
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

 岡山西商工会 

（法人番号）2260005002906 

実施期間 平成２８年４月１日～平成３２年３月３１日 

目標 

 小規模事業者を取り巻く経営実態を把握し、事業の持続的発展を目指す伴走

型支援を実施し、事業計画（ビジネスプラン）に基づく経営の促進。 

１、小規模事業者への事業計画策定支援により、所得の向上。 

２、小規模事業者の商品・サービスの需要を創出し、売上高を向上。 

３、小規模事業者の補助金等の有効活用により、経営を効率化。 

４、地域資源を活用した特産品開発支援により、新たな需要を創出。 

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 

岡山市内消費者物価指数や景況調査、小規模事業者アンケート調査の実施。

２．経営状況の分析に関すること 

小規模事業者アンケート調査から得られた内容を基に経営状況を分析。 

３．事業計画策定支援に関すること 

事業計画策定を目的とする巡回計画を立案実施し、計画策定支援事業者の掘

り起しと支援件数の増進を図る。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

事業計画を策定した小規模事業者に対し、計画の遂行における課題に対する

伴走型の助言指導を行い、計画の実現性と成果の向上を図る。 

５．需要動向調査に関すること 

各種統計情報や小規模事業者アンケート調査の結果を活用し、地域の小規模

事業者が販売する商品や提供する役務の需要動向に関する情報の収集、整理、

分析を行うとともに、地域に居住する消費者に向けた「消費動向調査」を実施。

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

①地域資源を活用した特産品開発と販路拡大支援を行い、新たな需要を創出。

②開発された特産品を本会地域ブランド商品に認定し、各種商談会へ出展。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

①岡山西商工会地域振興協議会（仮称）の設立による推進。 

②地域ブランドと歴史観光ＰＲによる認知度向上と地域経済の活性化。 

③地域のブランド化及び賑わいの創出による、小規模事業者の収益力向上。 

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 

岡山市をはじめ、岡山県商工会連合会等の他の支援機関との連携を密にし、

小規模事業者の需要動向や支援ノウハウについての共有を図る。 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

①小規模事業者の利益確保に資する支援ノウハウの習得と職員間での共有。 

②外部機関との帯同巡回による支援ノウハウの共有と資質の向上。 

３．事業評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

岡山市や民間シンクタンク等の有識者による「経営発達計画推進委員会」を

組織し、事業評価と見直しのための仕組みを構築。 

連絡先 
岡山西商工会 岡山県岡山市北区庭瀬 488-6 

電話（086）293－0454   担当者 e-mail maetani@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 

                           【岡山西商工会位置図】 

１．地域の概要 

岡山市は、明治 22 年の市制施行以来 13 回にわたっ

て周辺市町村の合併等を行っています。  

特に昭和 44 年の西大寺市との合併、46 年の 9 町村

（一宮町、津高町、高松町、吉備町、妹尾町、福田村、

上道町、興除村、足守町) との合併、50 年 5 月の藤田

村との合併によって飛躍的に広がりました。  

さらに平成 17 年 3 月には御津町、灘崎町と、平成

19 年 1 月には建部町、瀬戸町と合併し、現在の市域面

積は 789.96 平方キロメートル、旧備前国、備中国、美

作国 3カ国にまたがる広大な市域となりました。 

岡山西商工会では、岡山市内の旧吉備町、旧高松町、旧足守町の旧 3町を支援地域と

し、経営指導員 5名と職員 3名を中心に経営支援を実施しています。 

 管内人口は、平成 22 年 4 月時点で 49,172 人であったが、平成 27 年 4 月時点で 50,407

人と 1,235 人増加しており、労働生産人口は 29,876 人いるもののサラリーマン世帯が

多く、そのほとんどが岡山市内や倉敷市内の地域外に所在する企業に属することから、

地域内の労働生産性については、横ばい状況が続いています。 

 

【岡山西商工会】 

  小規模事業者数：1,048 事業所   事務局長：1名 

  会員事業者数：737 事業所     経営指導員：5名  職員：3名 

 

【地区内の基礎的な数値】      

 ※管内人口及び世帯数は、岡山市人口統計資料（平成 27 年 4 月末）より引用。 

 

平成 27 年 4 月の小規模事業者数は、1,048 事業者でサービス業が 284 と最も多く、次

いで、建設業 236、卸・小売業 213 の順となっています。 

 

地  区 全体 旧吉備町 旧高松町 旧足守町

管内人口 50,407 人 25,894 17,764 6,749

世 帯 数 20,248 世帯 10,526 6,850 2,872

小規模事業者数 1,048 事業所 457 350 241

 

建設業 236 事業所 90 82 64

製造業 122 事業所 54 40 28

卸・小売業 213 事業所 87 75 51

サービス業 284 事業所 128 97 59

その他 193 事業所 98 56 39
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産業としては、農業・畜産業のほか製造業からサービス業まで様々な業種を営む小規

模事業者が多く、さらに、運輸・物流の大型拠点である岡山県総合流通センターを有し、

流通センター内の売上高は 900 億円に達します。 

 

また、旧吉備町、旧高松町、旧足守町の地域は、古代吉備の国の中

心地として栄えた地域であり、地域内には多くの古墳を有するほか、

桃太郎伝説に纏わる名所や備中高松城址等の歴史的な史跡が多いこ

とから、観光地としても賑わっています。 

そのため、観光客をターゲットとする飲食店や土産品店も多数存在

しており、岡山西商工会では、平成 20 年度から地域資源を活用した

特産品開発を進め、開発された特産品を地域ブランド化することで、

主に観光客をターゲットとする地域経済の活性化を図っています。 【ブランドマーク】 

 

２．地域経済の課題 

 このような状況から、地域経済の課題を以下の通り集約いたします。 

 

① 小規模事業者の多くは、経営者の高齢化や事業を引き継ぐべき後継者が他企業へ

の就業者となる場合も多く、次世代を担う経営者が育ちにくい現状があります。 

また、地域内における大型スーパー等の進出により経営環境が悪化し、将来的な

経営の目途が立たないことを理由に、自分の代で廃業を選択する経営者も増えてい

ることから、地域内の小規模事業者を中心とする商工業者の減少を食い止めるのが

課題です。 

 

② 小規模事業者は下請的業務が中心であった為に、自らが売上を創出しにくい経営

体質にあります。その為、親会社や取引先の発注度合により、自身の売上状況が大

きく左右されるなど、親会社や取引先への依存割合が極めて高い状況となっていま

す。小規模事業者自身の強みを活かした新たなサービスの創出や、ホームページ等

を活用したＰＲによる売上創出が課題です。 

 

③ 地域内における大型の総合スーパーやコンビニエンスストアの進出により、小売

業を中心とする小規模事業者においては、顧客の流出を食い止めるべく低価格競争

に巻き込まれるなど、売上・利益の減少といった厳しい経営状況が続いています。

その為、自社の経営実態を見直し、強みを活かした商品・サービスの提供や利益

確保に資する経営手法の改善により、大型の総合スーパー等との差別化を図ること

が課題です。 

 

④ 地域で生産される農産物等を活用した特産品開発により、60 品目の地域ブランド

特産品を製造販売しているが、それぞれの特産品について、需要を見据えた商品開

発におけるノウハウの習得が不十分であり、販路開拓に苦慮しています。 

その為、需要動向調査結果等の情報提供や、ターゲットとする販売先からの意見

等も踏まえた、需要を見据えた商品開発と販路拡大を行うことが課題です。 
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３．地域経済の課題を踏まえた目標 

上記の課題を踏まえた目標は、以下の通りです。 

 

（１）使命と役割 

  地域の総合経済団体である岡山西商工会は、小規模事業者の最も身近な経営支援機

関として、厳しい経営環境に置かれている小規模事業者に対し、経営課題の解決に向

けた支援活動を通じて小規模事業者の経営力向上を図るため、ビジネスプランに基づ

く経営の推進や需要開拓にむけた支援をはじめとする、様々な小規模事業者の振興施

策の実施により、事業の持続的発展を促進いたします。 

 

