
 

 

経営発達支援計画の概要

実施者名 

（法人番号） 
岡山南商工会（法人番号３２６０００５００２５７４） 

実施期間 平成３０年４月１日～平成３５年３月３１日 

目  標 

１．計画期間（５年間）において、地域の２割以上の小規模事業者に、

経営理念と事業領域を明確にした計画経営が定着させる 

２．事業計画に基づく実行と検証、修正（ＰＤＣＡ）を定着させる 

３．創業後の長期的な事業継続を支援し、円滑な事業承継を進める 

事業内容 

１．経営発達支援事業 

（１）地域の経済動向調査 

小規模企業が適切な経営判断やマーケティングを行えるように

するため「現状把握」と「将来予測」に活用可能な情報を提供する 

（２）経営状況分析 

小規模事業者の経営情報（定性・定量）の収集を行い、個者に提供

し、事業計画策定時に事業領域の検討・販路の設定等を行う基礎資

料として活用する 

（３）事業計画策定支援 

業績の向上を目標として事業者の事業領域を定め、具体的な取り

組み方法と目標達成への行動について計画を策定する 

（４）事業計画策定後の実施支援 

計画実行の指標となるマイルストーンを定め、経営指導員等が定

期的に事業所を巡回訪問し、伴走型で支援を行う 

（５）需要動向調査 

小規模事業者が自社の強みを認識して顧客や市場を絞込み、消費

者ニーズや嗜好、想定される売場やバイヤー等評価の把握を行い、

事業計画策定や商品開発の判断材料とする 

（６）新たな需要の開拓に寄与する事業 

事業領域を踏まえた販路に対し、小規模事業者の限られた経営資

源を有効に生かし、中期的に収益を上げられる販路開拓を行う 

２．地域経済の活性化に資する取組 

地域内外の連携を多様化することで、更なる活性化を図る 

連 絡 先 

〒７０１‐０２２１ 岡山県岡山市南区藤田５６４－１３１ 

岡山南商工会 支援２課長 杉本敬三 

  TEL：086-296-0765  FAX：086-296-2250 

  メールアドレス：sugi-k@okasci.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 

１．地域の概要 

岡山南商工会地域は岡山県の南部に位置し、行政合併前に町村地域だった、２つの

行政区（岡山市・玉野市）の６地区（岡山市：藤田・妹尾・福田・興除・灘崎、玉野市：東

児）で構成されている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域の傾向として、瀬戸内海に近い干拓地地域（興除・灘崎・東児）と市街地近郊

地域（藤田・妹尾・福田）の２つに分かれ、干拓地地域は、大規模な干拓工事により

約２０，０００ｈａが生み出され、現在は岡山県における米・麦作農業の一大穀倉地帯とな

っており、最近は米・麦作中心から、レタス・ナスのハウス栽培やレンコン栽培など

の新しい農業経営への転換・兼業化も進んでいる 

一方の市街地近郊地域は、岡山市の中心部から約７キロメートルに位置し、主要国

道・地方道が通り、軽工業系の工場が立地するほか、岡山市に加え、倉敷市の市街地

近郊という立地条件から、国道沿線を中心として住宅団地の造成が盛んに行われ、人

口の流入が多く若者向けのロードサイド店の出店も活発に行われている 

岡山市 昭和４６年合併：旧妹尾町、旧福田村、旧興除村 

    昭和５０年合併：旧藤田村 

平成１７年合併：旧灘崎町 

 玉野市 昭和４９年合併：旧東児町 
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２．管内人口・世帯数の動き 

岡山県全体の人口が減少している中、当会管内の状況は、全体で見ると１０年前と

比較して人口は横ばい、世帯数は増加している 

また、管内人口の９４％を占める岡山市で見ると、人口・世帯数ともに増加をして

いる。増加理由として、前述のとおり市街地近郊へ他地区からの人口流入による社会

増と推察される 

管内人口・世帯数：１０年比（国勢調査より） 

地 区  平成１７年 平成２７年 増減数 増減率 

岡山市 
（藤田・妹尾） 
（福田・興除） 
（灘崎） 

人  口 ６７，１８１人 ６７，４８２人 ３０１人 ０．４５％ 

世帯数 ２１，７３４世帯 ２３，５７４世帯 １，８４０世帯 ８．４７％ 

玉野市 

（東児） 

人  口 ４，７６４人 ４，６１１人 －１５３人 －３．２１％ 

世帯数 １，７９３世帯 １，８０１世帯 ８世帯 ０．０４％ 

計 
人  口 ７１，９４５人 ７２，０９３人 １４８人 ０．０２％ 

世帯数 ２３，５２７世帯 ２５，３７５世帯 １，８４８世帯 ７．８５％ 

 

３．商工業者・小規模事業者の現状と課題 

（１）既存事業者の現状 

地域産業については、干拓地の農業以外に特定の集積産業等はなく、工業・商業と

もに岡山市及び倉敷市の市街地を商圏として、近隣企業・住民を対象に事業を行って

いる 

具体的には、岡山市の郊外地域にあって、生活に密着した理美容・ガソリンスタン

ド・自動車修理・クリーニングなどを除き、工業・商業ともに岡山市南部と倉敷市東

部が商圏（事業領域）となっており、当地域の産業は市街地共存型といえる 

商工業者数については、微減であるが旧来からの商工業者廃業による減少が、新た

に起業した事業者の増加に相殺された数であり、廃業の歯止めは掛かっていない 

その中で、小規模事業者は商工業者の８７.３％・小企業者は７６．６％を占めており、

過去１０年比を比べると微減の状態にある 

事業承継については、地域内で継続して収益を上げている業種は後継者が存在す

るが、小売業をはじめ半数以上の小規模事業者は、事業収入による生活設計を見通せ

ず、事業承継を考えていない。建設業・製造業の一部には、売上に対し多大な長期借

入金を有するケースもあり、後継者への事業承継は難しい 

また、後継者を有する小規模事業者の多くは、事業承継を計画的に進めていること

は少ない 

業種別区分をみると工業（建設業・製造業の合計）は全体の約４０％強を占めてお

り、過去１０年比で大きな変化はない 

そのうち建設業：８０．７％・製造業：７０．８％は小企業者で、下請け・孫請けが大半と
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なり、取引先についても固定化している傾向にある 

