
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
「備前東商工会（法人番号 ４２６０００５００８０５９ ）」 

実施期間 平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日 

目標 

地域内の主要産業を中心に支援を展開し、小規模事業者が自己の経営資源

を最大限活用でき、持続的な発展ができるように関係機関と連携をとりなが

ら積極的に支援に取組んでいく。 

（重点的に支援策を講じるもの） 

①地域を代表する食文化の「カキオコ」を核とした飲食・宿泊業の成長促進

を図る。 

②地場産業である耐火煉瓦製造関連事業の事業承継による技能の継承支援促

進 

③観光関連産業の育成による小売業の成長促進 

④地域コミュニティ維持・活性化への取組みを強化し、資金循環機能の促進

⑤地域内創業等の促進 

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 

地域内の景況調査を業種毎に実施し、調査結果をホームページ等で公

開する。地域経済の動向を小規模事業者が把握することで、各社の計画

立案に活用する。 

２．経営状況の分析に関すること 

巡回訪問や窓口相談等を通じて、事業者が抱える問題・課題を的確に

把握し、経営状況の分析を行い、今後の事業展開に活用する。専門的な

課題に対しては関係機関と連携し、解決策を講じる。 

３．事業計画策定支援に関すること 

事業者への経営計画策定に対する意欲向上を図りながら、上記１．２．

の結果を踏まえ、事業者の経営課題解決に向け伴走型支援を実施するこ

とにより、小規模事業者の持続的発展を支援する。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

事業計画策定後の実行管理をＰＤＣＡサイクルを回しながら実施する

ことにより、検証機能を整備し、実現に向けての支援を行う。 

５．需要動向調査に関すること 

小規模事業者の取り扱う商品やサービスなどの需要動向についての情

報を収集・分析し、小規模事業者の新商品開発、新たなサービスや販路

開拓に活用する。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

全国的に知名度が向上している「カキオコ」をベースにし、観光資源

を用いた消費拡大支援策を講じ、関連事業者の活性化を図る。 

ビジネスマッチング出展への総合的な支援に取り組み、製造業を中心

とした事業所の活性化を図る。 
 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組み 

 地域経済効果のあり方を検討し、本来、商工会が担うべき地域経済に波及

効果をもたらす事業を重点的に連携・実施することで、地域経済の発展・活

性化を図る。 

連絡先 

備前東商工会 支援課  岡山県備前市日生町寒河 2570-31 

＜TEL＞0869-72-2151  ＜FAX＞0869-72-2153 

＜H.P＞ http://www.okasci.or.jp/bizenhigashi/  
＜E-mail＞bizenhigashi@okasci.or.jp 
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備前東商工会の概要

（平成２７年４月１日現在）

□管内人口：14,743 
□商工業者数：771 
□小規模事業者数：711
□会員数：516 
□組織率：67％ 

（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 
備前東商工会は平成１８年の広域合併により誕生した商工会

で、兵庫県境に接しており、岡山県の東の玄関口の備前市に位置

している。 

 穏やかな瀬戸内海国立公園を望む地域や、日本のふるさとのイ

メージが広がる「八塔寺ふるさと村」などを有した地域もあり、

海あり山ありの地域である。 

 岡山県は牡蠣の生産量が全国第２位となっており、そのうち５

０％以上は当商工会管内で収穫されている。 

近年では、当商工会が中心となり地域資源である牡蠣を活かし

たご当地グルメの「カキオコ」（牡蠣入りお好み焼き）を開発し、食を通じたまちづくりを積極

的に推進した結果、全国のグルメ大会で上位入賞を果たすなどして、全国的にも当商工会地域の

知名度は上昇してきている。 

 岡山経済研究所の調査によると「カキオコ」が備前市に及ぼす経済効果は約５.６億円との調

査結果が出ている。 

 産業面では、製造業及び飲食・宿泊業の比率が岡山県下の割合に比べると高く、建設業及びサ

ービス業の割合が低くなっている。これは、地場産業である耐火煉瓦製造関連と新鮮な魚介類を

求めて訪れる観光客をターゲットにした業種の成長が背景にあると考えられる。 

 
【商工業者数における業種割合】（平成２６年４月１日現在） 

業種別商工業者数 
岡山県下 

（社） 

割 合 

（％） 

備前東商工会管内 

（社） 

割 合 

（％） 

建設業 4,276 20.6 91 11.7

製造業 3,077 14.8 161 20.6

卸売業 673 3.2 16 2.1

小売業 4,861 23.4 166 21.3

飲食・宿泊 1,577 7.6 84 10.8

サービス業 4,459 21.4 121 15.5

その他 1,867 9.0 141 18.0

合計 20,790 100.0 780 100.0

 

【納税状況】（平成２６年度決算 備前東商工会取扱い分） 

業  種 
売 上 額 

（千円） 

所得税納税額 

（千円） 

黒字企業 

（社） 

赤字企業 

（社） 

製造業（39 社） 515,912 7,552 34 5

小売業（67 社） 855,432 829 41 26

サービス業（42 社） 270,580 3,277 37 5

合計（148 社） 1,641,924 11,658 112 36

納税状況においては小売業の納税額が極端に低く、赤字企業も多いことから管内における小売

業の厳しさを如実に表している。これは、近隣への大型量販店の進出等が主な要因であり、小規
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模小売業の経営の悪化は深刻な課題である。 

 また、平成２５年度備前東商工会で行った、事業承継アンケート（無作為抽出した会員企業４

００社を対象。回答は１３５社、回答率３３.８％）によると「自分の代で廃業したい」と答え

た事業所は４２％あり、商工業者数の減少が危惧される。事業承継の準備状況をみると、「あま

り準備していない」、「全く準備していない」を合わせると半数以上の５４％あり、事業承継への

取組みが喫緊の課題と言える。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
全国的に言われている、少子・高齢化問題は備前市においても当然の課題であり、過去５年間

