
経営発達支援計画の概要 

実施者名 阿哲商工会 

実施期間 平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日 

目標 

 小規模事業者の事業計画作成を通じて、変化する経営環境への対応と企業の持続

的発展を支援し、経営力向上や海外展開を含む販路拡大、事業規模の拡大による雇

用の創出を図る。また、創業支援・事業承継支援を行い、新見市の未来を背負う経

営者を育成していくことにより、地域を支える企業の増加、Ｉ・Ｕターン起業によ

る新たな産業の創造を図る。 

 さらに、中期的な取り組みとして６次産業化支援を行い、「アグリカルチャーか

らアグリビジネスへ」を目指し、地域の特色を活かした新たな事業創出と地域資源

を活用した商品開発と販路開拓の支援などを図る。 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

 １．地域の経済動向調査 

・地域の経済動向に関する分析結果を取り纏めた資料を作成し、管内小規模事業

者に提供するとともに、事業計画策定時に活用。 

 ２．経営状況の分析 

・巡回・窓口相談をはじめ、事業者とのあらゆる関わりを通じて経営資源や特徴

を掴み、「事業価値を高める経営レポート」作成を行う。 

 ３．事業計画の策定支援 

・事業計画策定の必要性の周知と、経営の持続的発展を実現し新たな需要の獲得

に必要な事業の再構築を図るための事業計画策定支援。 

・創業を図る企業や、創業間もない（５年未満）企業の育成と基盤強化を図るた

め、他の支援機関等と連携して創業塾を開催。 

 ４．事業計画策定後の実施支援 

・よろず支援拠点、県産業振興財団、県連合会をはじめとした地域の中小企業支

援機関及び金融機関等と連携しながら、伴走型の支援・助言を行う。 

・小規模事業者経営発達支援融資事業を活用して金融面での支援を図る。 

・創業後も販路開拓支援や記帳指導の強化などにより、伴走型の支援を実施。 

・地域資源を活用した新たな産業の創出を図るため、６次産業化に取り組む農業

者の相談・支援を行う。 

 ５．需要動向調査 

・事業者の取り扱う商品・役務の需要動向について取り纏めた資料を作成し提供。

・地域資源を活用した商品や役務に関する需要動向情報を収集・分析し、展示会・

商談会への出展者に情報提供して販路開拓支援を行う。 

 ６．新たな需要の開拓に寄与する事業 

・６次産業化に取り組む事業者の販路開拓・商品認知度向上を支援する。 

・各機関が実施する海外展開を含む展示・商談会・セミナーへの参加・ 

 出展支援及びダイレクトマーケティングに関するセミナーの実施。 

・小規模事業者持続化補助金の積極的な活用推進と、販路開拓の取組みを支援。

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

・集客による地域活性化を目的とするイベントの開催。 

・地域住民の生活を支援するコミュニティビジネスの推進。 

・Ａ級食材のブランド化や地域資源を活用した特産品開発支援。 

連絡先 
阿哲商工会  岡山県新見市神郷下神代 4898 番地９ 

     TEL 0867-92-6103    http://www.atetsu.net/ 
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新見市 
●面積：793.27 ㎢ 

  うち森林 684.31 ㎢ 

    耕地 45.78 ㎢ 

●人口：31,690 人 
 （平成 27 年 4 月 1日現在） 

●高齢化率：37.6％ 
 （6 位/27 県内市町村） 

阿哲商工会の概要 

平成 27 年 4 月 1日現在

●管内人口：11,189 人 

●商工業者数：401 

●小規模事業者数：384 

 （内訳は別記） 

●小企業者数：331 

●法定会員数：300 

●組織率：74.8％ 

●面積：440 ㎢ 

●職員数：9名 

 局長 1名、経営指導員 4名 

 職員 4名 

（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

 

１．地域の現状と課題 

  当地域は、中山間地域で農林業が盛んであり、

「千屋牛」「ピオーネ」「キャビア」「ワイン」とい

った新見の代表的な農畜水産物をはじめ、これら

を使った商品で新見市においては「A 級グルメの

まち」と銘打った取り組みを行うなど、広く内外

に知られている。 

 

  一方で新見市全体の高齢化率は 37.6％（H26.10

現在）にのぼり、人口は対前年比で 559 人減少の

3万 1,690 人（H27.4 現在）で、特に子供や若者の

減少が著しい状況となっている。今後も人口の減

少傾向が著しいと予測されており、市内を商圏に

持つ小売業・サービス業を中心として、ビジネス

モデルの転換が迫られている。 

 

