
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
真備船穂商工会（法人番号 1260005004746） 

実施期間 平成３０年４月１日～平成３５年３月３１日の５年間 

目標 

（１）岡山県商工会連合会、専門家団体、他の商工団体、地元金融機関な

どとしっかり連携協力を図り、小規模事業者の経営力向上などの支

援を「伴走型支援」で行い、地域を活性化させることを目標とする。 

（２）職員一丸となった支援体制を構築するために、巡回の強化及び資質

向上を目標とする。 

（３）地域産品・観光振興を含めた地域経済に波及効果のある事業の実施

を目標とする。 

(４）連携中枢都市圏実現に向け、倉敷市等と連携協力を図り地域再生・

活性化を目標とする。 

事業内容 

 (１）地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

・景況調査や各種調査結果を整理分析し、小規模事業者に提供 

（２）経営状況の分析に関すること【指針①】 

・定量的データの整備とヒアリングシートによる定性的データの収集 

（３）事業計画策定支援に関すること【指針②】 

・専門家ネットワークの活用による包括的支援 

・事業計画策定ノウハウの提供と計画策定の伴走支援 

・施策の周知と事業計画策定希望者の掘り起こし 

（４）事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

・定期的な巡回によるフォローアップ 

・専門案件における支援機関との連携 

・事業の持続的発展のための積極的な制度融資の活用 

（５）需要動向調査に関すること【指針③】 

・消費者に向けた需要動向調査 

・収集したデータなどを用いた事業提案 

（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】 

・消費者ニーズに合った商品やサービスの確立 

・小規模事業者の商談に向けての個者支援 

・プレスリリース支援 

・インターネット活用による支援 

（７）地域経済の活性化に資する取組 

・行政および地域団体との連携による地域経済活性化の推進 

・地域特産品を活用した地域産品の開発と事業化 

連絡先 

名 称：真備船穂商工会 

住 所：岡山県倉敷市真備町箭田１１４１－１ 

電 話：０８６－６９８－０２６５ 
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真備町 

◆面積：44.08㎢ 

◆人口：22,925名 

◆高齢化率：32.0％ 

船穂町 

◆面積：10.84㎢ 

◆人口：7,425名 

◆高齢化率：30.1％ 

（別表１） 
経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

■当会（当地域）の現状及び課題 

真備町と船穂町は２００５年８月１日に吉備郡真備

町と浅口郡船穂町が倉敷市に編入されたことにより、

倉敷市、総社市のベッドタウンとして発展してきた。 

その中でも真備町は、近郊都市の良好な居住ゾーン

として、田園風景に生活空間が調和した地域づくりが

進んでおり、ピオーネ・タケノコといった特色ある農

産物が生産されている。 

そして、都市近郊型農業のまちである船穂町は丘陵

地を中心とした果樹栽培が有名であり、特にマスカッ

ト（加温栽培）は、全国出荷量の約 40％を誇ってい

る。さらに、金時人参や大根などの野菜に加え、全国

第二位の生産高を誇るスイートピーの産地である。 

一方、人口は横ばいであるが高齢化率の上昇によ

り、今後は地域内の需要減少が予測できる。 
 
産業面をみると、「商業・サービス業」においては

大手チェーン店の進出により価格競争に苦しんでお

り経営の悪化を強いられている。また、経営者の高齢

化・後継者不足により年々事業所数が減少している。

加えて、「都市計画道路計画」により、平成 28年に開

通した倉敷市西阿知町と同船穂町間に橋が架ったこ

とで、倉敷市中心部への移動が大幅に短縮され、交通

の便は改善されたが、反面消費者の流出等が今後懸念

