
経営発達支援計画の概要 

実施者名 総社吉備路商工会 

実施期間 平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日 

目標 

①小規模事業者への事業計画策定支援 

②小規模事業者への販路開拓支援 

③小規模事業者施策等の普及徹底 

事業内容 

（１）地域の経済動向調査に関すること【指針③】 
  1)中小企業景況調査の実施 

2)経済動向に関するアンケート調査の実施 

3)採用動向・雇用状況の資料作成と情報発信 

（２）経営状況の分析に関すること【指針①】 
   1)巡回訪問による経営実態把握 
2)記帳代行システムの活用 

3)各種経営の情報提供の充実 

4)中小企業基盤整備機構の「経営自己診断システム」の活用 

（３）事業計画策定支援に関すること【指針②】 
1)事業計画策定支援 

2)創業・第二創業計画策定支援 
3)中小企業基盤整備機構の「経営計画作成アプリ」の活用 

4)事業計画策定等セミナー・個別相談会の実施 

5)小規模事業者経営発達支援融資制度の活用 

6)創業者向け個別相談会の開催 

（４）事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
1)事業計画策定後のフォローアップ体制 

2)「フォローアップ調査票」の策定 

（５）需要動向調査に関すること【指針③】 
1)経営指導員等の巡回・窓口支援による需要動向の相談 

2)支援機関との連携による需要動向調査 

3)吉備路もてなしの館アンケートの実施 

（６）新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 
1)岡山県商工会連合会等が実施している各種物産展へ参加 

2）「吉備路の華」の推進による販路開拓支援 

3) 産官学と連携した「異業種交流会」を開催 

4)「もてなしの館商談会」を開催 

5)総社市・近隣農産物直販所等と連携による販路拡大 

6)マスコミ等を活用したプレスリリース支援 

7)ネット販売に関する研修会による販路拡大の普及促進 

連絡先 

連 絡 先  

〒719-1162  岡山県総社市岡谷 160 

総社吉備路商工会  ＴＥＬ 0866-93-8000  

e-mail : kibiji@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. 総社市の概況 

○総社市は、岡山県の西南部に位置し、東部は岡山市、南部は倉敷市、北部は高梁市及び

吉備中央町、西部は井原市及び矢掛町が位置している。 

○岡山市の岡山駅からＪＲ伯備線で 30 分、ＪＲ吉備線で 30 分、岡山空港から車で 25 分、

岡山自動車道では岡山総社ＩＣより 10 分、山陽自動車道では倉敷ＩＣより 15 分と交通

の便が良い。 

○平均気温は 16.5℃前後、年間雨量は 1,000 ㎜前後で瀬戸内海特有の温暖、少雨で晴天に

恵まれた気候の生活圏である。 

○かつては古代吉備王国の中心として栄えた地域であり数多くの古墳が残されている。現

在は、総社鉄工団地（工業地帯）の発展に伴い、住宅の開発が進み自動車関連、食品関

連等の企業が進出している。 

○歴史に培われた吉備文化と、高梁川の恵みをはじめとする豊かな自然環境を背景に、岡

山県下第４位の人口規模の住宅都市・学園都市でもあり、岡山・倉敷につぐ新都心を目

指している。 

○平成１７年３月に旧総社市と旧山手村及び旧清音村が合併し、新たな「総社市」として

誕生した。 

○地域の経済団体として、総社吉備路商工会と総社商工会議所の２団体がある。 

〇総社市には観光拠点施設「吉備路もてなしの館」（以下もてなしの館）があり、総社吉備

路商工会が指定管理者として運営している。 

〇当商工会は、旧総社市を中心に北と南に分断された飛地の商工会であり、岡山県下でも

小規模な商工会である。 

【岡 山 県】                                               

 
 

 

 

 

 

   

Ｙ：山手本部 

Ｋ：清音支所 

 

昭和：昭和支所 

総社：総社商工会議所 

総社吉備路商工会  【昭和 + 山手 + 清音】 

総社商工会議所    【総社】 

現在の総社市     【昭和 + 総社 + 山手 + 清音】 
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【総社市内の基本的な数値】           （平成２７年４月 1日 現在） 

 
平成 27 年 4月 1日 平成 17 年 4月 1日 商工 

業者 

小規模

事業者 
会 員 

世帯数 人 口 世帯数 人 口 

商工会 

山手

地区 
1,597 4,877 1,179 4,237 151 141 99

清音

地区 
2,137 5,773 1,855 5,717 122 112 98

昭和

地区 
1,412 3,397 1,481 4,181 104 98 85

総社吉備路商工会 5,146 14,047 4,515 14,135 377 351 282

総社商工会議所 20,639 53,773 18,255 53,522 1,579 1,110 930

総社市（合計） 25,785 67,820 22,770 67,657 1,956 1,461 1,212

 

【会員の業種】 

名 前 
       業種 

会員計 
建設業 製造業 卸売業 小売業 

飲食店 

宿泊業 

サービ

ス業 
その他

商工会 
構成比 100% 38％ 16％ 0％ 19％ 5％ 22％ 0％ 

会員数 282 107 45 0 54 14 62 0 
総社商工 

会議所 

※概数 

構成比 100% 15％ 12％ 0.5％ 36％ 8.5％ 23％ 5％ 

会員数 930 136 111 5 331 79 220 48 

 

【商工会を取り巻く主な農産物直販所】 

 

 

 

 

 

 

 

【総社市の農家数・販売品目等】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   （資料）2010 年世界農林センサスより抜粋 
 

 

 

項　　　　　　目 品　目 山　手 清　音 昭　和 商工会 会議所

総農家数　　（戸） - 253 285 391 929 2,318
販売農家数/100万円以上 - 173/41 176/23 171/17 520/81 1,402/298
販売目的の栽培農家 花樹類 60 11 16 87 151

〃　　　　　 稲 148 157 141 446 1,231
〃　　　　　 麦 - 11 - 11 14
〃　　　　　 雑　穀 3 2 3 8 8
〃　　　　　 い　も 16 8 16 40 67
〃　　　　　 豆　類 35 80 38 153 245
〃　　　　　 やさい 72 55 40 167 225
〃　　　　　 花木類 8 3 5 16 21

山手 ・吉備路もてなしの館

山手 ・吉備の里（山手ヴィレッジ）

山手 ・農マル園芸　吉備路農園

山手 ・ＪＡ山手直売所（ふれあいの里）

清音 ・清音青空市

昭和 ・たね井や

 会議所地区 ・サンロード吉備路(サン直広場)

商
工
会
地
区
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【吉備路もてなしの館】 

○概  要 

当施設は、周辺に古代吉備の繁栄を物語る多くの文化遺産が点在し、県内外から年

間 50 万人の観光客が訪れる吉備路の中心に位置し、吉備路観光の拠点施設として平成

16 年 3 月 21 日にオープンした。その後、平成 19 年 4 月より総社市の指定管理者とし

て「おもてなしの精神」で当商工会が運営を行っている。 

 
 

（もてなしの館 全景）          （飲食コーナーからの五重塔） 

 

