
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
大田商工会議所（法人番号 2280005003596） 

実施期間 平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日 

目標 

 
小規模事業者個々のニーズに沿った伴走型の応援体制を構築し、販路拡大のため
需要を見据えた計画策定とフォロー支援重視による、小規模事業者の経営力向上を
図り、小規模事業者の持続的な経営を可能にする。 
また、セミナー等を活用した創業、第二創業者の掘り起こしを行うと共に、豊富
な地域資源を活用した商品開発や観光資源を活用し、着地型・滞在型観光を推進し
て交流人口の増加を図り消費拡大を目指す。 
 

事業内容 

 
(1)地域の経済動向 
・中小企業景況調査や地域経済の環境変化に併せた消費動向調査を実施し、ヒアリ
ング体制を強化することにより経営環境を的確に把握・分析し、情報収集しやす
い環境整備を行い、小規模事業者に情報提供する。 
 
(2)経営状況の分析 
・窓口・巡回訪問時に小規模事業者が抱える問題をより的確に捉え、現在の経営状
況の把握と事業計画策定に活用する。 
 
(3)事業計画策定支援・実施支援 
・事業計画策定の必要性についてセミナー、個別相談会を開催して、ノウハウの提
供を行う。年間３６事業所の事業計画策定と年間４０事業所の各補助金申請支援
を目標とし、策定後は目標達成に向けてフォローアップを行う。また、創業者・
第二創業への計画策定対応を強化する。 
 
(4)需要動向調査 
・市場や消費者の動向と業種・業態に合った需要動向を収集・調査・分析すること
により、事業者に分析結果等の情報を提供するとともに、事業計画策定と需要の
開拓に寄与する。 
 
(5)新たな需要の開拓 
・展示会・商談会への出店支援、大田ブランド認証の推進、石見銀山テレビ放送(株)
との連携、おおだ彼岸市における企業ＰＲ等、石州素舞流事業への支援、ものづ
くり経営革新塾の拡充等、これらの事業を推進することにより様々な業種におい
て域内・域外需要の獲得を目指す。 
 
(6)地域経済の活性化 
・閉店した地元核店舗の後継店への支援と空店舗対策 
・中心市街地活性化協議会設立に向けた取り組み 
・学習型観光促進への支援 
・｢石見銀山遺跡｣の世界遺産登録１０周年を契機とした観光関連産業の強化 
・｢おおだ一日漁｣ブランドの強化 
・おおだ彼岸市｢中日つぁん｣の活性化 
・山陰自動車道開通に伴う課題の解決 
 

連絡先 

大田商工会議所 
〒694-0064 大田市大田町大田イ３０９番地２ 
TEL (0854)82-0765   FAX (0854)82-2993 
E-mail：ohdacci@shimanet.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 

1.大田市の状況 

大田商工会議所が在る大田市は、平成 17 年に旧大田市、温泉津町、仁摩町の１市 2町の合併に

より、新「大田市」として誕生した。 

人口は 36,900 人、島根県の中央部に位置し、松江・出雲市圏と浜田・益田市圏の中間にあたる

県央の拠点都市としての役割を担っている。また、日本海に面しており、面積 435 ㎢の内、商工会

議所のエリアは 332 ㎢と広い。 

平成 19 年 7 月に日本で 14 番目に登録された鉱山・産業遺跡としては初の世界遺産「石見銀山遺

跡」や大山隠岐国立公園に属す「三瓶山」等、観光資源が豊富である。 

 

(1)大田市の産業構造 

①大田市統計書(平成 26 年 9 月)によると、大田市内全体

の事業者数は 2,224 事業所で、5年前と比較して約 6％

減少している。産業分類別にみると第一次産業 36、第

二次産業 373、第三次産業 1,815 事業所となっている。

卸売・小売業 695、建設業 229、サービス業(他に分類

されないもの)223 事業所の順で多く、この 3 業種で

52％を占めている。 

 

②従業員数 14,607 人の構成は卸売業・小売業 3,601、製

造業 2,543、建設業 1,723 人の順で多く、54％を占め

ている。次いで、高齢者比率が高い当市を反映して医

療・福祉従事者が1,676人で全体の11％を占めている。 

 

③旧来の地場産業は瓦産業で、全国 2 位の出荷高を誇る

石州瓦生産地の中核を成し、多数の事業者と多くの雇

用を抱えていた。近年、ハウスメーカーの台頭によっ

て、新建材の利用が多くなったことから、瓦の需要が

減少し、また産地間競争が激化したことなどにより、

合併や廃業が進み、現在は 1社が残るのみとなった。 

 

④水産業では、「おおだ一日漁」と呼ばれる日帰り漁が盛

んである。恵まれた漁業環境にあり、小型底引網によ

る特色ある漁業を行っており、関連する卸売業や小売

業、魚関連の食品製造業者が多い。 

 

⑤事業所数の推移 

 平成 13 年 平成 16 年 平成 18 年 平成 21 年 13～21 増減率

総事業所数 2,541  2,371 2,297 2,224  △12％ 

第一次産業  19  21 20 36  ＋189％ 

第二次産業 463  431 397 373  △19％ 

第三次産業 2,059  1,919 1,880 1,815  △12％ 

                      大田市統計書(経済コンセンサスから掲載) 
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(2)地域経済の現状と課題 

①これまでの長引く景気低迷や地域間競争の激化、外部資本の大型小売店の出店や流通構造

の急速な変化などにより、小売業やサービス業等を営む商業者は売上減少と収益低下など

の極めて厳しい状況が続いている。また、中心市街地南北の核店舗であった地元共同店舗

（２店）が閉店したことにより、同中心市街地で営業する小売店に様々な影響を及ぼして

おり、特に集客力強化が喫緊の課題となっている。 

 

②島根県内の商工会議所と商工会が 3年毎に全域で行う買い物動向調査「商勢圏実態調査」

の市内購入比率では、食料品 90％や日用雑貨 82％は大田市内での購入比率が高いものの、

衣料品・身の回り品、書籍やスポーツ用品等の文化品は 50％以上が市外で購入されてい

る。 

  2020 年に予定されている山陰自動車道(出雲～大田～江津間)の開通によって、大型店

が集積する隣接都市の出雲市への購買力流出が加速することが危惧されている。 

 

③少子高齢化の進展と人口減少問題は、全国で深刻化している。当市においては、平成 17

年には 40,703 人の人口が、現在は 36,900 人で、この 10 年間に 9％強も減少し、買い物

需要が失われている。高齢化比率も 38％と県内 8 市の中では最も高い。国立社会保障・

人口問題研究所の「日本の地域別将来推計人口」によると、20 年後の 2035 年には 27％も

の人口が減少し、高齢化比率は 43％まで進行する。生産年齢人口が 31％も減少すること

から、企業の存続と小規模零細企業の廃業が加速するものと考えられる。 

  加えて市外の中山間地域における人口減少も加速化していることから、大田市への買い

物流入客が減少し、需要の大幅な減少が予測される。 

 

④観光立市を目指す大田市にとって、その核になる「石見銀山遺跡」は平成 19 年に世界遺

産登録され、ピーク時には 813 千人もの観光客が訪れて、観光関連産業に大きな観光需要

をもたらした。しかし、現在はその効果も薄れ、昨年度の観光客は 437 千人とピーク時に

比べて 46％もの大きな減少となった。 

 

⑤製造業においては、市内最大手で 350 名を雇用する㈱イワミ村田製作所が当地域の製造業

を牽引しており、昨年度来の円安効果がプラスに作用し、増産体制を強化している。その

他の管内中小企業は引き合いは増えているものの、原材料高騰や発注金額の抑制によっ

て、期待するほど収益は回復していない。当地の主要な地場産業である粘土瓦製造業は、

ハウスメーカーの進出や他の屋根材のシェア拡大により、販売枚数が大幅に減少し、厳し

い環境下にある。 

 

⑥食品加工製造業については、「おおだ一日漁」や多彩な地域資源を活用した商品開発が積

極的に行われ、販売額を伸ばす企業が増加しつつある。 

 

⑦他市同様に大田市においても生産年齢人口の減少により、各業種共に人手不足が深刻であ

る。特に建設業に於いては、職人不足に加え若年従業員不足が顕著であり、企業の持続経

営に不安をもたらしている。 
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２．目標及び目標達成方針 

(１)中長期的な振興のあり方 

地域経済の維持・発展のためには、「小規模事業者が豊富な地域資源と各々が有する

知的財産等を有効に活用し、自らが事業計画の策定・実施・確認・改善（ＰＤＣＡ）す

ることで、経営環境の変化に即応できる経営資質の向上や経営基盤の強化を図り、地域

経済を牽引する原動力となる」ことが必要不可欠であり、そのためには当商工会議所が

中小企業支援機関の中核として、小規模事業者に寄り添った「伴走型支援」を強化する

と共に支援体制を構築する。 

  

(２) 中長期的な振興のあり方を踏まえた本計画の目標 

①小規模企業の特性とビジネスステージに応じた経営力の強化 

②地域資源(観光・農林水産物・鉱物)を活用した取り組みによる地域活力の向上 

③創業・第二創業者の増加と円滑な事業承継による、小規模事業者の維持拡大 

④中心市街地の再生をとおした地域経済の活性化 

⑤本計画達成のための支援体制の強化 

 

(３) 中長期的な目標達成にむけた方針 

①経営分析・需要調査の結果を活かし、小規模事業者の能力に応じた経営計画策定並びに

販路拡大支援  (2)-① 

②経営計画策定後のフォロー支援を重視した伴走型支援の徹底  (2)-① 

③地場産業の育成と地域資源を活用した新商品開発・商品改良の支援  (2)-② 

④世界遺産「石見銀山遺跡」や国立公園「三瓶山」を活用した観光振興  (2)-② 

⑤小規模事業者の事業計画の実行にあたっては、国、県及び市町村等の施策活用を推進。

                                  (2)-② 

⑥セミナー等を活用した創業・第二創業者の掘り起こし並びに創業支援の実施 (2)-③ 

⑦中心市街地活性化協議会の設立と中心市街地活性化基本計画の検討  (2)-④ 

⑧島根県、大田市、地域の金融機関、その他の支援機関や専門家等と連携の強化 (2)-⑤

⑨経営発達支援事業の実施にあたっては、ＰＤＣＡ管理の徹底  (2)-⑤ 

⑩経営発達支援計画特別委員会を設置し、経営発達支援事業の効果を検証  (2)-⑤ 

⑪当所全職員の資質向上を図りながら事業の実施  (2)-⑤ 

 

(４)小規模事業者の重点支援目標 

上記、目標並びに方針により、当面５年間の小規模事業者への重点支援目標は下記のと

おりとする。 

セミナー開催数 44 企業
事業計画策定数 165 企業
創業支援数 48 企業
第二創業支援数 20 企業
展示会等販路拡大支援回数 374 回

支援件数
(5年間合計)
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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２８年４月１日～平成３３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．地域の経済動向に関すること【指針③】 
<目的> 
各種調査結果を基に地域内の景気動向を調査・分析することにより小規模事業者の経営環
境を正確に把握し、更に小規模事業者が抱えている経営課題を窓口・巡回相談を通して収
集・分析をし、それらを経営指導員等が共有すること、より深く業種や地域毎に違う経営環
境や課題を理解した上で、企業に寄り添った形での伴奏型支援を行う。 
また、収集・分析した情報は、必要に応じて企業に提供し、更に小規模事業者が情報収集
しやすい環境整備を行う。 

 
<現状・課題> 
中小企業景況調査や商工会議所ＬＯＢＯ調査、観光動向調査等を行っているものの、地域
の経済動向を把握するには調査業種、件数、頻度が少なく、また、各種団体等による調査結
果や新聞や雑誌、インターネットでの情報収集を行っているが、整理がなされておらず、時
系列での分析が不十分であり、情報提供に関しても会議等での配付やホームページへ不定期
且つ一部分のみの発信となっている。 
また、経営指導員が個別に情報収集を行っているため、調査分析など情報の共有化がなさ
れていない。 