理由として、製品・技術に得意分野を持ち、評価の高い事業者もいるが、代表者が

現場業務にとらわれ、営業を行えていないことと、受注増への対応できる者がいない

など、人材確保ができていないためである 

また、事業主の年齢は６０代以上が過半数を占め、５０代を加えると７０％を超えるな

ど高齢者の比率が高く、２９年度に商工会が実施した調査では、後継者については「い

ない」が７０％を超えており、こうした背景が営業を行えていない理由と考えられる 

商業については、当地は郊外地であるため、日用品は車で買い物をする消費者が大

半であり、地域需要を大型量販店とコンビニが満たしているほか、インターネット普

及による消費流出も大きいと考える 

その中で、生活に密着したサービス業（ガソリンスタンド・クリーニング）は一定

の売上を確保しているほか、家電サービス・自動車修理など、大手量販店等の購入後

フォローで収益を上げている事業もあるが、従来から居住している住民の高齢化や

住宅団地に入居してくる若者世帯の増加など地域内における世帯状況変化への対応

が必要となっている 

なお、食品小売等の業者（約１００者）の約８割は、事業承継を考えていない高齢の小

規模事業者である 

創業については、市街地から離れた郊外として、地代が市内と比べ比較的安く、主

要道が複数通っているため、新規創業する商業者も多いが、交通量の多さに期待する

ものの、大型量販店と比較した自身の顧客と商品構成等が定まっておらず、売上が伸

び悩んでいる事業者も見受けられる 

表① 商工業者数（商工会実態調査より） 

 １９年度 ２９年度 増 減 

商工業者数 ２，０３２者 １，７７２者 －２６０ 

小規模事業者数 １，８１１者 １，５４８者 －２６３ 

 

表② 業種別：小規模事業者数（商工会実態調査より） 

業 種 
小規模事業者数 

H１９ 
構成比％ 

H１９ 
小規模事業者数 

H２９ 
構成比％ 

H２９ 
増減数 
（19/29） 

増減率％ 
（19/29） 

建設業 ５０４ ２７．８％ ４６０ ２９．７％ －４４ １．９％ 

製造業 ３３７ １８．６％ ２４１ １５．６％ －９６ －３．０％ 

卸売業 ９９ ５．５％ ７４ ４．８％ －２５ －０．７％ 

小売業 ３２３ １７．８％ ２４３ １５．７％ －８０ －２．１％ 

飲食業 ７４ ４．１％ ６４ ４．１％ －１０ ０．０％ 

サービス業 ３７５ ２０．７％ ３１３ ２０．２％ －６２ －０．５％ 

その他 ９９ ５．５％ １５３ ９．９％ ５４ ４．４％ 

合 計 １，８１１ １００．０％ １，５４８ １００．０％ －２６３  
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 表③ 商工業者・小規模事業者・小企業者の構成（商工会実態調査より） 

業 種 商工業者 小規模事業者 
構成比％ 

（対商工業者） 
小企業者 

構成比％ 
（対商工業者） 

建設業 ４７６ ４６０ ９６．６％ ３８４ ８０．７％ 

製造業 ２９１ ２４１ ８２．８％ ２０６ ７０．８％ 

卸売業 １０８ ７４ ６８．５％ ６５ ６０．２％ 

小売業 ３０２ ２４３ ８０．４％ ２２４ ７４．２％ 

飲食業 ７１ ６４ ９０．１％ ５０ ７０．４％ 

サービス業 ３４８ ３１３ ８９．９％ ２８５ ８１．９％ 

その他 １７６ １５３ ８６．９％ １４４ ８１．８％ 

合 計 １，７７２ １，５４８ ８７．３％ １，３５８ ７６．６％ 

平成２９年４月１日現在 

（２）既存事業者の課題 

ア．共通課題（工業・商業） 

・営業力の強化 

売上が従来からの取引先に固定され、新たな取引先を開拓できておらず、販路

開拓の検討 

・事業承継（後継者の育成） 

後継者の育成と計画的な事業承継（スケジュール・財務・許認可等）の検討 

イ．工業（建設業・製造業） 

・人材の確保 

大半の小規模事業者は、経営基盤が脆弱で厳しい労働環境にあり、受注があっ

ても人が集まらず人材確保が必要 

・公共工事への依存脱却 

受注の半数以上が公共工事のため、施工時期の偏り解消と同業者との競争回避 

・新規取引先への対応（技術・営業） 

取引企業が固定化しており、収益率が高いと考えられる成長産業との取引検討 

・独自技術の育成 

受注単価を引き上げるため、他社と差別化できる技術育成と周知 

・技術の承継 

技術力の高い職人が高齢化の傾向にあり、計画的な技術の承継 

ウ．商業（卸売業・小売業・飲食業・サービス業等） 

・地域に密着した事業 

大手企業の関与が低い部分に対し、地元業者として小回りの利く対応 

・地域外からの顧客 

市街地の近隣地域という特性を活かした地域外からの顧客獲得 
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・ロードサイド店、チェーン店との差別化・転換 

競合対象として、提供内容（メニュー・サービス）の差別化を図るほか、地域の環

境変化に対応し、ニーズをとらえた業態転換 

・新たな住民への営業 

人口増の要因である住宅団地の転入者は、大型量販店に比べ旧来からの小売店

への来店が少なく、転入者への自店周知と営業 

（３）創業者の現状 

当会加入者を見て、過去５年以内の加入者の内、創業者が約３分の１を占めている

ことから、創業者の増加が見て取れる 

創業者の年齢・性別の内訳は、商工会加入者をみると、３０代～４０代が多く、近年

女性の創業が増加している 

業種は、男性は建設業が多く、女性は美容業が多い 

起業理由には、建設業の場合、従業員として雇用関係にあった方が、勤務先の経営

難や廃業によって、一人親方の個人事業者となるケースも複数みられる 

女性創業者の美容業は、当初から起業を予定していた方が多く、当地域での起業

は、市街地に隣接し比較的土地が安価であるため、初期投資を抑えられるためという

理由が多い 

また、商工会加入者の起業形態として、個人事業の小企業者が大半で法人組織での

起業は少ない。それは法人起業が少ないのではなく、法人で起業する方の多くは、商

工会等の支援機関に相談していないのと、起業後の支援を依頼していないためと考

える 

（４）創業者の課題 

・創業者の経営経験不足 

過去経験した業種での起業が多い中、事業の専門知識はあるが、経営者として

の経験が無く、事業計画・資金繰り・人材育成などの知識が乏しい 

・補助金、融資を目的とした事業計画 

事業計画の策定が補助金申請や創業資金の融資を目的とされ、創業後の行動計

画として活かされない 

・業種に応じた具体的な創業計画 

創業セミナーは、性別・年齢別でも開催されているが、起業を予定している業

種は様々で、セミナーとして短期で総合的に学習したのみで、具体的な計画が作

成されていない 

・創業後の支援体制 

支援内容の多くは、セミナー開催が目的となっており、創業後のフォローが十

分に行われていない。併せて行政の目標値は創業者数であり、経営継続の目標が

ない 
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４．中長期的な振興のあり方 

地域の現状・課題を踏まえ、岡山南商工会地域の小規模事業者の中長期的な振興の

あり方（１０年後の将来像）は以下の通りとします 

（１）人口増加が期待される地域にあって、競合となる大手企業と差別化され、計

画経営が定着し、地域で存在価値のある企業が育っている 

（２）小規模事業者が地域で中長期に事業継続できるよう、情報と数値を踏まえ、

目標を明確にした経営と販路開拓が取り組まれている 

（３）地域外資本ではなく、地域に密着し地域とともに生きる小規模事業者を増

加・継続させるため、創業者の事業継続と円滑な事業承継を図れている 

 