（２）中長期的な振興の在り方 

  岡山市が平成２８年度に策定を進めている、岡山市の中長期的なまちづくりの指針

となる新たな総合計画「（仮称）第 6次総合計画」では、「各地域の特性や資源を活か

しながら調和のとれた地域づくり」や「岡山大都市圏の中心都市として、産業の振興

や雇用の創出など、圏域全体の成長と発展をけん引する役割を担う」とする振興の在

り方が必要であるとしています。 

  本会においても、岡山市の在り方と方向性を一つにし、以下の「岡山西商工会中長

期的な振興の在り方」に基づく事業実施により、地域経済の活性化を図ります。 

  

【岡山西商工会中長期的な振興の在り方】 

以下の方針により地域内小規模事業者を中長期的に振興します。 

  ①経営課題解決を通じた、小規模事業者の持続性の向上。 

  ②自らの強みを活かして売上を創出するための戦略立案により、下請的業務を中心

とする経営体質の転換。 

 ③新たな需要開拓に必要な情報の調査及び提供により、「売れる商品・役務」の開

発や販路開拓支援を通じた売上及び雇用の創出。 

 

（３）経営発達支援事業の目標 

   ①計画策定及び実行支援により、事業及び企業の持続的発展に寄与。 

   ②下請的業務中心の経営体質脱却による、売上創出及び利益確保を実現。 

   ③売れる商品・役務の開発及び販路開拓支援による、新たな売上の創出。 

   ④創業者に必要な情報の適時提供により、地域内での創業促進及び雇用を創出。

 

（４）目標達成手段 

項 目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

経営計画策定件数 24 件 50 件 50 件 50 件 50 件 

商品開発・改良件数 5件 7 件 7 件 10 件 10 件 

新規取引支援件数 9 件 10 件 10 件 15 件 15 件 

創業件数 6 件 8 件 8 件 10 件 10 件 

売上増加企業数 26 件 50 件 50 件 50 件 50 件 
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（５）目標達成方針 

①地域の経済動向や企業経営動向を把握し、課題解決、計画策定及び実施支援に活用

することで、企業及び事業の継続性を高めます。 

②経営課題を解決するため、小規模事業者の経営資源及び経営環境分析により、小規

模事業者の独自性、強み、需要動向を把握し、売れる商品・サービスの開発、売上

創出及び販路開拓を支援します。 

③岡山市と商工会等が連携する「おかやま創業ネットワーク」を中心に、地域内にお

ける創業支援を実施することで、創業者及び雇用の創出を図ります。 

 ④事業計画を策定した小規模事業者に対し、策定後のフォローアップを徹底すること

で、計画の実現性と成果の向上を図ります。 

⑤商工会地域の経済活性化について関係機関と連携・協議することで、地域ブランド

の育成と観光開発を行い、域外からの観光客を中心とする消費の増加を図ります。

 ⑥組織内で情報及びノウハウの共有体制整備、研修参加による支援ノウハウの習得に

より、職員の資質向上を図りながら事業を実施します。 

 ⑦外部有識者による事業評価と検証により、PDCA サイクル管理徹底と事業実施効果の

向上を図ります。 

 ⑧国・県等の小規模事業者施策の普及及び徹底により、小規模事業者の施策活用機会

を増大します。 

⑨小規模事業者への支援効果を高めるため、行政・金融機関・他の支援機関等との連

携を強化します。 
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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３２年３月３１日）

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

 

（目 的） 

地域の経済動向や企業経営動向を把握し、適切かつ効果的な施策を推進する基礎資

料として活用するとともに、地域内企業の経営判断の参考資料として役立てます。 

また、地域の小規模事業者を対象に、経営指導員による巡回訪問によるアンケート

調査を実施し、小規模事業者が抱える個別経営課題の解決に向けた基礎資料とするほ

か、地域の活性化に向けた課題の把握をいたします。 

 

（現 状） 

・中小企業景況調査の実施 

   全国商工会連合会受託事業として、地区内 15 事業者を対象に 4 回／年実施して

います。 

 

・岡山市の統計情報の活用 

   岡山市の統計情報については、各経営指導員が個別に活用しており、活用度合や

活用内容についてバラつきが生じています。 

 

（現状における課題） 

  中小企業景況調査については、15 事業者の調査のみのため、管内の景況を正確に把

握するには調査数が少ないことが課題に挙げられます。 

また、調査結果については、業種別の景況状況の把握と調査対象事業者の個別支援

に繋げていますが、地域の商工業者全体を対象とする経済動向の調査を行うことで、

地域の詳細な景況状況の把握とともに、個別支援に繋げることが可能な商工業者の掘

り起しが必要と考えます。 

 

（本事業で取り組む事業内容） 

【自主調査】 

①景況調査の実施 

  全国商工会連合会が実施する中小企業景況調査により経済動向を調査し、調査

結果については、全国商工会連合会や岡山県商工会連合会が四半期ごとに纏める

報告書を活用し、巡回訪問を中心に地域内の商工業者へ説明するとともに、個別

の経営支援に繋げます。 
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②小規模事業者アンケート調査の実施 

  地域の商工業者全体を対象とする経済動向の調査として、まずは、小規模事業

者を対象とするアンケート調査を実施し、得られた調査結果を基に地域の詳細な

景況状況を把握するとともに個別経営支援を行います。 

 

（各種調査結果の活用） 

①岡山市の統計情報を活用し地域の経済動向を把握 

地域内の人口統計や商業統計資料を活用し、地域内の労働生産人口や業種別の

年間商品販売額の実態を把握し、小規模事業者の個別支援に活用します。 

 

  ②調査結果を個別支援に活用 

    小規模事業者アンケート調査の結果について、会報紙への掲載やホームページ

への掲載により幅広い情報提供を行います。 

 

（目 標） 

①景況調査 

調査業種 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

製造業 3 件 5 件 5 件 5 件 5 件 

建設業 3 件 5 件 5 件 5 件 5 件 

小売業 4 件 5 件 5 件 5 件 5 件 

サービス業 5 件 5 件 5 件 5 件 5 件 

合 計 15 件 20 件 20 件 20 件 20 件 

調査回数 4 回 4 回 4 回 4 回 4 回 

 

②アンケート調査 

項 目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

調査回数 1 回 0 回 0 回 1 回 0 回 

調査件数 700 件 0 件 0 件 1,000 件 0 件 

 

 

（調査項目） 

【景況調査】 

  現在、実施中の中小企業景況調査を利用し、下記の項目を調査 

①3ヶ月間の月別売上額 

②前年同期間と比較した売上額、単価、数量・仕入単価、採算、従業員数

等における「増加」・「不変」・「減少」の状況 

③今期及び来期の設備投資計画 

④直面している経営上の問題点 

⑤自社が感じる業界内の状況 
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【アンケート調査】 

  地域内の小規模事業者に対し、下記の項目を調査 

①直近 3年間の経営状況（増益・減益） 

②現在と 10 年前と比較した売上上位を占める商品及びサービス 

③経営上の問題点（上位 3つ） 

④現在の事業を今後どうしたいか（拡大・現状維持・縮小・廃業を検討） 

⑤各種支援施策の認知と活用状況 

⑥革新的な取り組みや新分野進出への意向 

⑦後継者の有無 

⑧地域の課題（上位 3つ） 

 

 

（調査の方法） 

①景況調査 

    経営指導員により、3ヶ月ごとに調査を実施します。 

    調査用紙に企業が直接記入、又は支所所在の経営指導員がヒアリングにより記

入を行います。 

 

②アンケート調査 

    経営指導員 5名と職員 3名により調査を実施します。調査用紙に企業が直接記

入、又は経営指導員がヒアリングにより記入を行います。 

 