で人口は約５％減少している。３０年後は今の６０％程度に減少すると推測されていて、高齢化

率も３５.６％と高く、全国平均の２６％を大きく上回っており、大きな課題となっている。地

域経済の活性化を担う当商工会は、経済縮小対策等地域の基盤づくりに取り組む必要がある。 

  

２．経営発達支援事業の方針及び目標 
（１）当会の使命と役割 

   地域の総合経済団体である当会は、最も身近な支援機関として、厳しい経営環境の中に

ある小規模事業者に対し、課題解決活動を通じて小規模事業者の経営力向上を図るため、

販路開拓や小規模企業のビジネスプランに基づく経営の推進、需要開拓に向けた支援をは

じめとした様々な小規模事業者の振興策の実施により事業の持続的発展を促進する。 

 

（２）中長期的な振興のあり方 

第 2次備前市総合計画（平成２５年～３４年度）では、「新しい視点」と「備前らしさ」

を基本理念とし、10 年後の将来像を、「安定的な経済活動が送れ、地域が活性化するとと

もに新たな雇用が生まれています」と定めている。 

本会においても、上記の課題を踏まえ、市のあり方と方向性を一つにし、下記の課題解

決策実行による目標達成を通じて地域経済の活性化を図る。 

 
（３）課題解決策 

①既存産業の課題解決策 

・地域を代表する食文化に成長した「カキオコ」を核とした飲食・宿泊業の成長促進 

 ・地場産業である耐火煉瓦製造関連事業の事業承継による技能の継承支援 

 ・観光関連産業の育成による小売業の成長促進 

②地域全体の底上げ策 

 ・地域コミュニティ維持・活性化への取組みを強化し、資金循環地域を構築 

 ・地域内創業等の促進 

 ・円滑な事業承継の推進 

将来も含めて誰

かに事業を承継

させたい
35%

将来的に事業売

却を検討してい

る
1%

現段階では

まったく決

まっていない
22%

自分の代で廃

業・清算するつも

りである
42%

今後の事業運営方針n=131

十分準備している
9%

ある程度準備してい

る
28%

あまり準備していな

い
35%

全く準備していない
19%

現時点で準備をする

必要性を感じない
9%

事業承継の準備状況n=43平成 25年度 平成 25年度 
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（４）事業実施における目標 

上述の事業方針に基づいた支援を実施し、地域を代表する食文化の「カキオコ」中心とした新

たな需要の創出と製造業の事業承継による技能伝承支援等によって、地域経済の発展を担ってき

た観光業や製造業の更なる成長発展を促すことで、地域全体の中長期的な発展及び小規模事業者

の持続的発展を目標とする。 

具体的には次の通りとする。  
【目標】 

 ①カキオコの経済効果を現状の５.６億から５年間で１０％引き上げを目指し、地域内の消費

拡大と飲食・宿泊や小売業の成長促進を図る。 

 ②製造業を中心とした経営革新承認企業を５年間で３０社目指し、高付加価値な製品開発がで

きる経営力ある企業を輩出する。 

 ③小売業の納税額を５年間で現状の３倍にすることを目指し、事業者の収益力向上を図る。 

（平成２６年度８２９千円⇒平成３２年度２，５００千円） 

 ④地域コミュニティ維持活動で行っている、朝市の年間売上の３０％アップを目指し、地域内

での資金循環システムを構築する。 

 ⑤創業者を５年間で１０名輩出を目指し、沈滞傾向にある地域経済の新陳代謝を図る。 

 ⑥事業承継を５年間で１５社輩出することを目指し、既存事業の維持・発展を支援することで

地域全体の景気の底上げを図る。 

経営発達支援事業の内容及び実施期間 

（１）経営発達支援事業の実施期間（平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 
 

（現状と課題） 

 地域の経済動向を把握することは、経営発達支援事業を推進するうえで、非常に重要である。

個々の事業者の情報把握は日々の巡回等を通じて行っている。しかし、収集した情報が小規模事

業者の計画策定やフォローアップ支援に活用されていないのが現状である。 

  

（既存事業と改善点） 

（１）管内１０事業者において毎月の景気動向調査を行っている。巡回時のヒアリング情報等も

職員間で共有化し、当商工会の事業計画の立案や行政への要望等に活用する。 

（２）地区運営委員会（ブロック別委員会）を年１回開催しているが、地域イベントの議題の他

に地域経済動向の議題を盛り込み、四半期に１回開催し地域経済動向を把握し、事業計画

の立案等に活用する。 

（３）観光客等の調査は行っていないのが現状であるが、宿泊・飲食等の観光関連業種が多いこ

ともあり、観光面の経済動向調査を行い、観光施策に活用することが必要。   

 

（新規事業） 

（１）行政に協力を求め、地域の経済動向調査（経済センサス等）のデータから当商工会地域内
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の情報を収集し、売上動向・人口動態・事業所数・雇用者数・賃金推移などの調査結果を

分析する。分析結果は計画策定及びフォローアップ支援に活用する。 

（２）景気動向調査の情報収集に当たっては、調査事業所数を増やし、より多くの小規模事業者

から情報収集を行うように改善する。また、必ず重点支援産業と位置づけた小規模事業者

の情報収集を行う。 

（３）岡山県商工会連合会の小規模事業者支援システムを活用し、商工会取扱い事業所の決算デ

ータをデータベース化したものを業種別に商工会ホームページ上で公開する。そのこと

で、地域内における自社の現状（売上動向・顧客及び取引先の変動）を把握することがで

き、個々の計画立案に寄与することができる。 

（４）岡山労働局と連携して、約１８０社を対象に雇用環境調査を年１回行い、小規模事業者の

採用活動、人材確保活動に活かす。 

調査項目：労働時間・休日、休暇制度・福利厚生制度・退職金・高齢者雇用・若年者雇用・

メンタルヘルスへの取組み等 

（５）備前観光協会及び飲食業・宿泊業と連携をとりながら、観光客数や売上調査等を実施し、

観光施策（観光ツアーの設定及び拡充）に活用する。 

 