５．当計画の目標と目標達成に向けた方針 

目標１．計画期間（５年間）において、地域の２割以上の小規模事業者が、経営理

念と事業領域を明確にした計画経営が定着している 

＜実施方針＞ 

小規模事業者は事業者と同時に地域で生活する住民であり、利益の追求以外に

地域社会で存在が認められる「経営理念」を定めた経営を行う必要がある 

本計画により、商工会職員の個別支援を通じ、地域社会の企業として経営理念

と事業運営の羅針盤となる事業領域を明確化した事業計画策定を支援する 

小規模事業者が限られた経営資源を効率的に活かせるよう、必要な情報を収集

して目標を定め、事業領域として定めた実現可能な販路に対する経営を伴走支援

する 

目標２．達成すべき目標と目的達成のため、事業計画に基づく実行と検証、修正（Ｐ

ＤＣＡ）が定着している 

＜実施方針＞ 

事業主が未経験である事業計画について、商工会職員が経営計画策定ツールや

指標等を活用し、数値目標（売上増加・付加価値向上）を定め、目標達成へ向け

た、計画・実行・検証・修正（ＰＤＣＡ）が実行できるよう、事業主に加え、家

族・従業員を含めた支援を行う 

計画実施にあたり、事前調査、専門家等との協議によって仮説を立案し、一過

性ではなく一定期間（約６カ月）以上の実行（販路開拓）を行うなど継続的に実施

し、数値目標（売上増加・付加価値向上）を達成する 

目標３．創業者の事業継続（ＰＤＣＡ）・円滑な事業承継が進んでいる 

＜実施方針＞ 

経営者として未経験である創業者に対し、開業後の事業継続を最も重要な課題

として、創業計画の、検証（Ｃ）と修正（Ａ）に重点を置き、創業後に生ずる計画との

差異（販路・資金繰り・売上・収益等）について計画との検証を行い、原因の洗
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い出しと対策を図り、すべての創業者が中長期的に事業を継続できるよう支援を

行う 

事業承継については、後継者を有する事業者は、セミナー（岡山県商工会連合

会・岡山県産業振興財団等の実施する後継者育成塾等）を活用し、事業承継に対

する心構え・スキーム・スケジュールの学習を行い、セミナー受講後は商工会職

員とともに事業主と後継者を交え、事業承継計画を含めた事業計画書を策定し、

円滑な事業承継を図る 

また、後継者の定まらない事業者は、第三者への事業譲渡を含め、関係支援機

関・地元金融機関と連携し、今後の事業承継について支援を行う 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（平成３０年４月１日～平成３５年３月３１日） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 
１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

本会エリアの小規模企業が適切な経営判断やマーケティングを行えるようにする

ために、「地域経済、市場動向、地域資源の現状把握」と「将来予測」に活用可能な

情報を提供する。なお、提供方法は、広報紙や各部会の活動時の動向に関するミニセ

ミナーを開催する等の工夫を凝らし、年間１，２００事業所への情報提供を行う。整理・

分析にあたっては、民間調査機関や岡山経済研究所等と連携する。 
 

目 標 １，２００事業所に経営判断の参考となる地域経済動向を提供 

 
◆課題と改善の方向性 

現  状 改善の方向性 
＜情報収集は一部に留まる＞ 

岡山県商工会連合会が実施する

中小企業景況調査のみを地域経済

動向の判断材料として利用してい

たため、情報収集範囲が限定的であ

り、かつ活用可能な情報の提供が不

十分であった。 

＜情報収集の高度化と地域独自調査＞ 
本計画では、国等のデータ分析や

独自調査を行うことで情報提供能

力を高める。なお、分析した調査結

果は、巡回指導や窓口相談時に小規

模事業者に提供する。 

 
◆実施内容 

 ①地域経済・市場動向の情報収集と提供（２次データ分析） 
調査データ 収集項目 活用方法 

経済センサス 事業所数・産業構造 設備投資・消費動向の把握 
競合状況の推定 

農業センサス 農産物・農村の動向 地域資源の発掘・魅力発見 

国勢調査 人口・世帯数・転入・転出・出

生数・死亡者数 
地域の基礎資料・総需要の推

計・市場の動向 

消費動向調査 品目別の消費金額、動向の把握 ニーズ調査、市場規模の推定 
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工業統計 事業所数、従業員数、製造品出

荷額、一事業所当たり出荷額 
域内における製造業の規模、動

向。特徴ある産業の把握 

商業統計 事業所数、従業員数、年間商品

販売額、一事業所当たり販売額 
域内における卸小売業の規模、

動向。特徴ある業種の把握 
※上記データ等の活用については、独自で分析（単独統計の分析、複数の統計を活用

した分析等）を行うほか、地域経済分析システム（RESAS）を活用した情報提供を行う。 

 
②地域経済・市場動向の情報収集と提供（１次データ分析） 

調査データ 収集項目 活用方法 

事業承継現状調査 売上・利益の状況・経営課

題・後継者の有無 
事業承継の現状と課題の

把握、必要な支援策の実行 
※２次データを基礎（仮説）資料として、本会特有の経済動向を把握するための独自調

査を行う。 

※２次データ単独での活用のほか、１次データと組み合わせることで、岡山県や岡山市

等との比較や再分析を行い、より事業者にとって有益な情報として提供する。 

 
２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

岡山南商工会として、小規模事業者各自の事業領域を明確にした事業計画を策定

し、その後伴走支援を行うにあたり、その前提となる経営分析支援においては「経営

発達支援計画の目標 ３ 商工業者・小規模事業者の現状と課題」で挙げた以下の課

題※への対応が必要な小規模事業者を対象とし、掘り起しと支援における経営情報

（定性・定量）収集を行う 

収集した経営情報はデータ化し、定量：過年度の売上・利益比較、経営指標（日本政

策公庫等）、定性：業種別審査辞典等の参照により、経営課題の把握や分析、自身の

強み弱みなどの抽出を行い、経験を根拠とした経営からデータ（定性・定量）に基づい

た経営を行う資料として提供する 

また、事業計画策定時に事業領域の検討・販路の設定等を行う際、基礎資料として

活用する 

※Ｐ４「（２）既存事業者の課題」で挙げた項目 

①共 通 ・営業力不足   ・事業者の高齢化（後継者の育成） 

②商 業 ・大手との競合  ・生活スタイル変化 

・環境による消費流出（交通インフラ・情報インフラ） 

③工 業  ・人手不足による生産性低下 ・成長産業への対応（技術・営業） 

・公共工事への依存     ・人材確保 

（現 状） 

地区内小規模事業者の経営状況について、支援内容（マル経融資・持続化補助金申

請等）の資料はあるが、支援別の使用に留まり活用がされておらず、事業計画策定等

を行う都度、資料を使用し経営分析を行っている 

また、経営指導員の支援経験の乏しい業種（製造業・専門店等）については、関与
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が低く、企業の詳細な経営状況を把握しておらず、支援企業から経営に関する相談を