２ 当地区の現状と課題 

【現状と課題】 

当地域は、人口微増を保つ総社市の中でも中心部から離れた地域であり、商工業者

  の割合は総社市全体の約２割弱しかなく、基幹産業となるものはこれといって無い。

小売業・サービス業においては、小規模事業者の高齢化が進み、総社商工会議所地

域や倉敷市の大手スーパー・量販店・飲食店等へ消費者が流出している。今後、地域

の少子高齢者化が進むことにより、売り上げの減少が着実に進むことから、地域外に

流れている資金を地域内に呼び込む取り組みが課題となる。 

建設業においては、当商工会で最も多い３８％を占めており、その内一人親方等の

小規模事業者が約５０％であり、若い職人も増えつつある。しかし、大手や中小企業

の下請け事業者が多いため、受注の継続が不透明であり、将来への経営に不安を抱え

ている。商工会には新規顧客獲得や新たな役務の提供に向けた支援ニーズがある。 

そのためには、小規模事業者が危機感を感じ、事業計画策定による意識改革に目覚

め、現状の商品・役務の見直し及び新たな取り組みを促進する事業計画策定（小規 

模事業者持続化補助金等）支援が必要である。実際に当商工会と一緒になって事業計

画を策定している小規模事業者は、新たな取り組みにより着実に効果がでているので、

より多くの小規模事業者への取り組みが課題である。 

 地域外へ販路を求める製造業等にとって、「新規顧客の開拓」は重要課題であるが、

小規模事業者の多くは販路開拓をすることを苦手としており、支援機関として「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Ｐ

Ｒ」といった販路開拓支援の強化が求められている。 

また、外部環境に適応すべく、経営の革新を行おうとする事業者が、国・県等の 

施策を十分に活用しているとは言えない事も課題である。 

   

３. 経営発達支援事業の方針と目標 

   当商工会では、これまで経営改善普及事業にとりわけ、金融・税務・労務相談等に

対応し、小規模事業者の経営基盤の強化に携わってきたが、地域の小規模事業者は厳

しい経営環境に置かれている。 
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また、抱える課題も事業者ごとに複雑化・多様化してきたことから、今後はひとつ

ひとつの経営課題に対しての伴走型支援で、成長発展を目指す企業はもちろん、持続

的な発展を目指す企業の支援も実施していかなければならない。 

こうした課題に対応すべく、総社市の産業振興計画の施策では、中小企業の育成と

地場産業の振興（経営体質の強化）、新たな産業の創出（産学官のネットワーク強化）

（情報交換や異業種交流の推進）、経営革新の促進と商業者への支援（各種中小企業関

連融資の周知、各種支援制度の活用による新規商業者の支援）などを柱とした基本計

画が含まれている。当商工会においても市の施策に沿って地域産業の発展を目指す。

    具体的には、岡山県、総社市、岡山県商工会連合会「広域サポートセンター」（以下

サポートセンター）、岡山県産業振興財団、日本政策金融公庫、中小企業基盤整備機構、

岡山県よろず支援拠点、その他支援機関と連携し、以下の支援を実施する。 

 

①小規模事業者への事業計画策定支援 

新規顧客獲得や新たな役務の提供のために事業計画策定を支援する。 

 ・経営自己診断システムと経営計画作成アプリの活用 

 ・事業計画策定のフォローアップ調査票での伴走支援 

・創業者等には総社市中小企業サポートセンター等との連携 

②小規模事業者への販路開拓支援 

  地域外への販路開拓支援の強化のために他の支援機関と連携して支援する。 

・産官学と連携した「異業種交流会」を開催 

・「もてなしの館商談会」を開催 

・総社市・近隣農産物直販所等と連携を図り販路拡大 

・ネット販売に関する研修会による販路拡大の普及促進 

③小規模事業者施策等の普及徹底 

国・県等の施策を十分に活用するためには、多くの小規模事業者にいち早く事業 

者に届ける体制づくりを構築する。 

・会報やホームページ、岡山県商工会連合会メールマガジンによる施策等情報発信 

・各種経営の情報提供の充実 

・個別、業種別による情報提供の徹底 

 

①小規模事業への事業計画策
　　定支援
②小規模事業者への販路開拓
　　支援
③小規模事業者施策等の普及
　　支援

関係機関と連携し、伴走型支援を実施

小規模事業者

総社吉備路商工会・総社市

・総社市中小企業

サポートセンター

岡山県

岡山県立大学

岡山西

農業協同組合 岡山県商工会

連合会

高梁川流域経済成長

戦略会議

（７市３町７１団体）

（独）中小企業基

盤整備機構

（財）岡山県産業

振興財団

岡山県よろず支

援拠点

金融機関



～５～ 

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２７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) 

a【現状と課題】 

   経営発達支援事業を実施するなかで、地域の経済動向を把握することは大変重要であ

る。さらに、地域経済動向を把握するためには、経営者からのヒアリングや行政及び業

界団体の調査データを分析し、その調査結果を小規模事業者に幅広く周知することが重

要となっている。 

（事業内容） 

b【既存事業と改善点】 

     1)中小企業景況調査の実施 

地域内の景気動向把握を目的に、年 4回、地域内小規模企業 15 事業者に対

して経営指導員等が巡回調査により情報収集し、景況調査報告書は対象者と

行政へ情報提供している。 

       改善点としては、サポートセンターより提供される小規模企業景気動向調

査（項目：業種別業況判断ＤＩ・売上ＤＩ等）は内部資料としていたが、今

後は、その情報を景況調査取り組みの 15 事業者に対して情報提供すること

で、業界情報や今後の事業計画策定への有益な情報を伝えることが出来る。

また、小規模事業者に対してはホームページ等へ掲載し幅広く周知する。 

c【新規事業】 

     2)経済動向に関するアンケート調査の実施  

       ２年毎に小規模事業者のニーズ（収支状況等）や経営上の問題（後継者等）

等の項目を巡回により聞き取り調査し、岡山県商工会連合会と連携してアン

ケートの作成や、集計結果を図や表に分析して分かりやすく表示する。 

そして、巡回時に小規模事業者に説明して、ホームページ等でも幅広く周

知する。その結果、小規模事業者は管内の経済動向に関する情報が共有でき、

自社の問題を顕在化することで今後の課題対策に役立てることができる。 

3)採用動向・雇用状況の資料作成と情報発信    

倉敷中央公共職業安定所より情報提供していただき、管内の小規模事業者

の採用状況、人材確保・定着の状態を資料作成し、会報やホームページへ掲

載することで市内の雇用に関する情報を提供する。 

d【目標】主要な調査の実施回数と対象              （5 カ年計画） 

      ○中小企業景況調査（四半期ごと年 4回実施/対象 15 事業所） （既存） 

      ○経済動向アンケート作成・調査 （2年毎/対象 300 社）    （新規） 

      ○採用動向・雇用状況の資料作成と情報発信（半期ごと年 2回）（新規） 

区 分 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

中小企業景況調査 15 15 15 15 15 15 

経済動向に関する 

アンケート調査実施 
未実施 資料作成

実施 1回

集計報告

内容精査

資料作成

実施 1回 

集計報告 

内容精査

資料作成

採用動向・雇用情報の 

作成・提供 
未実施 

実施 1回

資料作成

実施 2回

集計報告

実施 2回

集計報告

実施 2回 

集計報告 

実施 2回

集計報告
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２．経営状況の分析に関すること（指針①） 

a【現状と課題】 

  経営資源が乏しい小規模事業者は、小さな強みをかけ合わせた事業計画を策定してい

くことが、持続的な事業を行うための秘訣である。 

  ところが、自社の経営分析を行ったり、強みを正確に把握している小規模事業者は極

めて少ないのが現状である。経営分析するには、第三者からのヒアリングを受けたり、

意見や助言をもらうことが有効であるが、実際に分析する事業者は少ない。 

そのため、現状から打破して行動するためには、経営状況の分析が必要不可欠である。

  当商工会では、巡回訪問等で得た企業情報（「主要商品や役務」「主要取引先」「企業沿

革」「経営理念（ビジョン）」「独自性（強み）」「人材・資格・設備」）を、岡山県商工会

連合会が運用している「※小規模事業者支援システム」に、データとして蓄積できる体

制は整備済みであるが、データ量の不足やデータの内容が整備されておらず、十分に生

かされていないのが課題である。） 

 