（調査結果の活用方法） 

①景況調査 

    小規模事業者への巡回訪問時での情報提供に活用するほか、調査対象企業への

個別経営支援の資料として活用します。 

 

②アンケート調査 

   調査対象企業への個別経営支援の資料として活用するほか、地域の経済に関する

課題の掘り起しとその解決に向けた基礎資料として活用します。 

 

（この事業により期待する効果） 

  景況調査を実施することで地域内における業種別経済動向を把握し、行政（岡山市）

に対する支援策の検討が出来るほか、アンケート調査を実施することで、地域内の小

規模事業者における個別課題の把握ができ、中長期的な経営課題の解決を図る事業計

画の策定など、効果的な個別経営支援を行うことができます。 

  また、地域経済に潜在する課題の把握ができ、岡山市との連携により課題解決に向

けた支援策の検討ができます。 
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２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

（本事業の目的） 

経営資源が乏しい小規模事業者は、自らの独自性や強みを保有する経営資源の分析

について、適正な評価を行うことが困難であることから、巡回訪問による現地調査や

未整備の経営・財務情報等の集約、データベース化、分析により、適正な経営資源の

評価を行うとともに、支援施策の活用に繋げます。 

   

（現 状） 

  巡回訪問及び窓口での金融・税務相談において、簡易な経営分析（売上総利益率、

原価率、借入金回転期間等）は行うものの現状認識に留まる状況であり、経営改善に

向けた具体的な活用については、まだまだ改善の余地があります。 

 

（現状における課題） 

  経営改善に向けた効果的な経営分析が出来ていないため、自社の経営において、事

業計画の策定と実施による自社の将来を見据えた経営を行っている小規模事業者は

少なく、自社の経営分析の重要性についての理解と認識を得ることが必要です。 

小規模事業者が経営分析結果の内容を理解し、経営改善に向けた支援施策の十分な

活用をすることが課題です。  

 

（本計画において取り組む内容） 

①クラウド会計システムの活用 

 利用事業者の会計情報から得られる、損益分岐点、経営分析表、キャッシュフロ

ー等の財務データを活用し、適正な経営資源の評価を行います。 

 

②決算データを活用し、業務内容を把握 

 決算指導を実施している小規模事業者の決算データを「小規模事業者支援システ

ム」に取り込み、データベース化いたします。財務諸表から、収益性や効率性等を

地域内や業界平均値と比較し、自社のポジショニングの明確化することで、より分

かりやすい総合評価を行います。 

 

③巡回訪問による現地調査 

巡回訪問により、個社の商品やサービスの提供に関する情報を収集することで、

小規模事業者の強みを把握し、商品の開発や販路開拓、サービスの更なる向上に向

けた情報収集を行います。 

収集した情報は、「小規模事業者支援システム」により、カルテとともにデータ

化を行います。 

 

  ④小規模事業者向けアンケート結果の活用 

小規模事業者向けアンケート調査の結果を各小規模事業者のカルテに纏め、適正

な経営資源の把握とともに、本業の強化、新たな商品・サービスの提供や新事業分

野への進出に意欲のある小規模事業者の発掘に繋げます。 
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【経営分析する項目】 

経営分析項目 内 容 

商品・製品分析 商品・製品別売上、年齢別売上、販売先からの評価 

技術・ノウハウ 独自性、特異性、知的財産権 

組織分析 人員構成、生産・販売体制 

財務分析 決算書分析、売上推移 

 

経営分析項目 内容 提供する分析結果 期待される効果 

商品・製造分析 商品・製造別売上 粗利別の商品構成 利益率の高い商

品へシフト 

 年齢別売上 商品の購買層 年代に相応しい

商品企画 

 販売先からの評価 消費者ニーズの動

向 

マーケットイン

による商品企画 

    

技術・ノウハウ 独自性 市場や業界におけ

る自社の独自性 

自社の強みを知

り伸ばす 

 特異性 市場や業界におけ

る自社の優位性 

自社の強みを知

り伸ばす 

 知的財産権 特許権、実用新案

権、意匠権など 

他社にはできな

い商品 

    

組織分析 人員構成 営業効率分析 人材の適正配置

に繋げる 

 生産・販売体制 生産性と営業効率

分析 

労働生産性と付

加価値の改善 

    

財務分析 決算書分析 損益分岐点分析等 経営基盤と財務

体質の強化 

 売上推移 売上債権回転率等 費用と収益性を

精査 

 

 

（経営分析する手段・方法及び分析結果の活用） 

  経営指導員 5名により、巡回訪問による現地調査や窓口相談をはじめ、クラウド会

計システム（小規模支援会計ｍｏｍｏ）や小規模事業者支援システムに蓄積された財

務データを基に、本会経営指導員が事業所ごとの財務分析、経営分析、キャッシュフ

ロー計算書を作成し、小規模事業者へ提示いたします。 

  経営分析により明らかになった経営資源と経営課題について、セミナーや各種相談

業務を通じて解消いたします。特に専門性の高い課題については、ミラサポの活用や

他の経営支援組織との連携を通じて専門家派遣等を実施し、課題解決に繋げます。 
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 ※小規模支援会計ｍｏｍｏ 

   入力された記帳データを地域別や業種別などの切り口で集計し、統計を取ること

で、小規模事業者の経営動向を迅速に把握することが可能となる岡山県商工会連合

会が独自で開発した記帳機械化システム。 

 

 ※小規模事業者支援システム 

   岡山県商工会連合会が独自で開発したシステム。岡山県下商工会の支援状況をカ

ルテ入力することで、財務情報や金融情報、事業計画の策定とそのフォローアップ

支援状況が一括管理され、統計データが常時活用可能なシステム。 

   

（目 標） 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

経営分析件数 45 件 150 件 150 件 150 件 150 件 

 

（この事業により期待する効果） 

  本事業の実施により、小規模事業者に対し、自社の経営状況の再認識とともに今後

の方向性を示すことができます。 

また、商工会が伴走支援を継続することで、経営者の良き理解者として再認識され、

信頼関係が深まり、事業の持続的発展に繋がります。 

 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

（目 的） 

  小規模事業者の経営課題の解決を図るため、【指針①】の経営分析、【指針③】の地

域経済動向調査の結果を踏まえ、事業計画策定に係る伴走支援の実施とともに、岡山

県商工会連合会や岡山市等と連携し、事業の持続的発展を図ります。 

  また、岡山市と商工会等が連携する「おかやま創業ネットワーク」を中心に、地域

内における創業支援を実施いたします。 

 

（現 状） 

  現在における事業計画策定支援は、経営革新計画の策定や国等の補助金申請に関わ

って必要となった時に、経営指導員が策定支援を実施しており、限定的となっていま

す。その為、経営改善計画や経営革新計画など、中長期における経営計画の策定実施

を行っている小規模事業者は少なく、多くの小規模事業者が経営計画を策定すれば、

更に売上の向上が見込めます。 

また、創業支援については、商工会が発行する会報紙の新聞折込による情報提供の

みであり、創業希望者のニーズを十分に把握できていないのが現状です。 

その為、ホームページを活用するなど、幅広い情報提供により、創業希望者の相談

件数増加が見込めます。 
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（現状における課題） 

  事業計画の策定によって、今までの経営体質から脱却し、得られるメリットを経営

指導員が提案するとともに、事業計画の策定から実践までの伴走支援を継続すること

が必要です。 

  創業支援については、創業セミナーの開催によるニーズの把握とともに、インター

ネットを活用した幅広い情報提供が必要です。 

 

（事業内容） 

①経営セミナー・個別相談会の開催 

事業計画策定等に関するセミナーや個別相談会を年 2 回開催し、各回 20 名の

定員で事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起しを行います。 

 

②創業セミナーの開催 

    会報紙による情報提供のほか、ホームページでの情報提供を行います。 

会報紙やホームページでの情報提供や、「おかやま創業ネットワーク」を通じ

て創業支援を行った創業希望者を中心に、創業計画の策定を目的とする創業セミ

ナーへの参加に繋げ、創業までの一貫した支援を行います。 

   