  商工会管内を見てみると平成２２年からの５年

間で、管内人口が 12,382 人→11,189 人（▲1,193

人、9.6％減）、商工業者数は 460 社→401 社（▲59

社、12.8％減）、小規模事業者 431 社→384 社（▲

47 社、10.9％減）となっている。そうした中にあ

って、商工会地域の小規模事業者数（H27.4）は小

売業 92 社・サービス業 92 社・建設業 80 社の順で

多く、そのどれもがこうした過疎・高齢化による

商圏人口の減少等による売上の減少や、人材の不

足など課題を抱えている。 

  さらに経営者の年齢も高齢化し、全体の約６割

にあたる 181 人が６０才以上（独自調査）で、そ

のうちの 110 社が後継者不在となっており、地域

を支える企業の減少を食い止めていくことも大き

な課題となっている。 
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 ※地区内小規模事業者の概要（H27.4.1） 

  

商工業者の業種別内訳 

合計 
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 

商工業者数 82 45 11 97 23 95 48 401 

小規模事業者数 80 42 9 92 23 92 46 384 

 

 

２．経営発達支援事業の方針 

  当地域の現状と地域課題を踏まえながら、これまで持続的経営計画（以降「事業計

画」という）の作成を行っていなかった小規模事業者に対し、事業計画の必要性を認

識してもらい、事業計画の作成・実践を通じて従来型のビジネスモデルからの転換や

新たな販路開拓、経営力の向上を支援する。また、新規創業者の掘り起こしや、基幹

産業である農林業をベースに、６次産業化への取組支援を行い、新たな産業創出を図

る。併せて、新見市や地域の各機関等と連携し、地域資源を活用した観光振興や交流

人口の増加に資する取り組みを行い、地域経済の活性化に寄与する。 

  支援全般にあたっては、岡山県、新見市、地域金融機関、岡山県商工会連合会、よ

ろず支援拠点、中小企業基盤整備機構、その他支援機関と連携し、地域ぐるみの支援

体制の構築を図りながら、経営発達支援計画を推進し、第2次新見市総合振興計画（H27

年度～H36 年度）の施策基本目標にある「はばたく『産業のまち』」づくりと整合性の

取れた取り組みを行う。 

 

 ※「はばたく『産業のまち』」づくりでは、地域資源を活かした特産品の開発・販売

や企業誘致の推進、雇用の場の拡大と経済的に活気あるまちを目指すこと、また

特色ある地域資源を活かして観光客の誘致を図り、交流人口の増加による賑わい

のあるまちを目指すことを掲げています。 

 

３．事業実施における目標 

  小規模事業者の事業計画作成を通じて、変化する経営環境への対応と企業の持続的

発展を支援し、経営力向上や海外展開を含む販路拡大、事業規模の拡大による雇用の

創出を図る。 

  また、創業支援・事業承継支援を行い、新見市の未来を背負う経営者を育成してい

くことにより、地域を支える企業の増加、Ｉ・Ｕターン起業による新たな産業の創造

を図る。 

  さらに、中期的な取り組みとして、６次産業化支援を行い、「アグリカルチャーか

らアグリビジネスへ」を目指し、地域の特色を活かした新たな事業創出と地域資源を

活用した商品開発と販路開拓の支援などを図る。 
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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．発達支援事業の内容 

 １．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

地域経済動向調査の目的は、「地域経済の現状把握」と「将来予測」である。そのた

め、行政や民間団体において実施されている地域の経済動向等についての各種調査を

分析して、産業構造の変化や商圏人口の推移、住民の年齢構成や消費者の動きなどを

掴み、それらをわかりやすく加工し巡回訪問や窓口相談などの際に提供することで、

より実効性のある提案が出来る。 

 

 （事業内容） 

(1)行政や民間団体の協力を得て、地域経済分析システム（RESAS）、経済センサス、人

口動態調査、労働力調査、旅行・観光消費動向調査等のデータを利用し「個人消費・

生産活動・雇用情勢・設備投資・公共事業・企業収益・人口動向・観光動向」など

の項目について収集・整理・分析する。 

 

(2)毎月巡回訪問にて調査を実施している小規模企業景気動向調査や３か月ごと実施

の中小企業景況調査を活用し、「業種別動向・売上高・仕入高・採算・従業員数・

業況見通し」などの項目について収集・整理・分析する。 

 

(3)経営指導員による定期的な巡回訪問におけるタブレット端末を活用した情報収集

や、岡山県商工会連合会が運用する小規模事業者支援システムを活用して、景況状

況・売上・利益等の情報を収集・整理・分析を行う。 

 

(4)主要産業である「農業・林業」については、農産物地産地消等実態調査等を活用し

て、地場農産物の取扱状況や今後の意向・地場農産物の使用動向などを収集・整理・

分析する。 

 

(5)整理・分析した結果は、図・表を取り入れるなどして、小規模事業者にわかりやす

く加工・提供して、事業計画書を策定する上で経営状況や外部環境を把握する資料

として活用する。また、経済動向の概要等を HP や会報を通じて公表するとともに、

巡回訪問や窓口相談での活用や、各種会議やセミナー参加者に提供し活用を図る。

 

(6)６次産業化への取り組み相談時に、構想の具体化や事業計画策定の場面で市場動

向・外部環境を把握する資料として活用する。 

 