されるため、地区内への消費者の引き留め等が課題と

なってきている。そうした現状で、当地域は倉敷市の

ベッドタウンとして、商圏人口３万人を超える小都市

であり、廃業者が増えてきている反面、開業する創業

者も多く、今後は、経営知識の提供だけでなく、ビジ

ネスプランの作成などを支援する体制を強化し、創業者育成や消費者の流出等を抑え地

域の活性化に寄与することが必要となっている。 
 
「製造業」において、食料品製造では、岡山県、倉敷市などの地域資源として認定さ

れた「タケノコ」「ふなめし」「ぶどう」などを使用した真備船穂地区ならではの特産品

商品や、個社独自で考案した商品もあるが、一部のイベント等へ出店するだけであり情

報発信力が弱く市場に浸透しきれていない。そのため魅力ある商品開発や新たな販路開

拓などの強化が課題となっている。また倉敷市は、三菱自動車水島工場があり、そこと

やり取りをしている自動車部品製造業などでは、設備の老朽化や後継者がいないなどの

真備船穂商工会の概要 

平成 29年 3月 31日現在 

◆商工業者数：646 

◆小規模事業者：546 

◆会員数：414 

定款会員 26、特別会員 17 

◆組織率：64.1％ 

◆面積：54.92㎢ 

◆職員数：8名 
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課題がある。 

「歴史・文化」において、真備町は、町名の由来となっている奈良時代に遣唐使とな

りのち右大臣まで昇進した「吉備真備公」や、金田一耕助シリーズを誕生させた推理小

説の著者「横溝正史」の疎開地としても有名である。郷土の偉人「吉備真備公」を顕彰

し後世に伝えるため、中国風の公園「まきび公園」があり、真備町の特徴である竹は地

域内に竹林として点在しており、毎年たけのこの収穫時期には県内外からも多くの方が

買い求めにやってくる。 

また船穂町は、17 世紀に高梁川からの灌漑用水路を拡張・整備し、高瀬舟の運行を可

能にしたのが高瀬通しの「一ノ口水門」であり史跡として有名であるほか、当地区の伝

統の郷土料理「ふなめし」は、地元住民を中心に後世に伝えるための活動を行っている。 

 

【地域内小規模事業者数及び地域内商工業者数の推移（業種別内訳含む）】 

 
商工業者数 小規模事業者数 建設業 製造業 卸売業 小売業 

飲食店 

宿泊業 
サービス その他 

平成 27年 4月 677 556 151 116 19 141 34 165 51 

平成 28年 4月 650 543 139 111 18 138 32 161 51 

平成 29年 4月 646 546 141 108 18 135 32 160 52 

※商工業者数の減少は、高齢化による廃業によるものが大部分である。 

 

【倉敷市の商工業活性化ビジョン】 
倉敷市の商工業活性化ビジョンでは、中小企業支援、地域資源の活性化等を基本戦略

の柱と定め、中小企業支援の戦略方針としては、「中小企業の経営基盤安定化支援」「中

小企業の経営力・技術力強化支援」「起業・新事業展開支援」を、そして地域資源の活

性化の戦略方針としては、「地域資源商品の差別化，価値向上」「地域資源の積極的な活

用」「地域資源の情報発信」と定めている。 
 

【商工会の使命と役割】 
そのような中で、倉敷市真備地区と船穂地区を管轄する地域の総合経済団体として、

中小・小規模事業者の身近な支援機関となれるよう、また、国・岡山県・倉敷市の小規

模企業施策の最前線窓口として機能できる組織と支援体制づくりを行っていく。 

 

 

■地域における小規模事業者の中長期的な振興のあり方 

本会においても、地域産業の課題と倉敷市の戦略方針を踏まえ、以下の３点を中

長期的な取組として定め事業推進を図っていく。 
①地域内の小規模事業者において、自社を取り巻く経営環境の適応力を高め、経営

力の向上・利益の確保・持続的な発展を図る。 
②上記①を実現する小規模事業者を増加させ、承継による次世代への事業の継続を
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進めるとともに、新規創業者の拡大を推進することにより、地域経済の源泉とも