 

 

 

（事業内容） 

b【既存事業と改善点】 

1)巡回訪問による経営実態把握 

定期的な小規模事業者への巡回訪問（現状：年間平均 5.3 回/1 会員あたり）

を通じて、基礎的経営支援（税務・金融等）や専門的経営支援（経営分析・経

営計画等）の掘り下げにより事業者が持つ「強み」を把握し、システムに入力

してデータベース化する。 

改善点としては、「※商工会タブレット」を使って、各事業所の直近の経営課

題や指導経過をもとに現状のヒアリングを行い、情報（定量：貸借対照表や損

益計算書等／定性：内部環境や外部環境のＳＷＯＴ分析等）をデータとして随

時蓄積・共有することで簡易な経営状況の分析を行う。 

※Ｐ１５参照（商工会タブレットとは） 

2)記帳代行システムの活用 

      岡山県商工会連合会の提供する記帳代行システム「商工会の小規模支援会計」

を活用し、小規模事業者等の業績・財務情報の把握や分析を行う。 

改善点としては、小規模事業者の経営力向上を図るため、記帳代行システム

の「簡易財務分析」を活用して、売上推移や経営計数等の情報提供やヒアリン

グにより経営状況の分析を行う。 

3)各種経営の情報提供の充実 

小規模事業者に岡山県商工会連合会会報「いいコミ。おかやま」（毎月発行）

や総社吉備路商工会会報（年 3回発行）等の各種経営情報の提供を行うことで、

自社の経営状況への関心や分析することの思案を促す。また、商工会ホームペ

ージで施策やセミナー、経営分析の必要性などを掲載して小規模事業者にも広

く周知する。 

     改善点としては、施策等タイムリーな情報提供を行うため、巡回訪問以外の

月（年 6回）は郵送と岡山県商工会連合会メールマガジン（毎月２回発信）の

登録を推進することで小規模事業者に定期的（毎月）な情報提供を行う。 

※小規模事業者支援システムとは 

 県下商工会の支援と状況をカルテ入力することで、財務情報の県下統計・事業所財務分析、

金融情報、指導履歴等支援状況データが一元管理され、データ活用が常時可能なシステム。
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   その結果、小規模事業との密なコンタクトによる信頼関係の構築により、提

供する情報の信頼度や自社の経営状況の把握への意欲及び必要性への理解度

を高める。 

c【新規事業】 

4)中小企業基盤整備機構の「経営自己診断システム」の活用 

      小規模事業者の経営分析への取り組みとして、即時に財務状況と経営危険度

を把握できる「経営自己診断システム」で分析し、経営指標の数字を分かりや

すく説明する。また、巡回訪問や会報・ホームページ（リンク貼り付け）等の

情報提供によりシステム活用を周知する。 

d【目標】経営状況を把握するための方策            （5 カ年計画） 

区 分 現状 27 年度 28年度 29年度 30年度 31 年度

巡回訪問件数 1,500 1,692 1,692 1,692 1,692 1,692 

(会員割件数) （5.3） （6） （6） （6） （6） （6） 

情報提供人数   6 6 12（実施） 12（実施） 12（実施） 12（実施）

記帳代行事業件数 72 74 76 78 80 80 

経営分析件数 未実施 30 40 40 40 40 

 「商工会タブレット」 未実施 10 12 12 12 12 

「簡易財務分析」 未実施 14 16 16 16 16 

中小企業基盤整備機構  

「経営自己診断システム」 
未実施 6 12 12 12 12 

  

３．事業計画策定支援に関すること（指針②） 

a【現状と課題】 

小規模事業者が事業計画を策定するのは、多くの場合、創業・経営革新・小規模 

事業者持続化補助金等の補助金申請を目的にしている。そのため、計画策定本来の 

意義である企業としての「経営理念・経営ビジョン・経営戦略」が明確にされてお 

らず、現状から目標までの道筋が定まっていない事業所も見受けられる。 

このような現状を踏まえ、小規模事業者に事業計画策定を促すことは、経営力の向上

や利益拡大等による「経営体質の強化」への取り組みに繋がるため、積極的に周知を

図り、計画策定支援を行う。 

また、当商工会は平成 22 年度から平成 26 年度の 5 年間で入会は 47 件（内開業 10

件）で、退会は 58 件（内廃業 20 件）で、廃業が多いので会員増強は重点目標の１つ

である。そのため、創業支援や第二創業支援により新規事業を創出させることは地域

にとっても重要な課題である。 

現在、※総社市中小企業サポートセンター会議や各種支援機関や金融機関が開催す

る創業塾などの創業支援事業と連携している。今現在も創業者を増やし会員増強に努

めている。 ※ 総社市と認定連携支援７団体 
総社商工会議所、総社吉備路商工会、吉備信用金庫、㈱中国銀行、㈱トマト銀行、

㈱百十四銀行、㈱日本政策金融公庫倉敷支店  

（事業内容） 

b【既存事業と改善点】 

1)事業計画策定支援 

創業・経営革新・小規模事業者持続化補助金等の補助金申請に事業計画策 

定が必要な小規模事業者に対して伴走支援を行う。 
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  また、伴走支援を行うにあたり、高度・専門的な支援が必要な場合は経営指