 
<本事業で取り組む事業内容> 
上記<現状・課題>に対応し、小規模事業者が置かれている経営環境等を正確に把握するた
めに下記の取り組みの実施・強化・継続を行い、更に所内での情報共有をしながら、収集・
分析した情報は、必要に応じて企業への提供や小規模事業者が情報収集しやすい環境整備を
行う。 
 (1)中小企業景況調査 
・内  容：中小企業庁及び中小企業基盤整備機構が実施する、中小企業を対象とした売

上等の数値結果を基に産業別・地域別等を算出する景気動向調査。 
・対象業種：小売業、卸売業、建設業、製造業、サービス業 
・調査項目：業況・売上・仕入価格・採算性・設備投資・従業員・借入状況等の推移（前

年同期比・前期比・翌期予測）、設備投資予定、今期直面している経営上の
問題点等 

・調査方法：訪問によるヒアリング調査 
・調査時期：４半期毎 
・目標設定： 

現状
(26)

28 29 30 31 32

小 売 業 26.0% 7件 7件 8件 8件 8件 8件
卸 売 業 3.2% 4件 4件 4件 4件 4件 4件
建 設 業 14.9% 3件 3件 6件 6件 6件 6件
製 造 業 9.6% 5件 5件 5件 5件 5件 5件
サ ー ビ ス 業 17.2% 6件 6件 7件 7件 7件 7件
そ の 他 29.1% － － － － － －

合計 100.0% 25件 25件 30件 30件 30件 30件
調査回数 4回 4回 4回 4回 4回 4回

商工業者
構成比

年度
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(2)商工会議所ＬＯＢＯ調査（早期景気観測調査） 
・内  容：商工会議所のネットワークのもと、数値的データではなく「肌で感じる足元

の景気感」を全国ベースで調査。 
・対象業種：小売業、卸売業、建設業、製造業、サービス業 
・調査項目：売上高･採算･仕入価格･従業員･業況･資金繰りの推移（前年同月比･向こう３

ヶ月の見通し）、直面している経営上の問題、付帯調査（例：円安対応等）
・調査方法：訪問によるヒアリング調査 
・調査時期：毎月中旬頃（公表日：調査月の最終営業日） 
・目標設定： 

現状
(26)

28 29 30 31 32

小 売 業 1件 2件 2件 2件 2件 2件
卸 売 業 1件 2件 2件 2件 2件 2件
建 設 業 1件 2件 2件 2件 2件 2件
製 造 業 1件 2件 2件 2件 2件 2件
サ ー ビ ス 業 0件 2件 2件 2件 2件 2件

合計 4件 10件 10件 10件 10件 10件
調査回数 12回 12回 12回 12回 12回 12回

年度

 
(3)観光動向調査（主要施設入り込み客数推移） 
・内  容：大田市内の観光主要施設の入り込み客数を月ベースで把握し、観光客の推移

を把握する。 
・対象施設：仁摩サンドミュージアム、三瓶フィールドミュージアムさひめる、小豆原埋

没林公園、龍源寺間歩 他 
・調査項目：前月の入り込み客数、県内のイベントや出来事等 
・調査方法：大田市産業振興部観光振興課、大田市観光協会等より収集 
・調査時期：毎月中旬頃（前月分について調査、公表日：対象月の翌々月中旬頃） 
 
 (4)経営指導員等による窓口、巡回ヒアリング 
今までの課題に対応すべく下記の事業を実施・強化・継続する。 
①企業ヒアリングシートの作成 

共通項目を調査して集計・統計・分析ができるようにするために、「企業ヒアリング
シート」を作成する。そして、業種別・地域別・時系列に集計・統計・分析を行う（独
自に集計）。通常の相談業務に併せて調査する。 
調査項目：売上高・採算・仕入価格・従業員・業況・資金繰りの推移（前年同月比・向

こう３ヶ月の見通し）、直面している経営上の問題等 
 
②ヒアリング体制の強化 

今までは経営指導員（３名）のみでヒアリングを行っていたが、ヒアリング件数を増
加させ実態把握精度の向上を図るため、経営指導補助員や記帳専任職員も含め経営支援
課全体（６名）で実施する。 
目標数： 
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現状
(26)

28 29 30 31 32

小 売 業 26.0% 0件 8件 8件 8件 8件 8件
卸 売 業 3.2% 0件 4件 4件 4件 4件 4件
建 設 業 14.9% 0件 8件 8件 8件 8件 8件
製 造 業 9.6% 0件 6件 6件 6件 6件 6件
サ ー ビ ス 業 17.2% 0件 10件 10件 10件 10件 10件
そ の 他 29.1% － 4件 4件 4件 4件 4件

合計 100.0% 0件 40件 40件 40件 40件 40件
調査回数 0 12回 12回 12回 12回 12回

商工業者
構成比

年度

 
③相談内容の傾向分析  
現在、日本商工会議所が提供している「ＴＯＡＳ」を利用して統計・分析ができるよ
うに、「事業計画策定」「農商工連携」「事業承継」「マイナンバー制度」など基本項目の
追加を行い、相談内容の傾向分析をし、ニーズに合わせたセミナー等の開催や情報収集
を行う。 

 
(5)地域経済環境変化に併せた消費動向調査：不定期 
過去には「地元資本の大型協同店舗「さんのあ」閉店に伴う動向調査」「新たな幹線道
路開通に伴う消費者動向調査」などを実施しており、今後も地域経済の環境に影響のある
事案が発生した場合に調査を行い、地域の経済動向の変化を把握する。 
 

(6)行政機関や各種団体が実施している調査や新聞、インターネット等からの情報収集 
島根県経済動向調査(島根県)、統計おおだ(大田市)、企業短期経済観測調査（日本銀行）
などの行政や各種団体が行う調査結果や新聞、雑誌、インターネット等からも情報収集を
行い、地域の経済動向の変化を把握する。 
 

(7)各種調査結果等の提供や情報発信 
インターネット上には様々な情報があふれているものの、小規模事業者が必要とする情
報を収集するノウハウや時間・余裕が少ないために、自社の事業に活用ができていない。
従って、当所が収集分析した地域の経済動向調査結果を窓口・巡回相談において企業へ
提供するだけでなく、ホームページやフェイスブック、会議所報等を活用して広く情報発
信する。 
また、ホームページには当所が実施する「商勢圏実態調査結果」などを掲載し、更に他
団体が掲載している調査結果については相互リンクの了承を得ることで、小規模事業者が
必要とされる情報の一元化を図る。 
その他、フェイスブックなどのソーシャルネットワークシステムも活用しながら、当所
ホームページへの誘導を図り、広く周知する。 
 

<目標（年間調査数）> 

現状
(26)

28 29 30 31 32

中 小 企 業 景 況 調 査 100件 100件 120件 120件 120件 120件
商 工 会 議 所 Ｌ Ｏ Ｂ Ｏ 調 査 48件 120件 120件 120件 120件 120件
観 光 動 向 調 査 4件 12件 12件 12件 12件 12件
窓 口 、 巡 回 ヒ ア リ ン グ 0件 480件 480件 480件 480件 480件

合計 152件 712件 732件 732件 732件 732件

年度

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 
<目的> 
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人口減少や少子高齢化、需要動向や流通形態の多様化など経営環境の変化が早く、定期的
に小規模事業者の経営状況を確認・分析することで、今後の経営発展への方策を検討する基
本的なデータとして活用する。 
 
<現状・課題> 
小規模事業者は日々の事業運営が中心となっているため、外部環境や消費者ニーズなど客

観的な需要予測等や対応すべき問題など経営分析をする時間及び費用を捻出することが難
しい。従って、自社の現状を見つめ直すこと疎かになっているため、強みや弱みが明確化さ
れていない。また、企業が売上を伸ばすための強みとなるものは、技術や商品だけでなく、
サービスやノウハウ、仕組み、システムなどの知的財産もあるという認知度が低い。 

<本事業で取り組む事業内容> 

経営・財務の分析を行い数値化することで客観的に自社の状況を理解させ、更に他社との

差別化が図れる知的財産などの特徴を明確化し、事業計画策定支援に活用すると共に今後の

事業発展に寄与できるよう、下記の事業に取り組む。 

(1)経営指導員等による窓口・巡回指導 

①簡易分析の実施[新規] 

従来から経営計画策定等の際に経営分析を行っているが、より多くの企業の経営分析

をするために「簡易分析シート」を作成し、窓口・巡回相談の場でタブレット等を活用

して、簡易分析をする。（売上・原価率・利益率・一人あたりの付加価値、在庫回転数

などの推移） 

 

②窓口・巡回指導の強化 

ノウハウや経営資源等の強み、ＡＢＣ分析、ラインナップ、役務の内容、従業員、知

的財産などの企業が有する財産の掘り起こしを行う。 

 

(2)高度な分析等を行うための専門家派遣事業等の活用 

ミラサポ、 (公財)しまね産業振興財団生産革新アドバイザー派遣事業、島根県よろず

支援拠点、島根県産業技術センター、島根県信用保証協会スキルアップサポート事業、島

根県経営力強化アドバイザー派遣事業等の活用により、高度な分析を行い、小規模事業者

の持続的な事業発展に寄与する。 

 

(3)地域毎に出張相談窓口の開設 

大田市は面積が広く、従業員がいない個人経営者も多く、また、町単位に経済状況が違

うため、より多くの企業の相談を受けて分析ができるようにするため出張相談事業の強化

（年１地区 → 年２地区）を図る。その際には、窓口で相談者を待つのではなく、その地

域の全企業を積極的に訪問し、相談を受けて経営分析をする。 

 

<目標> 

現状
(26)

28 29 30 31 32

窓 口 相 談 1,007件 1,050件 1,100件 1,150件 1,200件 1,200件
巡 回 相 談 440件 550件 600件 750件 800件 800件

合計 1,447件 1,600件 1,700件 1,900件 2,000件 2,000件
経 営 分 析 件 数 25件 46件 66件 76件 86件 96件

(内簡易件数) 0件 10件 30件 40件 50件 60件
出 張 窓 口 件 数 1地区 2地区 2地区 2地区 2地区 2地区

年度
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３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 
＜目的＞ 

今までに蓄積した小規模企業支援のノウハウを活用し、関係支援機関と連携・強化を図り、

幅広い相談に対応可能な、地域に密着した「顔の見える」支援体制を構築する。 

小規模事業者の様々な経営課題を解決するために、経営分析、市場調査の結果を活かして、

経営計画の策定を行い、その効果を高めるために積極的な巡回指導により経営計画の進捗状

況の確認を行う。そして、必要に応じて専門家派遣事業の活用や、島根県、大田市、地元金

融機関、(公財)しまね産業振興財団、中小企業基盤整備機構などと連携して伴走型の指導・

助言・実施支援を行い、小規模事業者の持続的発展を図る。 

＜現状＞ 
現在行っている事業計画策定支援は、経営内容の悪化による資金繰りを含む経営改善や創
業・補助金申請・経営革新計画など新たな事業展開に取り組む小規模事業者からサポートを
依頼された場合及び当所が経営改善を提案する場合などに、各種専門家派遣事業を活用しな
がら経営指導員が実施している。しかし、小規模事業者等からの依頼があった場合など、事
案が生じた際の実施に留まることが多いため、多数の企業の事業計画策定には至っていな
い。 
 

＜課題＞ 
問題や課題が発生してからの経営計画策定が多いために期日等の制約があり、経済動向や
需要動向調査、経営分析を活かして提供する商品・役務などを検討したり、需要拡大への取
り組みなど売上増加対策等に踏み込めていない。また、小規模事業者が理解して行動に移せ
る経営計画策定が必須であるが、企業の事業計画内容に対する理解度や能力に適したレベル
の行動計画との差異が生じている。 
その他、課題を認識しながらも行動に移すことが出来ない企業などを抽出して相談を受け
ることが不十分である。 
  