(7)職員が参加して行う「経営支援会議」において、地域経済動向分析結果の勉強会を

行い共有する。 
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 （目標） 

  地域の経済動向に関する分析結果を取り纏めた資料を作成し、管内小規模事業者

384 社に提供する。あわせて、事業計画策定時に活用することで、５年間で事業計画

作成 125 件につなげていく。 

 

 

 ２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

小規模事業者の持続的発展に向け、経営指導員の巡回・窓口相談、記帳指導、各種

セミナーの開催や、岡山県商工会連合会で運用している小規模事業者支援システムの

データなどを活用して小規模事業者の経営状況を把握する。さらに中小企業診断士等

の専門家とも連携しながら事業者の持つ経営資源や特徴を掴み、中小企業基盤整備機

構が提供するフォーマット「事業価値を高める経営レポート」の作成を通じて小規模

事業者の支援計画作成を行う。 

 

 （事業内容） 

(1)岡山県商工会連合会が運用する小規模支援会計 momo（クラウド型会計システム）

の機能を活用し、事業者の会計データから損益分岐点、経営分析表、キャッシュフ

ロー等の財務分析表を作成し提供する。 

 

(2)決算指導を行っている事業所の決算データを、岡山県商工会連合会が運用する「小

規模事業者支援システム」に取り込みデータベース化する。事業者の財務諸表をも

とに、収益性・効率性等をデータベース化された地域内や業界の平均値と比較する

ことで、よりわかりやすく総合評価を行いながら、経営改善に役立つ情報を提供す

る。 

 

(3)巡回訪問、若手経営者・後継者に特化したセミナーの開催、金融相談・記帳指導

業務、岡山県商工会連合会で運用している「小規模事業者支援システム」のデータ

などから得られる情報をもとに経営状況等を把握する。その中から分析の対象とな

る小規模事業者をピックアップし、専門知識を有する中小企業診断士等と連携し、

保有している技術、ノウハウ、従業員等の経営資源、財務内容等の項目を元に「事

業価値を高める経営レポート」の作成を行う。 

 

（目標） 

 「事業価値を高める経営レポート」を 5年間で 90 社作成する。 

支援内容 現状 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

小規模支援会計 momo 利用者 ８０ ８２ ８５ ８６ ８７ ８８

経営状況登録事業者 １９１ ２００ ２１０ ２２０ ２２５ ２３０

経営レポート作成件数 未実施 １０ １５ ２０ ２０ ２５
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 ３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 国・県等の実施する施策の周知や活用を推進するセミナーの開催、会報や通知、各

種会議等の場を利用して小規模事業者の事業計画づくりについて啓発・推進する。ま

た、中小企業基盤整備機構が提供する「経営計画作成アプリ」などの活用も図り、事

業計画を作成する事業者を増加させる。 

 そして、上記１．の地域の経済動向調査、上記２．の経営分析等の結果を踏まえ、

小規模事業者が経営の持続的発展を実現し新たな需要の獲得に必要な事業の再構築を

図るため、事業計画の策定及びその計画の着実な実行を支援する。 

 また、設備投資により資金調達が必要な事業者に対しては、小規模事業者経営発達

支援融資制度の活用を提案していく。 

 支援に際しては、岡山県商工会連合会、よろず支援拠点、岡山県産業振興財団、中

小企業基盤整備機構、地域金融機関等と連携しながら伴走型の指導・助言を行う。 

 さらに、専門的な課題等については、抱える問題の解決に繋がったり可能性を拡げ

る事の出来る最適な専門家や機関とのコーディネート役を果たし、小規模事業者の抱

える経営上の悩みに対してより丁寧にサポートする。 

 地域における I ターン・U ターン創業者や第２創業（経営革新）を図る企業、創業

間もない（５年未満）企業の育成と基盤強化を図るため、新見市、新見商工会議所等

と連携して創業塾を開催するとともに、岡山県商工会連合会や他の支援機関等が実施

する創業塾を積極的に活用し、受講機会の多様化を図る。 

 

(事業内容) 

(1)国・県等の実施する施策の周知や活用を推進するセミナー、事業計画策定に関する

セミナー、個別相談会等の開催、会報や通知・各種会議等の場を利用して、事業計

画づくりを啓発するとともに、事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起こしを

行う。また、中小企業基盤整備機構が提供する「経営計画作成アプリ」を紹介する

など、小規模事業者が取り組みやすい環境の醸成を行う。 

 

(2)巡回訪問や窓口相談、記帳指導時に、小規模事業者からの相談等を受けるとともに、

事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起こしを行う。 

 

(3)事業計画策定を目指す小規模事業者の他、金融相談、小規模企業持続化補助金の申

請時に事業計画の策定支援を行う。 

 

(4)新見市、新見商工会議所等と連携し、創業塾を開催し、創業希望者の知識向上を図

り、創業計画の策定支援を行う。また、主婦、サラリーマンなど広く一般を対象と

したセミナーを開催し、潜在的な起業希望者の掘り起こしを図る。 

 