導員等がチームとなった支援を行い、サポートセンターやミラサポの専門家派

遣、岡山県産業振興財団、岡山県よろず支援拠点等と連携して支援を行う。 

改善点としては、巡回や経営分析、及び各種調査事業により把握・蓄積した

情報を融合したノウハウを分かりやすく小規模事業者に提供することで実現

可能な事業計画策定を支援する。 

2)創業・第二創業計画策定支援 

当商工会では、経営指導員等が巡回時に後継者がいる事業所を中心に総社市

中小企業サポートセンター等の支援機関等の創業塾などの情報提供を実施し 

ている。 

また、創業者には、国や県の創業補助金申請や日本政策金融公庫の経営力強

化資金等の支援を他の支援機関と連携をとりながら実施している。 

      改善点としては、創業される方の情報は事前に掴みにくいため広報活動が少

し不十分であった。今後は、広報やホームページで幅広く、創業者をバック

アップする。            

c【新規事業】 

3)中小企業基盤整備機構の「経営計画作成アプリ」の活用 

巡回訪問等で把握した現状、経済動向調査及び経営分析（経営自己診断シス

テムの活用）を踏まえた結果、「経営計画作成アプリ」を活用したわかりやすい

事業計画のノウハウを小規模事業者に提供し、計画策定を伴走支援する。 

4)事業計画策定等セミナー・個別相談会の実施 

     創業・経営革新・小規模事業者持続化補助金等の補助金申請を検討している

小規模事業者向けに、事業計画策定等に関するセミナー及び個別相談会を開催

し、巡回訪問等の周知により意欲ある小規模事業者の掘り起こしを行う。 

5)小規模事業者経営発達支援融資制度の活用 

当商工会から事業計画の策定・実施支援を受けて事業の持続的発展に取り 

      組む小規模事業者が設備資金等を必要とする場合は、日本政策金融公庫（国民

生活事業）の「小規模事業者経営発達支援融資制度」を活用し、その計画の実

現を支援する。また、必要に応じてその他金融機関と連携し有効な金融支援等

を伴走支援する。 

    6)創業者向け個別相談会の開催 

創業者を対象とした創業計画策定の個別相談会を開催する。 

d【目標-１】事業計画策定するための方策及び事業計画件数（5カ年計画） 

区 分 現状 27 年度 28年度 29年度 30年度 31 年度

経営計画セミナー/回 

〃  /参加人数 

未実施 1 2 2 2 2 

未実施 10 20 20 20 20 

経営計画個別相談会/回 

〃  /参加人数 

1 5 6 6 6 6 

5 15 18 18 18 18 

事業計画策定事業者/人 10 27 33 33 33 33 

 経営革新計画/件 0 3 3 3 3 3 

持続化補助金活用等/件 10 18 18 18 18 18 
中小企業基盤整備機構 

「経営計画作成アプリ」/件 
未実施 6 12 12 12 12 
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【目標－２】創業支援に関する事業計画件数（5カ年計画） 

区 分 現状 27年度 28年度 29 年度 30年度 31 年度

創業個別相談会/回 

〃  /参加人数 

未実施 1 １ １ １ １ 

未実施 2 2 2 2 2 

創業者事業計画策定者/人 2 2 2 2 2 2 

 創業者補助金支援/件 1 1 1 1 1 1 

創業資金支援/件 1 1 1 1 1 1 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること（指針②） 

a【現状と課題】 

小規模事業者は、創業・経営革新・小規模事業者持続化補助金等の補助金申請の際に

事業計画書策定や事業実施は真剣に取り組むが、策定後は計画の進捗状況の確認や需

要動向等による事業の見直しまで行う事業所は極めて少ない。 

このような現状を踏まえ、事業計画策定後のフォローアップを伴走支援することによ

って、持続的発展のため「経営体質の強化」への支援が必要である。 

（事業内容） 

b【既存事業と改善点】 

1)事業計画策定後のフォローアップ体制 

事業計画策定後の小規模事業者に対して、経営指導員等が巡回訪問等で進捗

状況の確認等の伴走支援を行う。また、経営革新は岡山県の「フォローアップ

調査票」で支援している。 

  改善点としては、高度・専門的な支援が必要な場合は経営指導員等がチーム

 となった支援を行い、サポートセンターやミラサポの専門家派遣等の支援機関

と連携して、事業計画に沿った内容や見直しを踏まえて伴走支援を行う。 

c【新規事業】 

2)「フォローアップ調査票」の策定 

    創業・小規模事業者持続化補助金等の補助金申請で策定した事業計画の進行

状況との差異や状況変化に対応する為に独自の「フォローアップ調査票」を作

成し、少なくとも年１回巡回訪問にてヒアリングを行い、フォローアップする。

なお、補助金採択者は３年間のフォローアップを実施する。 

       調査票は、作成した事業計画に基づき予実管理を行い、必要な場合は改善案

を協議し、継続した支援を行う。 

d【目標】事業計画策定後フォローアップ件数（5カ年計画）      単位：件 

区 分 現状 27 年度 28年度 29年度 30年度 31 年度

持続化補助金活用等/件 10 18 18 18 18 18 

フォローアップ調査票 未実施
内容精査

資料作成 実施 実施 実施 実施 

フォローアップ件数 

①1年目 

②2年目 

③3年目 

 

①10 

 

 

 

①18 

②10 

 

 

①18 

②18 

③10 

 

①18 

②18 

③18 

 

①18 

②18 

③18 

 

①18 

②18 

③18 

合 計 10 28 46 54 54 54 
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５．需要動向調査に関すること（指針③） 

a【現状と課題】 

当地域は、小規模な事業者が多く、総社商工会議所地域や倉敷市の大手スーパーや量

販店、飲食店等への消費者流出が顕著であり、このままでは流出の歯止めは困難な状況

である。 

このような状況の中、小規模事業者は事業計画策定後の取り組みにおいて、提供する

商品や役務の需要動向を収集、整理、分析することで変化する消費者ニーズに対応でき、

新たな商品や役務の販路開拓に繋げることが必要である。   

現状は、当地区の詳細な需要動向を把握できておらず、今後は「もてなしの館」を活

用した消費者ニーズを調査することで、結果を小規模事業者へフィードバックする取り

組みが必要である。   

（事業内容） 

b【既存事業と改善点】 

1)経営指導員等の巡回・窓口支援による需要動向の相談 

小規模事業者に対する経営指導員等の窓口支援や巡回訪問の経営相談によ

り、販売価格の動向や消費者ニーズ等の需要動向をヒアリングする。 

改善点としては、ヒアリングした情報をもとに公表されている専門データ

（日経テレコンによるＰＯＳデータ等、岡山経済研究所による調査レポート

等）の資料を小規模事業者に直接提供する。 

2)支援機関との連携による需要動向調査 

小規模事業者から需要動向に関する相談があった場合は、サポートセンタ 

ーやミラサポの専門家派遣等と連携して情報収集を行う。 

改善点としては、必要があれば収集した情報を専門家と連携しながら精査し

情報提供する。 

c【新規事業】 

3)もてなしの館アンケートの実施 

もてなしの館で「買いたいもの」や「食べたいもの」のアンケート(来館の

消費者１００人を対象に年２回の２００人に調査)を実施し、最新の消費者ニ

ーズ（お客様が望む商品やサービス）を調査した内容はホームページ等に掲載

して幅広く周知する。その結果、小規模事業者の新商品開発等の際の有益な情

報を提供できる。 

d【目標】消費動向を把握するための方策及び事業        （5 カ年計画） 

区 分 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度
アンケート調査 

（もてなしの館来客者）
未実施 

実施 1回

資料作成

実施 2回 

集計報告 

実施 2回

集計報告

実施 2回 

集計報告 

実施 2回

集計報告
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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） 

a【現状と課題】 

   小規模事業者は、新商品の販路拡大に苦慮しており、売り上げも伸び悩んでいる。

当商工会では、小規模事業者の新商品等の販売・ＰＲに「もてなしの館」を活用し

て喜んでいただいているが、小規模事業者と連携してその商品の検証や見直しするま

でには至っていない。 

また、平成１８年度村おこし総合活性化事業において、地域資源を活用した商品を

集めたオリジナルブランド「吉備路の華」を立ち上げ、小規模事業者の売上向上を支

援しており、さらなるブランド認知度の向上を図ることが重要な課題である。 

このような現状を踏まえ、産官学と連携した「異業種交流会」、「もてなしの館商談

会」による商品検証、「吉備路の華」の推進、ネット販売による地区内外への販路拡大、

他の支援機関の各種物産展との連携等により新たな需要の開拓に寄与する事業に取り

組む必要がある。 

（事業内容） 

b【既存事業と改善点】 

    1)岡山県商工会連合会等が実施している各種物産展へ参加 

他の支援機関の各種物産展の出店案内や研修案内を積極的に広報する。 

2）「吉備路の華」の推進による販路開拓支援 

新商品等を会報やホームページ等へ掲載し広報支援に努める。 

 