＜事業内容＞ 
小規模事業者が外部環境を的確に把握するため、地域の経済動向や需要動向等を活用し、
内部環境の経営分析も踏まえて問題・課題・ビジネスチャンスの分析を行い、５Ｗ１Ｈまで
具体化した理解度・実現性の高い事業計画策定支援を行う。 
更に本経営発達支援計画を機に、事業者の売上増加にウエイトを移し、専門家等や各関係
機関と連携して、小規模事業者の事業計画策定に向けて伴走型の支援を行う。 

(1)窓口・巡回指導による事業計画策定支援の強化 

資金繰り・税務などの窓口相談や巡回指導において、小規模事業者に自社の現況等につ
いてヒアリングを行う。地域経営環境変化や市場に関する調査から得た情報から外部環境
分析、また、携行する｢企業ヒアリングシート｣により自社分析を行い、自社の強みと弱み、
機会と脅威を整理し、新たな販路拡大等に繋がる事業計画策定の必要性を伝え、事業計画
策定を行えるように指導をする。 
 

(2)セミナー・個別相談会の開催 
小規模事業者の需要拡大に向けて、販路拡大や知的財産を活用した取り組み、新分野進
出などに関連したセミナーを開催する。セミナー開催都度、参加者にセミナー評価アンケ
ートを行い、経営計画策定に関する希望調査も加えて該当事業所の掘り起こしを行う。 
また、アンケート用紙には個別相談希望の項目を付け加え、後日、経営指導員、または
必要に応じて専門家による個別相談会の機会を提供するなど、より多くの企業の経営計画
策定支援を行う。 
そして、経営計画作成支援セミナー・個別相談会を開催し、小規模事業者が経営計画書
の作成ノウハウを身につけることで、計画内容の理解度が増し、より実行性を高める。 
その他、当所では製造業を対象に平成２３年度よりトヨタ生産方式を活用した「ものづ
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くり経営革新塾」を開催している。地域経済を担う製造業の収益性や生産効率の向上など
生産改革をするために、現場での「ムダとり」「見える化」「継続力」を養成している。当
所は、現場改善を目的とした事業計画策定にも取り組んでおり、今後も継続して実施する。

 
(3)国・県・市・各種団体等が実施する施策を活用した取組み 
新たな商品・役務の開発や新事業への取組みなどを行うための国・県・市・各種団体等
が実施する「地域資源活用やものづくり補助金」、「小規模事業者持続化補助金」、「経営革
新計画支援助成金」などの施策を毎月発行する会議所報やチラシ、メーリングリスト（新
設）により広く周知し、積極的な活用を促すとともに、経営指導員や必要に応じて専門家
による経営計画策定支援を行う。 
(4)創業・第二創業に関する支援 

平成２７年５月に大田市が経済産業大臣及び総務大臣の創業支援事業計画認定を受け

ている。当所としても、創業者の掘り起しにより、雇用の場や賑わいの創出など地域経済

の活性化を図るために相談窓口を設置し、島根県、大田市、（公財）しまね産業振興財団、

日本政策金融公庫、島根県信用保証協会、地域金融機関等と連携して創業・第二創業支援

を行う。 

①創業 

・創業塾・個別相談会の開催（ニーズの掘り起こし） 

日本商工会議所が中小企業庁より委託を受けている補助事業を活用し、｢創業塾｣

（年１回開講／４コース）を開講することで、創業や創業後のために必要な基礎知識

の習得支援や情報提供を行う。 

セミナー参加者以外の創業希望者への対応強化のため、地元ケーブルテレビを活用

し、広くＰＲすることで、商工会議所が相談窓口であることを周知する。 
 

②第二創業（新分野進出・経営革新計画） 

・経営革新計画策定セミナーの開催 

小規模事業者による新商品の開発や新事業の取組計画の熟度向上や対象企業の掘

り起こしのため経営革新計画策定セミナーを開催する。 

セミナーでは、参加者に経営革新計画策定に関する希望調査を行い、新分野進出当

を促す。 

また、アンケート用紙には、個別相談希望の項目を付加し、後日、経営指導員、ま

たは必要に応じて専門家による相談会を行い、より多くの企業の経営革新計画策定支

援を行う。 
 

(5)専門家派遣事業を活用した支援 

ミラサポ、 (公財)しまね産業振興財団生産革新アドバイザー派遣事業、島根県よろず

支援拠点、島根県産業技術センター、島根県信用保証協会スキルアップサポート事業、島

根県経営力強化アドバイザー派遣事業等の活用により、企業ごとの経営課題の解決に向け

て事業計画策定支援を行い、小規模事業者の持続的な事業継続に寄与する。 

また、専門家の支援ノウハウと関与するバイヤー等とのマッチングによる販路拡大を図

る。 

 

＜目標＞ 



１０ 

 

  

現状
(26)

28 29 30 31 32

(2)事業計画策定セミナー 1回 1回 1回 1回 2回 2回
(2)ものづくり経営革新塾 5回 5回 5回 5回 5回 5回
(4)①創業塾 0回 1回 1回 1回 1回 1回
(4)②経営革新セミナー 1回 1回 1回 1回 2回 2回
(1)(2)事業計画策定 29件 30件 32件 33件 34件 36件
(3)各補助金申請支援 37件 40件 40件 40件 40件 40件
(4)①創業支援 16件 8件 10件 12件 13件 15件
(4)②第二創業支援 1件 2件 3件 4件 5件 5件

年度

開
催
数

支
援
数

＊26 年度の創業支援者数は、一過性に多い年度であり、過去３カ年の平均では７件で

あるため、この数値を基準に目標を設定した。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
＜目的＞ 
小規模事業者が、事業持続可能な体制を構築するための事業計画策定後、円滑に事業計画
を遂行できるように、生産・販売・労務・人事・財務などの経営全般に亘り伴走型支援を行
う。特に、商圏が縮小傾向である当地区においては、売上の維持・増加が不可欠となるため、
新規顧客獲得や販路拡大など需要の拡大計画を重点的に支援する。 

 
＜現状・課題＞ 
日々の業務に追われる小規模事業者にとって、策定した事業計画を継続的に実行していく

ことは決してたやすいことではなく、現状は事業計画の進捗率が低く、当初の目標を達成で
きていない企業が多い。 
また、商工会議所は、事業計画策定後の小規模事業者に対して、進捗状況の確認及び確認
時期・回数についてノウハウが不足していたため、フォローアップが万全ではなかった。そ
れにより、事業計画実施に対する課題等の発見・対応が遅れていた。 
 
＜事業内容＞ 
事業計画策定後は、事業計画の目標達成に向けて、伴奏型支援により早急に課題等の克
服・解決にあたるため、商工会議所として計画的なフォローアップ体制を構築し、円滑な事
業が遂行できるように事業所を補佐し、最終的には自立できるように事業に取り組む。 
(1)事業計画策定後のフォローアップ 
事業計画策定後のフォローアップについては、定期的な巡回訪問をすることにより、事
業計画の実施状況や売上、資金繰り、今後の展開などを確認し、課題等の抽出・解決にあ
たるため必要な助言・指導・支援や各種施策の紹介・対応にあたる。 
重点事項である売上増加については、定期的に経済動向や需要動向などの各種動向の収
集や提供をしながら、目標達成状況の確認や計画の見直し、課題の解決に向けた提言など
寄り添う形で支援を行う。 
金融支援に関しては、日本政策金融公庫や島根県制度融資などを活用した資金繰りの安
定化に向け、各金融機関との連携を図る。 
また、専門的知識等が必要な問題に関しては、島根県｢経営力強化アドバイザー派遣事
業｣、島根県信用保証協会「スキルアップサポート」事業、ミラサポ等の専門家派遣事業
や島根県よろず支援拠点を活用し、更に各関連支援機関とも連携して経営全般における課
題解決に取り組む。 
 
(2)創業・第二創業後の支援 
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創業・第二創業後、間もない事業者に対しては、定期的に巡回訪問によるフォローアッ
プを行う。 
各種問題に関しては、上記「(1)経営計画策定後のフォローアップ」と同様に売上対策
や金融・専門的な問題など経営全般にわたり課題解決にむけて迅速な対応を行う。 

 
(3)「フォローアップ管理シート」作成によるフォローアップの管理 
上記「(1)事業計画策定後のフォローアップ」と「(2)創業・第二創業後の支援」の各種
事業計画策定企業毎に「フォローアップ管理シート」を作成し、データベースで管理しな
がら、定期的に窓口・巡回訪問によるフォローアップを行う。 
また、フォローアップのためのヒアリング頻度は下記のとおり設定する。 

項目 
ヒアリング頻度 

現状 １年目 ２年目 ３年目 

(1)経営策定後のフォローアップ 未設定 月１回 四半期に１回 半年に１回 

(2)創業・第二創業後の支援 未設定 月１回 ２ヶ月に１回 四半期に１回

＊上記の頻度は、最低数の設定であり、必要に応じて頻度を増加させる。 

＜目標＞ 

現状
(26)

28 29 30 31 32

事業計画策定 50回 90回 312回 386回 400回 418回
各補助金申請 100回 268回 474回 480回 480回 480回
ものづくり経営革新塾 36回 36回 36回 36回 36回 36回
創業者 96回 88回 124回 128回 146回 166回
第二創業者 6回 10回 28回 40回 52回 58回

合計 288回 492回 974回 1,070回 1,114回 1,158回

年度

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 
<目的> 

消費動向や市場動向、提供する商品・役務の需要動向など小規模事業者が事業を持続化し

ていくために必要となる情報を収集・分析・発信し、それらを経営指導員等が共有すること

で窓口・巡回相談での伴奏型支援に活用する。 

 

<現状・課題> 

これまでは、経営指導員が個々に各種調査や調査システム、新聞、インターネット等から

情報を収集・分析・管理しており、知り得た情報の共有化が成されていないため効率的でな

く、更に経営指導員毎の情報量やトレンド感に差異が発生している。 

また、大半の情報は窓口・巡回相談時に提供することに留まっている。 

 

＜事業内容＞ 

実現可能な精度の高い事業計画を策定するためには、前述の地域の経済動向や経営分析に

あわせて、市場や消費者の動向と業種・業態に合った需要動向を収集・調査・分析・提供す

ることにより、小規模事業者の事業計画策定に向けた伴走型の支援を行う。 

(1)商勢圏実態調査（お買い物・生活圏調査） 

・内  容：島根県内の商工会議所と商工会が協力し、島根県の商業の実態を消費者の側

面からデータ収集・分析をすることで、カテゴリー別の地元購買率の推移な

ど、外部環境の変化を地域別・時系列で把握する。 

・対 象 者：島根県内の一般消費者 
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・調査項目：食料品、衣料品・身回品、日用雑貨、文化品、通勤、医療、外食、娯楽をど

この地域で購入・利用しているか等 

・調査方法：ランダムに抽出した一般消費者に郵送 

・調査時期：３年に１度（期間内は平成２８年度、平成３１年度に実施） 

・目標設定：当地区回答数５００件（アンケート配布数１，０００件） 

 

(2)日経テレコンＰＯＳＥＹＥＳの活用 

・内  容：日経ＰＯＳに基づく加工食品や家庭用品の販売ランキングや推移グラフ、日

経各紙の記事検索など、小規模事業者の商品ラインナップや新たなるビジネ

スチャンスなどのトレンド情報を収集し、小規模事業者に提供しながら、事

業計画策定支援に活用する。 

 

(3)各種調査等の活用 

総務省の国勢調査や家計調査、大田市の統計おおだ（人口統計、世帯数調査）等から情

報収集を行い、需要動向の変化を把握し、整理・分析する。 

(4)新聞、インターネット等からの情報収集 

インターネットの検索ワード数（アドワーズ）等により需要動向を調査し、時系列に整

理・分析をしたデータを経営指導員等が共有し、トレンド情報として小規模事業者に提供

しながら、事業計画策定支援に活用する。 

 

(5)空店舗調査 

各種動向と、事業所分布などを整理し、地区毎の不足業種や出店可能な空店舗の調査（年

１回）・確認を行い、創業案件毎に随時調査を実施し、情報提供に活用する。 

 