  ③小規模事業者向け事業計画の策定支援 

当会が実施する全会員を対象としたアンケート結果から得られた経営課題に

ついて、巡回訪問による事業計画の策定・実施により課題解決のメリットを提案

し、具体的な事業計画の策定及び実施について伴走支援をいたします。 

また、革新的な取り組みや新分野進出への意向がある小規模事業者について

は、ミラサポの活用のほか、岡山県商工会連合会及び岡山県よろず支援拠点等の

支援機関と連携し、経営革新計画を含めた事業計画の策定支援を行います。 

 

  ④創業希望者の掘り起しによる創業計画策定支援 

「おかやま創業ネットワーク」による他の支援機関との情報共有により、創業

希望者の情報収集に努め、ホームページや会報紙での情報提供により創業希望者

のニーズを把握し、創業計画策定支援に繋げ、年間 10 名の支援を目指します。 

 

（目 標） 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

経 営 セ ミ ナ

ー・個別相談会

の開催 

セミナー 

17 名×2回 

個別相談会 

5 名×2回 

セミナー 

20 名×2回

個別相談会

5名×2回 

セミナー 

20 名×2回

個別相談会

5名×2回 

セミナー 

20 名×2回 

個別相談会 

5 名×2回 

セミナー 

20 名×2回 

個別相談会 

5 名×2回 
創業セミナー

の開催 
未実施 

セミナー 

10 名×1回

セミナー 

10 名×1回

セミナー 

10 名×1回 
セミナー 

10 名×1回 

事業計画策定

事業者数 
24 名 50 名 50 名 50 名 50 名 

創業計画策定

数 
未実施 8 名 8 名 10 名 10 名 
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  ※革新的な取り組みや新分野進出に繋がる内容については、経営革新等の計画策定

支援に繋げます。 

 

（この事業により期待する効果） 

 小規模事業者にとって自社の強みや課題が明確になり、経営の見通しが持てる計画経

営に移行することができます。 

 また、策定した事業計画の実践結果を蓄積することが可能となり、今後の事業の持続

的発展に向けた資料として活用することができます。 

 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 

（目 的） 

 事業計画を策定した小規模事業者に対し、計画の遂行に係る課題に対しての助言指導

を行うことにより、計画の実現性と成果の向上を図ります。 

 

（事業内容） 

①巡回訪問によるフォローアップ 

    経営指導員による巡回訪問を、事業期間において定期的（３カ月に１度）に実

施し、事業計画における実施項目の確認や計画目標値に対する達成度等の確認に

加え、事業計画の軌道修正を含めた継続的なフォローアップを実施いたします。

 

②創業者に対するフォローアップ 

   創業者については、創業 1年目を重点的に巡回訪問による支援を実施し、事業

終了後においても引き続き伴走支援を行います。 

 

③専門家の活用 

    事業計画の実施において、計画通りに遂行できない場合については、ミラサポ

の活用とともに岡山県よろず支援拠点や岡山県商工会連合会と連携し、専門家に

よる助言指導により計画の修正を行います。 

 

④小規模事業者経営発達支援資金貸付制度の活用 

    事業計画の実施に係る資金調達に際し、小規模事業者経営改善資金貸付制度

（通称：マル経融資制度）や、小規模事業者経営発達支援資金貸付制度の活用を

推進いたします。 

   

（目 標） 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

事業計画策定

事業者数 

 

24 件 50 件 50 件 50 件 50 件 

事業計画推進 24 件 50 件 50 件 50 件 50 件 
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に係るフォロ

ーアップ件数 

 

創業支援者数 

 

6 件 8 件 8 件 10 件 10 件 

創業支援に係

るフォローア

ップ件数 

6 件 8 件 8 件 10 件 10 件 

 

（この事業により期待する効果） 

 事業計画の実践において、経営指導員の伴走支援によるＰＤＣＡを繰り返すことで、

事業主の経営力向上に繋がり、事業の持続的発展を図ることが可能です。 

 

 

５． 需要動向調査に関すること【指針③】 

 

（目 的） 

岡山市が取り纏めた岡山市内消費者物価指数、日経テレコンＰＯＳＥＹＥＳから得ら

れるＰＯＳ情報、本会が実施する小規模事業者向けアンケート調査の結果等を活用し、

地域の小規模事業者が販売する商品や提供する役務の需要動向に関する情報の収集、整

理、分析を行います。 

また、地域に居住する消費者に向けた「消費動向調査」を実施し、消費者の購買動向

の分析を行い、小規模事業者の持続的経営の促進に向けた事業計画の策定に活用いたし

ます。 

 これらの調査から得られた情報を小規模事業者に提供し、マーケットインの考え方を

浸透させるため、考え方の理解とともに買い手のニーズに応えることのできる商品や役

務の開発及び提供に切り替えていくことを目的といたします。 

 

（現 状） 

 現在における需要動向調査としては、地域資源を活用した特産品開発や経営革新計画

の策定、国等の補助金申請に関わって必要となった時に実施しており、限定的となって

います。 

 また、地域の消費者の消費動向について、把握ができていないのが現状です。 

  

（現状における課題） 

 多くの小規模事業者はこれまで下請け的業務が中心であったため、買い手の視点で売

れる商品や役務作りに必要な需要動向を把握することが不十分であり、また商工会とし

て有効活用可能な情報を収集及び提供できていませんでした。 

売れる商品や役務作り及び小規模事業者の新たな需要の開拓に寄与する新たな販路

の開拓や新商品の開発に必要かつ活用可能な消費動向及び市場動向を把握し、小規模事

業者が有効活用可能な需要動向調査を実施する必要があります。 
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（事業内容） 

（１）地域内外の消費購買動向を対象とする調査【新規】 

 小規模事業者の需要開拓に必要な各種需要動向調査データ等を収集し、支援内容及び

対象者に応じて整理・分析いたします。整理・分析した需要動向を小規模事業者の事業

計画策定及び実施、商品・サービス開発、販売開拓支援に活用します。 

 また、調査結果は巡回・窓口支援、セミナー開催、HP にて小規模事業者に提供するだ

けでなく、支援効果を高めるため、平成 28 年度より、卸・小売業、サービス業を支援

強化対象業種として支援対象者を絞り込み、事業計画策定支援及び需要開拓支援を実施

します。 

 なお、外部データについては、支援強化対象事業者に応じて情報を整理・分析いたし

ます。 

 

①消費動向（トレンド、購入者の属性） 

    岡山西商工会管内地域に居住する消費者を対象に年 1回消費動向を調査し、需

要動向を把握します。売れ筋商品や購入者の特徴を分析することで、マーケット

インに対応する消費者ニーズに対応した商品や役務の開発・改良、及び有効な販

促手段の実行による売上向上、他社との差別化を実現するためのデータとして対

象小規模事業者に提供し、事業計画策定及び需要開拓支援に活用します。 

     

【調査項目】：食糧、住居、光熱・水道、家具・家事用品、被服及び履物 

保健医療、交通・通信、教育、教養娯楽などの消費動向 

【分析結果】：管内地域における消費動向 

【提 供 先】：卸・小売業、サービス業、製造業 

【活用方法】：自社取扱商品及び競合商品の消費動向を商品・サービス開発及び

販路開拓、販売計画策定支援に活用。 

 

②岡山市内消費者物価指数統計データの収集及び分析 

岡山市内の消費者物価指数から消費動向を把握し、消費者の需要動向を踏まえ

た事業計画策定の為の資料として活用します。 

【収集項目】：食糧、住居、光熱・水道、家具・家事用品、被服及び履物 

保健医療、交通・通信、教育、教養娯楽などの消費動向 

【分析結果】：岡山市内における消費動向と類似商品・サービスの販売状況 

【提 供 先】：卸・小売業、サービス業 

   【活用方法】：消費者の需要動向を踏まえた事業計画策定及び実施、商品・サー

ビス開発、販売開拓支援に活用。 

 