 

 ※吉備路の華の詳細 

  ○概  要 

   吉備路の華とは、地域資源を活用した特産品開発と 

販路拡大支援している特産品ブランドです。 

現在、登録者 10 人で認定商品は 25 アイテムである。 

もてなしの館では積極的にこれらの商品を販売している。 （商品に貼る推奨シール）  

  ○主な認定商品                     （順位不同） 

 商工会が開発した商品と販売者  小規模事業者の商品と製造者 

① たらちね饅頭 商工会 ④ 美袋乃唄糀みそ ㈲まるみ麹本店 

② きびじ日和せんべい 女性部 ⑤ 粹付 大吟醸 三宅酒造㈱ 

③ 
軽部神社絵馬 

奉納キット 
青年部 
(製造販売)

⑥
日本ハッカ焼酎 
未知夢（ミッチャム）

ヨイキゲン㈱ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    ①      ②       ③       ④        ⑤    ⑥ 
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c【新規事業】 

    3)産官学と連携した「異業種交流会」を開催 

小規模事業者と産官学（岡山県立大学の地域共同研究機構等）とが連携する 

ことで、ネットワークを図りながら情報交換会や異業種交流会を開催し、販路

拡大や新たな産業の創出の支援に取り組む。 

また、小規模事業者に対しては会報やホームページ等へ掲載し幅広く周知す

ることで参加者を募り、一層の効果を図る。 

4)「もてなしの館商談会」を開催 

     特産品(加工食品等)の販路拡大を目的に、当地区の小規模事業者を対象に

「もてなしの館商談会」を開催し、商談成立により売り上げ確保に努める。 

○商品のブラッシュアップが必要であれば、顧客ニーズの動向調査により、岡

山県商工会連合会等支援機関の協力を得て、デザインや商品構成等の見直し

を図り、伴走的支援を行う。 

○特に売れ行きの良い商品については、支援機関の連携により、次のステップ

として小売・サービス業者などのバイヤーと情報交換を行い、商談に結び付け

て更なる販路開拓を目指す。 

その結果、自社商品の販路拡大や、どのような商品が求められているかなど、

バイヤーから参考となる意見を聞き、新商品開発に役立てる。 

    5) 総社市・近隣農産物直販所等と連携による販路拡大 

総社市・近隣農産物直売所等※と連携を図り、情報交換や販路拡大の支援を

行う。 

※地域の農産物、お土産品、一般食料品等販売や飲食店を併設している。

（参照Ｐ２【商工会を取り巻く主な農産物直販所】） 

6)マスコミ等を活用したプレスリリース支援 

自社の新商品・役務をＰＲしたい小規模事業者に対して、マスコミ等に情報提

供を行うプレスリリース支援を実施する。 

7)ネット販売に関する研修会による販路拡大の普及促進 

小規模事業者がインターネットを活用した新たな販路拡大に取り組めるよう 

に、ネット販売の研修会を開催し、普及に力を入れる。 

また、ネット販売を強化したい小規模事業者に対しては、ミラサポの専門家派

遣等他の支援機関と連携して支援する。 

d【目標】新たな需要の開拓に寄与する事業に関する支援     （5 カ年計画） 

区 分 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

異業種交流会 未実施 調査研究 1 1 1 1 

もてなしの館商談会 未実施 調査研究 1 1 1 1 

プレスリリース支援

/アイテム
未実施 1 2 2 2 2 

ネット販売研修会 未実施 1 1 1 1 1 

ネット販売 

個別相談会/回 
未実施 1 1 1 1 1 

吉備路の華 

登録/ｱｲﾃﾑ 
25 1 1 1 1 1 
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Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組 

a【現状と課題】 

総社市は、県内でも恵まれた自然・観光資源があり観光客数は年間約５０万人で人

口の約７倍の方が訪れている。 

また、隣接する倉敷市（人口 50 万人弱）は約３４０万人の観光客が訪れており総社

市にとっては、倉敷市からの観光客の回遊性を高めることが望ましい。 

当地域の小規模事業者は、多くの観光客に向けた地域の特産品の開発や役務の提供

を充実させ、リピーターを呼び込むことでこの地域の活性化に寄与している。 

そして、商工会はイベント等や小規模事業者の支援を通じて地域活性化の一端を担

っいる。小規模事業者が、さらなる利益を上げるために「吉備路のまちを元気にする

会」を中心とした自治体や様々な支援機関等と連携する仕組みづくりが課題である。 

そのような中で、「もてなしの館」は、商工会の観光拠点として、観光資源や特産品・

６次化製品などの当地区独自の情報を発信し、地域の付加価値を高める取り組みや各

種イベント等で「地域を元気に」を推進する。 

（事業内容） 

b【既存事業と改善点】 

1)「もてなしの館」の運営実施 

「もてなしの館」を拠点として総社市や周辺観光地との連携を強化し、観光

の情報発信拠点としての役割を担いながら運営する。 

 

  ※もてなしの館の詳細  年間買い上げ客数  約 58,000 人 （平成 26 年度） 

○年間売上  54,605 千円  経常利益 1,500 千円 （平成 26 年度）単位：（千円） 

項 目 売 上 主な販売品目 

商 品 27,962 地元の野菜・くだもの・酒・パンなど加工食品他 

飲 食 26,643 昼の定食、うどん、そば、コーヒー他 

合 計 54,605  

○主なイベント 

項   目 利用者/年間 備   考 

ギャラリー展 51 組 会場借上収入/年 約 1,000千円

フリーマーケット 12 回 約 130 店舗が参加 

吉備路フォトコンテスト １回 応募者約 100 名 

 