（目標） 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

景気動向調査実施対象事業所数 10 社 10 社 50 社 50 社 50 社 50 社

業種別データの公表回数 0 回 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回

雇用環境調査 0 回 0 回 1 回 1 回 1 回 1 回

観光調査 0 回 0 回 2 回 2 回 2 回 2 回

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 
 

（現状と課題） 

 小規模事業者においては、個々の財務内容や自社の長所等を把握している事業所は極めて少

ないと言える。事業主の感覚だけで黒字・赤字を把握しているケースが多く、今後の持続的発

展を考えると不安が残るのが現状である。まずは、個々の強み弱みを認識しながら、さらに伸

ばしていくことが重要である。 

 

（既存事業と改善点） 

 金融斡旋や各種補助金申請に関わる企業については、財務分析等を行いながら、個々の指導

を行っている。厳しい案件については、ミラサポの専門家派遣等を利用するなどで対応してい

る。しかしながら、今後はこちらからの積極的な対応により、企業の長所をさらに伸ばしてい

くことが重要である。 

 

（新規事業） 

（１）セミナー受講者や巡回訪問、窓口相談の中から収集した経営情報（強み・保有技術及び設

備等）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蓄積し、職員

間で共有する。蓄積したデータの中から特に財務分析等の深掘りが必要とされる小規模事

業者を抽出し、ミラサポ・よろず支援拠点と連携して、専門家の支援を受けながら経営分

析（財務面・販売面・労務面・顧客動向など）を行う。 

（２）岡山県商工会連合会の小規模支援会計ｍｏｍｏ利用事業者に対して、同システムの「経営
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分析システム」を活用し、事業所ごとの財務分析、経営分析、キャッシュフローを作成及

び損益分岐点を導き事業所へ提示。 

（３）経営分析により抽出した課題に沿って経営上の悩みや問題点をセミナーや各種相談業務を

通じて解消する。中でも構成業種割合の高い飲食・宿泊業については地域経済の重要な役

割を担っており、顧客満足度の向上を図るための「接客セミナー」を開催する。 

 

 

（目標） 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

経営分析件数 3 社 6 社 9 社 12 社 12 社 12 社

経営分析システムによる財務分析 20 社 70 社 70 社 70 社 70 社 70 社

課題解決セミナー開催回数 0 回 0 回 2 回 3 回 3 回 3 回

 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 
（現状と課題） 

 現状では、新規創業・経営革新及び各種補助金申請等で平成２６年度は９社の事業計画を策定

している。しかしながら、補助金獲得を目的とした計画書に限れば、短期計画となってしまって

いる。これでは、持続的発展に向けた計画ではないため、もう少し中・長期的な視点に立った計

画策定が必要である。そのためには、事業者に対して計画策定の必要性を周知するとともに、ヒ

アリングを通じながら、各企業の長期ビジョンを明確にした事業計画策定の必要がある。 

 また、これまで 1相談に対して個々の職員が対応していたが、今後は支援の迅速化及び有効性

を高めるため、複数の職員によるチーム対応が必要である。 

 

（既存事業と改善点） 

 各種補助金申請や経営革新に意欲的な企業の策定と経営状況の深刻な企業のための経営計画

の策定が中心となっている。しかしながら、フォローアップが不足しているため、担当職員が更

なる伴走型の支援を行いながら、事業者の持続的発展を促す。 

 

（新規事業）   

（１）事業者が経営課題を解決するため、上記１.の地域の経済動向調査、上記２.の経営状況の

分析結果を巡回及び窓口支援に活用することで、事業（経営）計画の策定を目指す事業者

の掘り起しを実施する。 

また、事業者の課題及び今後の方向性に合致した提案（指導・助言）を伴走により実施す

ることで、実効性及び実現可能性が高い計画策定を支援する。 

※小規模事業者支援システム 

   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・金融情報・計画策定及

び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。

※小規模支援会計 momo 及び経営分析システム 

   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、

事業者の経営動向を迅速に把握することが可能で、小規模事業者の支援に有効なデー

タ作成が可能な県連合会が独自開発した記帳機械化システム。 
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（２）ワンストップサービスで顧客満足度を高めるため複数の職員でチームを編成し支援する。

（３）必要に応じて、岡山県商工会連合会広域サポートセンターやミラサポによる専門家派遣を

活用することで、専門的課題の解決を図り、策定支援の有効性を高める。 

（４）計画策定支援を行うにあたり、上記１.の地域の経済動向調査、上記２.の経営状況分析デ

ータを経営指導員に配布されたタブレット端末を用いて策定支援の現場で活用し、支援効

果を高める。 

（５）計画策定支援を行うにあたり、資金需要がある場合には日本政策金融公庫の小規模事業者

経営発達支援融資制度の積極的な活用を図る。 

 