  ③ＰＯＳ情報の収集・分析 

    スーパーマーケットやコンビニエンスストアで取り扱う加工食品や家庭用品、

約 1,650 分類のＰＯＳ情報を集積した、日経テレコンＰＯＳＥＹＥＳを活用し、

マーケット全体のトレンドや各商品の需要動向の分析をおこない、小規模事業者

に提供します。提供した情報は、買い手のニーズにマッチした新たな商品開発や

役務の提供に向けた資料として活用します。 
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【収集項目】：現在の売れ筋商品ランキング、商品別・メーカー別販売推移 

【分析結果】：マーケット全体のトレンドと各商品の需要動向 

   【提 供 先】：卸・小売業、サービス業、製造業 

 【活用方法】：買い手のニーズにマッチした新たな商品・サービスの開発や 

取扱商品の見直し、販売計画策定支援に活用。 

 

④経済センサス公表データの活用 

経済センサスから工業統計に関するデータを収集し、産業別の動向から市場が

求めている製品を抽出します。なお、収集・抽出するデータ範囲は、全国・岡山

県・岡山市・商工会地域ごとに整理し、対象製品を製造している管内小規模事業

者に提供し、製品開発・改良、設備投資判断、計画策定・実施支援に活用します。

【収集項目】：産業別動向、事業所数の推移、製品出荷額、付加価値額  

【分析結果】：市場における売れ筋製品、トレンド、業界動向 

【提 供 先】：製造業 

   【活用方法】：消費者の需要動向を踏まえた事業計画策定及び実施、商品・サー

ビス開発、販売開拓支援に活用。 

 

   ⑤一般社団法人建設経済研究所公表データの活用 

四半期毎に発表される「建設経済モデルによる建設投資の見通し」から建設需

要の見通しに関するデータを収集します。収集・整理・分析したデータは、管内

小規模事業者（建設業）に提供し、設備投資判断、計画策定・実施支援に活用し

ます。 

【収集項目】：政府建設投資、民間建設投資（住宅着工戸数）  

【分析結果】：建設投資の見通し、民間住宅需要の推移 

【提 供 先】：建設業 

   【活用方法】：需要動向を踏まえた事業計画策定及び実施支援に活用。 

 

（目 標） 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

各種統計調査及

びアンケート調

査結果の活用 

24 回 50 回 50 回 50 回 50 回 

消費動向調査の

実施 
 1 回 1 回 1 回 1 回 

 

需要動向調査を活用した事業計画作成支援件数 

 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

製造業 5 件 20 件 20 件 15 件 15 件 

建設業 2 件 5 件 5 件 10 件 10 件 

卸・小売業、サ

ービス業 
20 件 25 件 25 件 25 件 25 件 

合計 27 件 50 件 50 件 50 件 50 件 
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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】 

 

（目 的） 

 需要動向調査から得られた分析結果を小規模事業者（食品製造小売業・食品小売業）

に提供し、買い手のニーズを踏まえて生み出された新商品の新たな需要の開拓につい

て、本会が小規模事業者に対して各種商談会や物産展への出展支援を行い、経営指導員

や岡山県商工会連合会との連携により、「新規顧客へのアプローチ方法」、「販売すべき

ターゲット市場の選定」、「商品・サービスのＰＲ」といった販路開拓支援を行います。

また、出展する小規模事業者自身による商談や商品ＰＲを通じて、商談会参加バイヤ

ーや物産展来場者から、販路拡大に有効活用できる情報の収集を行い、売上の増加に繋

げます。 

さらに、全ての小規模事業者を対象とする販路拡大支援として、本会にて「商談対応

セミナー」を開催し、販路開拓に必要なノウハウの習得を図り、経営指導員による販路

拡大支援を実施いたします。 

 

（現 状） 

 製造業においては、新たに開発した新商品や既存商品の販路拡大について、販売すべ

きターゲットに向けたアプローチが出来ず、新規顧客の獲得に苦慮しています。 

 

（現状における課題） 

 新規顧客の開拓は小規模事業者にとって重要課題であるが、小規模事業者の多くは、

新商品等における消費者ニーズや市場動向の情報を得ることが困難なことから、販路開

拓を苦手としています。そのため、需要動向調査にて得られた情報を活用し、買い手の

ニーズを踏まえた「新規顧客へのアプローチ方法」、「販売すべきターゲット市場の選

定」、「商品・サービスのＰＲ」といった販路開拓支援の強化が必要です。 

 

（事業内容） 

①各種商談会や物産展への参加 

岡山県商工会連合会や地元金融機関などの各種団体が主催する、県内及び首都

圏・関西圏等で開催する商談会や物産展に出展し、「おかやま桃太郎ブランド認

証特産品」を対象とする販路拡大支援を進め、商談ノウハウの習得を図ります。

 

８月 トマト銀行主催トマトアグリフードフェア商談会 

                （対象：特産品開発・改良支援事業者） 

９月 東京ビッグサイト商談会（対象：特産品開発・改良支援事業者） 

９月 県内８信用金庫主催しんきんビジネスマッチング商談会 

（対象：特産品開発・改良支援事業者） 

１０月 地元テレビ局主催物産展（対象：地域ブランド認定商品販売事業者） 

１月 岡山県商工会連合会主催首都圏バイヤー商談会 

（対象：特産品開発・改良支援事業者） 

２月 東京ビッグサイト商談会（対象：特産品開発・改良支援事業者） 
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【支援対象事業者】：食品製造小売業、食品小売業 

【収集する情報】 ：商談会参加バイヤーからの消費者需要情報 

物産展来場消費者からの意見。 

   【支援による効果】：小規模事業者の商談能力の向上とともに、販売すべきター

ゲット市場が明確になる。 

  

②首都圏等でのテストマーケティング支援 

岡山県と鳥取県が共同で運営するアンテナショップ「とっとり・おかやま新橋

館」を中心に、「おかやま桃太郎ブランド認証特産品」を含む地域資源を活用し

た商品のテストマーケティングを実施し、消費者ニーズにマッチした商品への育

成支援を行います。 

 

１２月 とっとり・おかやま新橋館（対象：特産品開発・改良支援事業者） 

 

【支援対象事業者】：食品製造小売業、食品小売業 

【収集する情報】 ：首都圏での消費者需要 

   【支援による効果】：首都圏における自社商品のターゲット市場が明確になる。 

            首都圏消費者の需要に合わせた商品改良支援が可能となる。

 

 ③販路開拓に必要なノウハウの習得 

    商談成功に向けた「商談対応セミナー」の開催（年１回開催）を行い、販路開

拓に必要なノウハウの習得を図ります。 

 

  テーマ：効果的なチラシの作成、インターネットの活用、商談技術の習得等 

 

【支援対象事業者】：全ての小規模事業者 

【収集する情報】 ：様々な商談機会を有効に進め、効果的な販路拡大に繋げる 

ノウハウの習得。 

   【支援による効果】：様々な販路開拓手法の実践により、売上の向上が可能。 

 

④岡山西商工会会員向けポータルサイトの活用による需要の開拓 

   会員向けに無料で使用可能な本会ポータルサイトへ商品情報等を掲載するこ

とにより、インターネットを通じた新規取引先の発掘を行います。 

 

【支援対象事業者】：岡山西商工会会員小規模事業者 

【収集する情報】 ：様々な商談機会を有効に進め、効果的な販路拡大に繋げる 

ノウハウの習得。 

   【支援による効果】：インターネットを通じた商品・サービス情報の発信により、

新たな販路の拡大と売上の向上が可能。 
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（目 標） 

区 分 現状 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 

商談会等参加事業者数 9 社 10 社 10 社 15 社 15 社 

テストマーケティング 

対象者数 
1 社 3 社 5 社 5 社 7 社 

商談対応セミナー 0 回 1 回 1 回 1 回 1 回 

ポータルサイト登録数 143 160 180 200 220 

 

