行い、関係機関・連携先との調
整がうまくいっているかのチェック、補助事業の進捗状況のチェック、派遣する専門

家やアドバイスにミスマッチがないかどうかのチェックを実施し、形に捉われない支

援を継続する体制を整えていく。 
 外部評価チームのメンバーは、所内ワーキングチームの取り組みを、第三者の視点

で評価し、1 年に 1 回以上、外部評価チームとワーキングチームとの情報交換会を開
催し、修正を実施する。 
 
３－①事務局での進捗状況の確認及び事業内容の検証 

毎月開催する職員ミーティングの際に経営発達支援計画検証会議を実施し、事業の

進捗状況の確認・報告を行い、事業内容を検証する。 
 
３－②平田商工会議所常議員会での評価・検証 

 平田商工会議所で 2 ヵ月毎に開催される常議員会において、上記「経営発達支援計
画検証会議」の結果を評価・検証し、指摘事項の軌道修正及び改善を行う。 
 
３－③平田商工会議所外部評価チームでの評価・見直し案の提示 

 年 1回、出雲市平田支所長、島根県信用保証協会出雲支店長、21世紀出雲産業支援
センター事務局長で構成される外部評価チームにおいて、事業の実施状況、成果の評

価、見直し案の提示を行う。 
 

３－④平田商工会議所定時議員総会での評価・見直し案の提示 

 年 1 回、平田商工会議所定時議員総会において、平田商工会議所外部評価チームで
の事業の実施状況、成果の評価、見直し案の提示を行い、評価を行うとともに、見直

し方針を決定する。 
 
３－⑤会員・市への報告、承認 

事業の成果・評価・見直しの結果については事業年度終了後、平田商工会議所定時

議員総会、出雲市へ報告し、承認を受ける。 



２３ 
 

３－⑥経営発達支援計画の事業評価結果及び見直しの公表 

事業の成果、評価、見直しの結果を当所ホームページ、facebook ページで公表する
とともに、毎奇数月に発行する平田商工会議所会報においても実施結果等を掲載し、

会員事業所に実施状況が伝わるよう配慮する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業評価に係る一連の PDCAサイクル 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plan【計画】 
常議員会で承認 

 

Do【実行】 
事務局 

 

Action【改善】 
事務局 

Check【評価】 
外部評価チーム 
定時議員総会 
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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 28年 11月 1日現在）
（１）組織体制 

 
①役 員 

 
②事務局 

役職 氏名 役割分担 担当地区 

事務局長 坂本倫光 事業総括  

経営指導員 
（中小企業相談所長）

山岡 忍 
計画策定業務 
販路開拓支援 

平田 
経営指導員 佐藤文治 

各種分析業務 
販路開拓支援 

経営指導員 小村孝治 金融相談業務 灘分 

経営指導補助員 日下晃久 
分析業務補佐 
計画策定業務補佐

国富・西田 

経営指導補助員 坂本逸志 
分析業務補佐 
計画策定業務補佐

鰐淵・北浜 

記帳専任職員 吾郷直紀 記帳指導 久多美・佐香 

記帳専任職員 山口香奈 記帳指導 桧山・東・伊野 

 
 
 

役職 氏名 

会 頭 （1） 大谷厚郎 

副 会 頭 （1） 飯塚俊之 

専務理事 （1） 立石康夫 

常 議 員（21） 

荒木國夫、石原俊太郎、太田道夫、狩野秀嗣、來間 久、

坂本泰一、清水 真、角 健次、曽田敏康、園  裕、 
園山 繁、田中章一、玉木 薫、土江康道、常松泰久、 
原 憲司、原 伸雄、平野裕二、槇野安浩、山﨑章弘、 
山根章一 

監 事 （3） 小汀泰之、田中浩史、福田義則 
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（２）実施体制 

事務局長・中小企業相談所職員は 8名と少なく、各職員を狭い専門業務に集中させ
ることは現実的ではない。経営発達支援計画では、各事業の主担当を決めるものの実

行にあたっては、全員で本支援事業をチームとして実施する。 
経営発達支援計画を計画どおり実施するために、商工会議所会頭の指揮の下、事務

局長が進捗管理を行い、経営指導員・補助員が補助する形で運営管理を行う。 
また、しまね産業振興財団、島根県商工会連合会との連携を図って確実に実施する。

 
 
 

 事務局長 1名  
                進捗管理・推進 
                            支援 
              経営指導員 3名  

                                 
              経営指導補助員 2名  
事業の評価・見直し検討 
               記帳専任職員 2名  
 
                 事業の推進 
 
 
（３）連絡先 

平田商工会議所 
    〒691-0001 島根県出雲市平田町 2280-1 
    Tel（0853）63-3211 Fax（0853）63-3346 

     e-mail hchamber@hirata-cci.or.jp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

経営発達支援計画 

評価委員会（仮称） 
しまね産業振興財団

島根県商工会連合会
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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） 