2)「吉備路の華」の販路拡大 

総社吉備路商工会独自の特産品ブランドである「吉備路の華」の販路拡大を

目指し広報ＰＲに取り組んでいる。 

改善点としては、 

○さらにポスターや広報誌（もてなし通信）、チラシを活用し、特産品のイメ

ージアップを図る。 

○商品の良さや売れ筋等のランキングをお客様にアピールし、更なるＰＲ 

を推進し販路拡大、開発促進を促し事業者の売上増加を図る。 

3)連携イベント・地区イベント 

○にぎわい創出、地域経済の活性化を目的とした全市的なイベント「吉備路れ

んげまつり」や「そうじゃ吉備路マラソン」等を総社市や関係団体と連携し

て実施する。 



～１４～ 

○総社吉備路エリアの各地区で開催している「高間やまびこまつり（昭和）」

「夏まつり山手（山手）」「清流まつり（清音）」を地域づくり協議会や各

種団体と連携して開催し、知名度向上と賑わいのあるまちづくりを目指す。

    4)６次産業化の推進 

           ６次産業化に取り組もうと意欲のある農業者や新規参入する小規模事業者に

対して、きめ細かい相談や魅力ある商品開発に向けて、岡山県商工会連合会「６

次産業化サポートセンター」等と連携しながら実施する。 

 改善点としては、研修会等広報ＰＲはしているが、なかなか対象者が現れな

い。研修チラシなど岡山西農業協同組合と連携をとりながら推進を強化する。 

c【新規事業】 

    5）「吉備路のまちを元気にする会」の開催（仮称） 

      「まちづくり委員会」を中心に、総社市第２次総合計画（平成２８年度施行

予定）に基づき、総社市・岡山西農業協同組合・総社市観光協会・学識経験者

等の外部機関を交えて地域経済活性化の方向性を検討し、「地域を元気に」を

推進する。 

       例えば、地域に属する若手（小規模事業者や様々な支援機関等）を中心とし

て地域経済活性化のための活発な提案や意見交換を促すことで事業の推進や

若手のリーダー育成を行う。 

6）ものづくり体験等の実施 

工業・商業部会が中心となり、子供向けに工場にものづくり体験及び・販売

体験を企画する。そうすることで、地元での会員事業所の認知度向上と社会的

貢献活動しいては販路拡大に繋がり、子供たちの将来的な職業観育成となる。

なお、工業・商業体験はそれぞれ隔年とする。 

7)高梁川流域経済成長戦略会議等（※7市 3町 71 団体）での調査・研究 

産学金官が一体となった「高梁川流域経済成長戦力会議」（連携中枢都市圏

構想）を運営し、圏域の経済成長に向けた調査・研究や成長戦略の協議等を行

い、各団体の提案事業について、専門部会で協議を行い、事業化が

可能なものについて、事業案として高梁川流域成長戦略ビジョンに提案する。 
※ 倉敷市を中心とした隣接する市町村と各種団体（商工会議所、商工会、金融機関、 

岡山西農業協同組合・観光団体等） 

8)「もてなしの館」の有効活用 

〇ＲＶパークやサイクリングパークの取組 

県内外からの観光客を誘致するため、もてなしの館の駐車場空地を活用

したＲＶパーク（車中泊専用の有料駐車場エリア）やサイクリングパーク

（自転車の駐輪場）の取り組みをまちづくり委員会が中心に調査研究する。

〇新メニューの調査研究等（岡山県立大学等との連携） 

岡山県立大学の地域共同研究機構等ともてなしの館運営委員会が連携

し、飲食店と大学のコラボ・若者向けのもてなしメニューの開発と提供を

行い観光客の獲得と地域振興に取り組む。新メニューの提供は平成２８年

度より隔年で実施する。 

       〇れんげを活用した新たな特産品開発（岡山県立大学等との連携） 

  まちづくり委員会が中心となりれんげを活用した減農薬の農産物等（れ

んげ米やその加工品・はちみつなど）や赤米を使用した新たな特産品を調

  査研究するとともに、２９年度より隔年で商品化を目指す。 
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d【目標】                        （5 カ年計画） 

区 分 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 
吉備路のまちを 

元気にする会 
未実施 調査研究 実施 実施 実施 実施 

ものづくり 

体験等/回 
未実施 1 1 1 1 1 

高梁川流域経済成

長戦略会議/回 
未実施 3 3 3 3 3 

もてなしの館有効活用 

 

ＲＶパーク 未実施 調査研究 実施 運営継続 運営継続 運営継続 

サイクリング 

パーク 
未実施 調査研究 実施 運営継続 運営継続 運営継続 

新メニュー 

の開発/品 
未実施 調査研究 1 調査研究 1 調査研究 

れんげを活用

した特産品開

発/品     
未実施 調査研究 調査研究 1 調査研究 1 

 

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り組み 

１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

a【現状と課題】 

   現在は、サポートセンターや岡山県よろず支援拠点等の支援機関と連携し、管内小

規模事業者の支援ノウハウについての共有を図り支援力の向上に繋げている。しかし、

現状は周辺の支援機関等との情報共有が不十分なところがある。 

  （事業内容） 

b【既存事業と改善点】 

1) サポートセンターやミラサポの積極的な活用 

国等の補助金・助成金の活用を望む小規模事業者や専門的指導が必要な方に

対しては、サポートセンターやミラサポなど積極的に支援しているので継承し

たい。 

2）講演会の情報提供 

総社商工会議所や岡山県商工会連合会、岡山県よろず支援拠点が開催する講

演会情報を巡回訪問や窓口対応で提供する。 

c【新規事業】 

3) ※総社中小企業サポートセンターとの連携  

総社中小企業サポートセンター会議を年 3回開催し、連携を密にして他団体

のノウハウや情報収集を行い小規模事業者の支援に役立てたい。  

※ 総社市と認定連携支援７団体（総社商工会議所、総社吉備路商工会、

吉備信用金庫、㈱中国銀行（総社支店、㈱トマト銀行（総社支店）、 

㈱百十四銀行（総社支店）、㈱日本政策金融公庫（倉敷支店） 

d【目標】                        （5 カ年計画）  

区 分 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 
総社サポート 

センター会議 
未実施 3 3 3 3 3 
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２．経営指導員等の資質向上に関すること 

a【現状と課題】 

   岡山県商工会連合会の開催する経営指導員研修やスキルアップ研究会、中小企業 

基盤整備機構の開催するテーマ別研究集会等に積極的に参加し、個々の支援ノウハ 

ウの向上を図っており、組織内での情報共有も実施している。 

   ただ、具体的に連携しての実践までは至っていない。 

b【既存事業と改善点】 

1)岡山県商工会連合会の経営指導員専門研修（毎年２０時間）の受講。 

    2)中小企業大学校の支援機関職員向け専門研修（全経営指導員２年に一度以上）の

受講 

    3)サポートセンター、ミラサポ、よろず支援拠点などの専門家と連携を取り経営指

導員等が同行し、OJT による高度な支援ノウハウの取得に努める。 

      4)支援事業内容は、岡山県商工会連合会のＷeｂサーバーを使って情報の見える化

を実施している。今後は職員全体会議での説明や報告を行い、意見交換をするこ

とでお互いの資質向上に役立てたい。 

c【新規事業】 

      5)岡山県商工会連合会の※商工会タブレットを活用することで、職員会議を定期的

に実施し若手職員の支援スキルのサポートを図る。 

 

 

 

       

 

d【目標】                       （5 カ年計画） 

区 分 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

職員会議 / 回 未実施 3 3 3 3 3 

システム利用/1人 未実施 10 10 10 10 10 

   

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、本計画に記載の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。さらに効果的な計画実行に努める。 