(6)商工会議所職員の情報の共有化 

経営指導員等が収集した情報の整理・分析結果や活用事例などの情報共有化を図るため

会議を月に１回実施する。これにより、商工会議所職員の情報量を増加させ、経営計画策

定の精度を高めることで、小規模事業者にとっては事業計画達成率を向上させることが可

能となる。 

 

(7)情報発信の強化 

定期的に調査・分析が行われる需要動向調査等については、地域の経済動向調査結果と

同様に定期的にホームページ等を活用しながら情報発信を行う。 

また、業界や関連する企業毎のメーリングリストを作成し、個別の情報発信も行う。 

その他、フェイスブックなどのソーシャルネットワークシステムも活用しながら、当所

ホームページへの誘導を図り、周知につなげていく。 

 

<目標> 
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現状
(26)

28 29 30 31 32

(1)商勢圏実態調査 実施年度 実施年度
(2)日経テレコン 通年 通年 通年 通年 通年 通年
(3)各種調査等 通年 通年 通年 通年 通年 通年
(4)新聞等情報収集 通年 通年 通年 通年 通年 通年
(5)空店舗調査 年１回 年１回 年１回 年１回 年１回 年１回
(6)情報共有化会議 不定期 12回 12回 12回 12回 12回
(7)情報発信の強化 通年 通年 通年 通年 通年 通年

年度

 

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＞ 

地域の小規模事業者の優れた商品・役務を地域に埋もれたままにせず、県内全域もしくは

全国へ発信・展開するため、展示会や商談会への参加を促し、認知度の向上や売上増加など

小規模事業者の販路拡大に貢献する。 

また、基幹産業のブランド化を図ることにより、全国展開に向けた新たな需要の開拓を進

める。 

その他、商工会議所が実施する地産地消を促進する取り組みの強化や地元で開催するイベ

ントなどの内容を充実させるなど、地域内での需要の開拓に取り組み、地域全体の底上げを

することで、売上増加など小規模事業者の持続的発展を図る。 

 

＜現状・課題＞ 
当商工会議所としては、石見銀山遺跡が世界遺産に登録されたことを契機に、平成 20 年
度中小企業庁「小規模事業者新事業全国展開支援事業」を活用した「世界遺産「石見銀山遺
跡」を核とした滞在型観光の構築と観光ブランドの創出」事業や平成 23 年度中小企業庁「農
商工連携等人材育成事業」等を活用し「農商工連携促進のためのコーディネーター育成事業」
の実施など、様々な事業に取り組んできた。 
しかし、長引く景気低迷や地域間競争の激化、外部資本による大型店の出店、流通構造の
急速な変化、少子高齢化の伸展による人口減少などにより域内需要は縮小傾向であり、今後
は域外に向けた需要開拓に積極的に取り組む必要がある。 

 
＜事業内容＞ 
(1)展示会・商談会への出展支援 
地域の特産品の販路拡大と地域間交流の促進を目的に、島根県石見地域 9市町の商工団
体が連携し、石見地域の特産品を一堂に取り揃え商談に結び付ける「石見の国特産品総覧
会・いわみまるごとフェア」への出展や地元信用金庫が山陰地域の信用金庫と共同で開催
する合同展示商談会、県内外の信用金庫が連携して開催する展示商談会、全国規模で開催
されるフーデックス・シーフードショー・ギフトショーへの出展支援を積極的に行う。 
展示商談会に臨む事業者の商品やパッケージ等のブラッシュアップや展示ブースの装
飾方法、情報発信方法についても支援を行う。 

 
(2)大田ブランド認証商品の推進等 
大田市には、地域を代表する商品を生み出し、その生産・販売について重点的に支援を
行い地域産品の流通拡大と地域産業の活性化につなげる「大田ブランド認証制度」があり、
現在 38 商品が認証されている。この大田ブランド認証商品の販路拡大に大田市と連携し
て取り組む。 
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また、新商品開発・ものづくりのための新技術の開発や新分野への進出、開発した商品
の販路開拓等に必要な産業財産権取得費用や展示商談会に要する費用、デザイン開発費等
について、経費の一部を助成する大田市の「メイドイン大田創出支援事業」を利用して、
積極的に販売促進をサポートする。 
平成 27 年度から始まった「島根県食品産業営業力強化専門員事業」は、島根県しまね
ブランド推進課が新日本スーパーマーケット協会より専門家を招聘・配置し、食料品及び
飲料等製造業者の営業力の向上を図る事業である。この事業では、企業を訪問しながら営
業戦略立案、体制構築、人材養成についてアドバイスを行う。また、取引先との商談や県
内外で開催される商談会や展示会に同行し、商談及びアドバイスを行うものである。27
年度は島根県内 10 社が本事業に参加しているが、当管内では 3社に事業参画を促してい
る。今後は、エントリー企業を増やしながら、島根県とも連携し各企業の特色を活かした
販路拡大を目指していく。 

   
(3)インターネットの活用 
当商工会議所のホームページやフェイスブックを活用して小規模事業者の商品や製造
技術等についての情報発信を行う。販売促進やビジネスマッチングに効果的であるという
事例も多く、当所でもこの取り組みを新たに始める。 
 

(4)地元ケーブルテレビ「石見銀山テレビ放送㈱」との連携 
地元ケーブルテレビの「石見銀山テレビ放送㈱」の世帯加入率は７０％に達しており、
更に県内の各ケーブルテレビとのネットワークを活かして県内全域への情報発信を図る。
また、観光情報に特化した番組の場合は、中国地方各県と近畿地方（一部）のケーブル
テレビでも放映されることから、その視聴世帯数は１８０万世帯にものぼる。 
従って、新たな需要の開拓のため、地元ケーブルテレビからの協力を得ながら新たに下
記事業に取り組む。 

①事業所紹介コーナーの番組開設 

目的：管内事業者の紹介番組を放映することとで、市民への認知度を向上させ、小規模

事業者の顧客獲得に繋げる。 

対象：管内の創業者や老舗店舗、新たな商品・役務を取り扱う店舗等 

内容：年間１２企業、各企業放映期間１ヶ月間（６０回） 

 

②企画コーナー番組の開設 

目的：料理番組や職人紹介等の企画を立ち上げ、登場する企業のＰＲも放映し、地産地

消や地元企業の利用促進に繋げる。 

対象：管内企業 

内容：年間４企画、各企画放映期間１ヶ月（４０回） 

③観光情報番組製作 

目的：(一社)大田市観光協会との連携を図りながら、大田市の観光情報を広く県内外に

周知することで、観光客数の増加に繋げる。 

対象：大田市内企業 

内容： 年間１番組 

 

(5)おおだ彼岸市「中日つぁん」への出店企業増加 

おおだ彼岸市は当所が主催する４００年以上の歴史を有するイベントであり、島根県内

でも三大高市として知られており、年に２回（秋分の日、春分の日）開催している。市民

には「中日つぁん」という愛称で親しまれている。 

３年に１度行っている商勢圏実態調査（お買い物・生活圏調査）や買い物調査の結果で

も、大田市は他市からの流入が少ない地域ではあるが、当該事業では市内外から毎回３万
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人程度の人出が繰り出し賑わっている。 

しかし、需要の開拓や新規顧客獲得などのビジネスチャンスの場であるものの、開催す

る場所（大田市駅から約１．２ｋｍの道路を歩行者天国）に店舗がある企業以外の出店が

少ないという課題がある。 

従って、当該事業への出店や宣伝は効果的であり、多くの小規模事業者に出店を促して

いるが、小規模事業者は従業員数が少ないため、既存店舗を閉めて出店することが難しく、

企業紹介パンフレットや商品見本を配置する企業・商品紹介コーナーの開設などに取り組

む。 

①事業所宣伝コーナーの開設 

目的：市内外から多くの人出で賑わうおおだ彼岸市に出店を促すことで小規模事業者の

顧客獲得に繋げる。 

対象：イベント開催場所以外の管内企業 

内容：年２回、各５社 

＊露店商との差別化のため、イベント開催場所内の駐車場等を会場として考えて

おり、出店場所が限られることが課題。 

 

②特産品コーナーの強化 

目的：大田ブランド登録商品や特産品等を製造・販売する管内企業の出店増加や商品紹

介コーナーを設置することで集客力を高め、小規模事業者の顧客獲得に繋げる。

対象：大田市内企業 

内容：出店企業の拡充、年２回、各５社（現在各２社） 

 

 

(6)石州素舞流（せきしゅうすまいる）への支援 

石州素舞流は、地元の素材（木・土 他）や産業（石州瓦、ゼオライト、福光石）、匠

の技（大工、左官等）を活用した在来工法の家づくりを推奨し、この業界の活性化を図る

ために、平成１４年に地場産材活用型住宅づくり提案事業として、当商工会議所が立ち上

げた。 

設計士、工務店、大工、左官、製材所、塗装店、木工所、石州瓦製造業、建築関連団体

など住宅建築に関わる企業で構成されており、事務局は当商工会議所が担っている。 

設立以来、在来工法の宣伝や自然素材・地場産業の利用促進、循環型社会の構築のため

に、独自事業の「すまいるフェア」や「森林資源の循環利用体験ツアー みんなで森へ行

こう」、各種研修会等を開催し、また「おおだ彼岸市」への出店など様々な事業に取り組

んでいる。 

平成２３年、国土交通省の「地域材活用木造住宅振興事業」を活用して、モデルハウス

を建築したことによりマスコミにも取り上げられ、地域での認知度も向上している。 

しかし、昨今の経済動向等により住宅着工件数が減少している上に、営業力の強いハウ

スメーカー等がシェアを拡大しており、当地域の建築関連業者は厳しい環境に置かれてい

る。 

建設業は、市内の就労者率１２％を占めており、裾野の広い業種である。新たな需要の

開拓やシェア拡大を図るために、各種動向調査結果等を分析・活用しながら、下記の事業

に取り組む。 

①営業力・提案力強化のための事業（平成２８年度から平成３２年度） 

・ハウスメーカーの営業手法から学ぶ研修 

・営業ロールプレイング研修１（営業力のスキルアップ） 

・営業ロールプレイング研修２（自分たちの営業の弱点を探す） 
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・提案力強化のための研修会 

（需要動向調査やインターネットキーワードランキングから探る） 

・提案シートの作成 

（収入、家族構成による概算住宅ローン可能額の計算・使える補助金 他） 

・「すまいるフェア」や住宅見学会の開催（年３回） 

・既存ホームページやフェイスブックの更新頻度の増加 

 （現状：４ヶ月に１回 目標：２ヶ月に１回） 

 

(7)ものづくり経営革新塾の拡大（地域サプライチェーンへの展開） 

前述（Ｐ９ ３．事業計画策定支援に関すること ＜事業内容＞ (2)セミナー・個別相

談会の開催）に記載しているが、この塾は現場での「ムダとり」「見える化」「継続力」の

取り組みによる収益性や生産効率の向上など生産改革により競争力を強化する取り組み

であるが、島根県内企業の異業種交流も目的としており、地域サプライチェーンへの展開

も期待している。 

平成２３年に大田市内の企業で始めたが、現在は４市１町から参加申込があり、エリア

を拡大している。今までは県外へ外注していた仕事を、この塾で知り合った企業に変更し

たり、県内企業の紹介に役立つなど効果が表れている。（確認済み取引：２件） 

この背景には、当初は(公財)しまね産業振興財団と大田商工会議所、銀の道商工会の共

催で始めたが、その後、支援機関（市町、商工会議所、商工会）への紹介を繰り返すこと

で拡大してきた経緯がある。 

企業間取引のため目標設定は難しいが、今後も更に輪を広げながら地域サプライチェー

ンへの展開に寄与することで、新規顧客獲得や新たな需要の開拓に努める。 

 

＜目標＞ 

現状
(26)

28 29 30 31 32

4社 5社 8社 8社 9社 10社
(2)大田ブランド認証商品の推進等 5社 8社 8社 10社 10社 10社
(3)ソーシャルメディアの活用 0社 24社 24社 24社 24社 24社
(4)地元ケーブルテレビとの連携