 

（この事業により期待する効果） 

 食品製造小売業や食品小売業を営む小規模事業者においては、各種商談会・物産展・

首都圏でのテストマーケティングを通じて、自身の商談能力の向上とともに販売すべき

ターゲット市場が明確になります。 

また、本会にて開催する「商談対応セミナー」により、様々な業種業態の小規模事業

者が活用できる、販路開拓に必要なノウハウの習得が可能となります。 

経営指導員と岡山県商工会連合会との連携により、小規模事業者が本事業にて習得し

た販路拡大に係るノウハウが十分に活用できるよう、「新規顧客へのアプローチ方法」、

「販売すべきターゲット市場の選定」、「商品・サービスのＰＲ」といった販路拡大支援

を行うことで、売上の増加に繋がります。 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

（目 的） 

 商工会地域の活性化について協議するため、「岡山西商工会地域振興協議会（仮称）」

を立ち上げ、岡山市経済局・観光協会・学校法人中国学園地域連携センター（地元大学）・

地域住民代表者・専門家・マスコミなどにより組織し、年 1回の開催にて協議された内

容を活性化の方針といたします。 

また、地域資源を活用した特産品開発による地域ブランド商品の育成と、桃太郎伝説

に纏わる名所や備中高松城址等の歴史的な史跡を活用した観光開発を実施し、首都圏及

び関西圏や近県に向けた、地域の歴史観光と特産品との相乗効果を持たせたＰＲを進め、

域外からの観光客を中心とする消費の増加を図ります。 

 

（現 状） 

 これまで多様な機関・団体が地域活性化に向けた独自の事業を実施していますが、イ

ベントの開催が多く、経済的な活性化に繋がる事業が少ないのが現状です。 

 また、本会では、平成 20 年度から小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業

の採択を受け、地域資源を活用した特産品開発と販路拡大を進めてきました。平成 23

年度では、開発された特産品を地域ブランド化し、平成 25 年度では、特産品開発とと

もに歴史観光資源を活用した歴史観光ルートの開発を行い、特産品の販路拡大と併せた

観光ＰＲにより、主に観光客をターゲットとする地域経済の活性化を進めています。 

 



１９ 
 

（現状における課題） 

 地域経済の活性化に向けた方向性について、多様な機関・団体との理解と協働を進め

ることが課題です。 

 また、地域の歴史観光ルートと地域ブランド商品を掲載した観光ＰＲパンフレットの

配布については、これまで単年度事業で終了しているため、長期計画にて継続的に配布

し、観光客数の増加と売上向上に繋げることが課題です。 

  

（事業内容） 

  ①岡山西商工会地域振興協議会（仮称）設立 

岡山市経済局・観光協会・学校法人中国学園地域連携センター（地元大学）・

地域住民代表者・専門家・マスコミなどによる「岡山西商工会地域振興協議会（仮

称）」を設立し、初年度、2年目と地域の活性化の方向性ついて検討を行い取り組

むとともに、隔年において取組結果の検証と見直しを実施いたします。 

  

  ②地域ブランド商品の育成推進 

    地域資源活用事業として、岡山市・学校法人中国学園（地元大学）・専門家・

マスコミ・岡山県商工会連合会の参画による「地域資源活用事業運営委員会」が

中心となり、小規模事業者が地域資源を活用して行う新商品開発や販路拡大につ

いての総合支援を実施いたします。 

開発された商品については、「おかやま桃太郎ブランド認証特産品」として認

証し、地域ブランド商品としての育成を進めます。 

    また、管内地域には桃太郎伝説や備中高松城址（秀吉による水攻め）等の歴史

に纏わる史跡や旧跡が多数存在し、観光客も多いため、平成 25 年度に実施した

地域資源活用事業にて作成した、歴史に纏わる多くの史跡・旧跡と地域ブランド

商品を紹介する観光ＰＲパンフレットの発行を継続し、当該年度に新たに認定さ

れた地域ブランド商品の掲載による観光ＰＲと地域ブランド商品の販売促進に

繋げます。 

 

  ③地域のブランド化及び賑わいの創出 

    平成 25 年度に実施した地域資源活用事業にて作成した、歴史に纏わる多くの

史跡・旧跡と地域ブランド商品を紹介する観光ＰＲパンフレットについて、首都

圏及び関西圏や近県に所在する観光施設等に設置し、本会地域への観光客の流入

を促進いたします。 

    また、観光客の受け入れ態勢強化として、国道 180 号線等の主要幹線道路沿線

に立地する飲食業や宿泊業等を営む小規模事業者を中心に、観光ＰＲパンフレッ

トと連携した事業者ＰＲパンフレットを作成配布することで、観光客に向けた店

舗ＰＲとともに観光案内所としての役割を担い、自店舗でのパンフレットの設置

と観光案内補助を行います。 

 

平成 27 年度 地域資源活用事業運営委員会（特産品認証委員会） 

 所属 役職 区分 

1 岡山西商工会 会長 商工会役員 
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2 岡山西商工会 副会長 

3 岡山西商工会 副会長 

4 岡山西商工会  総務企画委員会  委員長 

5 岡山西商工会 広報情報化委員会  委員長 

6 岡山西商工会 まちづくり委員会  委員長 

7 株式会社アルマ経営研究所 中小企業診断士 

学識経験者 
8 学校法人中国学園  

中国学園大学・中国短期大学 

地域連携センター

所長 

9 合同会社 観光ビジネス研究会 代表社員 

10 一般社団法人岡山県農業開発研究所 開発研究部 次長 特産品開発専門家 

11 山陽新聞社編集局経済部   副部長 報道関係 

12 岡山市経済局産業振興・雇用推進課 課長代理 

公共団体職員 13 岡山市経済局観光コンベンション推進課 課長補佐 

14 岡山市経済局農林水産課  課長 

15 岡山県商工会連合会 組織支援課  専門経営指導員 商工会職員 

 

 

（目 標） 

区 分 現状 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度
地域振興協議会の開催 未実施 1 回 1 回 1 回 1 回 

新商品開発参加事業者数 5 社 7 社 7 社 10 社 10 社 

観光パンフレット配布 4,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

観光事業参画事業者数 5 社 10 社 10 社 15 社 15 社 
事業者紹介パンフレット配布 未実施 5,000 5,000 5,000 5,000 

 

（この事業により期待する効果） 

地域の資源を活用した特産品開発を実施する小規模事業者については、「おかやま桃

太郎ブランド認証特産品」として、自社の商品や技術等の強みを直接消費者に向けてＰ

Ｒすることができ、地域ブランド商品の認知度向上が図れます。 

観光ＰＲパンフレットに掲載された歴史観光ルートの紹介と併せて、地域ブランド商

品と、観光ルート近辺に所在する飲食業や宿泊業を営む小規模事業者をＰＲすることに

より、岡山市の中長期的なまちづくりの指針となる、新たな総合計画「（仮称）第 6 次

総合計画」における「各地域の特性や資源を活かしながら調和のとれた地域づくり」と

の方向性とも合致し、本会地域における中長期での集客力の向上と売上の増進を図るこ

とができます。 

また、現在の観光資源の再確認とともに新たな観光資源の発掘が可能であり、観光客

の流入動向や住民の意識などの情報と併せて岡山西商工会地域振興協議会（仮称）で共

有し、本会より、小規模事業者に向けてこれらの情報を提供することで、地域経済の活

性化と小規模事業者の売上の増進を図ることが可能です。 
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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） 

岡山市をはじめ、岡山県商工会連合会や岡山県よろず支援拠点等の他の支援機関との

連携を密にし、管内小規模事業者の需要の動向や支援ノウハウを収集し、本会の事務局

会議にて支援ノウハウや情報の共有を図り、支援力の向上に繋げます。 

 