・創業、第二創業（経営革新）、事業承継支援 

 
（現状と課題） 

 管内の平成２２年度の商工業者数は８０８事業所で平成２６年度は７８０事業所となってお

り、２８事業所の減少となっている。 

一方、備前東商工会の法定会員数を見ると平成２２年度は５９０事業所、平成２６年度は５３

３事業所となっており、５７事業所の減少となっている。会員数の減少は商工業者の減少の２倍

となっており、脱退理由においても高齢による廃業が８０％以上を占めており、会員の高齢化が

顕著に表れている。 

 また、平成２６年分の決算指導対象の１４８事業所をみると、前年比増収・増益は４６社。減

収または減益となっている事業者は１０２社であり、全体の約７０％を占めている。 

 上述のことから考えると、地域商工業の「行き詰まり感」が顕著になってきており、地域経済

全体の底上げのためにも、若年層を中心とした創業促進による地域内事業所数の維持・増加や、

第二創業の促進で企業の新たな収益創出及び雇用の確保を図ることは備前市全体においても当

会地域においても重要な支援施策であると考えている。 

 事業承継については、前述のとおり準備を全く行っていない事業者が半数以上を占め、廃業も

視野に入れている実態が窺える。特に、製造業では、維持・伝承されるべき雇用や技術・知識が

途絶えてしまう重大な危機に直面しているため、事業承継に対する支援策を講じる必要がある。

 

（既存事業と改善点） 

 創業支援においては、どこに需要があるかが把握しづらく「待ち」の姿勢になってしまってい

る感が否めない。平成２６年度は３件の創業支援を行い、そのうち１件が実際に創業した。 

 今後は、備前市や地元金融機関との密接な連携をはかりながら、さらなる創業者の掘り起しを

図る支援策が必要と思われる。 

 第二創業においては、現在まで７社の経営革新承認企業を輩出しており、平成２７年度も３社

の経営革新承認企業の輩出を目指している。 

円滑な事業承継及び事業継続を実現するためには早期の取組が必要であり、そのための第一歩

を踏み出すきっかけ作りの支援が重要である。 

 

（新規事業） 

（１）備前市の創業支援事業計画と連携して、年１回（５回コース）の創業塾を開催して創業者

の掘り起しを強化する。  

（創業塾内容：経営・財務・人材・販路開拓・まとめ等） 

（２）備前市と共催の創業塾を受講し、市から特定創業支援事業による支援を適切に受けたこと

の証明を受けた人に対して、備前市創業奨励金（支給額：１０万円）の受給対象となるこ

とで、創業意欲を喚起する。 
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（３）創業希望者に対しては、ワンストップサービスを徹底し、経営・財務・労務等のすべての

課題に対応できるよう、複数の職員によるチーム編成で課題解決にあたり顧客満足度を高

める。 

（４）第二創業においては、備前市及び地元金融機関等と連携しながら、隔年１回（４回コース）

の第二創業塾を開催して意欲ある事業者の掘り起しに取り組み、ミラサポの専門家派遣制

度等を活用しながら、経営革新承認企業を輩出する。特に製造業では製造現場における業

務改善を進めるため、経営革新の推進を強化する。 

   （経営革新塾内容：事業構造分析・マーケティング戦略・財務戦略等） 

（５）事業承継については、岡山県商工会連合会等が開催するセミナーや個別相談会への積極的

な参加を促し、必要に応じて中小企業基盤整備機構と連携し、支援策を講じる。 

 

（目標） 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

事業計画策定支援事業者数 3 社 10 社 10 社 15 社 15 社 15 社

創業塾の開催回数 0 回 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回

創業支援者数 1 社 3 社 3 社 3 社 3 社 3 社

第二創業塾開催回数 0 回 1 回 1 回 0 回 1 回 0 回

第二創業支援 3 社 6 社 6 社 8 社 8 社 8 社

事業承継支援者数 1 社 3 社 3 社 4 社 4 社 4 社

 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 
（現状と課題） 

 補助金申請等のための経営計画策定事業者に対するフォローアップが中心で、その他の事業計

画策定者や、経営革新・創業・事業承継のような中長期にわたる計画を策定している事業者への

フォローアップ支援が不足しがちである。今後は、事業計画の種類を問わず、その計画の実現可

能性を高めるため、中長期の視点に立った定期的なフォローアップ支援が必要である。 

 

（既存事業と改善点） 

 定期的な巡回訪問や窓口支援を実施し、立案した各種事業計画の進捗状況の把握のみでなく、

計画とのかい離がある場合の解決策や計画内容の改善・変更などが必要な場合は専門家等と連携

し、事業計画の実現に向けて、行動計画のチェックと提案が必要である。 

 

（新規事業） 

（１）事業計画策定後の計画実現に向けて、四半期に１回の定期的な巡回訪問・窓口相談を行い、

事業の進捗状況を確認する。伴走型支援により、事業実施途中に生じた課題等について、

いち早く解決策を講じることで、計画の実現可能性を高める支援を行い、目標売上及び利

益確保の実現を支援する。 

（２）創業者に対しては、巡回指導による個別フォローアップを創業開始後２年間は２ヶ月に１

回実施し、税務、法務、労務など経営全般にわたり積極的に関与することで、事業者の経

営マネジメント力の強化を図り、事業の継続可能性を高める。 

（３）計画実行の中で事業者と支援機関の役割を明確にして、ＰＤＣＡサイクルを回しながら誰

が、いつ、どのようにチェックするかの役割分担を強化する。事業計画策定の実現を阻害

する課題が生じた場合や計画の改善・変更が必要な場合は、各種専門家派遣制度を活用し
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て課題解決にあたる。 

（４）フォローアップ実施時に国、県、市等の各種補助金や施策の情報提供・活用提案を行い、

小規模事業者の事業計画目標達成に貢献できるよう支援を行う。また、設備投資など資金

需要が必要な場合は、小規模事業者経営発達支援融資制度を活用し、金融面での支援も実

施する。 

 
（目標） 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

事業計画フォローアップ先数 3 社 10 社 10 社 15 社 15 社 15 社

創業支援フォローアップ先数 1 社 4 社 6 社 6 社 6 社 6 社

第二創業フォローアップ先数 3 社 6 社 6 社 8 社 8 社 8 社

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 
 

（目的） 

 消費者ニーズや市場動向について情報を収集し、事業者が情報を活用できるよう整理・分析し

てフィードバックすることで事業計画の策定や、新たな需要の開拓に繋がる事業の実効性を高め

ることを目的とする。 

 