①事業所紹介 0社 6社 12社 12社 12社 12社
②企画コーナー 0社 2社 2社 2社 2社 2社
③観光情報番組制作 0回 0回 1回 1回 1回 1回

(5)おおだ彼岸市「中日つぁん」
①事業所宣伝コーナー 0社 10社 10社 10社 10社 10社
②特産品コーナー 4社 10社 10社 10社 10社 10社

(6)石州素舞流
①研修会 1回 2回 3回 3回 3回 3回
①住宅見学会やイベントの開催 3回 3回 3回 3回 3回 3回
①情報の更新頻度 3回 6回 6回 6回 6回 6回

(7)ものづくり経営革新塾
・参加企業数 6社 8社 9社 10社 10社 10社

年度

(1)展示会・商談会への出展支援

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
＜目的等＞ 

小規模事業者の支援強化など個別支援だけでなく、小売店など域外への需要拡大が難しい企

業にとっては、疲弊している中心市街地や中山間地域の活性化、交流人口の増加による内需の

拡大に取り組むことによって、新たなビジネスチャンスと売上増加に寄与することができる。
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観光振興においては、地場産業などを利用した産業観光の創出・推進や｢石見銀山遺跡｣の世

界遺産登録１０周年を契機とした周遊性・滞在性を高めるための取り組みにより、交流人口の

増加を目指す。 

また、当地域の特色ある資源（おおだ一日漁）を大田市と連携しながら全国的なブランドに

育てあげ、裾野の広い魚関連業者の育成を図る。 

高規格自動車道（山陰道）の開通が目前に迫りつつある中で、経済に与える影響を事前に分

析・協議するとともに、各対応策を検討・実行し、地域経済の活性化に寄与する。 

 

＜現状・課題＞ 

現状・課題については前述（Ｐ２ １．大田市の状況 (2)地域経済の現状と課題）に記載し

たとおりであるが、これらの課題については、問題意識はあるものの課題解決への対応が遅れ

ている。当商工会議所は行政に提言を行い、一部で連携して協議に入った事業もある。 

ただ、当商工会議所だけでは、解決が難しい諸問題があり、行政や各種関係団体と連携強化

することで、下記の事業を推進していく必要性がある。 

 

＜事業内容＞ 

(1)閉店した地元核店舗の後継店への支援と空き店舗対策 

中心市街地は、少子高齢化の進展と人口減少により衰退が一層進みつつある。中心商店街

は景気低迷に加えて、郊外への外部資本による大型小売店・専門店の相次ぐ新規出店の影響

から、中心商店街の集客力が低下し、衰退が加速している。 

大田市の中心市街地は南北の両端にある地元協同組合形式の大型小売店の２店とその核

店舗を結ぶ道路、約 1キロを中心として商店街が形成されているが、南に位置する地元資本

の大型小売店舗が平成 23 年にやむなく閉店した。閉店により周辺住民の買い物利便性が損

なわれ、コミュニティ機能が低下して賑わいが喪失し、周辺地域では空き店舗が増加傾向に

ある。昨年度、当商工会議所が支援して、周辺地域の商業者が出資する、新たな協同組合が

設立され、国の「まちづくり補助金」を活用し、懸案であった共同店舗(昭和 49 年開店、地

上 4階・地下 1階、約 9,000 ㎡)及び立体駐車場(地上 4階・地下 1階、約 5,800 ㎡)の解体

を進めてきたところである。現在は、その跡地に商店街の核店舗として大型小売店舗の誘致

が決定し、周辺商店街等の魅力を醸成することにより、増加していた空き店舗への入店を促

すとともに、地域活性化に寄与すると期待している。 

一方、昨年5月には玄関口である大田市駅前の地元資本による大型小売店(昭和57年開店、

地上 2階、約 4,490 ㎡)が閉店した。中心市街地南側の協同組合同様に集客力を失った商店

街は疲弊しており、加えて南北で消費者の回遊性のあった中心商店街そのものに大きなダメ

ージを与えている。現在、当所を中心に大田市とも連携しながら、後継店となるであろう地

元資本の小売店（出店希望者）との交渉を進めている。 

このような取り組みは、中心市街地の活性化のみならず、旧店舗に入店していたテナント

店の再スタートや食品等納入業者(北部大型小売店、市内約 50 業者)の売上回復にも寄与し、

周辺商店街への波及効果も高くなることが期待されており、積極的な支援を行う。 

 

(2)中心市街地活性化協議会設立に向けた取り組み 

大田市の中心市街地の状況や各個店・地域への対応については、上記の「(1)閉店した地

元核店舗の後継店への支援と空き店舗対策」に記載したとおりである。 

中心市街地活性化への取り組みは、平成４年に逆のぼり、「大田地域商店街等活性化実施

計画策定」を行い、その後平成１２年の「大店法」の廃止や平成１０年から平成１２年の「ま

ちづくり三法」の制定により、平成１２年に「大田市中心市街地活性化ＴＭＯ構想策定」を

している。そして、平成１８年に中心市街地活性化法が改正されたが、法認定の取得による

「コンパクトシティーの実現」は現状では難しいと判断し、中心市街地活性化研究会を立ち

上げ、ソフト事業を中心に事業展開してきた。 
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しかし、前項に記載してあるとおり、地元共同店舗（２店）だけでなく、事業主の高齢化

や売上減少等により小売店の減少傾向は止まず、中心市街地内の商店会等で構成する大田商

店会連合会の参画商店会は、この１０年間で３商店会が解散し、現在は５商店会等のみとな

っている。（内訳 商店街振興組合：２、協同組合：１、任意商店会：２） 

この様に衰退の一途をたどっているものの、平成２４年より平成２６年まで、島根県の補

助事業により島根県中小企業団体中央会が主催した「商店街にぎわい創出セミナー」（平成

２７年は事業終了）に大田部会として参画し、中心市街地の活性化に関する取り組みや方向

性について協議・検討をしてきた。これにより、今までは各々の商店会等がそれぞれの目標・

目的に向かって取り組みを行ってきたが、中心市街地全体の活性化のため商店会等の枠組み

を越えて協力し合えるような取り組み体制が構築されてきている。 

しかし、中心となる地元共同店舗が平成 23 年に続き、昨年５月に閉店したことで、中心

市街地の核店舗が無くなり、今後更なる衰退の加速が懸念されている。 

こうした状況を受け、中心市街地の商店会等では国の掲げる「コンパクトシティーの実現」

のため、中心市街地活性化協議会設立に向けた取り組みを始めることとした。協議会設立に

ついては、大田市や関係団体の協力が不可欠であり、連携を取りながら計画を進めることと

し、現在は準備会を立ち上げるため、中小企業基盤整備機構中国本部の助言・指導を仰いで

いる。 

今後のスケジュールとしては下記のとおりである 

平成２７年度 中心市街地活性化協議会設立に向けた準備会設立 

平成２８年度 全体構想の意見集約・取り纏め 

平成２９年度 中心市街地活性化基本計画の策定 

平成３０年度 中心市街地活性化基本計画の申請・認定 

 

 

(3)観光関連事業 

①学習型観光（修学旅行等）への支援 

従来から主流であった歴史的文化財等の見学中心の修学旅行とは異なり、職業体験やそ

の他生活体験等、観るだけではなく直接触れたり参加したりできる学習型の修学旅行のニ

ーズが高まっている。当地域では、平成１９年に世界遺産に登録された「石見銀山遺跡」

や、島根県西部に古くから伝わる伝統芸能｢石見神楽｣など、歴史、文化、自然、特産品、

食など、多彩な観光資源を活用した修学旅行誘致の取り組みが観光協会を主体として始ま

った。 

当所においても、議員で構成する、観光振興委員会等において、新たな産業観光資源の

掘り起こしや活用、また、関係する団体と連携して修学旅行の受入体制を強化する取り組

みを促進し、学習型観光等の推進に向けて積極的な支援を行う。 

（具体的内容） 

・ものづくりの心にふれる産業観光（地場産業、石州瓦の工場見学） 
・地域の食にふれる産業観光（JFしまね大田水産物地方卸売市場見学、酒造場見学） 

 

②｢石見銀山遺跡｣の世界遺産登録１０周年を契機とした観光関連産業の強化 

地域内観光関連産業の経営基盤の強化、観光スタイルの変化に対応する経営改革への取

り組みを促し、質の高い観光事業を実現する。観光客と接する観光施設や小売店等のスタ

ッフのコミュニケーション能力の向上など人材育成に注力し、旧来からの観光システムの

ブラッシュアップを図り、市民挙げての「おもてなしマインド」を向上させることとで顧

客満足度を高め、リピート率の向上など観光客入込客数の増加に繋げる。 

（具体的内容） 

・宿泊施設や土産品店、飲食店を対象とした｢おもてなし研修会｣の実施（年２回） 
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・大田市、(一社)大田市観光協会との連携を強化し、地域内の主要な観光スポットにお

けるリーダー人材育成を目的とした勉強会や交流会の実施（年２回） 

・島根県が進める「石見神楽振興事業」の観光振興施策の活用等を観光施設等への提案

（年１２件） 

 

(4)「おおだ一日漁」ブランドの強化 

「おおだ一日漁」は早朝に港を出て、近海で捕れた魚をその日の夕方に港に水揚げを行う

形態をいい、当日の夕競りにかけられる。今では、全国でも東北地方の一部と大田市だけに

残る希少な漁である。また、漁に出る小型底引き船は約 50 隻ほどあり、カレイ・ノドグロ・

アマダイ等を中心に、年間 8,000 トンの水揚げがある。捕れた魚は鮮度の高さや品質は群を

抜いており、その日のうちに関西や九州に出荷されている。 

さらに、この「おおだ一日漁」の鮮度の良い魚を原料とした干物練製品等の加工食品も大

田市が誇るブランド品として全国の消費者に届けられ、高い評価を得ている。市内の飲食店

では「一日漁」の新鮮な魚を味わうことができる。大田市では、このように特色ある漁業が

行われており、関連する卸売業や小売業、食品製造業者が多い。中国経済局事業の平成２４

年度「地域資源を活用した商品開発・ブランド化における知的財産権活用促進調査事業」に

おいて、「おおだ一日漁」ブランドとして事業に参画しており、高い評価を得ている。また、

当所もこれまで「地域産業資源活用事業計画認定」や「ふるさと名物応援事業補助金認定」

並びに、「しまね地域資源産業活性化基金助成事業」を活用する新商品開発の認定、事業支

援を積極的に行っている。 

今後、「おおだ一日漁」のブランド価値を高め、関連産業の発展支援を行う為、大田市や

関係する行政機関と連携を強め、この取り組みをさらに強化する。 

 