いえる小規模事業者を増加させ、将来にわたっての地域経済の活力を維持、増大

させる。 
③地域資源商品の差別化、価値向上支援、地域資源の情報発信によるブランド化の

取組を促進する。 
 
（３）経営発達支援事業の目標と達成方針 
目標 達成方針 
①事業計画に基づく経営

の普及・推進により成

り行き経営からの脱却

を目指す 

巡回及び広報活動を通じ、事業計画に基づく経営の重要性

を地域の小規模事業者へ周知し、事業計画の策定希望者へ

計画策定とその実行を伴走支援する。 

②創業者の増加と円滑な

事業承継により廃業数

を上回ることを目指す 

くらしき創業サポートセンター事業を通じ、市内商工団体

や市内金融機関と連携し、起業塾を開催することで、支援

案件を掘り起し、創業計画の策定、創業までの実行支援を

実施し創業者を増加させる。また、後継者ならではの問題

や潜在ニーズに対応し、後継者による第二創業を支援する。 

③地域資源を活用した新

商品開発、既存商品の

改良による販路開拓強

化を行う事業者の増加

を目指す 

専門家との連携をより一層強化し、地域資源を活用した商

品開発・販売を行う事業者や、六次産業化の取り組みを行

う農林漁業者の新商品開発、既存商品のレベルアップの個

社支援を強化する。また、真備船穂地区の企業を、全国的

にも知名度が高い「倉敷」市内に立地する企業群としてＰ

Ｒを行うことで、販売促進支援を実施する。  
 

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３０年４月１日～ 平成３５年３月３１日） 
 
（２）経営発達支援事業の内容 
 
Ⅰ．経営発達支援事業の内容 
１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

当地域の経済動向を調査・分析することにより、景気の動向、投資や雇用の状況を

把握し、小規模事業者の経営分析や方向性提案に活用する。 

これまでは、調査ごとに取りまとめて報告するだけであったが、今後は各調査と行

政や民間調査機関の景況データを含めて総合的に分析する。そして、巡回相談時また

広報紙を活用して小規模事業者に情報提供を行うことで、小規模事業者の計画策定、

販路開拓・商品開発等に有効なツールとして活用する。 
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（事業内容） 

（１）中小企業景況調査を実施し、地域の経済動向を調査分析 

手段・手法 中小企業景況調査 

分析を行う項目 売上・経営状況・投資・雇用・経営課題 

成果の活用 小規模事業者の経営環境を把握し、小規模事業者の事業計画策定

支援等に活用 
 
 

（２）産業動向の推移を調査、分析し、地域の経済動向を調査分析 

手段・手法 商業統計、経済センサス 

分析を行う項目 従業者数等・年間商品販売額等 

成果の活用 小売業・卸業・サービス業の事業所へ情報提供する 

 
（３）人口動向等の変動について調査分析 

手段・手法 岡山経済研究所の調査資料、岡山県・倉敷市統計資料 

分析を行う項目 
人口動向・産業動向・観光動向・個人消費動向・設備投資・雇用

情勢・公共投資 

成果の活用 
地域の実情を把握することで、小規模事業者の事業計画策定支援

等に活用 

 
（４）調査分析した上記の情報を組織内で共有すると同時に、広報誌やＨＰに掲載して

小規模事業者へ提供する。 

 

（事業目標） 

主要な調査の実施回数と対象 

※景況調査…年４回／対象１５社 

※商業統計、経済センサスの収集および分析…年１回 

※岡山経済研究所の調査資料、岡山県・倉敷市統計資料の分析・整理…年１回 
 
 
２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

決算申告相談を受けた者など窓口相談者等のうち、新事業展開等を検討する意欲の

ある事業者について、財務情報や内外部の経営環境を情報収集し、事業者が自社の客

観的な経営環境・強み・弱み・経営課題等を把握し、また商工会として伴走支援での

支援を行っていく入口として経営分析支援を行う。 

 

（事業内容） 

 支援対象：窓口相談、巡回訪問において、新たな取り組みを検討する意欲や課題のあ

ることが確認された事業者 
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（１）定量的な経営分析（財務分析） 