(5)第二創業（経営革新）に関する相談会を開催し、第二創業（経営革新）計画の策定

を支援し、第二創業（経営革新）を促進する。 

 

(6)岡山県商工会連合会や他の支援機関等が実施する創業塾や経営革新塾に、相談者と
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共に参加し創業希望者の知識向上を図り、創業計画の策定支援を行う。 

 

(7)よろず支援拠点と連携し、新見市で月１回開催の出張相談会における創業相談への

対応を通じて、創業予定者へのサポートを行う。 

 

(8)岡山県、新見市、岡山県商工会連合会、岡山県農林水産総合センター等と連携して、

６次産業化へ取り組もうとする農業者・事業者の相談・事業計画策定支援を行う。

 

 

(目標) 

 ５年間で小規模事業者の事業計画作成件数 １２５件 

支援内容 現状 27 年度 28年度 29年度 30年度 31 年度

セミナー・説明会開催回数 １ ２ ２ ２ ２ ２

事業計画策定事業者数 ８ ２０ ２０ ２５ ３０ ３０

 うち経営レポート作成件数 ０ １０ １５ ２０ ２０ ２５

 

 ５年間で創業者１５社・第２創業（経営革新）２０社輩出 

                       （※６次産業化認定事業者含む） 

支援内容 現状 27 年度 28年度 29年度 30年度 31 年度

創業塾開催回数 未実施 ０ １ １ １ １

創業セミナーの開催 未実施 １ ２ ２ ２ ２

創業支援者数 ２ ３ ４ ５ ５ ５

第２創業（経営革新）支援者数 １ ３ ３ ４ ５ ５

 

 

 ４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 事業計画の実施支援に際しては、岡山県商工会連合会、よろず支援拠点、岡山県産

業振興財団、中小企業基盤整備機構、地域金融機関等と連携しながら伴走型の指導・

助言を行う。設備投資により資金調達が必要な事業者に対しては、小規模事業者経営

発達支援融資制度の活用を提案していく。 

 さらに、専門的な課題等については、抱える問題の解決に繋がったり可能性を拡げ

る事の出来る最適な専門家や機関とのコーディネート役を果たし、小規模事業者の抱

える経営上の悩みに対してより丁寧にサポートする。 

 新規創業者に対して、創業後も販路開拓支援や記帳指導の強化などにより、伴走型

の支援を実施する。 

 

（事業計画） 

(1)事業計画策定後に、国、県、市、岡山県産業振興財団、中小企業基盤整備機構等の

行う支援策等の広報、案内により周知し、フォローアップを実施する。 

 

(2)事業計画策定後に、必要に応じて２カ月に１度巡回訪問し、進捗状況の確認を行う
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とともに、必要な指導・助言を行う。 

 

(3)事業計画に基づき、売上の増加や収益の改善、持続的な経営に取り組むにあたり資

金調達が必要な小規模事業者に対し、小規模事業者経営発達支援融資事業を活用し

て金融面での支援を図るとともに、実施後は返済計画に応じたフォローアップを行

う。 

 

(4)創業後は、個別フォローアップや、専門家とも連携しながら記帳・税務相談、労務

相談等を行い、伴走型の継続的支援を行う。 

 

（目標） 

支援内容 現状 27 年度 28年度 29年度 30年度 31 年度

周知によるフォローアップ件数 ２５ ５０ ６０ ８０ ８０ ８０ 

 

 

 ５．需要動向調査に関すること【指針③】 

  小規模事業者の取り扱う商品・役務の需要動向については、「日本経済新聞」や「日

経 MJ」などのマスメディアが掲載する業種や業界の情報、インターネットにより各種

の業種団体が作成・提供している売上動向調査、行政等が実施している需要動向、そ

の他各種調査データを活用し、必要に応じて専門家等の協力を得て分析・加工し、事

業計画等作成時の資料として利用・提供していく。 

 

（事業計画） 

(1)小規模事業者が取り扱う商品・役務の需要動向について、「日本経済新聞」や「日

経 MJ」などのマスメディアが掲載する業種や業界の情報、POS 情報、各種の業種団

体が作成・提供している売上動向調査、行政の提供している需要動向・各種調査な

どにより、市場規模、売上の推移や売り上げ構成の変化等を収集・分析し、相談内

容に応じて需要予測データやその背景等の情報を提供する。 

 

(2)製造業者や卸小売業者による地域資源等を活用した特産品開発、観光関連事業者等

が有している、特徴ある商品や役務に関する需要動向情報を収集・分析し、販路開

拓や展示会・商談会出展、売上改善に向けた事業計画作成支援に活用する。 

 

（目標） 

  地域資源を活用した特徴ある商品や役務に関する需要動向情報を収集・分析し、初

年度は展示会・商談会への出展１８社に情報提供し販路開拓支援を行う。 

 

 