要請されることも少ない 

なお、財務資料については、所得税の確定申告支援者（約５００者）の資料をデータ化

して保有しており、事業計画策定時に定量面で活用している 

（課 題） 

・支援別資料（定性・定量）の一元管理と活用 

・確定申告資料（財務データ）の活用 

・補助金申請や金融支援を行っていない事業者から、個社支援の掘り起し 

・関与の低い製造業・専門店等の経営状況分析と経営指導員の支援力向上 

（実施内容） 

（１）各種支援実施者の経営状況分析と情報提供 

本計画初期の支援対象は、なかなか掘り起こしがうまくいかないことも想定す

るため、マル経融資・経営革新計画策定・経営力向上計画策定などで、従来商工会

と付き合いのある、あるいはこれらの支援を希望する意欲的で商工会関与の高い

事業者を想定する。これらの事業者から窓口・巡回対応時に経営分析に必要な情

報を収集する 

なお、経営状況分析のツールとして、岡山県商工会連合会開発のクラウドシス

テム「小規模事業者支援システム」を活用する。本システムに事業者から収集した

情報を入力し、定性面・定量面の以下の各項目について分析する。 

＜情報収集項目＞ 

・定性項目 ①主要サービス商品等   ⑥役員構成 

②主要取引先       ⑦取引金融機関  

③主要仕入先       ⑧後継者の存在 

④企業沿革        ⑨人材・資格・設備 

⑤経営理念（ビジョン）      ⑩独自性（強み） 

・定量項目 ①決算月         ⑦従業員数 

②売上          ⑧事業評価（前年比減収・減益：増収・増益） 

③売上総利益       ⑨納税額 

④営業利益（特前利益）  ⑩消費税額 

⑤税引後利益（所得金額） ⑪売上進捗率（登録各年 前年比） 

⑥資本金（元入金）    ⑫利益進捗率（登録各年 前年比） 

＜情報分析項目＞ 

①環境分析   （３Ｃ分析・４Ｐ分析・ＳＷＯＴ分析等） 

②収益性分析  （売上高総利益率・売上高営業利益率等） 

③安全性分析  （流動比率・固定比率・自己資本比率等） 

④生産性分析  （労働生産性・労働分配率等） 

⑤損益分岐点分析（限界利益率・損益分岐点） 
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（２）企業診断（工場診断・店舗診断）を通じた、専門家による経営状況の分析 

経営指導員の支援経験の乏しい業種（製造業・専門店等）は、定性部分について専

門知識が必要で、詳細な経営状況の分析は困難であり、専門家（中小企業診断士等）

による工業診断・店舗診断を以下の項目について実施し、専門家の指摘する客観的な

現状・問題点・課題を踏まえた上で経営状況の分析を行う 

また、専門家に経営指導員が帯同することにより、日常の巡回にて初期段階の企業

診断を実施できるよう支援力向上につなげる 

・工業診断 ①生産戦略    ④作業の効率性  ⑦人材育成制度 

②５Ｓ      ⑤モノの流し方 

③工場レイアウト ⑥品質管理 

・店舗診断 ①店外      ③商品管理    ⑤サービス 

②店内      ④什器及び陳列 

（３）巡回・窓口・広報による経営分析の周知 

上記（１）（２）に合わせ、管内事業者の経営状況分析を行うため、巡回・窓口支援

で周知を図るとともに、当会が発行する広報紙に、経営分析および事業計画策定

支援を行う記事を掲載して配布し、支援対象事業者の掘り起しをする 

（４）成果の活用 

経営分析結果については、個社に提供し、事業計画策定の基礎データとして活

用する 

（５）目標 

（目標：経営状況の分析件数） 

 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 

経営状況分析件数 ９０者 １００者 １００者 １２０者 １２０者 

 

上記の内企業診断数 
（工場診断・店舗診断） １２者 １２者 １２者 １２者 １２者 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（現状と課題） 

現在、小規模事業者の事業計画は、特定の理由（補助金・融資・経営革新・創業等）が

生じた際に策定されることが大半で、自社の業績向上や事業承継を目的に策定する

ことは稀であり、意欲のある事業者であっても、多くは経験と感覚で目標を定めるこ

となく成り行きで経営を行っている 
また創業者も、創業時に計画を立てているが、創業後の進捗管理と計画修正が行え

ていない 
経営指導員についても、計画経営を目的とした事業計画書の策定支援を行った経
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験に乏しく、支援を行った場合も計画的なフォローアップが実施されておらず、実施

スキームが組織として明確にされていない 
２９年度より、上記課題を解決するため、過去に支援した意欲的な事業者を重点支

援対象として定め、経営指導員が以下に述べる、業績向上を目標とした計画経営の伴

走支援を実施中である 

（１）既存事業者（事業承継を含む） 
（目的と考え方） 
各小規模事業者の課題が明確になり、経営状況分析及び企業診断等にて、現状把握

が行われたことにより、本計画の目的である「業績の向上」を目標として、事業者の

事業領域（希望・能力・規模）を定め「５．需要動向調査に関すること」の結果を踏

まえ、具体的な取り組み方法と目標（売上・付加価値）達成への行動について計画を策

定する。併せて、後継者等が見込まれる事業者については、計画的な事業承継を含め

策定を行う 
また、計画策定は事業者が主体となって行い、経営指導員は計画への助言、支援策

の情報提供等、経営に対する「気づき」を事業者に与え、伴走者として事業者を支援

する 

（支援対象） 
十分に経営計画が浸透していないことから、事業者を区分し、定めたレベルに応じ

た支援を行う。計画１年目は、経営分析事業者のうち、需要が見込まれる事業所や企

業診断を行った事業所、積極的に業績向上を目指す成長志向の事業者を中心として

実施する （支援者区分：レベル２） 
計画２年目以降は、１年目の支援事業者の成果を公表し、経営計画の意義と効果を

挙げ、経営指導員等の巡回により掘り起しを行い、区分レベルの向上を図る 
 

◆対象支援者区分と支援方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画経営が定着し、事業者
自らがＰＤＣＡを実践 

目標を定め、課題解決のた
め、事業計画の策定を実施 

現状を把握し、経営課題が
顕在化され整理されている 

経営問題について認識が無
く、相談を受けていない 

レベル１ 

レベル４ 

レベル３ 

レベル２ 

企業の経営状況に応じ、 
情報提供を中心とした支援 

・経営分析により現状把握 
・経営計画書の作成誘導 

・事業計画策定、補助金申請 
・フォローアップ（伴走支援） 

・計画経営の周知と普及 
・セミナーへ参加勧奨 

支援事業者 商工会支援方針 
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（手段・手法） 

計画策定は、以下の項目について、専門家（中小企業診断士等）の指導の下に事業者

と経営指導員等がマンツーマンで行い、策定された計画は、設定された仮説につい

て、定期的な成果確認とブラッシュアップを行う 

◆経営計画書の検討項目 

①経営理念      ⑥今年度実施テーマの設定 
②環境分析      ⑦アクションプラン 
③事業領域      ⑧人員計画 （必要に応じ） 
④売上・利益目標   ⑨投資計画 （必要に応じ） 
⑤経営課題の特定   ⑩融資・返済計画 （必要に応じ） 