手段・手法 

対象事業者から決算書類等を収集し、商工会経営指導員等が小規模

支援会計システム momo（クラウド型会計システム）及び中小企業基

盤整備機構の経営自己診断システムに入力し、システム上の基礎的

な財務分析機能を活用 

分析を行う項目 

収益性分析：売上高売上総利益率、売上高営業利益率 

効率性分析：総資本回転率、棚卸資産回転率、売上債権回転率 

生産性分析：労働生産性、一人当たりの売上高・経常利益 

安全性分析：流動比率、当座比率、固定比率 

成果の活用 

会計データの蓄積と数値管理を行うことで、財務状況を把握して同

業他社との比較整理を行い、支援対象事業者に提供し事業計画策定

時に活用する。また、収集した小規模支援システムへデータを蓄積

し、職員同士の情報の共有化を図る。 

 

 

（２）定性的な経営分析 

手段・手法 
巡回等によるヒアリングシート（統一様式）を活用しての情報収

集 

分析を行う項目 

商品・顧客分析（商品別売上、販売先からの評価）、 

技術・ノウハウ（独自性、特異性）、 

組織（人員構成・生産販売体制） 

成果の活用 

支援対象事業者に提供し、商品・顧客分析では利益率の高い商品

へのシフト、技術・ノウハウでは自社の強みを知り伸ばす、組織

分析では人材の適正配置や労働生産性・付加価値の向上につなげ

るなど事業計画策定時に活用する。また、収集した情報は小規模

支援システムへデータを蓄積し、職員同士の情報の共有化を図る。 

 

（３）期待できる効果 

小規模事業者に対して、上記の取組により詳細な事業実態を把握することで、経営

課題を抽出し、今後の事業展開に向けた事業計画策定や策定後の支援に繋げる。 

また、専門家派遣を利用した場合の専門家へ情報提示することによって、時間の有

効活用と計画策定等においてレベルの高い支援に繋げる。 

 

（事業目標） 

 現状 Ｈ30年 Ｈ31年 Ｈ32年 Ｈ33年 Ｈ34年 

経営分析件数 未実施 20 30 40 50 60 
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３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

人口減少や高齢化の進展など小規模事業者を取り巻く経営環境は激変しており、そ

ういった状況に対応した個社のビジネスモデルを再構築するため、小規模事業者から

収集蓄積したデータを基に経営課題を明確にし、課題解決に向けた提案を行い、商工

会で分析・蓄積した経済動向・消費動向等を提供しながら、事業計画策定支援を行う。 

また、策定支援においては、ミラサポや「岡山県商工会連合会 広域サポートセン

ター」、「岡山県よろず支援拠点」等他の支援機関や各種専門家と連携し、伴走型で指

導・助言を行う。 

 

（事業内容） 

 （１）既存事業者への支援 

〈支援対象〉 

経営分析を行った事業者や、窓口相談等において事業承継等課題解決の取り組

みの必要性が確認された事業者 

 

〈手段･手法〉 

経営分析を行った事業者を対象にした事業計画策定等に関するセミナー（参加

者 10人以上、年 1回）を開催することで、事業計画策定を必要とする小規模事業

者の掘り起こしを行い、課題解決策についての提案や事業計画策定による計画経

営を認識させ、事業計画策定に向けた支援を行う。 

策定にあたっては、商工会が集積した各種データの活用や中小企業基盤整備機

構の「経営計画作成アプリ」や「支援ナビ」を活用して、事業計画策定ノウハウ

を提供し、小規模事業者の計画策定を伴走支援する。さらに、事業計画策定に際

し、高度な専門的知識が必要な場合には、よろず支援拠点やミラサポ等の専門家

の意見も計画に盛り込む。 

事業承継計画については、代表者と後継者に「事業価値を高めるレポート」を

活用することで経営状況・課題を認識し、自社が強みを有する分野の競争力強化

を図ることなどを踏まえた事業承継計画の策定に向けた支援を行う。 

また、後継者不在や事業承継に大きな課題を抱えた事業者に対して、岡山県事

業引継支援センターとの連携や専門家派遣により事業譲渡を含めた支援を行う。 

 