 (5)おおだ彼岸市「中日つぁん」の活性化 
前述（Ｐ１５ Ⅰ．経営発達支援事業の内容 ６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関
すること ＜事業内容＞ (5)おおだ彼岸市「中日つぁん」への出店企業増加）に記載したと
おり、長い伝統に培われ市内外から多くの人出で賑わうイベントである。事業内容としては、
他では見られない西日本各地から集まった数多くの露店商の出店や植木・苗木市、特産市な
どの物販が主体のイベントである。以前は、普段は買うことが出来ない「物珍しい物の販売」
が集客力に繋がっていたが、流通構造の変化等により物が溢れている現在では、その魅力が
薄れ、人口減少や少子高齢化の要因も加わり、二日間で５万人程度あった人出も近年は３万
人程度と減少している。また、地元小売店や露店商等の出店数も平成元年 352 店、平成 10
年 346 店、平成 20 年 279 店、平成 26 年 210 店と減少傾向であるため、露店でひしめき合っ
ていた街中も隙間がある状況となっている。 
しかし、歴史がある大田市を代表する伝統事業であり、小規模事業者の需要拡大への取り
組みに活かせる事業として当該事業の活性化を図る必要性がある。 
当該事業の活性化のため、当商工会議所では彼岸市企画委員会を年２回、彼岸市検討会議
を年１回開催しているが、打開策が見いだせていないのが現状である。 
本経営発達計画の策定を機に、前述で記載した地域の経済動向や需要動向の結果を活か
し、彼岸市の出店数や出店品目、人出などの傾向を分析し、更に一般消費者や高校生など幅
広い層の意見を取り入れて、今後の彼岸市のあり方や改革について検討し、対応策を実施す
る。 
今後のスケジュールとしては下記のとおりである 
平成２７年度 彼岸市の背景や現状と各種動向の分析 
平成２８年度 彼岸市検討会議への一般消費者等の参加 
       彼岸市改革計画策定 
平成２９年度 彼岸市改革計画に基づく事業実施、効果検証、改善策の検討・実施 
平成３０年度以降は、ＰＤＣＡサイクルに基づいて毎年度、改善していく。 
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(6)山陰高速道開通による課題の解決 
2020 年の管内全線開通を要望している山陰自動車道(出雲～大田～江津間)が供用開始と
なれば、観光面はもとより製造業や流通業などは経済へのプラス効果を期待しているところ
であるが、大型店が集積した隣接都市の出雲市への購買力流出が加速することが危惧され
る。現在、当商工会議所内に設置している「まちづくり委員会」では、山陰自動車道の早期
整備促進を行いながら、一方、整備完了後に起こるであろう既存幹線道路である国道 9号の
交通量減少などによる負の面に対する取り組みの検討も行う。 

 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 
１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換
に関すること 

＜目的・現状・課題＞ 
小規模事業者の円滑な資金調達等を支援する為に、島根県、島根県信用保証協会、（公社）

しまね産業振興財団、大田市、地域金融機関と年１回金融懇談会を行い、各種支援制度の内
容説明と利用推進及び窓口相談業務を通しての支援ノウハウを共有している。 
また、当所の提案により平成２５年６月に、地域産業の振興や新産業の創出、地域産業を
担う人づくりなど、総合的な産業活動の支援を目的に、大田市に産業支援センターが設置さ
れた。この組織は、行政機関、経済団体、金融機関等から構成されており、大田市内の商工
業の現状や現行施策等を把握したうえで、地域内の経済循環の活性化と地域商工業の振興に
ついて協議を行っている。 
当商工会議所も、商工業者が抱えている様々な問題に対して、問題解決のための提言を行
っており、島根県よろず支援拠点等の支援機関との連携強化や地域内の商工会との情報交換
など、広域的な連携を深めて、事業者への支援体制を強化していく。 

＜事業内容＞ 

(1)金融懇談会の実施 

現在、当所の呼びかけにより島根県、島根県信用保証協会、(公財)しまね産業振興財団、

島根県よろず支援拠点、大田市、地域金融機関の参画のもと、地域の小規模事業者の円滑

な資金調達や様々な施策を活用した経営改善への取り組みを支援することを目的として、

金融懇談会を開催している。懇談会では、金融の斡旋状況、各金融商品の内容説明、各種

施策の説明の他、意見交換を行い、金融を担当する支援機関相互の情報交換・共有化を図

っている。 

今後も、商工会議所では小規模事業者の｢より身近な支援者｣であるという認識を深め、

小規模事業者のニーズに沿った、より効果的な支援を行う体制を構築するため、継続して

金融懇談会を実施し各支援機関との更なる連携強化を図る。 

       
(2)大田市産業支援センターとの連携強化 

平成２５年６月、地場産業の振興や新産業の創出、地域産業を担う人づくりなどを目的

として、大田市、（一社）大田市観光協会、大田市森林組合、ＪＡしまね石見銀山地区本

部、ＪＦしまね、市内商工団体（大田商工会議所・銀の道商工会）が参画し「大田市産業

支援センター」が創設された。 

また、必要に応じて、オブザーバーとして、島根県、地域金融機関、(公財)しまね産業

振興財団、島根中央地域職業訓練センター、島根県商工会連合会、ハローワーク石見大田

も参加することによって、市内各産業の活性化や中小企業者の諸問題の解決に向けた支援

を行っている。 

今後、経営発達支援計画に盛り込んだ地域の経済動向調査や需要動向調査結果に基づく

課題解決のための事業の提案などを行いながら、各支援機関と連携を深め企業支援と地域
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産業の活性化に取り組む。 

 

(3)関係支援団体との連携強化 

当所の要望により、島根県、大田市、(公財)しまね産業振興財団、島根県産業技術セン

ター、島根県よろず支援拠点、島根労働局、ふるさとしまね定住財団、島根県経営者協会

等を一同に集め、島根県主催の企業施策説明会（毎年５月）を当商工会議所において開催

しており、小規模事業者の問題解決のための情報収集や支援ノウハウ等の情報交換を行っ

ている。 

その他、島根県産業技術センター、島根県中小企業団体中央会、松江農政事務所、江の

川下流流域木材振興センター、島根県商工会連合会、銀の道商工会、島根県信用保証協会

とは、小規模事業者の問題解決や各種補助事業活用などに併せて支援ノウハウ等の情報交

換に取り組む。 

 

(4)市内商工会との連携強化 

大田市内には、支援機関として当所とエリアを異にする銀の道商工会があり、平成 20

年度中小企業庁「小規模事業者新事業全国展開支援事業」を活用した「世界遺産「石見銀

山遺跡」を核とした滞在型観光の構築と観光ブランドの創出」、平成２３年度から実施し

ている「ものづくり経営革新塾」、日本政策金融公庫「大田地区マル経協議会」など、様々

な場面において小規模事業者の問題解決に向けた支援ノウハウ等の情報交換や支援事業

を連携して実施してきた。 

本経営発達計画策定を機に、支援ノウハウの情報交換だけでなく、各地域の経済・需要

の動向も共有し、新たな需要の開拓など地域経済発展のために連携の強化を図る。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 
＜目的・現状・課題＞ 

これまでは、経営指導員を主体として日本商工会議所、中小企業基盤整備機構、島根県商

工会議所連合会が主催する販路開拓、売上増加、地域資源活用、創業・経営革新、税務、労

務などに関する様々な研修会に積極的参加をし、また個々の自己研鑽にも努めてきた。 

今後は、経営指導補助員、記帳専任職員並びに一般職員も含めて、積極的に各種研修会に

参加することで、商工会議所職員全員の資質の向上を図り、会員事業所から信頼される体制

を構築する。 

また、商工会議所内でのノウハウ等の共有化はほとんど出来ていないのが現状であり、多

様化、高度化する地域の小規模事業者の課題やニーズに対して効率的な支援を行うために、

組織体制の充実やＯＪＴを取り入れたスキルアップに努め、職員間で各課題の共有化を進め

伴走型の支援能力の向上を図る。 
 

＜事業内容＞ 

(1)ＯＦＦ－ＪＴによる取り組み 

①経済産業局、中小企業基盤整備機構、日本商工会議所等が実施する研修会・説明会への

参加 

国が進める施策や制度に関わる研修については、情報の収集や支援策の方策を習得す

ることで、小規模事業者の問題解決を速やかに対応できるように積極的に参加する。 

また、経済産業局、中小企業基盤整備機構、日本商工会議所等が実施する販路開拓、

売上増加、地域資源活用、創業・経営革新、事業計画策定等の伴走型支援に資する研修

会等に経営指導補助員、記帳専任職員並びに一般職員も含めて積極的な参加を促し、商

工会議所職員全員の資質の向上と組織全体の底上げを図る。 

その他、当所が認定を受けている経営革新等支援機関を対象とする海外展開支援研修
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や経営改善・事業再生研修・セミナー等にも参加し、総合的な支援能力の向上を図る。
 
②島根県経営指導員等研修会への参加 

島根県商工会議所連合会の主催により、県内経営指導員等を対象に、経営指導員等の

資質向上や経営改善普及事業等の効果的実施に繋げるために、経営改善計画策定や創業

支援、税務、財務、労務、直面する問題に対する事項など経営全般に関わる研修会が開

催されている。 

経営指導員においては、年間２５時間以上の研修受講が必要とされているが、経営指

導補助員、記帳専任職員並びに一般職員も積極的に研修会に参加し、商工会議所を挙げ

て支援能力の向上を図る。 

※平成２６年度実施された、研修内容は以下の通りである。 

・効果的な支援手法について（事例を踏まえた演習等） 

・経営改善計画策定の手法（経営改善計画書の作成、事例を交えた演習等） 

・経営支援の考え方（コミュニケーション能力向上） 

・創業の支援手法について（支援ノウハウと計画書作成）  

・事業承継支援について（支援ノウハウと事例を交えた演習等） 

・製造業支援（製造現場における新分野進出、先進的な生産工程への取組） 

・税務支援（税制改正のポイント、消費税・所得税の実務、申告） 
 
(2)ＯＪＴによる取り組み 

①経営指導員の支援レベルの底上げと、経営指導補助員、記帳専任職員等の資質向上 

経験豊富な経営指導員から若手経営指導員や経営指導補助員、記帳専任職員等に対し

て、「企業への実訪支援への同行」、｢支援ポイントレクチャー｣などレベルに応じた指導

を行い、個々の資質の向上と伴走型の支援能力の向上を図る。 

②専門家派遣の活用と資質向上 
ミラサポ、 (公財)しまね産業振興財団生産革新アドバイザー派遣事業、島根県よろ
ず支援拠点、島根県産業技術センター、島根県信用保証協会スキルアップサポート事業、
島根県経営力強化アドバイザー派遣事業等の活用に伴い、中小企業診断士、社会保険労
務士、税理士等の専門家派遣の際には、経営指導員等が積極的に同行して現場での実践
的な指導を体験することにより、研修では身につけにくい支援ノウハウの習得を目指
す。 
また、これらの支援ノウハウは経営指導員等が共有することで職員の資質の向上並び
に商工会議所機能の底上げにつなげ、伴走型の支援能力の向上を図る。 

 
③支援担当者間の支援ノウハウ・情報の共有化 
各種研修会や説明会の出席者は、７日以内に研修内容やポイント等を記載した復命書
を作成し、所内回覧を行う。その後は、当商工会議所職員であれば全員が閲覧できる書
庫に保管している。 
経営分析結果や策定した経営計画書など、企業の機密情報等の記載があるものに関し
ては、経営指導員間で情報を管理・共有する。 
また、毎月第１・３金曜日に経営支援担当者会議を実施し、地域の経済動向や需要動
向、経営支援状況等の報告をすることにより情報の共有化を図り、事業計画書及びアク
ションプランの進捗状況の確認を行う。 
更に、毎週月曜日には商工会議所全職員による連絡会議を実施し、担当事業の進捗状

況等の確認や今後の対策などを調整することで、スムースに支援事業が実施できる体制
を構築する。 

 
＜目標＞ 
上記事業を実施することで、経験豊富な経営指導員等が、長年の支援経験により身に付けた
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ノウハウや事業者への対応能力を、他の経営指導員等が習得することで、職員の支援能力が向
上し、標準化されることで、多くの企業に対して高水準な支援が実施可能となる。 
また、経営指導員等が、支援することで知り得た各企業ごとの知的財産や経営ノウハウ、そ

の他の業種別需要動向について、共有化を図ることにより経営指導員の資質の向上に繋がり、
指導企業への事業計画策定時や策定後の事業実施支援に反映出来る。    

 

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 
毎年度、本計画に記載した事業の実施状況及び成果について、以下の方法により評価・検証
を行う。 
＜事業内容＞ 
(1)商工会議所内での進捗状況の管理等 
経営発達計画の事業については、毎月、それぞれの部門の担当者がアクションプランに
基づいた進捗状況の確認を行い、担当課内において再度アクションプランを確認・把握し、
成果を評価した上で、改善点があれば修正し、より高い成果を求めるために目標の上方修
正を行う。 
事務局長、経営指導員３名と総務課長による進捗管理チームを立ち上げ、四半期毎に経