年度 H29 H30 H31 H32 H33 

必要な資金の額 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

 経済動向・需要動向調査 
講習会・研修事業費 
販路開拓関連費 

施策普及費 

資質向上対策費 

事業評価委員会開催費 

200
800
800
800
200
200

200
800
800
800
200
200

200
800
800
800
200
200

200 
800 
800 
800 
200 
200 

200
800
800
800
200
200

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 
 

調達方法 

①島根県小規模事業経営支援事業補助金 

②出雲市運営費補助金・商工業発展推進事業費補助金 

③会費収入 

④賦課金収入 

⑤国・県の補助金制度の活用 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 

 

（別表４） 

 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に

関する事項 

連携する内容 

①行政・関連団体との小規模事業者支援全般・観光・商品開発の連携支援 

②島根県商工会連合会による専門家派遣事業及び専門的指導 

③しまね産業振興財団の実施する専門家派遣事業や各種補助金・認定制度等の高度専門

的指導 

④ミラサポの実施する専門家派遣事業 

⑤国が実施するよろず支援拠点による経営・情報収集支援 

⑥中小企業基盤整備機構を活用した販路開拓・新事業展開支援 

⑦出雲市平田地域管内金融機関・政府系金融機関との交流による地域経済動向等の情報

収集と小規模事業者の資金繰り支援 



２７ 
 

連携者及びその役割 

 

①連携者：出雲市役所商工労働課 

     （所在地：島根県出雲市今市町 70   課長 赤木亮一） 

     出雲市役所産業振興課 

     （所在地：島根県出雲市今市町 70   課長 小瀧昭宏） 

     出雲市役所縁結び定住課出雲ブランド室 

     （所在地：島根県出雲市今市町 70   室長 梶田厚志） 

     出雲市役所平田支所地域振興課 

     （所在地：島根県出雲市平田町 951-1  課長 持田俊司） 

出雲観光協会平田支所 

（所在地：島根県出雲市平田町 951-1  兼折由美子） 

 役 割：小規模事業者支援全般・観光・商品開発の連携支援 
 

②連携者：島根県 

     （所在地：島根県松江市殿町 1 知事 溝口善兵衛） 

     島根県商工会連合会 

     （所在地：島根県松江市母衣町 55 会長 石飛善和） 

 役 割：専門家派遣事業での講師派遣、担当職員による高度専門的指導 
 

③連携者：（公財）しまね産業振興財団 

     （所在地：島根県松江市北陵町 1 理事長 山崎征爾） 

 役 割：専門家派遣事業での講師派遣、担当職員による高度専門的指導 
 

④連携者：中小企業庁 

     （所在地：東京都千代田区霞ヶ関一丁目 3番 1号 中小企業庁長官 宮本聡）  

役 割：専門家派遣事業での講師派遣、情報収集 
 

⑤連携者：島根県よろず支援拠点（しまね産業振興財団内） 

（所在地：島根県松江市北陵町 1 コーディネーター 佐藤淳一） 

 役 割：経営支援、情報収集 
 

⑥連携者：（独法）中小企業基盤整備機構 中国本部 

     （所在地：広島県広島市中区八丁堀 5-7 広島ＫＳビル３階 中国本部長 井上秀生） 

 役 割：アドバイザー活用による販路開拓支援 
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⑦連携者：日本政策金融公庫 松江支店 

     （所在地：島根県松江市殿町 111 松江センチュリービル 3階 事業統括 浜崎 剛）

     山陰合同銀行 平田支店 

（所在地：島根県出雲市平田町 1064  支店長 清水 真） 

島根銀行 平田支店 

（所在地：島根県出雲市平田町 991-12 支店長 熱田浩司） 

島根中央信用金庫 平田支店 

（所在地：島根県出雲市平田町 2794-1 支店長 福田義則） 

島根県信用保証協会 

（所在地：島根県松江市殿町 105    会長 小林淳一） 

 

 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小規模事業者 

ビジネスモデルの再構築に向けた取り組み

経営改善普及事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

・経営力向上、経営革新、創業、 

事業承継等の事業計画策定支援 

・専門家派遣事業 

・記帳継続指導 

・金融相談 

経営発達支援事業 

・地域の経済動向調査 

・経営分析支援 

・事業計画策定及び実施支援 

・需要動向調査 

・需要に寄与する事業 

平
田
商
工
会
議
所 

相
談 ・出雲市役所本庁 

・出雲市役所平田支所 
・21世紀出雲産業支援センター 
・出雲観光協会平田支所 
・出雲地区雇用推進協議会

・島根県 
・しまね産業振興財団 
・島根県よろず支援拠点 
・ミラサポ 
・中小企業基盤整備機構中国本部

・島根県中小企業団体中央会 

［民間金融機関］ 
山陰合同銀行平田支店 
島根銀行平田支店 
島根中央信用金庫平田支店 
日本政策金融公庫松江支店 

島根県信用保証協会出雲支店 

金融機関連携 

金融連携 

連 

携 

地域経済の活性化！ 

支
援