 〈期待できる効果〉 

 小規模事業者の抱える課題を明確に事業者へ示し、各種の分析データを基に計

画を策定することで、計画実行に向けた行動目標をはっきりさせ、自発的に方向

性を見据えた計画経営が行われることが期待できる。 

また、事業承継については、計画策定することで会社の業績、市場の動向を踏

まえてベストな状態での事業承継に繋がる。さらに、後継者の手腕、適性をじっ

くり見極めることもできるほか、後継者がいない事業者に対して、第三者等のマ

ッチングによる事業継続を図ることが可能となる。  
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（２）創業予定者への支援 

〈支援対象〉 

創業予定者や創業後間もない小規模事業者 
 

〈手段･手法〉 

「くらしき創業サポートセンター」や岡山県商工会連合会などが実施する創業

に関する研修会や相談会を広く周知し、創業支援団体としての認知度を高めるこ

とで創業予定者からの相談機会を増やし、事業化のアイデアの提案や、優位性・

差別化などを引き出しながら創業計画策定の支援を図っていく。 
 
〈期待できる効果〉 

 創業予定者に対して、様々なデータを示し分析していくことで「想い」や「ア

イデア」を実現するための方策や、強みや追随障壁を明確にして優位性や差別化

を具体的に計画書に示していくことで、創業後のスムーズな事業運営が期待でき

る。 

 また、商工会が創業予定者に対して特定創業支援事業を実施することで、創業

者に専門的な支援を可能とし、一定の支援を受けた者に対して特定創業支援事業

終了書を発行することで、登録免許税の軽減や信用保証枠の優遇措置などの特典

もあり、創業計画策定件数の増加が期待できる。 
  
（事業目標） 

 現状 Ｈ30年 Ｈ31年 Ｈ32年 Ｈ33年 Ｈ34年 

事業計画策定事業者数 8 12 14 16 17 18 

事業承継策定事業者数 未実施 1 1 2 2 2 

創業計画策定事業者数 1 2 2 2 2 2 

 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

事業計画を作成した小規模事業者を対象に、計画の目標達成に向けた実行支援を行

い、計画遂行に係る課題に対して必要な支援を行う。 
 

（事業内容） 

（１）巡回訪問及び窓口でのフォローアップ 

 四半期に１度の巡回訪問及び窓口でのヒアリングを実施し、事業計画における

実施項目の確認や予実管理に加え、軌道修正を含めた必要な指導・助言を行うこ

とで継続的にフォローアップを実施する。 

また、順調に計画実行されているところについては、半年に 1 度程度の巡回訪

問及び窓口でのヒアリングにより進捗状況を確認し、計画に対する実績の把握や、

必要に応じたフォローアップを実施する。 
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〈期待できる効果〉 

 定期的なフォローアップを行うことで、事業者と支援担当職員との間に策定し

た計画の遂行状況の共有が生まれ、計画実行がスムーズに行われる効果が見込ま

れる。さらに、計画との差異に対する早期改善に着手することが可能となる。 

 

（２）事業継承者へのフォローアップ 

事業承継を行った小規模事業者に対しては、事業承継後の様々な課題に対応し

安定的な経営を実現していくため、事業承継当年は、隔月に 1 回以上のフォロー

アップを行い、その後は、順調に事業運営ができている場合は四半期に 1 度程度

巡回訪問等により事業承継計画の目標数値との差異を把握し、課題の抽出を行う

ことで早期解決を図り、経営安定化のための支援を実施する。 

また、他団体等が開催する事業承継セミナー等の情報提供を行っていく。 
 

〈期待できる効果〉 

 経営経験の浅い事業承継者にとって、事業承継に伴う問題や事業運営での課題

等に、早期に対応することでスムーズな事業運営を図ることが可能となる。また

セミナー等への積極的参加により経営者としての資質向上を図ることもできる。 

 