営発達計画のアクションプランに基づき進捗状況を管理するための会議を開催し、事業の
進捗状況を把握するとともに、アクションプランの改善・修正案を作成する。 
 

(2)有識者を含めた「経営発達支援計画特別委員会」の設置 
政府系金融機関である日本政策金融公庫松江支店長並びに大田市産業振興部部長の外
部委員２名を選定し、商工会議所三役を含めた「経営発達支援計画特別委員会」を設置し、
経営発達支援計画の事業成果の報告並びに改善・修正案を提出して評価を受け、意見を聴
取して次年度の事業実施に向けた対応を検討する。 

 

(3)年度評価・次年度計画見直し方針の決定 

毎年度終了時には進捗管理チームで、経営発達支援計画の成果の評価、分析、改善案の

作成を行い、当商工会議所の三役会の評価を受けた上で、「経営発達支援計画特別委員会」

に報告し、事業成果の評価を受けて意見を聴取する。 

「経営発達支援計画特別委員会」での評価・意見を尊重し、次年度の事業計画とアクシ

ョンプランに反映させる。 

 

(4)常議員会・議員総会への報告・承認 

四半期毎の進捗状況と改善・修正案については、常議員会・議員総会にて報告を行い、

意見を聴取して必要であれば事業の実施方法について見直しを図る。 

本計画の成果・評価・次年度計画の改善・修正内容については、常議員会に報告し、承

認を得る。 

 

(5)成果・評価・計画修正内容についての公表 

事業の成果・評価・見直しの結果について、計画期間中は当所ホームページや会議所報

で公表する。 

（ホームページ http://www.ohdacci.com/） 
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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１月現在）

（１）組織体制 

松江支店長

部長

三役（●印）

・ 経営指導員 ３名 ・ 総務課長 １名

・ 経営指導補助員 ２名 ・ その他職員 ４名
・ 記帳専任職員 １名

・ 地域の経営動向調査 ・ 新たな需要の開拓に寄与する事業
・ 経営分析・需要動向調査
・ 各種セミナーの実施・運営 ・ 地域経済の活性化に資する取組
・ 事業計画の策定・実施支援
及びアフターフォローアップ
・ 新たな需要の開拓に寄与する事業
・ 地域経済の活性化に資する取組

・ 中国経済産業局 ・ 日本政策金融公庫
・ 中小企業基盤整備機構 ・ 島根県信用保証協会 　・弁護士
・ 島根県 ・ 地域金融機関 　・税理士
・ ・ 銀の道商工会 　・社会保険労務士
・ (公社）しまね産業振興財団 ・ (一社)大田市観光協会 　・司法書士
・ 島根県よろず支援拠点 ・ ＪＡしまね 　・弁理士
・ 島根県産業技術センター ・ ＪＦしまね 　・中小企業診断士
・ 島根県労働局 ・ 大田市森林組合 他
・ ハローワーク石見大田 ・ 地元ケーブルテレビ
・ 島根県中小企業団体中央会 ・ 島根県下商工会議所　他

大田商工会議所

経営発達支援計画
特別委員会

日本政策金融公庫

大田市産業振興部

大田市（大田市産業支援センター）

会頭・副会頭　　 ●

専務理事　　　　●

監　　事

議員総会 委 員 会

顧問・相談役
常任参与・参与

支援ノウハウ等の情報交換 連携

各支援機関及び関係機関 専門家

常議員会

部      会

事務局長

(おおだ彼岸市の活性化等）

進捗管理チーム

中小企業相談所（経営支援課） 総務課

（インターネットを活用した情報発信）
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（２）連絡先 

  大田商工会議所 経営支援課 

  〒694-0064 島根県大田市大田町大田イ３０９番地２ 

  ＴＥＬ ０８５４－８２－０７６５ ＦＡＸ ０８５４－８２－２９９３ 

  Ｅ－ｍａｉｌ ohdacci@shimanet.jp 

 

（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

(単位：千円)

14,750 19,660 18,960 19,360 19,460

(0) (200) (0) (0) (400)
0 200 0 0 400

(2,050) (2,050) (2,050) (2,050) (2,050)
2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
50 50 50 50 50

(6,100) (6,100) (6,100) (6,500) (6,500)
200 200 200 400 400
500 500 500 500 500
200 200 200 200 200
200 200 200 400 400

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
(2,000) (2,000) (2,000) (2,000) (2,000)
2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
(50) (1,600) (600) (600) (700)
0 100 0 0 100
50 1,500 600 600 600

(100) (1,700) (1,700) (1,700) (1,700)
0 300 300 300 300
0 300 300 300 300
0 100 100 100 100
0 500 500 500 500

100 500 500 500 500
(4,050) (5,300) (5,800) (5,800) (5,400)

0 500 500 500 100

150 300 300 300 300
0 500 500 500 500

3,900 4,000 4,500 4,500 4,500

(400) (710) (710) (710) (710)
50 360 360 360 360
350 350 350 350 350

　　 向けた取り組み

　(5)おおだ彼岸市の活性化
Ⅲ.支援力向上のための取り組み

　(3)観光関連事業
　(4)「おおだ一日漁」ブランドの強化

　(2)大田ブランド認証商品の推進等
　(4)地元ケーブルテレビとの連携
　(5)おおだ彼岸市への出店企業の増加
　(6)石州素舞流への支援

　(2)中心市街地活性化協議会設立に
Ⅱ.地域経済の活性化に資する取り組み

 2.経営状況の分析

 6. 新たな需要の開拓に寄与する事業

　(1)商勢圏実態調査
　(7)情報発信の強化

　(1)展示会、商談会への出展支援

　(5)専門家派遣事業の活用

　・専門家派遣事業の活用

29年度 30年度 31年度 32年度

必要な資金の額

28年度

　(1)①経産局・整備機構・日商等研修会
　(1)②島根県経営指導員研修

 1.地域の経済動向に関すること

 3.事業計画策定支援に関すること

 4.事業計画策定後の支援に関すること

 5.需要動向調査に関すること

　(5)地域経済環境変化消費者動向調査

　(2)専門家派遣事業の活用
　(3)出張相談窓口の開設

　(2)セミナー開催
　(2)ものづくり経営革新塾
　(4)①創業塾の開催
　(4)②経営革新計画策定セミナーの開催

 2.経営指導員等の資質向上等

Ⅰ.経営発達支援事業の内容

 

 

調達方法 
会費、国補助金、島根県補助金、大田市補助金、事業委託費、事業者負担金、事業収入 
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（別表４-１） 
 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 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 
 ３．事業計画策定支援に関すること Ｐ８～１０ 
  (2)セミナー・個別相談会の開催 
  (3)国・県・市・各種団体等が実施する施策を活用した取組み 
  (4)創業・第二創業に関する支援 
    ・創業塾・個別相談会の開催 
    ・経営革新計画策定セミナーの開催 
  (5)専門家派遣事業を活用した支援 

連携者及びその役割 

（連携者および役割） 
・(公財)しまね産業振興財団 
住所：島根県松江市北陵町 1 
代表：代表理事理事長 山崎征爾 
役割：施策情報提供、専門家派遣、セミナー

の共催 他 
・島根県 
住所：島根県松江市殿町１ 
代表：知事 溝口 善兵衛 
役割：施策情報提供、専門家派遣 他 

・大田市 
住所：島根県大田市大田町大田ﾛ 1111 
代表：市長 竹腰 創一 
役割：施策情報提供、大田市産業支援センタ

ーによる課題解決 他 
・日本政策金融公庫 松江支店 
住所：島根県松江市殿町 111 
代表：支店長 浜崎 剛 
役割：金融支援 他 

 
・島根県信用保証協会 
住所：島根県松江市殿町 105 
代表：会長 松尾秀考 
役割：金融支援、専門家派遣 他 

・島根県よろず支援拠点 
住所：島根県松江市北陵町 1 
代表：代表理事理事長 山崎征爾 
役割：相談窓口、事業計画策定支援、専門家

派遣 他 
・島根県産業技術センター 
住所：島根県松江市北陵町 1 
代表：所長 吉野勝美 
役割：技術指導、専門家派遣 他 

・中小企業基盤整備機構 中国本部 
住所：広島県広島市中区八丁堀 5-7 
代表：本部長 井上秀生 
役割：施策情報提供、専門家派遣 他 

・地域金融機関 
  役割：金融支援 他 

連携体制図等 

 

 

小規模事業者 

関連支援機関・金融機関 各種専門家 

情報の共有 

施策活用 

支援ノウハウ 

の提供 

経営課題の聞き取り 
事業計画策定支援 
フォローアップ 

経営課題の相談 

企業情報の提示 

大田商工会議所 
（セミナー・個別相談会の実施） 
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（別表４-２） 
 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 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

 ６．新たな需要の開拓に寄与する事業 

(1)展示会・商談会への出店支援、(2)大田ブランド認証商品の推進  Ｐ１４ 
   ・石見の国特産品総覧会              ・営業戦略の立案 
   ・金融機関の開催する展示商談会          ・デザイン等の改良 
   ・フーデックス、シーフードショー、ギフトショー 
   ・島根ふるさとフェア（広島県） 

連携者及びその役割 

（連携者および役割） 
・(公財)しまね産業振興財団 
住所：島根県松江市北陵町 1 
代表：代表理事理事長 山崎征爾 
役割：施策・展示会情報提供 他 

・島根県 
住所：島根県松江市殿町１ 
代表：知事 溝口 善兵衛 
役割：施策・展示会情報提供、専門家派遣

他 
・大田市 
住所：島根県大田市大田町大田ﾛ 1111 
代表：市長 竹腰 創一 
役割：施策・展示会情報提供、大田市産業支

援センターによる支援 他 
・島根県信用保証協会 
住所：島根県松江市殿町 105 
代表：会長 松尾秀考 
役割：専門家派遣 他 

・(一社)大田市観光協会 
住所：島根県大田市仁摩町仁万 562-3 
代表：会長 谷本隆臣 
役割：展示会情報提供、販促支援 他 

 
・島根県よろず支援拠点 
住所：島根県松江市北陵町 1 
代表：代表理事理事長 山崎征爾 
役割：相談窓口、専門家派遣 他 

・中小企業基盤整備機構 中国本部 
住所：広島県広島市中区八丁堀 5-7 
代表：本部長 井上秀生 
役割：施策・展示会情報提供 他 

・島根中央信用金庫 
住所：島根県出雲市今市町 252-1 
代表：理事長 的場章好  
役割：合同展示商談会開催 他 

・㈱山陰合同銀行 
住所：島根県松江市魚町 10 
代表：頭取 石丸文男 
役割：マッチング情報提供 他 

・㈱島根銀行 
住所：島根県松江市東本町 2-35  
代表：頭取 山根 良夫 
役割：マッチング情報提供 他 

・浜田商工会議所 
住所：島根県浜田市殿町 124-2 
代表：会頭 岩谷百合雄 
役割：展示会開催 他 

連携体制図等 

 
小規模事業者 

関連支援機関 

相
談 

(一社)大田市観光協会 

展示会等情報 

提供、助成金 
展示会開催、 

連携 

各金融機関 浜田商工会議所 専門家 

展示会等情報 
提供・開催、 
マッチング 

大田商工会議所（展示会情報提供、マッチング、営業戦略の
立案、商品改良、専門家派遣 等） 

商品改良、
マーケティ
ング 

販売促進 展示会開催、情報共有 
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（別表４-３） 
 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 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 
 ６．新たな需要の開拓に寄与する事業 
(4)地元ケーブルテレビ「石見銀山テレビ放送㈱」との連携 Ｐ１４～１５ 

   ・事業所紹介コーナーの番組開設 
   ・企画コーナーの番組開設 
   ・観光情報番組制作 

連携者及びその役割 

（連携者および役割） 
・石見銀山テレビ放送㈱ 
住所：島根県大田市大田町大田ﾛ 1089-4 
代表：代表取締役 杉谷雅祥 
役割：番組制作、情報発信 他 

・大田市 
住所：島根県大田市大田町大田ﾛ 1111 
代表：市長 竹腰 創一 
役割：企業情報の提供、大田市産業支援セン

ターによる支援 他 
・(一社)大田市観光協会 
住所：島根県大田市仁摩町仁万 562-3 
代表：会長 谷本隆臣 
役割：観光・企業情報の提供、制作資金負担

他 
・銀の道商工会 
住所：島根県大田市温泉津町小浜ｲ 308-6 
代表：会長 原 勝正 
役割：企業情報の提供 他 
 
 