 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】 

 地域における 6次産業化推進及び地域資源を活用した特色のある商品等の開発や、
開発した商品の魅力を県内外に PRするため、国、県、地域金融機関、県連合会等が
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実施する商品開発支援に係る事業や販路開拓に繋がる展示会、商談会の情報を小規模

事業者に対して積極的に周知し参加を促すとともに、指導員自らも同行し、販路開拓

支援を伴走型で行っていく。また、近年、東アジア地域は著しい経済発展を遂げてお

り、日本の高品質な農産物に人気が集まっている。こうした地域に向けて新たな販路

を求め、地域農産物や地域資源を活用した商品の輸出を検討する事業者について岡山

県商工会連合会等が主催する海外展開セミナーへの参加を促すと共に、必要に応じて

同行・サポートを行う。 
 併せて小規模事業者持続化補助金の積極的な活用を図り、小規模事業者の販路開拓

の取り組みをサポートしていく。 
 また、地域資源を活用した特色ある商品・製品の生産・加工、販売を行う小規模事

業者のダイレクトマーケティング（産直、食品通信販売、ネットショップ）の分野で

の支援を行う。 

 

（事業計画） 

(1)農業（６次産業化認定者及び希望者）については、展示会、商談会において自らの

生鮮品及び加工品の販路開拓及び商品認知度向上を図る。食品製造業については、

展示会、商談会への参加を通じて、地域資源を活用した商品の認知度向上はもとよ

り、新規販路開拓を図る。 

 
(2)県内外で開催される 6次産業化、食品業に関連した展示会に向けて、岡山県、岡山

県産業振興財団、日本政策金融公庫、岡山県商工会連合会、地域金融機関等と連携

して小規模事業者の出展支援を行い、高付加価値商品であることを関係者に PR す

るなど販路開拓と認知度向上を図る。 

 
(3)岡山県、岡山県商工会連合会、日本貿易振興機構等が主催する海外展開に向けたセ

ミナーや展示・商談会等について、小規模事業者に対して参加・出展支援を行い、

販路開拓と認知度の向上を図る。 

 
(4)小規模事業者持続化補助金の積極的な活用を推進し、小規模事業者の販路開拓の取

り組みを支援する。 

 
(5)ダイレクトマーケティング（産直、食品通信販売、ネットショップ）の分野で実績

のある講師を迎えてセミナーを開催し、そのノウハウや手法を伝え、小規模事業者

の HP 作成支援、通販直販支援を行うことで販路の拡大を図る。 

 
（目標） 

項目 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

販路拡大セミナーの開催 未実施 １ １ １ １ １ 

展示会出展支援者数 １８ １８ ２０ ２２ ２２ ２２ 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 １．地域経済活性化事業 

 「新見市総合振興計画」や「新見市創生計画」では、地域経済の活性化に資する取

り組みとして、地域資源を活用した観光振興や特産品開発により、交流人口の増加と

地域の活性化を図るとしており、交流の活性化による観光振興・Ａ級食材のブランド

化・地域資源の活用による産業振興を掲げている。また、このほど内閣府の構造改革

特別区域に認定された「新見Ａ級グルメワイン特区」も追い風に、新見市、新見商工

会議所、新見市観光協会、阿新農業協同組合、新見漁業協同組合等と連携して、地域

資源を活用した商品・サービスを提供する事業者の参画支援、６次産業化の推進等に

より、地域経済の活性化を図る。 

 また、新見市、新見市社会福祉協議会、市内住民代表者との「新見市コミュニティ

サービス推進協議会」を開催し、地域住民の生活を支援するコミュニティビジネスを

通じて暮らしやすい環境づくりへの取り組みについて検討し、小規模事業者が参加す

る「コミュニティサービスにいみ」の事業活動に反映させ、地域経済の活性化を図る。

 

  

 （事業内容） 

(1)新見市、新見商工会議所、新見市観光協会、阿新農業協同組合、新見漁業協同組合

で連携し、新見の代表的な農畜水産物である「千屋牛」「ピオーネ」「キャビア」「ワ

イン」をはじめとした、すぐれた地域資源のＰＲ、消費拡大を目的とした「新見Ａ

級グルメフェアー」における、Ａ級食材のブランド化や認知度向上、地域資源を活

用した商品・サービスを提供する事業者の参画支援を行い、地域資源活用による地

域経済の活性化を図る。 

  

(2)平成１８年度に新見商工会議所、新見市観光協会と連携した立ち上げた地域ブラン

ド「にいみ推奨特産品」事業を活用し、地域資源を活かした特産品開発支援や販路

開拓支援を行い、商品及び参画事業者の認知度向上や売上向上を図る。 

 

(3)商工会の役員により構成される「商工会まちづくり委員会」では、これまで地域内

の消費活性化を目的に「地域内共通商品券発行事業」の実施や、地域振興事業のあ

り方検討によって「イベント事業等の見直し」などに取り組み、効果的な振興事業

の提案・実施を行ってきた。特に商品券事業では、新見市・新見商工会議所と連携

してこれまで５回の「プレミアム付き商品券発行事業」を実施し、地域内での消費

喚起と事業者の売上向上への貢献を図った。引き続き「商工会まちづくり委員会」

では、「プレミアム付き商品券発行事業」をはじめとした産業振興策や、交流人口

の拡大を図るイベント等の開催による地域経済活性化策を検討し、新見市との行政

懇談会等を開催して要望・具申活動を行い、市政への反映を目指す。 

 