（３）創業者へのフォローアップ 

 創業後の小規模事業者に対しては、経理・税務・労働等の基礎的な経営支援を

中心に創業 1 年目は重点的に隔月に 1 回以上のフォローアップを行う。創業 2 年

目以降は、四半期に 1度、4年目以降は半年に 1度程度巡回訪問等により創業計画

の目標数値との差異を把握し、課題の抽出を行うことで早期解決を図り、経営安

定化のための支援を実施する。 
 

〈期待できる効果〉 

 創業直後の小規模事業者は、日々の経営に追われ創業時の計画との数値の差異

を究明する余裕がない。そのため商工会が定期的にフォローアップに出向き、数

値の把握による提案を行うことは、経験の浅い事業者にとって、的確な対応が可

能となる。 

 具体的には、日本政策金融公庫等の創業融資制度、国・県・支援機関の各種補

助金・助成金等の情報を提供し、スムーズな制度活用の支援を行い、創業に係る

経済的負担の軽減を図ることで資金繰りの安定化に繋がる。 

 

（４）専門家派遣の活用 

 巡回訪問及び窓口相談でのヒアリング等で事業計画の数値差異の原因や課題を

究明し、ミラサポやよろず支援拠点、岡山県商工会連合会等との連携の中で、専

門家を活用して早期解決を図ることで経営力向上を支援する。 

また、明確な原因や課題が究明出来ない場合も専門家を活用した指導助言によ

り、計画修正も含めた伴走型支援を実施する。 
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〈期待できる効果〉 

専門家を派遣することで課題に対して、各事業者に適した対処方法の提案を受

けることが可能となる。課題解決及び計画修正する事で成功可能性を高め経営力

向上が期待できる。 

 

（５）マル経及び小規模事業者経営発達支援資金貸付制度等の活用 

事業計画を実施する小規模事業者に対して、四半期毎のフォローアップを実施

しつつ、計画実施に必要な資金調達のため「マル経融資」や「小規模事業者経営

発達支援資金」のほか、民間金融機関の制度利用やクラウドファンディングの活

用など幅広い資金調達の方法を検討・実施することで計画の実現性を向上させる。 

 

〈期待できる効果〉 

資金調達の問題を解決することで事業計画の実効性が上がり、経営改善・売上

向上の効果が見込める。 

 

（事業目標） 

 現状 Ｈ30年 Ｈ31年 Ｈ32年 Ｈ33年 Ｈ34年 

事業計画フォローアップ件数 18 48 56 64 68 72 

事業承継フォローアップ件数 未実施 6 10 20 28 36 

創 業 計 画 フ ォ ロ ー ア ッ プ 件 数 1 12 20 28 32 36 

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

現在は、巡回指導や持続化補助金の申請などの際に、一部の事業者に対して、口頭

などでその業種や商品全般の市場動向の情報を提供しているだけであった。 

今後は、地域内の小規模事業者の製造または販売する商品・提供するサービスにつ

いて、その需要動向の情報を提供し、事業計画策定や地域資源の活用などの商品開発・

販売活動に繋がる支援を行っていく。 

 

 <対象> 飲食業や食品製造業などで、地域資源を活用した商品開発や販売に取り組む    

    事業計画を検討している小規模事業者 

 

<内容> 個社の対象商品に対し消費者目線で客観的な意見をもらう 1次調査、さらに 

その商品が関係する市場動向や類似商品の動向などを公開されている官公庁 

による統計、研究機関のレポートなどの２次調査データで分析提供すること 

で、より市場ニーズに適応した新商品・サービスの開発につなげる。 
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個々の調査については、調査対象となる商品・サービスの内容に合わせて、 

調査内容や調査項目を事業者と経営指導員で具体的に検討するが、想定される 

調査についてここでは例示する。 

 

業種 飲食業 食品製造業 

商品・サービス 
日本料理・洋食屋の新メニュ

ー 
焼菓子や加工食品 

調査対象 
当該地元商圏内の女性 20 ～

30代 

需要が期待できる女性 40 ～ 

50 代 

調査方法 
商工会職員や商工会女性部等

の家族の内、対象層での試食

とヒアリング(10名) 

商工会関連イベント等への

来場者による商品評価ヒア

リング(30名) 

調査項目 
味・食感・価格・分量・訴求方

法など 

商品評価、パッケージ評価、

POP 評価、価格評価 

活用方法 
生の評価・声を収集することで

メニューの改良につなげる 
商品やパッケージの開発・改

良につなげる 

 