 

  本計画を実行するためのスキーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（目標：事業計画策定件数） 
現在 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 

９者 ５０者 ６０者 ６０者 ７０者 ７０者 
 

（２）創業者支援 
（目的と考え方） 

創業前の支援については、商工会広報紙（地域内世帯に配布）・商工会ホームページ

等にて商工会が創業窓口である周知を行い、商工会本部・各支所（計６箇所）で個別支

援を行うほか、行政（岡山県・岡山市）、支援機関（よろず支援拠点・岡山県産業振興財

団等）が開催する、創業セミナー（一般・性別・業種別）に参画するものとする 

商工会の支援内容は、セミナー中の創業計画策定支援を行うほか、短期集中（３～５

回）で開催されるセミナー終了後、計画のブラッシュアップについて支援を行う 

また、創業時以上に創業後の事業運営が重要であることから、経営者として未経験

である創業者に対し、創業前に策定した事業計画の内、検証（Ｃ）と修正（Ａ）に重点を

置き、創業後に生ずる計画との差異について計画との検証を行い、創業計画の再構築

巡 

回 

指 

導 

 
 

経
営
指
導
員
等 

・企業診断 

・セミナー 

経営状況分析 

経営指導員等・専門家 

研 修 

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ 

 
 

経
営
指
導
員
等 

・施策活用 

・補助金申請 
 

・売上増加 

・利益向上 

・案件掘り起し 

・計画経営説明 
・事業計画の有効性につ 

いて周知と内容を説明 

（個社の計画策定へ誘導） 

・中小企業診断士を 

講師に事業計画書 

策定の集合研修 

事
業
計
画
策
定 

経
営
指
導
員
等 

・本計画の目標 
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によって、すべての創業者が長期的に事業を継続できるよう支援を行う 

なお、創業前後の日常的な相談は、本部・支所窓口（計６箇所）にて対応する 

（支援対象・手段・手法） 

創業間もない事業者（概ね３年以内）を対象として、定期的な巡回によって、創業計

画の実施状況（販売先・売上・利益等）と創業後に生ずる課題（目標数値との差異・

販路・資金繰り等）を反映した計画修正等について個社支援を行い、事業継続を伴走

型支援する 

（目標：創業セミナー参画件数・創業計画策定件数） 
 現在 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 

支援機関セミナー 
参画件数 ※ ３件 ３件 ３件 ３件 ３件 ３件 

創業計画策定件数 ２件 ６件 ９件 １２件 １２件 １２件 

※セミナー受講は、内容（一般・業種別・性別）に応じて参加 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

（目 標） 

・計画経営の実施経験の乏しい小規模事業者に対し、ＰＤＣＡサイクルの定着を目標

として、巡回訪問等により進捗状況の確認とともに、計画で策定された仮説の検

証・評価・見直しなど、事業者が主体となって行えるよう助言・指導を行う 
・事業承継については、上記に挙げた支援に承継に関する事項を加え、事業主と後継

者を交え、スケジュール管理を行う 
・創業者については、計画の実行状況を迅速に把握するため、巡回訪問による進捗管

理を２カ月に１回以上行い、当初計画の検証と修正を行う 
・事業計画期間（３年間）終了後、計画経営が定着し事業者が自立してＰＤＣＡサイ

クルを実践することを前提として支援を行う 

（指導内容） 

事業計画書に挙げた目標（売上・付加価値等）を確実に達成するため、計画実行の指

標となるマイルストーン（行動計画：時期・回数等）を定め、経営指導員等が定期的に

事業所を巡回訪問し、伴走型で支援を行う 

◆想定している支援内容 

・計画に定められた実行指標（行動計画：時期・回数等）の進捗管理 

・計画目標（売上向上・付加価値増加）の計数管理 

・計画検証と必要に応じ計画修正 

・計画を基礎とし、経営力向上計画・経営革新計画・持続化補助金等の申請 

なお、計画実行に際し、解決困難な課題や専門的な問題が生じた場合は、その解決

に向けた専門家による支援を行う 

（頻 度） 

計画策定後、事業計画期間（３年間）の四半期に１度、経営指導員等が巡回訪問を

行うほか、日常的に電話・メール・窓口にて支援を行う 
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支援記録については、岡山県商工会連合会のクラウドシステム「小規模支援システ

ム」に記録し、組織として情報管理と共有を行う 

なお、事業計画期間（３年間）経過後は、計画経営が定着し、ＰＤＣＡサイクルを

助言なく回せる自立した事業者として訪問頻度を減らし、他の小規模事業者に注力

するものとする 

（目標：事業計画策定後の支援回数） 

 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 

フォロー回数 ２００回 ２４０回 ２４０回 ２８０回 ２８０回 

  

（目標：創業後３年以内事業者の計画策定後の支援回数） 

 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 

フォロー回数 ３６回 ５４回 ７２回 ７２回 ７２回 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

（現状と課題） 

多くの小規模事業者は、商圏や販路を想定した営業活動を行っておらず、過去の成

功経験・自社の強みである技術や素材に対する思いのみによる販売を行った結果、事

業成果が上がらないケースが多く見受けられる 

また、需要動向調査の必要性は理解しているが、調査内容や調査手法等について知

識と経験を有していない事業者は多い 

今後、小規模事業者が限られた経営資源で効率的に成果をあげるため、自社の事業

領域に即した市場に対し販路開拓を行うにあたり、基礎情報として需要動向を把握

することが必要である 

（目標と考え方） 

支援対象者は、原則として事業計画の策定を実施した小規模事業者および販路開

拓支援の必要性が認められる小規模事業者を対象に「２．経営状況の分析に関するこ

と」による各種分析にて自社の強みを認識した小規模事業者が顧客や市場を絞込み、

個社の商品開発・改良時における消費者のニーズや嗜好、想定される売場やバイヤー

等評価の把握を行い、限られた経営資源を効果的に活かせる事業計画策定や商品開

発の判断材料とする 

調査については、事業者の事業領域とする市場（地域内・地域外）と販路（自店・

専門店・量販店）、対象者（性別・年齢等）等を明確にし、事業者が直接収集するデ

ータを基本とし、需要動向をまとめ活用する 

（周 知） 

経営指導員等が日常の巡回・窓口相談時に需要動向調査の必要性の説明を行う 

計画経営を支援する事業所には、事業計画に需要動向調査が必須であることを説

明し、策定時においては、それぞれの事業領域に応じ調査を行うほか、計画実行時に
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対象とする市場や顧客を明確にした「商品開発や改良」、「新たな販路開拓」等に取組