(4)集客による地域活性化を目的としたイベントを、行政、商工会、商工業者、住民等

が参加して組織する実行委員会で開催する。 
 
(5)新見市産業部（部長、担当課職員）・新見商工会議所（専務理事、全職員）・商工会
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（事務局長、全職員）による情報交換会議を定期的に開催し、地域経済の課題や産

業支援策、観光振興策等について情報交換や情報共有を行い、各団体の取り組みに

反映させる。 
 
(6)新見市、新見市社会福祉協議会、市内住民代表、阿哲商工会で構成する「新見市コ

ミュニティサービス推進協議会」を開催し、地域住民の生活を支援するコミュニテ

ィサービス事業の推進について協議し、「コミュニティサービスにいみ」の事業活

動を支援する。 

 ※「コミュニティサービスにいみ」は、地域内の商工業者から参画者を募り平成

24 年度に設立された事業体で、現在参加企業２４社で構成。地域住民の買い物

不便と生活の苦労を解消する「困りごと支援」を行っています。宅配・買い物

代行、見守り・安否確認、庭木の剪定や草苅といった軽作業、修理・修繕、農

作業代行等の困りごとを支援するサービスを有償で提供しています。 
 
 
（目標） 

項目 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

Ａ級グルメフェア

ー出店者数 
９ １０ １１ １２ １２ １２ 

まちづくり委員会

開催回数 
２ ３ ３ ３ ３ ３ 

イベント開催回数 ４ ４ ４ ４ ４ ４ 

情報交換会議の開催 開催なし ２ ３ ３ ３ ３ 

コミュニティサービ

スにいみ参加企業数 
２４ ２６ ２８ ３０ ３５ ４０ 

 

 

 

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の実施する「経営指導ベストプラクティス」等において、支援

ノウハウ、支援の現状、地域の経済動向について情報交換をするとともに、「支援ス

キルアップ研究会」に参加し、新しい支援テーマに幅広く対応できるよう支援力向上

を図る。 

 中小企業基盤整備機構の実施する、新見商工会議所、高梁商工会議所、備北商工会、

阿哲商工会、備北信用金庫が集まる「支援機関合同講習会」において、支援ノウハウ、

支援の現状、各機関の施策等について情報交換をする。 

 そして、これらの講習会や情報交換会への参加を通じて得た支援ノウハウや新商

品・新サービスの開発や販路開拓についての各種情報について、参加した経営指導員

等が講師役となって、他の経営指導員、補助員・記帳専任職員等を交えて月１回開催

する「経営支援会議」において情報共有や資質向上を図る。 
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 ２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 １．のノウハウ吸収による支援能力向上はもとより、次の方法により職員の指導能

力を底上げし、経営発達支援事業の円滑な実施を図る。 

 

(1)全国商工会連合会・日本商工会議所が主催する研修の参加に加え、中小企業基盤整

備機構が主催する「新見・高梁地域支援機関合同講習会」や中小企業大学校の主催

する研修に経営指導員が参加することで、売上げや利益を確保することを重視した

支援能力の向上を図る。 

 

(2)職員それぞれにおいて、各自の支援能力（得意分野）の棚卸しを行って組織内で共

有し、職員相互に補完できる体制にする。連携機関や外部・民間の実施する研修会

等への参加や、各種資格取得について支援し職員の資質向上をサポートする。この

ことによって専門的な相談にも対応できるように得意分野をさらに強めると共に、

不得意分野であっても当地域の小規模事業者が抱える課題解決に必要なスキルの

習得を図る。 

 

(3)ミラサポによる専門家派遣や各種専門家派遣制度による中小企業診断士等の専門

家派遣に同行・連携した支援を通じて、専門家のヒアリング方法や経営分析のプロ

セス、課題抽出と解決提案等を肌で感じ、現場での支援方法を吸収することにより

支援能力の向上を図る。 

 

(4)小規模事業者の支援にあたる職員が参加する、「経営支援会議」を月１回開催し、

①～⑥に挙げる取組を通じて、経営指導員等が習得した支援ノウハウや小規模事業

者の経営状況の分析等について職員間で共有を図る。 

①セミナー等に参加した職員が講師役となり、勉強会を行う。 

②実際の経営相談事例について、担当した指導員が発表を行い職場内で共有を図

る。 

③職員相互にロールプレイを行い、相手の気持ちを洞察したり、望ましい行動、

基本動作などを体験的に習得する。 

④支援先企業の経営分析結果や支援方針や支援状況、課題の共有と担当指導員へ

のアドバイスを行い相互の支援能力の向上を図る。他の経営指導員等から多角

的にアドバイスをもらい、より効果的な支援につなげる。 

⑤経営相談時の情報だけでなく、職員が普段の事業者との関わりの中から得た情

報を報告し合い、小規模事業者の経営状況の実態把握を深める。 

⑥現在の本部＋３支所体制を、平成２８年４月から統合して職員を１箇所に集め

た事務局体制をとる。このことにより、日常的に情報共有が可能となるととも

に、ベテラン経営指導員と若手経営指導員等でチームを組み小規模事業者の支

援を通じて、指導・助言内容、情報収集方法を学べるようにする。 

 