また、上記の 1 次調査をカバーするデータとして、２次調査データのうち、個社

の商品・サービスに関わるデータについて、個々の事業者が求めるキーワードで情

報を抽出・調査し、情報提供を行う。これにより、提供しようとしている商品・サ

ービスの市場動向や類似商品の動向などの状況を把握することで、より実現可能性

を高めることが期待できる。 

調査分析を行う手段手法 情報収集を行う項目 活用イメージ 

(1)中小機構の「J-NET21」 

  市場調査データ 

顧客年代別の利用状況、利用

頻度、利用価格、今後の利用

意向、潜在需要 

市場規模動向を推察し、新

しい事業機会の発見と事

業の見直し等事業者の事

業計画策定に向けた資料 

(2)「日経テレコン」POS情報

や個社の事業に関連する商

品・サービスに関する新聞記

事・雑誌記事 

売れ筋商品、市場規模の推

移、消費者ニーズ、新商品情

報、消費トレンド 

消費者ニーズに合った新

商品・サービスの開発や、

品揃えの適正化、売場改善

等個社の事業計画へ反映 

(3) ITmedia社の「調査のチ

カラ」や「矢野経済研究所」

の発表資料 

対象とするターゲットの意

識動向や競合事業者等の動

きと評価、今後の予測 

想定するターゲットの悩

みや欲求を把握し、今後の

市場予測を行い、個社の事

業計画へ反映 

 

〈情報の提供〉 

対象となる個社の商品・サービスについて、現行商品・サービスの改良や、次期

試作品開発やブラッシュアップへとつなげていける材料として、また、市場開拓の

可能性、事業計画の変更の検討など実際に事業活動へと反映できる材料として、経

営指導員が調査結果を分析・整理し、支援対象個社に対して提供する。 
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事業者が需要動向を的確に把握し、それにマッチした販売戦略、新商品開発等を

事業計画に盛り込むことで実現可能性を高める。 

 

(事業目標)  

項目 実績 H30 年 H31 年 H32 年 H33 年 H34 年 

需要動向調査結果情報提

供・個社支援件数 
― 5 6 6 7 7 

 

 

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】 

 当会では、地域資源を活用した特産品の開発や、商品化の支援のため展示会や商談

会の情報提供は行ってきたが、出展の効果確認や検証が不十分となっていた。今後は

その商品・サービスについての情報発信を含めて、展示会や商談会への出展準備から

フォローアップまで一貫した伴走型支援を行っていく。 

 

<目標> 

 小規模事業者が新規顧客を獲得するためには、地域内はもとより地域外へも販路

を開拓する必要がある。そのため、展示会や商談会に向けて成約率向上に向けての

出展支援を行う。 

 また、新商品や新サービスについての情報発信のためマスメディアや IT(SNS)の

活用による情報発信を行うことで販路開拓支援を行う。そのため ITに関するセミナ

ーの開催により、ITに関する知識の向上を図り、新規顧客獲得に向けたツールとし

て普及を促進する。 

   

（１）展示会、商談会、ビジネスマッチング等への出展提案 

 〈狙い〉 

 出展目的を明確にし、提供する商品・サービスについてバイヤー等から情報や意

見を収集することで、商品・サービスの改良に繋げたり、ビジネスマッチングの機

会を増やすことで販路開拓につなげていく。 

 

 〈支援対象〉 

新商品・新サービスの開発や既存商品・サービスの改良により認知度を高め、新

たな販路を求める意欲的な小規模事業者 

 

〈活用する展示会・商談会〉 

①「グルメ＆ダイニングショー」 

首都圏を目指した食を切り口とした小売・流通・サービス業者バイヤーとの情

報交換や取引機会により販路開拓に結び付ける 

②「岡山県内特産品商談会」（主催：岡山県商工会連合会） 

特産品(加工食品等)の販路拡大を目的に、生産事業者と、小売・流通・サービ

ス業者（バイヤー）との情報交換や、取引機会を図る。 
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③県内しんきんビジネスマッチング 