むことで事業成果の向上を図る 

また経営指導員等は、需要動向調査を積極的に実施することで、需要動向に関する

知識や手法を習得する 

（取組み） 

（１）地域内消費者を対象とする購買調査 

小規模事業者の販売する商品・サービスについて、事業者とともに需要動向の調査

を行い商品開発・販路開拓に活用する 

経営指導員等は調査項目の選定を行い、集計後の整理・分析を行うとともに結果は

支援を行う際の資料とする 

なお、情報の調査・整理・分析については、必要に応じ専門家を活用する 

ア．事 業 者：自社商品の販路拡大を行う事業者 

イ．対  象：開発・改良を行う商品のターゲットとなる顧客（１００名以上） 

ウ．手  段：事業者と経営指導員等がターゲットを想定し、調査項目を決定 

ヒアリングシート・アンケート票を作成し、来店時の聞き取り、ま

たは顧客名簿による郵送で実施 

エ．調査項目：購買動機、購買価格帯、利用頻度、選定基準など 

オ．活用方法：ターゲット、パッケージイメージ、内容量、売価の決定など 

カ．効  果：消費者ニーズに合致した、効果的な商品開発・改良 

（２）売場調査 

開発・改良する商品の想定販売先（量販店・専門店）の売場を実訪し、開発・改良

段階商品の販路における現状と競合を把握し参考とする 

経営指導員等は、実訪先の選定と調査項目の選定を行い、売場に同行して支援を行

う際の資料とする 

ア．事 業 者：自店以外で商品を販売する事業者 

イ．対  象：事業領域として想定する販路の売場（３～５社） 

ウ．手  段：目視と記録、売場販売員へヒアリング、売れ筋商品の購入 

エ．調査項目：棚割り （取扱業者数、寸法） 

顧客属性（買い物客の年齢・性別） 

競合商品（種類、量、価格帯、パッケージ等） 

オ．活用方法：売れ筋・販路の確認と販売者の意見を考慮した商品開発 

カ．効  果：競合との差別化、販路のミスマッチ解消 

（３）物産展等でのテストマーケティング 

行政・支援機関等が開催する物産展や商工会地域におけるイベント等の会場にて、

商品のテストマーケティングを実施し、効果的な商品開発や販路開拓を行うほか、広

域物産展においては、競合他社からの需要動向情報収集の場として活用する 

経営指導員等は、アンケート作成方法、展示方法（装飾、陳列）などの事前準備か

ら、事後のアンケート集計および分析等の支援を行う 
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ア．事 業 者：自店以外で商品を販売する事業者 

イ．対  象：①物産展等の購入者（１００～３００名） 

②同業種の出展者（３～５者） 

（例 地域内：岡山県連主催 物産展、地域外：全国連主催 物産展） 

ウ．手  段：①対面でのアンケート・試食 

②目視・ヒアリング 

エ．調査項目：購買顧客の属性（年齢・性別等）、嗜好、購入動機、売れ筋、選定基準 

オ．活用方法：①年代別・性別等の切り口で購買動向を反映した開発・改良 

②自社商品と他社商品との比較、他社の新製品とトレンド把握 

カ．効  果：①消費者から直接商品評価の確認が可能 

②目標とする市場と競合他社の動向が確認可能 

（４）商談会でのバイヤー意向調査 

後述する、支援機関等が開催する展示商談会や地域外で開催される各種商談会に

おいて、商談を行うとともにバイヤーの意向を調査する 

経営指導員等は、事前に確認すべき意向の洗い出しや協議を行うほか、商談会に同

席し、意向を反映した商品開発・改良を支援する 

ア．事 業 者：自店以外で商品を販売する事業者 

イ．手  段：商談時における商品情報のヒアリング（４社程度） 

ウ．調査項目：価格、大きさ、量、ロット、賞味期限、納期等 

エ．対  象：後述 商談会バイヤー（岡山県連商談会・おかやま新商品フェスタ等） 

オ．活用方法：直接購入者となるバイヤーの視点からの商品開発に活用 

カ．効  果：消費者情報では得られない、流通に関する情報を収集 

小売業者を視点とした需要動向の確認が可能 

（目標：対象事業者数） 
個者支援数 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 

（１）購買調査 １０者 １２者 １２者 １４者 １４者 

（２）売場調査 ６者 ６者 ７者 ９者 ９者 

（３）テストマーケティング ３者 ３者 ４者 ５者 ５者 

（４）バイヤー意向調査 ６者 ６者 ７者 ９者 ９者 

 

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】 

（目標を目指す考え方） 

経営資源の限られた小規模事業者の需要開拓について、以下を基準として支援を

実施する。 

・事業者の経営理念を踏まえた販路 

・現在の事業規模と将来希望する規模を踏まえた商談先 

・流通チャネルを理解し、資金力営業力を考慮した販路 

・一時ではなく、中期的に収益を上げることが可能な取引 
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・需要動向を踏まえ、市場ニーズを意識した営業 

・営業経験の乏しい小規模事業者に対し、情報提供に留まらない支援 

（現 状） 

小売業においては、商談経験が少ない小規模事業者に対し、流通に対する知識・経

験が乏しい状態のまま商談会等の情報提供を行っている 

経営指導員は、計画策定支援を行うが需要開拓（商談会・展示会等）に関与するこ

とは少なく、事業者任せの支援に留まり、知識・経験が乏しい 

（事業内容） 

（１）岡山県内商談会等への参加 

ア．目的・支援内容 

支援対象となる小規模事業者である加工食品等業者の大半は、首都圏等で

開催する商談会参加以後、継続した営業活動を行うのは困難であり、大手量販

店との商談は、取引条件（ロット数・仕入れ率・送料・帳合い）が厳しく、事

業目的である付加価値の確保は困難である 

さらに、首都圏等の市場は競合する事業者も多く、一時的に商談が成立した

後、中長期的に取引が保障されるものではない 

よって、小規模事業者の事業領域に合致し、中長期的な取引継続が可能な県

内商談会を主体とする 

商工会は、営業経験の乏しい事業者に対し、商談先の情報提供（事前・事後）、

ＦＣＰシート等のツール作成支援、模擬商談の実施、商談で確認された課題解

決の支援を行う 

イ．支援対象  小売業者（加工食品等） 

ウ．訴求対象  地域百貨店・スーパー・土産物店等 

エ．主な商談会 岡山県商工会連合会主催：岡山県内企業商談会 

      岡山県産業振興財団主催：おかやま新商品フェスタ 

      岡山県産業振興財団主催：岡山県しんきん合同ビジネス交流会 

株式会社トマト銀行主催：トマトアグリフェアー 

（２）県外展示会等への参加 

ア．目的・支援内容 

独自商品・技術等により、首都圏等を事業領域とできる小規模事業者につい

ては、県外商談会等の出展について、商工会と関係支援機関（岡山県産業振興

財団等）と連携し、事前においてはブース装飾・商品展示・商談対象の絞込み・

商談ツール（ＦＣＰシート、企業情報パンフ）の作成等を支援し、事後におい

ては、商談後のフォロー・信用調査等の支援を行う 

イ．支援対象  小売業者・製造業者の内、継続的に営業と取引が行える者 

ウ．訴求対象  首都圏等の量販店・専門店等 

エ．主な展示会 グルメ＆ダイニングスタイルショー（東京） 

スーパーマーケットトレードショー（東京） 
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（目標：商談出展件数・商談件数・成立件数） 

  ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 

県内商談会 

出展件数 ５ ５ ６ ７ ７ 

商談件数 ２０ ２０ ２４ ２８ ２８ 

成立件数 ４ ４ ６ ８ ８ 

県外商談会 

紹介件数 ５ ５ ５ ５ ５ 

出展件数 １ １ １ ２ ２ 

成立件数 1 １ ２ ２ ２ 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
本会地域の小規模事業者が作った商品が域内外に認められる。また、本会エリアの

魅力ある小売店や飲食店に人が集まることにより「外から資金を稼ぐ」ことが、本会

の方針である。この取組は、個々の小規模企業の活性化だけでなく、今後一層小規模

企業間の連携や観光振興により、地域経済活性化に資する取組みにつながっていく

と考えている 
なお、上記の方針は、本会役員の中で共有されており、今後は域内行政機関、岡山

県商工会連合会、各種専門家等に協力を仰ぎ、各種の議案を検討する場を設けたいと

考える。加えて、本会が主体で行う地域のイベント等を地域の関係者の協力のもと実

施し、商工会の役割や活動について理解を得たいとも考えている。 
このように小規模事業者の活性化は、本会および地域経済関係者だけの問題では

なく、地域にとっても重要な取組みであることの認識を得たいと考えている。 
 

目 標 地域内外の連携を多様化することでの更なる活性化 
 
（１）課題・改善の方向性 

現 状 改善の方向性 
＜ブランド化につながる支援は一部＞ 

本会の商工業者だけでなく、地域住民

を巻き込んだ活動を行っている。ただし、

本格的な域外への販売や集客につなが

った例は一部に留まっている 

＜連携によるブランド化＞ 
本計画では、既存の地域内連携をより

強化・充実させるために、より多様かつ専

門的な人材との連携を図るとともに、地域

ブランド化や観光振興に資する外部専門

機関との連携を行う 
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（２）実施内容と地域経済活性化に対する効果 

実施内容 期待できる効果・目標値 

本会を中心とした地

域内連携による地域

活性化 

個々の小規模事業者の活性化を異業種間での連携に発

展させることで、新商品開発や事業展開が可能となり、一層

地域経済の活性化に結びつけることができる 

【目標値】各種関係機関連絡会議開催数 （単位：回） 
現状 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 

１ １ １ １ １ １ 

地域内の専門家との

連携強化 

地域内の経営・法務・マーケティング・開発等の専門家との連

携強化を行い、本会内の小規模事業者に積極的に提供するこ

とで地域内の知識や情報の流れの好循環をつくることができる 

【目標値】地域内専門家数 （単位：回） 
現状 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 

２０ ２０ ２０ ２０ ２５ ２５ 

地域ブランド化や観

光振興に資する外

部専門機関（旅行会

社・バイヤー・県外

商工会等）との連携 

域内外とのパイプを構築することで、域内外への有益な情報

提供やマッチングにより、小規模事業のビジネスチャンスの拡大

と本会地域の知名度向上を図ることができる 

【目標値】域内外の外部機関との連携 （単位：回） 
現状 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 

１ １ １ ２ ２ ２ 

 

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  

岡山県商工会連合会との連携を強め、支援事業等の効果的な活用法を積極的に収

集するとともに、近隣の県下の商工会との支援ノウハウ、支援の現状、経済の動向に

ついて情報交換・学習を行う 
岡山県産業振興財団や中小企業基盤整備機構等の支援機関との連携により、小規

模企業者の業績向上のため、新たな需要確保を進めるプラットフォームを形成する 
 
（１）岡山県商工会連合会との連携 

 現 状 今後の展開と効果 
岡山県商工会連合会広

域サポートセンター連絡

協議会等の広域会議 

支援事業の取組みに

ついての情報交換 

モデル事例の共有や本会エリア

の小規模事業者の課題解決のた

めの情報収集を充実 
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（２）近隣商工会（同一行政に属する商工会）との連携 

 現 状 今後の展開 効 果 
岡山西商工会と

の連携 
情報交換および

指導員個々のつ

ながりに留まる 

先進的な支援事例・

経済動向等の情報交

換と、支援ノウハウ共

有・小規模企業同士

のマッチング 

本会にとっては支援レ

ベルの向上が図れ、

小規模企業にとって

はビジネスチャンス創

出につながる 

岡山北商工会と

の連携 

赤磐商工会との 

連携 

 
（３）商工会以外の中小企業支援機関との連携 

 現 状 今後の展開 効 果 

岡山県産業振興

財団との連携 

経営革新計画

策定での連携 

事業継承・経営革新・

創業支援等の多様な

課題に対しての連携 

高度専門的な課題へ

の円滑な対応が可能と

なる 

岡山県よろず支援

拠点との連携 

専門家派遣で

の連携 

専門家支援チームと

の連携 

多様な専門家の活用

が可能となる 

中小機構との連携 
中小企業大学

校との連携 

新連携・農商工連携

等での専門家派遣に

よる連携 

高度専門的な課題へ

の円滑な対応が可能と

なる 

金融機関との連携 
融資経営相談

会での連携 

融資制度・景況動向

等で専門家派遣によ

る連携 

経営から金融までのワ

ンストップでの相談対

応が可能となる 
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２．経営指導員等の資質向上等に関すること 
 経営指導員等が個々の支援力向上とともに、組織としての支援力の確保とレベ

ルアップを図るための教育訓練体制を構築する。 
 
（１）支援力向上のための研修機会の充実 

 現 状 今後の展開 効 果 

中小企業大学校 

の研修 

中小企業大学
校研修への参加 
（不定期） 

代表者を選定し、組織と
して不足している内容
（販路開拓・顧客管理
等）について、重要度の
高い研修を計画的に受
講（年３～５名） 

計画的な研修により、
学習内容が共有さ
れ、組織としての弱み
が解消され、効果的な
支援が実施される 

小規模事業者 

支援者向け研修 

（県連等主催） 

各種経営セミナ
ーへの参加 
（希望者のみ年
１～２回受講） 

支援者毎の弱みの解消

を図るほか、得意分野

の高度・専門的な学習 

（職員各１回以上受講） 

個人の弱み改善とエ
キスパート育成による
組織支援力の向上 

職員勉強会の 

開催 

若手職員を対象
に内部講師によ
り基礎的内容で
開催 （月１回） 

全職員を受講対象とし
て、外部講師を招き、職
員に共通する課題につ
いて学習を行う 

職員に共通する課題

が解決され、支援力の

底上げが図られる 

 