     1)正副代表理事及び有識権者（行政担当者、中小企業診断士等）会議により、事業

の実施状況・成果の評価を実施し見直し案の検討もする。 

     2) この会議の審議結果を踏まえて、総社吉備路商工会の理事会で事業の成果・見直

しの方針を決定する。 

     3) 事業の成果・評価及び見直しの結果については総社吉備路商工会の通常総会に報

告し承認を得る。 

     4)総会で承認された事業の成果・評価及び見直しの結果については、総社吉備路商

工会のホームページにて公表し、地区内のすべての小規模事業者に閲覧可能な状

態とする。 

 

 

 

 

※商工会タブレットとは 

巡回訪問時に、小規模支援システムのデータ（事業所情報や指導履歴等）を

 タブレット端末にダウンロードして携帯することで、経験の少ない若手職員

 でもその事業所に沿った指導や提案することに活用できるシステム。 
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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 27 年 9 月 1日現在）

（１）組織体制 

  経営発達支援計画は、当商工会の事務局長 1名、経営指導員 3名・補助員 2名が実施する。 

  また、今回計画した経営発達支援事業は当商工会の事業計画の各事業に連動させ、他の職員や役

員との連携により全面的に推進する。 

  経営発達支援事業の進捗管理については、事務局長、課長が毎月管理を行い、確実に事業を実施

していく。  

また、役員等へは、理事会等で随時進捗状況を報告する。 

 

  ◆総社吉備路商工会の組織体制 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆総社吉備路商工会事務局の組織体制 

  

                 事務局長 

 

支援課長 

 

 

        昭和支所                  山手本部       清音支所 

 

     

経営指導員        経営指導員      経営指導員 

（本部兼務）      （課長兼務）      （本部兼務） 

 

補助員         補助員        記帳指導員 

 

 

             記帳指導員 

 

 

理事会

【会長・副会長・理事】
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   ◆職員数（事務職員数） 

区分 局長 経営指導員 補助員 記帳指導職員 計 

男 1 3 2 - 6 

女 - - - ※ 2 2 

合計 1 3 2 2 8 

※パート職員 

 

（２）連絡先 

 【総社吉備路商工会】 

   （山手本部） 〒719-1162 総社市岡谷 160     ℡0866-93-8000 fax0866-94-4484 

   （昭和支所） 〒719-1311 総社市美袋 1915-4   ℡0866-99-1116 fax0866-99-2928  

   （清音支所） 〒719-1172 総社市清音軽部 1135-2 ℡0866-93-1879 fax0866-93-1667 

  ・総社吉備路商工会ホームページアドレス 

  http://www.okasci.or.jp/kibiji/ 

    E-mail:kibiji@okasci.or.jp 

 

（３）経営発達支援事業の遂行体制 

    総括責任者（1名：支援課長が担当、事務局長がサポート） 

   ①地域経済動向調査 （各 3名） 

   ②経営状況の分析  （各 3名） 

   ③事業計画の策定支援・実施支援・策定後の支援（各 3名） 

   ④需要動向調査     （各 3名） 

   ⑤新たな需要の開拓に寄与する事業支援（各 3名） 

   ⑥創業・第二創業（経営革新）支援    （各 3名） 

 

（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                      （単位 千円） 

 年度 

( 27 年 4 月

1 日以降) 

28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

必要な資金の額 41,887 42,300 42,300 42,300 42,300

 

既存経改事業 

講習会開催費 

アンケート調査 

その他新規事業 

委員会開催費 

職員資質向上研修費 

41,037

    500

    100

    100

     50

    100

41,050

    500

    100

    500

     50

    100

41,050

    500

    100

    500

     50

    100

41,050 

    500 

    100 

    500 

     50 

    100 

41,050

    500

    100

    500

     50

    100

（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・県補助金 

 岡山県補助金【小規模事業者指導費補助金】 

 総社市補助金 

 事業受託料 

 会 費 

 負担金（受益者、セミナー参加者負担金） 

 

（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。 



～１９～ 

（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 

１．地域の経済動向に関すること （指針③） 

岡山県商工会連合会と連携して、岡山県の景況調査の情報収集や、当地域の経済動向に関するアン

ケート情報を作成し分析する。また、倉敷中央公共職業安定所と連携して、採用動向と雇用状況の情

報を収集する。その結果、提供した情報等により自社の問題を顕在化することで今後の課題対策や事

業計画策定に役立てることができる。 

連携者及びその役割 

・岡山県商工会連合会 

  ○会長 吉澤威人  〒700-0817 岡山県岡山市北区弓之町 4-19-401                    ℡0862-24-4341

・倉敷中央公共職業安定所 総社出張所 

  ○所長 木畑文彦  〒719-1131 岡山県総社市中央 3-15-111                       ℡0866-92-6001

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商工会 

小規模事業者 

情報提供 

岡山県商工会連合会 

倉敷中央公共職業安定所 

総社出張所 

中小企業景況調査提出 

中小企業景況調査 
小規模企業景気動向調査

フィードバック 

総社市の採用動向・雇用状況確認 

情報収集・分析 

相談依頼 

経済動向アンケート 
作成や内容精査依頼 

アンケート作成・分析 
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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 

２．経営状況の分析に関すること（指針①） 

 岡山県商工会連合会と連携して、小規模支援システムや小規模支援会計を活用して小規模事業者へ

の巡回訪問等で得た情報を蓄積・共有する。また、中小企業基盤整備機構から提供される経営自己診

断システム等の経営分析により、専門的な個別支援が必要の場合は支援機関（サポートセンター等）

と連携してサポートする。その結果、小規模事業者の経営に関する情報が蓄積・共有でき、的確な経

営分析や事業計画策定に繋げることができる。 

連携者及びその役割 

・岡山県商工会連合会・「広域サポートセンター」 

 ○会長 吉澤威人   〒700-0817 岡山県岡山市北区弓之町 4-19-401                    ℡0862-24-4341

・岡山県よろず支援拠点 

 ○コーディネータ 鈴鹿和彦  〒701-1221 岡山県岡山市北区芳賀 5301                   ℡0862-86-9667

・公益財団法人岡山県産業振興財団 

 ○理事長 三宅 昇      〒701-1221 岡山県岡山市北区芳賀 5301                   ℡0862-86-9626

・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 〒730-0013 広島市中区八兆堀 5番 7号 広島 KSビル 3階                 ℡0825-02-6300

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支援機関 

・岡山県商工会連合会「広域サポートセンター」 

・ミラサポ専門家派遣 

・岡山県よろず支援拠点 

・（財）岡山県産業振興財団 

 

商工会 

 
小規模事業者 

小規模事業者支援システム 
小規模支援会計の提供 

岡山県商工会連合会 

小規模事業者の情報入力 

相談依頼 

巡回訪問 
伴走支援 

（独）中小企業

基盤整備機構 

経営自己診断システムの活用 

経営分析のシステム利用依頼 

専門的支援依頼 個別支援 
バックアップ 
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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 

３．事業計画策定支援に関すること（指針②） 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること（指針②） 