（現 状） 

 国等の補助金・助成金の活用を望む小規模事業者においては、申請先となる支援機関

を通じて支援を求める傾向があり、本会の経営指導員と申請先支援機関職員との連携が

不十分な場合があります。 

 

（現状における課題） 

 本会の経営指導員と他の支援機関職員との支援ノウハウや情報共有する機会が少な

いことから、小規模事業者の需要の開拓に関する情報の収集が求められています。 

 

（事業内容） 

  ①他の支援機関が参画する会議・研修会での情報収集 

・岡山県商工会連合会主催広域連携会議 

    岡山県商工会連合会及び県内商工会が参加する広域連絡会議に出席し、経営

発達支援計画の取組み状況や支援ノウハウについての収集を行います。 

  

  ・独立行政法人中小企業基盤整備機構が開催する研修会での情報収集 

    経営指導員が参加し、他の支援機関からの参加者を通じて支援ノウハウの習

得と情報の共有を進めます。 

 

②専門家との連携による情報収集 

    独立行政法人中小企業基盤整備機構中国本部の地域支援コーディネーターと

連携し、小規模事業者の需要の開拓に関するアンケートの作成及び実施により、

案件の掘り起しとともに、支援テーマに対応した専門家派遣を行います。 

 

③他の支援機関職員との帯同巡回訪問による支援ノウハウ等の情報交換 

国等の補助金・助成金等の活用を望む小規模事業者について、申請先支援機関

との連絡調整を密にし、小規模事業者の需要の動向や支援ノウハウについての共

有を図ります。経営指導員と他の支援機関職員による巡回計画を策定し、テーマ

別（経営革新計画策定・補助金・助成金等）による帯同巡回訪問を実施いたしま

す。帯同巡回訪問を通じて出てきた課題について、支援ノウハウの共有とともに

連携した課題解決を図ります。 
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（目 標） 

他の支援機関との帯同巡回訪問 

連携先支援機関 巡回テーマ 回数 

株式会社日本政策金融公庫国民生活事業 金融 ９回 

公益財団法人岡山県産業振興財団 販路支援・商談会・補助金 ３回 

岡山県商工会連合会 経営革新計画・補助金 ３回 

岡山県備前県民局 販路支援・商談会 ３回 

 

（この事業により期待する効果） 

 補助金・助成金の申請に係る相談等については、本会が全てワンストップで対応可能

となります。 

また、他の支援機関との連携による情報交換から、小規模事業者に対する支援力の向

上に繋がります。 

 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

（目 的） 

 岡山県商工会連合会や独立行政法人中小企業基盤整備機構が実施する各種研修に経

営指導員が出席し、支援能力の向上を図ります。 

 また、小規模事業者の利益の確保に資する支援ノウハウの習得と併せて組織内での共

有体制を整備し、経営指導員の更なる資質の向上を図ります。 

 

（現 状） 

 小規模事業者の利益の確保に資する支援ノウハウの習得については、経営指導員によ

って習得状況が異なります。 

また、習得した支援ノウハウについて、組織内での共有が出来ていないのが現状です。

 

（現状における課題） 

経営指導員会議を定期的に開催し、小規模事業者への支援状況におけるノウハウの共

有を図るとともに、岡山県商工会連合会広域サポートセンターとの連携による、専門的

支援能力の向上が必要です。 

 

（事業内容） 

①岡山県商工会連合会主催：経営指導員研修・職員研修への参加 

    小規模事業者の持続的発展やライフサイクル全般の支援スキル、地域全体を活

性化する仕組み作りのスキルの習得等、小規模事業者に対する経営指導員の支援

能力の向上を図ります。 

 

②独立行政法人中小企業基盤整備機構主催：中小企業支援担当者等研修への参加 

    経営指導員の職務経験に対応した研修を受講することで、支援能力の向上を図
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ります。 

     

基礎研修：職務経験１～５年程度の経営指導員が、基礎・基本となる知識・ 

理論・手法を習得 

    専門研修：職務経験５年以上の経営指導員が専門知識・分析力・実践力の向上

に資する手法を習得 

 

③ＯＪＴによる支援能力の向上と情報共有 

    経営指導員会議を毎月１回開催し、経営指導員間の情報交換を図るとともに、

指導内容や情報収集方法を共有することにより、組織内での経営指導員の資質の

向上を図ります。 

また、高度専門的課題の解決にあたっては、岡山県商工会連合会広域サポート

センター職員（中小企業診断士等）と連携し、指導・助言内容・情報収集方法を

学ぶ等、伴走型の支援能力の向上を図ります。 

 

 

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 

 

（目 的） 

民間シンクタンク等の有識者による事業評価と見直しのための仕組みを構築すると

ともに、本計画の実施状況及び成果については、毎年度、以下の方法により評価・検証

を行います。 

①「経営発達計画推進委員会」の設置 

    経営発達支援事業の成果の評価及び見直しをする機関として、外部有識者、岡

山市、岡山県商工会連合会担当者で構成する「経営発達計画推進委員会」を構成

し、事業の実施状況、成果の評価・見直し案の提示を行います。 

構成メンバーとしては、平成 27 年度地域資源活用事業運営委員会の構成委員

をメンバーといたします。 

  

②本会役員からの意見徴収 

本会の総務企画委員会において事業遂行状況を報告し、評価と見直しの方針に

係る意見徴収を行います。 

 

③事業の成果・評価・見直し結果の報告 

事業の成果・評価・見直しの結果については、本会理事会へ報告し、決定・承

認を受けることと致します。 

 

④事業の成果・評価・見直しの結果の公開 

事業の成果・評価・見直しの結果については、岡山西商工会ホームページを作

成し、事業実施期間中公表することで小規模事業者への幅広い情報提供を行うと

ともに、本会総代会にて総代会資料への掲載により報告し、小規模事業者への周

知徹底を図ります。 
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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 

（１）組織体制（平成２７年４月現在） 

  岡山西商工会 

    正副会長・理事・監事  ３５名  総代（地区運営委員） １１０名 

   （事務局）  １２名 

    事務局長   １名 

    本  部  経営指導員３名、職員１名、記帳指導員 1名 

    （吉備地区担当内：経営指導員１名、職員１名、記帳指導員 1名） 

    高松支所  経営指導員１名、職員１名、記帳指導員 1名 

    足守支所  経営指導員１名、職員１名、記帳指導員 1名 
 会 長  

    

 

理事会総代会 

 副会長・理事    

地区運営会議    

監査会

 

地域資源活用事業

運営委員会 

     

   事務局長  

    

委員会 部会（H27 年度から） 支所 
本部 

正副会長総務企画 商業 吉備地区 高松支所 足守支所 

広報情報化 工業 ○指１ ○指１ ○指１ ○指２ 

まちづくり 建設業 ○職１ ○職１ ○職１ 

  ○記１ ○記１ ○記１  

○指経営指導員、○職職員、○記記帳指導員

（２）連絡先 岡山西商工会  E-mail : okayamanishi@okasci.or.jp 

本支部名 住  所 TEL 

本  部 岡山市北区庭瀬 488-6 086-293-0454

吉備地区 岡山市北区庭瀬 488-6 086-293-0454

高松支所 岡山市北区高松原古才 308-2 086-287-5588

足守支所 岡山市北区大井 2347-1 086-295-1837

（３）経営発達支援事業の遂行体制 

   総括責任者            １名（事務局長） 

   ①地域経済動向調査        ８名（経営指導員、職員） 

   ②経営状況分析・需要動向調査   ５名（経営指導員） 

   ③事業計画の策定・実施支援    ５名（経営指導員） 

   ④創業・第二創業（経営革新）支援 ５名（経営指導員） 

   ⑤新たな需要の開拓        ８名（経営指導員、職員） 

   ⑥地域活性化事業         ８名（経営指導員、職員） 

   ⑦支援力向上の取組        ５名（経営指導員） 

   ⑧事業評価・見直し        ３名（事務局長・本部経営指導員） 
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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） 