（現状と課題） 

 小規模事業者が事業計画を作成する上で、個社のおかれている業種の市場動向や地域内の需要

動向を把握し、自らの経営資源を活かした施策を展開してゆくことが重要である。しかし、小規

模事業者が自ら市場動向・需要動向に関する情報収集を行い、把握することは容易ではない。 

 

（既存事業と改善点） 

 需要動向については、計画策定の際などに必要となった情報を収集して提供するにとどまり、

情報の共有体制や積極的に情報提供ができる体制は整っていなかった。今後は、小規模事業者が

需要を基に事業計画を作成できるように、新商品・新サービスの開発に繋がる情報の収集・分析・

提供を行っていく必要がある。 

 

（新規事業） 

（１） 情報の収集・整理・分析 

・本会が注力する４業種（飲食業、宿泊業、小売業、製造業）に対して、日本経済新聞

社が提供する「日経テレコン」及び「ＰＯＳ情報」や、「ＪＲＳ経営情報サービス」等

を活用して、業種業界動向や売れ筋商品や新商品情報等の消費者動向の最新情報につい

て情報の収集・整理・分析を行う。 

・ＲＥＳＡＳ（観光マップ）及びじゃらん宿泊調査を基に旅行者の行動を調査・整理・分

析する。 

・地域の飲食業、宿泊業、小売業へ来店される顧客及び事業所に対して、アンケート調査

を実施し、小規模事業者が売上向上のためのサービスや商品の検討をする上で必要な項

目を調査・整理・分析する。 
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手 段 分析・提供項目 活用業種 

日経テレコンとＰＯＳ情報 売れ筋商品、商品トレンド 

マーケット情報、購入者属性分析

小売業、製造業

ＪＲＳ経営情報サービス 業界業種情報 飲食業、宿泊業、

小売業、製造業

ＲＥＳＡＳ（観光マップ） 月ごと、時間帯ごとの滞在人口調

査、外国人の宿泊動向 

飲食業、宿泊業、

小売業 

じゃらん宿泊調査結果 旅行費用内訳、旅行形態・目的 飲食業、宿泊業、

小売業 

飲食業、宿泊業、小売業の

店舗に顧客対象のアンケー

ト調査票設置 

年齢層 

来店のきっかけ 

サービス・商品の満足度 

あったら良いと感じるサービス

や商品       等 

飲食業、宿泊業、

小売業 

飲食業、宿泊業、小売業の

事業所調査 

売れ筋商品・サービス 
来店者の年齢層 
平均単価      等 

飲食業、宿泊業、

小売業 

 

（２） 調査・分析結果の活用方法 
整理・分析された情報は、全国連から貸与されたタブレット端末を利用し、小規模事

業者の支援現場での提供を行うとともに、事業計画等の作成や新商品・新サービスの開

発にも活用する。 
観光客についての調査結果等、地域全体に共通する需要動向は、会報誌やホームペー

ジを通じて小規模事業者に提供する。 

整理・分析した情報は、商工会の共有データベースで管理するとともに、職員会議で

需要動向調査を活用した経営支援手法の事例発表を行うことにより、職員間で共有し、

より効率的な活用を図る。 

 

（目標） 

支援内容 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

需要動向情報を活用した事業計

画策定件数 3 回 10 回 10 回 15 回 15 回 15 回

顧客向け需要動向アンケート 0 社 20 社 20 社 20 社 20 社 20 社

事業所向け需要動向アンケート 0 社 20 社 20 社 20 社 20 社 20 社

 

 

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】 

  
（現状と課題） 

 備前東商工会では、過去に全国展開支援事業に取り組み、特産品開発やウォーキングコースの

策定等の観光開発を行ってきた。また、地元の地域資源を利用したご当地グルメのカキ入りお好

み焼き「カキオコ」で全国のグルメ大会に出展し、地域資源である「牡蠣」の日本有数の産地で

あること及び商品開発のストーリーの情報発信を行った結果、全国的に当会地域の認知度が向上
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し、観光客の増加や他事業者及び他商品の需要開拓に一定の成果をあげている。 

 しかし、需要開拓活動が一過性となっているため効果が継続していない。今後は、継続的かつ

新たな取組みにより、当会地域へのさらなる観光客の増加と小売店への波及効果の向上が必須で

ある。 

 

（既存事業と改善点） 

 これまで、全国展開事業等を通じて情報発信を行ってきたが、まだまだ充分とは言えない。今

後は、主要の観光関連産業の情報発信による観光客数の増加や利便性を図ることが必要であると

ともに、製造業においてはさらなる需要開拓が必要である。 

 

（新規事業） 

（１）地域特産の牡蠣を使用した「カキオコ」の知名度を利用し、岡山県備前県民局及び備前観

光協会と連携した「まちぷら」ツアーの拡充をはかり、観光客の集客を図るとともに、観

光関連産業の収益力向上を図る。 

（２）備前観光協会と連携して、観光情報のスマートフォンサイトを作成する。そのことでカキ

オコ店２０店舗を中心とした飲食店約６０店舗や宿泊施設約１０店舗の現地情報を手軽

に入手できるようになり、情報発信手段を持たない小さな飲食店等の顧客獲得手段として

活用する。また、土産品や地元産魚介類を取り扱う小売店の情報も併せて掲載することに

より、観光客の回遊性を高め消費の拡大につなげる。 

（３）地域内飲食店等のショップカードを作成し、主要な交通機関である日生駅や日生漁港に隣

接する観光案内所並びに日生町漁協直売所「五味の市」などの観光客が集まる場所に配置

することで、近隣の店舗情報が容易に入手できる。スマートフォンサイトとの併用でデジ

タルとアナログの両面から販売促進を図る。 

（４）ホームページ等の整備ができていない事業所においては、商工会が提供しているホームペ

ージの作成支援ツール「ＳＨＩＦＴ」を活用して情報発信機能を充実させる。 

（５）地元産の魚介類等を利用した加工食品製造業者を中心として、岡山県商工会連合会が作成

しているバイヤー向けカタログへの掲載を促進することで、商品に対する信頼性を高める

とともに、バイヤーの目に留まる機会を創出し、市場での流通可能性を高める。また、金

融機関や岡山県産業振興財団等が実施するビジネスマッチングへの出展支援及び出展効

果を高めるためのプレゼンの資料作成や、ＰＲ方法を巡回指導等通じて支援する。 

 