（２）支援ノウハウ等を組織内で共有する体制 

中期的支援を行う上で、視点の多様化・標準化と担当指導員等の異動に備え、事

業者情報（定性・定量）と支援経過の管理と共有を行い継続的な支援を行う 

内 容 現 状 今後の展開 

クラウド・サーバへ

支援内容登録 

岡山県商工会連合会のシステ
ム内に専用フォルダを設置し、
年度別・事業所別に情報管理 
（職員全員が閲覧可能） 

現状は企業情報と事業計画が
登録内容であり、フォローアッ
プ・ブラッシュアップ・成果等を
記録して共有 

指導員会議で情報 

・ノウハウの共有 
月２回の会議内で、現行支援
先の進捗状況を報告し共有 

状況報告に留まらず、支援内
容について、職員全員で意見
交換し、効果的な事例を紹介 

職員（指導員以外）

会議で情報共有 
月１回の会議内で、支援企業
の報告を行い情報共有 

経営指導員のサポートのもと、
経営計画の策定支援 

２名体制（メイン・サ

ブ）での対応 
若手指導員のサポートを目的
に２名体制を設置 

視点の多様化とともに異動に
備え、すべての支援対象に副
担当を設置 

支援事例報告会の

開催 未実施 役員・職員・関係機関に対し、
支援事例等を紹介 
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３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 
（１）外部有識者会議による事業評価  

地元行政等外部有識者や事業者より広く意見を取り入れ、事業の実施状況、成果の

評価・見直し案の提案を行う 

外部委員 行政・岡山県商工会連合会・本会エリアの専門家等の５名

程度で構成 

開催頻度 年１回 

外部評価の反映 事務局にて評価結果に対する対応策を検討した後、本会理

事会に報告 
 
（２）本会内評価・改善組織の確立 

外部有識者会議による事業評価を踏まえ、本会理事会において、評価・見直しの取

り組みを決定する。 
事業の成果・評価・見直しの結果については、通常総代会へ報告し承認を受ける 

 
（３）公表方法 

事業の成果・評価・見直しの結果を本会のホームページに公表する 
（http://www.southokayama.jp） 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（２９年１１月現在） 

 

（１）組織体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    事務局長     １名 

    経営指導員    ９名 

    補助員      ３名 

    記帳専任職員   １名 

     計      １４名 

 

・経営発達支援事業に携わる人員  事務局長１名  経営指導員９名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

東児支所 

支援第２課 

福田支所 灘崎支所 妹尾支所 興除支所 

支援課 

藤田支所 

地域の経済動向調査 
需要動向調査 ○主  経営指導員１ ○副  経営指導員３ 

 ○主  支援課長１  ○副  経営指導員４ 経営状況の分析 
（総括） 

事務局長 

 
○主  支援課長２  ○副  経営指導員５ 新たな需要の開拓に 

寄与する事業 

○主  経営指導員２ ○副  経営指導員６ 地域経済の活性化 

○主  事務局長   ○副  経営指導員７ 支援力向上のための取組 

※経営分析・事業計画策定・策定後の実施支援については、全経営指導員であたる 
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（２）連絡先 

 

本部・藤田支所 住 所：岡山市南区藤田５６４－１３１ 

電 話：０８６－２９６－０７６５ 

ＦＡＸ: ０８６－２９６－２２５０ 

Ｈ Ｐ: http://www.southokayama.jp 

E-mail: minami@okasci.or.jp 

妹尾支所 住 所：岡山市南区妹尾１７５９－２ 

電 話：０８６－２８２－００１１ 

ＦＡＸ: ０８６－２８２－６４２０ 

福田支所 住 所：岡山市南区古新田１０８０－３ 

電 話：０８６－２８１－５４２４ 

ＦＡＸ: ０８６－２８１－６７２８ 

興除支所 住 所：岡山市南区中畦５９３ 

電 話：０８６－２９８－３１５８ 

ＦＡＸ: ０８６－２９８－３１９３ 

灘崎支所 住 所：岡山市南区片岡８３７－７ 

電 話：０８６－３６２―０３２１ 

ＦＡＸ: ０８６－３６２－０３２７ 

東児支所 住 所：玉野市胸上２６３６－２ 

電 話：０８６３－４１－１３３４ 

ＦＡＸ: ０８６３－４１－１３８４ 
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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） 

 
３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 

必要な資金の額 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

 

経済動向調査費 

セミナー開催費 

委員会等開催費 

総合振興費 

200 

1,000 

300 

500 

200 

1,000 

300 

500 

200 

1,000 

300 

500 

200 

1,000 

300 

500 

200 

1,000 

300 

500 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

 

調達方法 

国補助金 

岡山県補助金 

岡山市補助金 

玉野市補助金 

全国連助成金 

会費 

事業者負担金 

（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 

① 経済動向調査・経営分析・需要動向調査事業 

    巡回・窓口相談、各種セミナーの開催を通じて得た情報等を岡山県商工会連合会と

連携し、分析を行い、地区内の小規模事業者に提供する 

② 事業計画の策定・実施支援事業 

  事業計画の策定にあたって、岡山県商工会連合会広域サポートセンター等と連携し

て対応する。実施支援にあたって、融資が必要な支援案件については日本政策金融公

庫、地元金融機関と連携し支援を行う 

③ 創業支援事業 

  行政及び関連支援機関の創業塾に参画し、計画の実行支援（進捗確認）と創業後の

課題を反映した計画修正等の支援を行う 

④ 販路開拓支援事業 

    展示会・商談会に参加し、商品の出展支援を行い、販路拡大の場を提供する 

連携者及びその役割 

○ 岡山県商工会連合会 

会長 吉澤 威人 

岡山県岡山市北区弓之町４番１９－４０１号 

・広域サポートセンターによる専門的経営支援について専門家情報の提供 

○ 公益財団法人 岡山県産業振興財団 

理事長 三宅 昇 

岡山県岡山市北区芳賀５３０１ 

・経営支援における創業に向けた支援のほか、経営革新や経営改善のための計画

づくり等のサポート、海外展開の支援、展示会・商談会・取引あっせんを通じ

た販路開拓や新規取引の支援 

○ 岡山県よろず支援拠点 

コーディネーター 鈴鹿 和彦 

岡山県岡山市北区芳賀５３０１ 

・専門家による総合的な支援 

○ 独立行政法人 中小企業基盤整備機構 

 理事長 高田 坦史 

  広島県広島市中区八丁堀５番７号 広島ＫＳビル３階 

・企業が抱える課題や要望について、インフラ、資金、人材、情報などあらゆる

角度から具体的な支援策を提供 
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連携体制図等 

○ 経済動向調査・経営分析・需要動向調査事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○  事業計画の策定・実施支援事業・新たな需要の開拓 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡山南商工会 

岡山県 

岡山市 

玉野市 

民間調査機関 

金融機関 

 

小規模事業者 

創業者 

情報収集 

情報提供 

巡回・窓口相談指導、講習会、広報紙 

岡山南商工会 
岡山県商工会連合会 

（広域サポートセンター） 

（公財）岡山県産業振興財団 

岡山県よろず支援拠点 

日本政策金融公庫・金融機関 
小規模事業者 

創業者 

相
談 

支
援 

専門的知識を必要とする相談 

（独）中小企業基盤整備機構 

専門家（中小企業診断士等） 


	3.【岡山南商工会】計画概要.pdf
	2.【岡山南商工会】別表１~４