中小企業基盤整備機構と連携して、経営計画作成アプリの活用による事業計画策定支援や、設備資

金等が必要な場合は金融機関（日本政策金融公庫等）と連携する。創業者等には、支援機関（総社市

サポートセンター等）と連携し、創業塾等への開催を積極的に周知する。 

 また、事業計画策定支援や策定後のフォローアップで専門的な個別支援が必要の場合は支援機関

（サポートセンター等）と連携してサポートする。その結果、小規模事業にとって実現可能な事業計

画策定や予実管理の支援により、経営体質の強化ができる。 

連携者及びその役割 

・岡山県商工会連合会・「広域サポートセンター」 

  ○会長 吉澤威人 〒700-0817 岡山県岡山市北区弓之町 4-19-401                ℡0862-24-4341

・総社市中小企業サポートセンター（総社市産業部商工観光課） 

  ○市長 片岡聡一       〒719-1192 岡山県総社市中央 1-1-1            ℡0866-92-8277

・岡山県よろず支援拠点 

  ○コーディネータ 鈴鹿和彦 〒701-1221 岡山県岡山市北区芳賀 5301           ℡0862-86-9667

・公益財団法人岡山県産業振興財団 

  ○理事長 三宅 昇     〒701-1221 岡山県岡山市北区芳賀 5301                    ℡0862-86-9626

・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 〒730-0013 広島市中区八兆堀 5番 7号広島 KSビル 3階                ℡0825-02-6300

・株式会社日本政策金融公庫倉敷支店 

  ○支店長 伊藤俊徳     〒710-0055 岡山県倉敷市阿知 2-9-10                     ℡086-425-8401

・岡山県信用保証協会倉敷支所 

  ○会長 西本善夫      〒710-8691 岡山県倉敷市大島 54 番地 2                    ℡086-425-3103

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【支援機関】 

・岡山県商工会連合会「広域サポートセンター」・ミラサポ専門家派遣 

・総社市中小企業サポートセンター・岡山県よろず支援拠点・（財）岡山県産業振興財団 

商工会 ・小規模事業者 

・創業者 

個別支援 
バックアップ 

相談依頼 

巡回訪問 
伴走支援 

（独）中小企業 

基盤整備機構

経営計画作成アプリの活用 

【金融機関】 

㈱日本政策金融公庫 

岡山県信用保証協会 

地銀・信金・信組 
金融支援等 

専門的 
支援依頼 

計画策定の利用依頼 

資金相談 

半年ごとの 
調査票策定 

創業塾 
情報提供 

創業塾 
情報収集 

創業塾参加 
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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 

５．需要動向調査に関すること（指針③） 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関する事（指針④） 

 事業計画策定後の小規模事業者に対して、販売する商品や提供する役務の需要動向調査の相談や、

専門的な個別支援が必要な場合は支援機関（岡山県商工会連合会等）と連携し、情報収集・分析する。

また、産官学（岡山県立大学等）と連携により、ネットワークを図りながら情報交換会や異業種交

流会の開催や、もてなしの館商談会では支援機関（岡山県商工会連合会等）と連携し、商品デザイン

等をブラッシュアップに取り組む。 

その結果、変化する消費者ニーズに対応した新たな商品や役務の販路拡大や、新たな産業の創出の

支援に繋げることができる。 

連携者及びその役割 
・岡山県商工会連合会・「広域サポートセンター」 

  ○会長 吉澤威人    〒700-0817 岡山県岡山市北区弓之町 4-19-401            ℡0862-24-4341

・総社市産業部商工観光課 

  ○市長 片岡聡一  〒719-1192 岡山県総社市中央 1-1-1                 ℡0866-92-8277

・岡山県立大学 

○学長 辻 英明  〒719-1197 岡山県総社市窪木 111                  ℡0866-94-2111

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【支援機関】 

・岡山県商工会連合会 

「広域サポートセンター」

・ミラサポ専門家派遣 

商工会 

【産】小規模事業者 

情報収集 
分析依頼 

分析 
情報提供 

事業計画策定後の 
相談・情報収集

もてなしの館 

（商談会） 

【官学】 

・岡山県立大学 

・総社市 

 

情報提供 
分析結果 

【支援機関】 

・岡山県商工会連合会 

「広域サポートセンター」

・バイヤー 

販路拡大依頼 

販路拡大支援 
商品ブラッシュアップ

販路拡大依頼 
商品検証依頼

販路拡大支援 
商品ブラッシュアップ

【産官学】 

異業種交流会 

地域連携依頼 

情報提供 
新たな産業創出 
の提言 

情報収集 
人脈作り 

情報提供 
人脈形成 
販路拡大 
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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 

○地域経済の活性化に資する取組   

「吉備路のまちを元気にする会」を発足し、総社市第２次総合計画（平成２８年度施行予定）に基

づき、総社市・岡山西農業協同組合・総社市観光協会・学識経験者等と連携する。また、支援機関（６

次産業化サポートセンター等）と連携して６次産業化の推進することや、産学金官（総社市他）と連

携し、高梁川流域経済成長戦略会議で圏域の経済成長に向けて協議する。 

その結果、小規模事業者、地域住民の活性化に繋がり、消費拡大や人口流出の歯止め等の総社地域

経済の活性化の一役を担う。 

連携者及びその役割 
・総社市産業部商工観光課 

  ○市長 片岡聡一  〒719-1192 岡山県総社市中央 1-1-1                  ℡0866-92-8277

・総社商工会議所 

  〇会頭 清水 男  〒719-1131 岡山県総社市中央 6-9-108                 ℡0866-92-1122

・岡山県商工会連合会・「広域サポートセンター」・「６次産業化サポートセンター」 

 ○会長 吉澤威人  〒700-0817 岡山県岡山市北区弓之町 4-19-401             ℡0862-24-4341

・岡山県農林水産総合センター 

  〇代表者 伊原木隆太 〒709-0801岡山県赤磐市神田沖1174-1                ℡086-955-0271

・岡山県立大学 

○学長 辻 英明  〒719-1197 岡山県総社市窪木 111                   ℡0866-94-2111

・岡山西農業協同組合 営農部 

  〇組合長 山本 清志 〒713-8113岡山県倉敷市玉島八島1510-1                ℡086-441-6770

・総社市観光協会 

  〇会長 坪井 祥隆  〒719-1192岡山県総社市中央1-1-1                  ℡0866-92-8277

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
                     
 

                           

                              

 

 

 
                

 
 

 

 

 

商工会 

・もてなしの館 

・まちづくり委員会 

【支援機関】 

・６次産業化サポートセンター

・岡山県農林水産総合センター

・岡山西農業協同組合 

総社市 

岡山県立大学 

メニューや特産品の 
調査・研究・開発 

６次産業化の推進 

イベント等連携 

高梁川流域経済成長戦略会議（※7市 3町 71 団体） 

※倉敷市を中心とした隣接する市町村と各種団体（商

工会議所、商工会、金融機関等）

【学金官】 

・総社市 ・岡山県立大学 

・総社商工会議所 

・岡山西農業協同組合 

・総社市観光協会・金融機関 等 

圏域の経済成長 
に向けた調査・研究を協議 

吉備路のまちを 

元気にする会 

６次産業化 
協力依頼 

参加して 
提案する 

調査・研究依頼 

小規模事業者 

地域連携依頼 

情報提供 
若手リーダー育成 

情報提供 
人脈形成 
若手リーダー育成 

情報収集 
人脈作り 