 
 

 

連携体制図等 

 

 

小規模事業者 

大田市 石見銀山テレビ放送㈱ 

連携 

企画提案、 

企業情報提供 

提案、 
事業所ＰＲ 

企業情報の提示 

(一社)大田市観光協会 

連携 

観光・企業情報提供

取材、 

番組制作 

銀の道商工会

提案、 
事業所 
ＰＲ 

企業情報の 

提示 

企業情報の提示 

大田商工会議所 
（企画・提案、企業情報提供） 
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（別表４-４） 
 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 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 
 ６．新たな需要の開拓に寄与する事業 
(6)石州素舞流への支援 Ｐ１６ 

   ・在来工法のＰＲと地元素材（木材・瓦・土・技術 他）の活用推進 
   ・研修会の開催 
   ・提案シートの作成 

連携者及びその役割 

（連携者および役割） 
・島根県 
住所：島根県松江市殿町１ 
代表：知事 溝口 善兵衛 
役割：施策情報提供 他 

・大田市 
住所：島根県大田市大田町大田ﾛ 1111 
代表：市長 竹腰 創一 
役割：施策情報提供、大田市産業支援センタ

ーによる支援 他 
・江の川下流流域林業活性化センター 
住所：島根県浜田市片庭町 254 
代表：会長 皆田修司 
役割：施策情報提供、助成金 他 

・島根中央信用金庫 
住所：島根県出雲市今市町 252-1 
代表：理事長 的場章好  
役割：情報提供 他 
 
 
 

 
・大田木盛会 
住所：島根県大田市久手町刺鹿 540-1 
代表：会長 竹下哲史 
役割：情報提供、事業支援 他 

 

連携体制図等 

 

 

石州素舞流会員企業（１２社）、大田市建築組合会員（５１社） 

関連支援機関 木盛会 

情報提供、 

施策活用 

情報提供、 

事業支援 

経営課題の聞き取り、 
研修会の開催、 
イベント開催支援 

経営課題の相談 

島根中央信用金庫 

情報提供 

大田商工会議所 
（経営課題相談、研修会開催・イベント開催支援） 
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（別表４-５） 
 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 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 
 ６．新たな需要の開拓に寄与する事業 
  (7)ものづくり経営革新塾の拡大 Ｐ１６ 
   ・ものづくり経営革新塾の開催（ムダとり、現場改善、見える化） 
     ㈱ＰＥＣ協会による、トヨタ生産方式の指導 
   ・企業のマッチング 

連携者及びその役割 

（連携者および役割） 
・(公財)しまね産業振興財団 
住所：島根県松江市北陵町 1 
代表：代表理事理事長 山崎征爾 
役割：施策情報提供、専門家派遣、セミナー

の共催 他 
・島根県 
住所：島根県松江市殿町１ 
代表：知事 溝口 善兵衛 
役割：施策情報提供、専門家派遣 他 

・大田市 
住所：島根県大田市大田町大田ﾛ 1111 
代表：市長 竹腰 創一 
役割：施策情報提供、大田市産業支援センタ

ーによる支援 他 
・雲南市産業振興センター 
住所：島根県雲南市三刀屋町三刀屋 274-10 
代表：所長 小川 忍 
役割：セミナーの共催 他 
   
 

 
・銀の道商工会 
住所：島根県大田市温泉津町小浜ｲ 308-6 
代表：会長 原 勝正 
役割：セミナーの共催 他 

・雲南市商工会 
住所：島根県雲南市木次町木次 1013-1 
代表：会長 高橋日出男 
役割：セミナーの共催 他 

・斐川町商工会 
住所：島根県出雲市斐川町上庄原 1749-3 
代表：会長 長岡秀治 
役割：セミナーの共催 他 

 
 
 

連携体制図等 

 

 

小規模事業者 

関連支援機関 講師 

施策情報提供、 

セミナー講師派遣 

支援ノウハウ 

の提供 

セミナーの開催、 
企業のマッチング 
情報提供 

経営課題の相談 

企業情報の提示 

銀の道商工会 

雲南市商工会 

斐川町商工会 

連携 

大田商工会議所 
（セミナー・企業マッチング情報の提供） 
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（別表４-６） 
 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に関する事項 

連携する内容 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 
 (2)中心市街地活性化協議会設立に向けた取り組み Ｐ１８ 
   ・中心市街地活性化協議会設立に向けた準備会 
   ・全体構想の意見集約とりまとめ 
   ・中心市街地活性化基本計画の策定 

連携者及びその役割 

（連携者および役割） 
・中国経済産業局 
住所：広島市中区上八丁堀 6番 30 号 
代表：局長 畑野 浩朗 
役割：施策情報提供、他 

・中小企業基盤整備機構 中国本部 
住所：広島県広島市中区八丁堀 5-7 
代表：本部長 井上秀生 
役割：協議会への参加・アドバイス、 

施策情報提供、専門家派遣 他 
・全国商店街振興組合連合会 
住所：東京都中央区新川 2-22-6 SJI ﾋﾞﾙ 3F 
代表：理事長 坪井明治 
役割：施策情報提供、専門家派遣 他 

 
 
 

 
・島根県 
住所：島根県松江市殿町１ 
代表：知事 溝口 善兵衛 
役割：施策情報提供、他 

・大田市 
住所：島根県大田市大田町大田ﾛ 1111 
代表：市長 竹腰 創一 
役割：中心市街地活性化法基本計画申請、

意見交換、他 
・島根県中小企業団体中央会 
住所：島根県松江氏母衣町 55-4 
代表：会長 杉谷雅祥 
役割：施策情報提供、商店街活性化支援 他

・大田商店会連合会 
住所：島根県大田市大田町大田ｲ 309-2 
代表：会長 吾郷浩之 
役割：意見集約、他 

連携体制図等 

 
 

 

大田商工会議所 
（中心市街地活性化協議会設立 

に向けた準備会の設立 他） 

大田商店会連合会 中国経済産業、島根県 

準備会への参加・

アドバイス 

大田市 

連携・協議 

施策情報提供 

中小企業基盤整備機構 中国本部 全国商店街振興組合連合会 

専門家派遣 各種アドバイス 

連携・協議 
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（別表４-７） 
 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に関する事項 

連携する内容 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 
 (3)観光関連事業 Ｐ１９ 
   ①学習型観光の支援（新たな産業観光資源の掘り起こしと活用） 
   ②修学旅行の受け入れ体制の強化 

石見銀山遺跡の世界遺産登録１０周年を契機とした観光関連産業の強化 
・おもてなし研修会の実施 
・観光リーダー人材育成勉強会 

    ・「石見神楽振興事業」の観光施設等への提案 

連携者及びその役割 

（連携者および役割） 
・島根県 
住所：島根県松江市殿町１ 
代表：知事 溝口 善兵衛 
役割：施策情報提供、助成金 他 

・大田市 
住所：島根県大田市大田町大田ﾛ 1111 
代表：市長 竹腰 創一 
役割：施策情報提供、助成金、勉強会・交流

会の実施、大田市産業支援センターに
よる支援 他 

・(公社)島根県観光連盟 
住所：島根県松江市殿町 1 
代表：会長 山根常正 
役割：施策情報提供 他 
 
 

 
・(一社)大田市観光協会 
住所：島根県大田市仁摩町仁万 562-3 
代表：会長 谷本隆臣 

役割：施策情報提供、勉強会・交流会の実施 他
・大田市教育委員会 
住所：島根県大田市大田町大田ﾛ 1111 
代表：教育長 大国晴雄 
役割：実施支援 他 

・漁業協同組合ＪＦしまね 
住所：島根県松江市北陵町 1 
代表：代表理事会長 岸 宏 
役割：実施支援 他 

連携体制図等 

 

 

小規模事業者（観光関連事業者） 

島根県、大田市、 

(公社)島根県観光連盟 

大田市教育委員会、 

漁業協同組合ＪＦしまね 

連携、施策情報提
供、助成金 

情報提供、人材育成 

セミナーへ 
の参加、企 
業情報の提 
供・協力 

(一社)大田市観光協会 

連携 
大田商工会議所 

（セミナー開催、情報提供、） 

連携 

連携、施策情報提
供、助成金 
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（別表４-８） 
 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に関する事項 

連携する内容 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 
 (4) ｢おおだ一日漁｣ブランドの強化 Ｐ１９ 
  ・ブランド強化による全国展開支援 

連携者及びその役割 

（連携者および役割） 
・中国経済産業局 
住所：広島市中区上八丁堀 6番 30 号 
代表：局長 畑野 浩朗 
役割：施策情報提供 他 

・中小企業基盤整備機構 中国本部 
住所：広島県広島市中区八丁堀 5-7 
代表：本部長 井上秀生 
役割：施策情報提供、アドバイス、販路開拓

支援 他 
・島根県 
住所：島根県松江市殿町１ 
代表：知事 溝口 善兵衛 
役割：施策情報提供、専門家派遣、販路開拓

支援 他 
・大田市 
住所：島根県大田市大田町大田ﾛ 1111 
代表：市長 竹腰 創一 
役割：施策情報提供、販路開拓支援、大田市

産業支援センターによる支援 他 
 
 

 
・漁業協同組合ＪＦしまね 
住所：島根県松江市北陵町 1 
代表：代表理事会長 岸 宏 
役割：実施支援 他 

・島根県よろず支援拠点 
住所：島根県松江市北陵町 1 
代表：代表理事理事長 山崎征爾 
役割：相談窓口、事業計画策定支援 他 

・大田市料理飲食業組合 
住所：島根県大田市大田町大田ﾊ 187 
代表：会長 石田眞知子 
役割：実施支援 他 

・地域金融機関 
  役割：販路開拓支援 他 
 
 

連携体制図等 

 

 

小規模事業者 

中国経済産業局、・中小企業基盤整備機構 中国本部、島根県

漁業協同組合ＪＦしまね、 

大田市料理飲食業組合 

施策情報提供、
アドバイス、 
販路開拓支援 

連携 

大田市 
（大田ブランドの推進） 

大田商工会議所 
（ブランドの強化） 

相談 

販路開拓支援、 

大田ブランドの推進 

連携 

連携 販路開拓支援、
商品ブラッシ 
アップ 



３４ 

 

（別表４-９） 
 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に関する事項 

連携する内容 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 
 (5) おおだ彼岸市「中日つぁん｣の活性化 Ｐ２０ 
  ・一般消費者の参加のもと、彼岸市検討会議開催 
  ・彼岸市改革計画の策定 
  ・彼岸市の開催 
 

連携者及びその役割 

（連携者および役割） 
・大田市 
住所：島根県大田市大田町大田ﾛ 1111 
代表：市長 竹腰 創一 
役割：意見集約、企画・提案 他 

・大田商店会連合会 
住所：島根県大田市大田町大田ｲ 309-2 
代表：会長 吾郷浩之 
役割：意見集約、企画・提案、実施支援 他 

・大田市露店商業組合 
住所：島根県大田市大田町大田ｲ 130-3 
代表：組合長 伊藤 宏 
役割：意見集約、企画・提案、実施支援 他 

・(一社)島根県青年会議所 
住所：島根県大田市久手町刺鹿 540-1 
代表：理事長 森脇 彰 
役割：意見集約、企画・提案、実施支援 他 
 
 
 

 
・市内小中高等学校 他 
役割：意見集約、企画・提案、実施支援 他 
 

連携体制図等 

 

 

大田商工会議所 
（彼岸市検討会議開催、彼岸市改革計画の策定、彼岸市の開催） 

大田市、 

大田商店会連合会、 

大田市露店商業組合 

(一社)島根県青年会議所、 

市内小中高等学校、 

一般市民 

連携、意見集

約、実施支援

参加要請、

意見集約 企画・提案、
実施支援 