(5)若手職員や人事異動により異動してきた職員には、必要に応じて支援先企業に先輩

指導員と同行させ、支援現場での支援方法について学ぶ場を作る。 
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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 

 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。 

①中小企業診断士、県連合会の専門経営指導員等の有識者により、事業の実施状

況、成果の評価・見直し案の提示を行う。 

②商工会総務企画委員会において、評価・見直しの方針を決定する。 

③事業の成果・評価・見直しの結果については、総会へ報告し、承認を受ける。 

④事業の成果・評価・見直しの結果を阿哲商工会のホームページ

（http://www.atetsu.net/）で計画期間中公表する。 
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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８月現在）

（１）組織体制 

 阿哲商工会 

  正副会長・理事・監事（２１名） 

  事務局長（１名） 

   （本  部） ・支援課･･･経営指導員（４名）、補助員（１名） 

   （大佐支所） 記帳専任職員（１名） 

   （哲多支所） 記帳専任職員（１名） 

   （哲西支所） 補助員（１名） 

    ※経営指導員は、各地区兼務体制   

 

 

（２）経営発達支援事業の遂行体制 

  統括責任者（1名：支援課長が担当） 

  ①地域経済動向調査（担当２名） 

  ②経営分析・需要動向調査（担当４名） 

  ③事業計画の策定・実施支援（担当４名） 

  ④創業・第二創業（経営革新）支援（担当２名） 

  ⑤小規模事業者販路開拓支援（担当２名） 

   ※上記遂行にあたっては職員８名が兼務しながら遂行する。 

 

 

（３）連絡先 

  阿哲商工会  http://www.atetsu.net/ 

       （本  部）岡山県新見市神郷下神代 4898 番地９ TEL 0867-92-6103 

       （大佐支所）岡山県新見市大佐小阪部 1406-2   TEL 0867-98-3252 

       （哲多支所）岡山県新見市哲多町本郷 246-4  TEL 0867-96-2154 

       （哲西支所）岡山県新見市哲西町矢田 3637-1  TEL 0867-94-2069 

 

 

 

 



- 14 - 
 

（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） 

 ２７年度 

(27年4月以

降) 

２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 

必要な資金の額 60,900 61,700 61,800 61,900 62,000

 

小規模企業対策

事業費 

セミナー開催

事業費 

 

60,700 

200 

60,800

900

60,900

900

61,000 

900 

61,100

900

 

調達方法 

 

会費、国補助金、県補助金、新見市補助金、事業受託費、手数料 
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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．地域の経済動向調査 

 行政機関の協力を得て、各種統計調査を分析して、産業構造の変化や商圏人口の

推移、消費者の動きを掴み、わかりやすく加工して提供することで、より実効性の

ある提案を行う。 

 

２．経営状況の分析に関すること 

 経営指導員の巡回・窓口相談、記帳指導、各種セミナーの開催を通じて得た財務

情報を岡山県商工会連合会の各種情報システムを活用して分析を行い、地区内小規

模事業者に提供する。 

 

３．事業計画策定支援に関すること 

 実行計画の策定・実行にあたって高度・専門的な支援が必要な場合は、岡山県商

工会連合会、岡山県産業振興財団、中小企業基盤整備機構、岡山県よろず支援拠点

のコーディネータ等と連携して迅速に対応する。 

 また、セミナーの開催や、岡山県よろず支援拠点との連携などにより、創業希望

者の掘り起こしやニーズを掴み、岡山県商工会連合会が開催する創業スクール（第

２創業）・事業承継塾へ相談者と共に参加する。また、新見市や新見商工会議所と連

携して創業塾を開催するなど幅の広い支援体制を構築する。 

 ６次産業化に取り組もうとする農業者・事業者に対して、岡山県（備中県民局・

農林水産総合センター）、新見市、岡山県商工会連合会と連携して相談・事業計画策

定の支援を行う。 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

 実行支援にあたっては、国・岡山県・新見市の中小・小規模事業者向け補助制度

等の積極的な活用と共に必要に応じて地域金融機関と連携して目標達成を図る。 

 

５．需要動向調査に関すること 

 ６次産業化に関連した商品・サービスの需要動向について、岡山県（備中県民局・

農林水産総合センター）、新見市、岡山県商工会連合会と連携して市場調査や情報の

収集・分析・提供を行う。 

 