 
28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

必要な資金の額 8,670 7,970 9,770 8,070 

 

経営発達支援事業費 

 

１．経済動向調査費 

 

２．経営状況分析費 

 

３．事業計画策定費 

 

４．事業計画策定後の実 

 施支援 

 

５．需要動向調査 

 

６．新たな需要の開拓に 

 寄与する事業 

 

７．地域活性化事業 

 

８．委員会開催費 

 
９．ホームページ作成費 

 

 

 

80

300

 

1,000

300

1,500

3,700

1,200

90

500

80

300

1,000

300

1,500

3,800

900

90

1,580

300

1,000

300

1,500

3,800

1,200

90

 

 

80 

 

300 

 

1,000 

 

 

300 

 

1,500 

 

 

3,900 

 

900 

 

90 

 

 

 

（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、県補助金、岡山市補助金、会費等収入  

 

 

（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 

Ⅰ・経営発達支援事業の内容 

１．事業計画策定支援に関すること        

２．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

Ⅱ．地域の活性化に資する取組 

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新ノウハウ等の情報交換に関すること 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

３．事業評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

連携者及びその役割 

１、事業計画策定支援に関すること 

① 独立行政法人 中小企業基盤整備機構 中国本部 

  本部長 井上秀生 

  （中国本部）〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀 5番 7号 広島 KS ビル 3階 

        TEL：082-502-6300（代表） 

  （役割） 

   ・先進事例や高度な経営支援のノウハウの提供 

   ・中小企業支援担当者研修の開催 

 

② 岡山県よろず支援拠点 

  コーディネーター 鈴鹿 和彦 

  〒701-1221 岡山県岡山市北区芳賀 5301 TEL：086-286-9667 

  （役割） 

   ・高度専門的な経営支援についての相談対応 

 

③ 日本政策金融公庫岡山支店 国民生活事業  

  事業統轄 田上 和彦 

  〒700-0904 岡山県岡山市北区柳町 1-1-27   TEL：086-225-0011 

    （役割） 

  ・金融支援についてのノウハウの提供 

・帯同巡回訪問による相談対応 

 

④ 岡山県（経営支援課） 

  知事 伊原木 隆太 

  〒700-8570 岡山県岡山市北区内山下 2-4-6  TEL：086-224-2111 

    （役割） 

  ・各種調査データの提供    ・観光ＰＲに係る情報提供 

  ・小規模事業者販路開拓支援機会の提供 
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⑤ 公益財団法人 岡山県産業振興財団（中小企業支援課） 

  理事長 三宅 昇 

  〒701-1221 岡山県岡山市北区芳賀５３０１ TEL：086-286-9626 

  （役割） 

・高度専門的な経営支援についての相談対応 

  ・帯同巡回訪問による相談対応 

  ・展示商談会など小規模事業者販路開拓支援機会の提供 

  ・各種補助金の活用に係る情報提供 

 

⑥ 岡山市 

(産業振興・雇用推進課、観光コンベンション推進課、農林水産課) 

  市長 大森 雅夫 

  〒700-8544 岡山県岡山市北区大供一丁目 1番 1号 TEL：086-803-1000 

    （役割） 

  ・岡山市産業振興施策の推進における情報提供 

  ・各種調査データの提供 

  ・地域ブランドの推進及び観光ＰＲに係る情報提供 

 

⑦ 学校法人中国学園 中国学園大学・中国短期大学 (地域連携センター) 

  学長 松畑 熙一 

  〒701-0197 岡山市北区庭瀬 83 番地  TEL：086-293-1100 

  (役割) 

  ・地域ブランドの推進及び観光ＰＲに係るノウハウの提供 

 

⑧ 岡山県商工会連合会 

  会長 吉澤 威人 

  〒700-0817 岡山県岡山市北区弓之町 4番 19-401 号  TEL：086-224-4341 

  (役割) 

  ・高度専門的な経営支援についての相談対応及びノウハウの提供 

  ・専門家情報の提供 

  ・地域ブランドの推進及び観光ＰＲに係るノウハウの提供 

  ・小規模事業者販路開拓支援機会の提供 

  ・帯同巡回訪問による相談対応 

  ・経営指導員研修、職員研修の実施 

 

 

 

 

 

 



２８ 
 

連携体制図等 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 
 

１．事業計画策定支援に関すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【創業・第二創業支援】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商工会 岡山県商工会連合会 

（公財）岡山県産業振興財団

岡山県よろず支援拠点 

(独）中小企業基盤整備機構 
小規模事業者 

相
談

セ
ミ
ナ
ー
開
催 

事
業
計
画
策
定
・

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

高度専門的な相談

専門家派遣要請 

専門家派遣 

相談対応 

商工会 

創業予定者等 

相談

情報提供・相談者紹介

セミナー開催 
創業計画策定 
フォローアップ 

岡山市 

（おかやま創業

ネットワーク） 
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２．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 

【各種商談会や物産展への参加】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

【首都圏等でのテストマーケティング支援】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商工会 

岡山県商工会連合会 

（公財）岡山県産業振興財団
小規模事業者 

展示会 
商談会 
物産展 

販路開拓支援機会の

提供 

フォローアップ

支援 

共に参加

百貨店等 

とっとり・おかやま 
新橋館 
【岡山県】 

 
・テストマーケティング

・商品販売 

商工会 

小規模事業者 

消費者ニーズの 

情報収集 

出展申請・実施 

・出展申請補助 

・消費者ニーズ

情報の提供 

相談 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 
【岡山西商工会地域振興協議会（仮称）の設立】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域ブランド商品の育成推進】 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談 

専門的支援 

小規模事業者 

岡山西商工会 

本事業実施に係る調整及び運営委員会への報告 

＜特産品開発支援＞ 

・特産品開発に係る助言指導（専門家派遣等） 

＜特産品販路拡大支援＞ 

・特産品販路拡大に係る助言指導（専門家派遣等） 

 

地域資源活用事業運営委員会 
 
・事業計画の承認 ・事業実施内容の検証 

提案・報告 

観光開発の具体化 

 

経済効果に導く提案 

観光開発専門家 

 
中国学園大学 
中国短期大学 

提案 

承認・検証 

事業委託 

特産品開発 

 

 

連携 

 

特産品開発専門家 

岡山西商工会地域振興協議会（仮称） 
参画団体等 
岡山西商工会     岡山市経済局   吉備・高松・足守観光協会 
学校法人中国学園   連合町内会長   （合）観光ビジネス研究会  
中小企業診断士協会  山陽新聞社（地元経済紙） 消費者団体等 
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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新ノウハウ等の情報交換に関すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商工会 

岡山県商工会連合会 

（公財）岡山県産業振興財団

岡山県よろず支援拠点 

(独）中小企業基盤整備機構 小規模事業者 

相
談

巡
回
訪
問

情報交換

㈱日本政策金融公庫 

岡山市 

連携 

経営指導員 

岡山県商工会連合会 

 
・経営指導員研修、職員研修 

・広域サポートセンター職員 

(独）中小企業基盤整備機構 

 

中小企業支援担当者研修 

研
修
受
講

情
報
交
換

経営指導員

会議 
ノウハウの共有 

ノ
ウ
ハ
ウ
の
提
供

と
共
有 

Ｏ
Ｊ
Ｔ
に
よ
る 

資
質
向
上
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３．事業評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

経営発達支援事業推進委員会 
・事業実施内容の検証 
・成果の評価、見直し案提示 

岡山西商工会総務企画委員会 
岡山西商工会理事会 
 
・成果評価と見直しの方針に係る

意見聴取 

岡山西商工会事務局 
・事業成果、評価、 
見直し結果の報告 
・見直し案の具体化 

報告 

評価、見直し

 

ホームページ 
商工会会報紙 
本会総代会 

周知・報告 