（目標） 

項目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

ショップカード登録

事業者 
0 社 70 社 72 社 74 社 76 社 78 社

スマートフォンサイ

ト登録事業者数 
0 社 70 社 72 社 74 社 76 社 78 社

バイヤー向けカタロ

グ掲載事業所数 
4 社 5 社 6 社 7 社 8 社 9 社

ビジネスマッチング

出展支援事業所数 
1 社 3 社 4 社 5 社 5 社 5 社

カキオコの経済効果 5.6 億円 5.7 億円 5.8 億円 5.9 億円 6.0 億円 6.1 億円

観光客数 53 万人 53.5 万人 54 万人 54.5 万人 55 万人 55.5 万人

 

 



１１ 
 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 
（現状と課題） 

 これまで、備前東商工会では備前市との連携を図りながら、各地区におけるイベントを開催し

てきた。(日生地区：ひなせみなとまつり花火大会、三石地区：三石夏まつり、吉永地区：吉永

サマーフェスティバル）その他にも地元産品のＰＲとして「カキまつり」の運営等にも協力して

きた。がいずれも一過性のものであり、地域内の消費喚起や地域の商工業の活性化につながって

いない。 

 

（既存事業と改善点） 

 現状では、上述のイベントの他に備前東商工会が大きくかかわるものとしては、日生カキオコ

まちづくりの会（カキオコを通じてまちづくりをするカキオコ店・行政職員・地元住民等の組織）

と密接な連携のうえで開催している「ヒナセノミーノ」や平成２５年度に実施した「全国展開事

業」の中の「地域での困りごとアンケート」結果を受けて、地域住民と連携し地域のコミュニテ

ィを重視した「三石朝市」がある。 

いずれも商工会が中心となり、地域の飲食店や地域小売業のＰＲ、地域外通貨の獲得、地域内

での資金循環及び地域住民の集える場所の提供を目的として取り組んでいる。 

地域の商工業にもたらされる経済効果は両イベントとも今のところは１回あたり３０万円程

度であるが、継続開催することで年間４００万円程度の地域経済効果がある。今後は地域経済効

果のあり方を充分考えながら、企画・実施していくことが重要であると考える。 

 

（新規事業） 

（１）カキオコを核とした食のイベント事業の推進。「ヒナセ♡ ノミーノ」の定期開催による飲

食店のＰＲで、お好み焼き店以外の飲食店のＰＲも合わせて実施する。 

   観光客誘致と地域資源及び地域小売業の連携を図るとともに、競争意識を喚起し、カキオ

コに次ぐ、新ご当地グルメの発掘につながり、話題性のある地域情報発信のひとつの手段

となると考える。 

 

（２）日生カキオコまちづくりの会、備前市、日生町漁業協同組合、備前観光協会、商工会が一

体となり、当会地域の今後の活性化の方向性を協議の上共有し、地域の魅力特性を踏まえ

た事業を企画・実施する。 

まずは、最大の地域資源である「牡蠣」を使用した地域ブランド商品「カキオコ」を核と

した食のイベント事業「カキオコまつり」の開催により、地域のブランド化を図るととも

に、ブランド強化のための方策を検討する。 

（３）「カキオコまつり」を、定期開催される「ヒナセ♡ ノミーノ」の１回と連携開催すること

で、カキオコのブランド力を活かした集客を図るとともに地域飲食店や小売店への波及効

果も期待できる。 

※ヒナセノミーノ：飲食店や小売店で地元の新鮮な魚介類や食材を事前購入した５００円チ

ケットで当日限定メニューを堪能できるイベント。 

※三石朝市：毎月１回、商店街の空き店舗を活用して、農産物から惣菜、衣服や雑貨にいた

るまで、朝市で販売し、日頃外出することの少ない高齢者の外出を促し、小売

店が極端に少なくなった三石地区での買い物の利便性を提供する。 
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（４）日生町漁業協同組合と連携し、「カキオコまつり」開催翌日に地元魚介類を販売する朝市

を開催することで、食を通じた宿泊を伴う滞在型の観光プランを提案でき、観光振興の観

点より地域経済の活性化を図る。 

 

（５）「カキオコまつり」の開催会場で展示パネルを設置して、日生の牡蠣及びカキオコの文化

や歴史について紹介することで、来場者に日生牡蠣をＰＲする。 

 

（６）「カキオコまつり」や「三石朝市」を通じて商工会との接点が比較的少ない海産物や農産

物生産者との接点も多くなることから、６次産業化への取組みを推進し、地域特産品開発

へ結びつけ、地域ブランドの創出を目指す。 

 

（目標） 

項目 現状 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

ヒナセ♡ ノミーノ 

開催回数 
1 回 2 回 3 回 3 回 4 回 4 回

カキオコまつり 

開催回数 
0 回 1 回 1 回 1 回 1 回 1 回

ヒナセ♡ ノミーノ 

売上高（１回あたり） 
35 万円 40 万円 45 万円 50 万円 50 万円 50 万円

三石朝市売上高 

（１回あたり） 
32 万円 34 万円 36 万円 38 万円 40 万円 40 万円

 