６．新たな需要開拓に寄与する事業に関すること 

 岡山県（備中県民局）、岡山県産業振興財団、岡山県商工会連合会、地域金融機関

が開催する展示会・商談会への出展支援や、各種セミナー等へ参加することで、販

路拡大の機会を定期的に提供する。 
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連携者及びその役割 

 

・岡山県 

  知事 伊原木 隆太 

  〒700-8570 岡山市北区内山下２丁目４番６号 TEL086-224-2111 

  (役割) 

  ・各種調査データの提供 

  ・施策情報の提供 

  ・小規模事業者販路開拓支援機会の提供 

 

・新見市 

  市長 石垣 正夫 

  〒718-8501 岡山県新見市新見 310-3 TEL0867-72-6204 

  (役割) 

  ・各種調査データの提供 

  ・施策情報の提供、PR 周知 

  ・小規模事業者販路開拓支援機会の提供 

 

・岡山県商工会連合会 

  会長 吉澤 威人 

  〒700-0817 岡山県岡山市弓之町 4-19-401 TEL086-224-4341 

 （役割） 

 ・高度専門的な経営支援についての相談対応 ・専門家情報の提供 

 ・経営革新塾（成長志向型、海外展開）、創業塾などの研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ提供 

 ・経営支援スキルアップ研究会等、支援能力向上のための研修機会の提供 

 ・展示商談会など小規模事業者販路開拓支援機会の提供 

・情報システムの提供 

 ・６次産業化支援についての相談対応・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 

  〒701-1221 岡山県岡山市北区芳賀５３０１ TEL086-286-9626 

 （役割） 

 ・展示商談会など小規模事業者販路開拓支援機会の提供 

 ・小規模事業者の取り扱う商品・役務の需要動向情報の提供 

 

・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 TEL086-286-9667 

 （役割） 

 ・高度専門的な経営支援についての相談対応 ・専門家情報の提供 
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・独立行政法人 中小企業基盤整備機構 

  理事長 高田 坦史 

  （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 

 

・岡山県農林水産総合センター 

  センター長 野村 正人 

  〒709-0801 岡山県赤磐市神田沖１１７４－１ TEL086-955-0271 

 （役割）   

 ・施策情報の提供 ・支援案件の紹介 

 ・６次産業化支援についての相談対応・専門家情報の提供 

 

・中国銀行新見支店 

  支店長 井上 吉弘 

  〒718-0003 岡山県新見市高尾３６４－ １ TEL0867-72-0688 

  (役割) 

 ・金融支援と財務データの提供 

 ・展示商談会など小規模事業者販路開拓支援機会の提供 

 

・トマト銀行新見支店 

  支店長 八木 大治 

  〒718-0003 岡山県新見市高尾３６２－ １ 朝日生命ビル TEL0867-72-1122 

  (役割) 

 ・金融支援と財務データの提供 

 ・展示商談会など小規模事業者販路開拓支援機会の提供 

 

・備北信用金庫 

  理事長 柴倉 清 

  〒716-0037 岡山県高梁市正宗町 1964 番地の 1 TEL0866-22-2191 

  (役割) 

 ・金融支援と財務データの提供 

 ・展示商談会など小規模事業者販路開拓支援機会の提供 
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連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商工会 岡山県商工会連合会 

小規模事業者支援システムによる

分析データの提供 

巡回・窓口相談、記帳指導、講習会情報

金融斡旋等の情報入力 

【経営分析・需要動向調査】 

【事業計画の策定・実施支援】 

商工会 岡山県商工会連合会 

（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

策
定 

実
施
支
援 

高度専門的な相談

専門家派遣要請 

専門家派遣

相談対応 

チームとして参加

【創業・第二創業支援】 

商工会 岡山県商工会連合会等 

経営革新塾・創業塾
創業予定者等

希望者と共に参加

フォローアップ

支援

行政 

提供・確認 

協働 

【地域の経済動向調査】 

商工会 行政 

各種調査データの提供・確認 

協働 

（独）中小企業基盤整備機構

地域金融機関 

金融支援等

開催
岡山県よろず

支援拠点 

行政 

提供・確認 

協働 

情報提供・相談者紹介 

協働 

（支援機関の実施する塾等に参加）
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商工会 

岡山県商工会連合会 

（財）岡山県産業振興財団 
小規模事業者 

展示会 

商談会 

セミナー等 

販路開拓支援機会

の提供 

フォローアップ

支援

共に参加

【小規模事業者販路開拓支援】 

商工会 岡山県商工会連合会 

専門的な相談対応、専門家の派遣、 

情報の提供 

６次産業化に関する専門的な相談 

専門家の派遣要請 

岡山県農林水産総合センター

商工会・新見商工会議所 

創業塾 

開催新見市 

開催支援・PR周知

協働 

行政 

提供・確認 

協働 

地域金融機関 

（創業塾の開催） 

（６次産業化支援） 

農林漁業者

支援

岡山県（備中県民局） 



 

 