 

 

 

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 

 
（現状と課題） 

 支援ノウハウ等の情報交換は、職員間の個人的なケースが多いため各支援機関（岡山県商工会

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

と情報交換を強化することで、より効果的な支援事業を実施する必要がある。 

 

（既存事業と改善点） 

（１）岡山県商工会連合会の広域サポートセンターが開催する「広域サポートセンター連絡会議」

で、支援のノウハウや支援事例、他地域の小規模事業者の経営状況、消費者の需要動向等

について情報交換を行う。 

（２）日本政策金融公庫と商工会で実施している経営改善貸付推薦団体連絡協議会において、近

隣 8商工会の経営指導員により、金融支援のノウハウ等について情報交換を行う。 

（３）また、職員協議会が開催する経営支援事例発表大会に多くの職員を参加させ、模範となる

支援ノウハウについて情報収集を行い、県内及び県外の職員とのネットワークを構築す

る。 
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（新規事業） 

（１）岡山県商工会連合会の広域サポートセンターに所属する中小企業診断士等を招いて、支援

の最新情報の収集をする。 

（２）創業・経営革新・販路開拓・各種補助金等の経営支援メニューを活用するために、岡山県

産業振興財団や中小企業基盤整備機構が開催する研修会等に参加し、研修出席者等と支援

ノウハウ等について情報交換を行う。 

 

 

２．経営指導員等の資質向上に関すること 
 

（現状と課題） 

 経営発達支援計画の効果を上げるためには、職員の資質向上が必須であり、事業者の課題を抽

出し、その問題に対して必要な支援能力や専門知識の習得が不可欠である。 

 

（既存事業と改善点） 

 岡山県商工会連合会が開催する経営指導員・職員研修会や各種セミナー及びスキルアップ研究

会に積極的に参加し資質の向上と県内職員とのネットワークを構築する。また、中小企業大学校

の開催する研修に経営指導員が年１回以上受講することで、小規模事業者の売上や利益の確保に

つながる支援能力の向上を図る。 

 

（新規事業） 

（１）岡山県商工会連合会の広域サポートセンターに所属する中小企業診断士等を招いて、帯同

巡回を通じて、診断士のノウハウを職員が習得することで、職員のスキルの向上を図る。

（２）経営指導員と補助員がチームを作り、複数の職員で小規模事業者を支援することで、ＯＪ

Ｔによる伴走型支援に必要な指導方法、助言内容、情報収集方法の能力向上を図る。 

（３）岡山県東備地域の支援機関（信用金庫・商工会議所・商工会）合同で開催する勉強会で、

調査や分析で明確になった課題を取り上げて支援スキル向上を図る。 

 

 

３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

 
毎年度、本事業の実施状況及び成果については、計画の見直しを行うためにＰＤＣＡに取り組

み、以下の方法により評価・検証を行う。 

① 商工会役員と中小企業診断士等の有識者による事業評価委員会を設置し、事業の実施状
況、成果の評価・見直し案の提示を行う。 

② 備前東商工会の正副会長会において、評価・見直しの方針について決定する。 
③ 事業の成果・評価・見直しの結果については、備前東商工会理事会に報告し、承認を受け
る。 

④ 事業の成果・評価・見直しの結果を備前東商工会のホームページ（http://www.okasci.or
.jp/bizenhigashi/）及び備前東商工会報において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９月現在）

（１）組織体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 事務局長   １名 

 経営指導員  ３名 

 補助員    ２名 

 記帳専任職員 ３名 

 記帳指導員  １名 

 職員総数  １０名 

 

 備前東商工会職員全員で経営発達支援事業を実施する。 

 

 

（２）連絡先 

   本  部：〒701-3202 岡山県備前市日生町寒河 2570-31 

        TEL：0869-72-2151 FAX：0869-72-2153 

        URL：http://www.okasci.or.jp/bizenhigashi/ 

        E-Mail：bizenhigashi@okasci.or.jp 

   三石支所：〒705-0132 岡山県備前市三石 1094 

        TEL：0869-62-0228 FAX：0869-62-2139 

   吉永支所：〒709-0224 岡山県備前市吉永町吉永中 882-1 

        TEL：0869-84-2211 FAX：0869-84-3965 

 

 

 

会長 

事務局長 

支援課 支援２課 

日生本部 三石支所 吉永支所 
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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 ３２年度 

必要な資金の額 4,250 2,900 2,600 3,050 2,750

 

Ⅰ．小規模事業対策事業費 
（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．事業計画策定支援費 

４．事業計画策定後支援費 

５．需要動向調査費 

６．新規需要開拓費 

 

Ⅱ．地域活性化事業費 

・ヒナセ♡ ノミーノ 

・カキオコまつり 

・三石朝市 

（3,400）

100

300

500

100

400

2,000

（850）

300

250

300

（1,900）

100

300

500

100

400

500

（1,000）

450

250

300

（1,600）

100

300

200

100

400

500

（1,000）

450

250

300

（1,900） 

 

100 

300 

500 

100 

400 

500 

 

（1,150） 

600 

250 

300 

（1,600）

100

300

200

100

400

500

（1,150）

600

250

300

（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（小規模事業指導費補助金） 

市補助金 

会費 

各種手数料収入 

特別賦課金（各種事業参加者負担金） 

 

 

（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。 
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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及び需要動向調査に関すること 

２．経営状況の分析に関すること    

３．事業計画策定支援に関すること 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

５．需要動向調査に関すること 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

７．地域経済の活性化に資する取組みに関すること 

    

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 2-4-6 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情報提供 

 

○岡山県備前県民局 

  局長 小川敏朗 

  〒700-8570 岡山市北区弓之町 6-1 TEL086-224-3141 

  （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情報提供 

   ・観光ツアーの拡充 

 

○備前市 

  市長 吉村武司 

  〒705-8602 岡山県備前市東片上 126 TEL0869-64-3301 

  （役割） 

   ・各種調査データの提供 

   ・施策情報の提供 

   ・創業支援事業の実施 

   ・小規模事業者販路開拓支援機会の情報提供 
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○岡山労働局 

  局長 三上明道 

  〒700-8611 岡山市北区下石井 1-4-1 TEL086-225-2011 

  （役割） 

   ・各種調査データの提供 

   ・施策情報の提供 

 

○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） 

   ・施策情報の提供 

   ・展示商談会など小規模事業者販路開拓支援機会の提供 

 

○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 

 

○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 広島県広島市中区八丁堀 5-7 広島 KS ビル 3階 TEL082-502-6300 

  （役割） 

   ・先進事例や高度な経営支援のノウハウの提供 

   ・事業承継支援の実施 

 

○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 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）、創業塾などの研修プログラム提供 

・経営支援スキルアップ研修会等、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 
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○金融機関 

  ・日本政策金融公庫 岡山支店 

    事業統括 田上和彦 

〒700-0904 岡山県岡山市北区柳町 1-1-27 TEL086-225-0011 

  ・中国銀行 日生支店 

    支店長 吉田秀樹 

    〒701-3202 岡山県備前市日生町日生 887-1 TEL0869-72-1345     

・中国銀行 三石支店 

  支店長 光森昭義 

  〒705-0132 岡山県備前市三石 248 TEL0869-62-0577 

  ・日生信用金庫 本店営業部 

部 長 久井秀樹 

〒701-3202 岡山県備前市日生町日生 888-5 TEL0869-72-1151 

・日生信用金庫 三石支店 

  支店長 中本重夫 

  〒705-0132 岡山県備前市三石 310 TEL0869-62-0112 

・日生信用金庫 吉永支店 

  支店長 中田成俊 

  〒709-0224 岡山県備前市吉永町吉永中 904-4 TEL0869-84-3151 

（役割） 

   ・各種調査データの提供 

   ・金融支援のノウハウの提供 

・小規模事業者販路開拓支援機会の情報提供 

 

○備前観光協会 

  会長 藤原美佐男 

  〒701-3202 岡山県備前市日生町寒河 2570-31 TEL0869-72-1919 

  （役割） 

   ・各種調査データの提供（スマートフォンサイト・ショップカード作成） 

   ・観光ツアーの拡充 

   ・カキオコまつりの開催 

 

○日生町漁業協同組合 

  組合長 淵本重廣 

  〒701-3204 岡山県備前市日生町日生 801-4 TEL0869-72-1181 

  （役割） 

   ・カキオコまつりの開催 

   ・朝市の開催 

 

○日生カキオコまちづくりの会 

  会長 江端恭臣 

  〒701-3202 岡山県備前市日生町寒河 2570-31 TEL0869-72-2151 
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  （役割） 

   ・ヒナセ♡ ノミーノの開催 

   ・カキオコまつりの開催 

   

○三石コミュニティ推進委員会 

  委員長 田中道生 

  〒705-0132 岡山県備前市三石 1094 TEL0869-62-0228 

  （役割） 

   ・三石朝市の開催 

 

 

連携体制図等 

【１． 地域の経済動向調査】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【２．経営状況の分析】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【３．事業計画の策定支援】 

 

 

 

 

 

 

 

 

商工会 
 

情報の収集 
・整理・分析 

岡山県・備前市 
岡山県商工会連合会 
岡山労働局 
金融機関 
備前観光協会 

小規模

事業者 
情報収集 

情報提供 

情報提供 

商工会 
 

情報の収集 
・整理・分析 

 
岡山県商工会連合会 
岡山県よろず支援拠点 
 

小規模

事業者 
情報収集 

経営支援 

情報提供 

商工会 
 

事業計画の 
策定支援 

岡山県商工会連合会 
岡山県産業振興財団 
岡山県よろず支援拠点 
中小企業基盤整備機構 
金融機関 

小規模

事業者 
計画策定支援 

専門家派遣

相談対応 
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・創業支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・第二創業（経営革新）、事業承継支援 

 

 

 

 

 

 

【４．事業計画策定後の実施支援】 

 

 

 

 

 

 

【５．需要動向調査に関すること】 

 

 

 

 

 

 

【６．新たな需要の開拓に寄与する事業】 

 

 

 

 

 

 

商工会 
事業計画の 
実施支援 

岡山県商工会連合会 
岡山県産業振興財団 
岡山県よろず支援拠点 
中小企業基盤整備機構 
金融機関 

小規模

事業者 
計画実施支援 

専門家派遣

相談対応 
金融支援 

商工会 
 

創業支援 

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 
金融機関 

創業 
予定者 伴走支援 

専門家派遣

相談対応 
金融支援 

備前市

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 
金融機関 

小規模

事業者 伴走支援 

専門家派遣

相談対応 
金融支援 

協
働 

商工会 

需要拡大支援 

岡山県商工会連合会 
岡山県備前県民局 
備前観光協会 

小規模

事業者 
需要開拓 連携 

商工会 
情報の収集・ 
整理・分析 

岡山県商工会連合会 
岡山県よろず支援拠点 

小規模

事業者 
連携 

情報収集 

情報提供 

商工会 
第二創業（経営革

新）、事業承継支援



２１ 
 

【７．地域経済の活性化に資する取組み】 

 

 

 

 

 

 

 

 

商工会 

地域経済の活性化

備前市 
漁業協同組合 
備前観光協会 
カキオコまちづくりの会 
コミュニティ推進委員会

小規模

事業者 
消費の拡大 連携 