全国に向けたブランド展開や販路拡大を目指す事業者を中心に「岡山発」「岡

山ならでは」をキーワードとした事業展開により販路開拓につなげる。 
 

  〈支援内容〉 

日頃の巡回訪問や窓口相談で掘り起こした参加希望企業に対して、事前にセミナ

ーまたは個別相談により専門家の意見も踏まえた商品・サービスに対する開発・改

善等を行う。そして出展前の心構えやコミュニケーションの取り方、ＦＣＰ商談会

シートの活用方法など事前にレクチャーし、出展することでバイヤー等の意見を収

集する。出展後には振り返り（検証）、フォローアップを行うことで、販路拡大の継

続的な支援を実施し成果に繋げる。 

また、展示会等出展後に新規取引の問い合わせに対しては、東京商工リサーチの

企業情報紹介メニューを活用して情報提供を行っていく。 

さらに、直接消費者向け商品の販路拡大を希望する事業者には、知名度向上・売

上増加が期待できる全国商工会連合会が運営する「むらからまちから館」や岡山県

のアンテナショップ「とっとり・おかやま新橋館」での販売に向けた支援も実施する。 

 

 （２）IT・マスメディアの活用支援 

 〈狙い〉 

特徴ある技術や商品・サービスについてプレスリリース配信等を行うことで、マ

スコミに取り上げられることにより、数多くの問い合わせ等から受注に繋げていく。 

また、従来のホームページだけでなく SNS と連動させ、新しい情報発信を継続す

ることで、現代のネット社会の消費者に対し商品・サービスの情報発信し需要拡大

につなげていく。 
 

〈支援対象〉 

 新たな商品・サービスなどについて地域内外への販路拡大を目指したい小規模事

業者 
 

①マスメディアの活用支援 

〈支援内容〉 

マスメディア（新聞・雑誌・テレビ等）へのプレスリリースに向けた支援を行う。 

具体的には、情報発信を望む小規模事業者からの要望や巡回訪問等での掘り起し

により把握した配信したい商品・サービスを、リリース内容の話題性、物語性、社

会性、地域性等について紙面内で充分に示し、メディアが実際に取材したくなるよ

うなプレスリリースの作成について、支援・アドバイスを行う。 

また、必要に応じてミラサポ等の専門家派遣によりプレスリリースを得意とする

専門家を活用していく。 
 

②ＩＴ活用促進セミナーの開催とＩＴ活用支援 

〈支援内容〉 
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ターゲットを精査し、効果的なＩＴツール（通販サイト・Facebook・LINE等）を

選択活用して販路開拓支援を行う。例えば、ネット通販を希望する事業者には、オ

ンラインショップも構築できる全国商工会連合会の「SHIFT」（インターネット事業

者支援）の利用促進を行う。 

新たにホームページを作成したいと考えている事業者には、無料ホームページ作

成サービス「Jimdo」や「Wix」等の利用や、ホームページとＳＮＳの連動によって

情報発信力を強化し、費用対効果の高い取り組みを支援することで売上に直結させる。 

そのため、情報発信および販売促進ツールとしてのＩＴ活用に関するセミナーを

年１回開催し、ＩＴ活用の具体的手法に関する知識を習得する機会を事業者に提供

し、情報発信力の向上や販売促進、売上増につながる取り組みを実施する。 
 
（事業目標） 

項目 実績 H30年 H31年 H32年 H33年 H34年 

(1)展示会、商談会、ビジネスマッチング 

等への出展提案事業者数 
1 3 4 4 5 5 

 
商談件数 - 9 12 14 15 16 

商談成約件数 - 2 3 3 4 5 

(2) IT・マスメディアの活用支援事業者数 - 12 13 16 17 17 

 対前年度比売上増企業数 - 8 9 12 14 15 

 
 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

１．地域活性化事業 

商工会は、地域経済の活性化に貢献することで、小規模事業者の経営支援につなが

る取り組みを実施している。 

しかし、商工会単独の取り組みだけでなく地域の各団体や行政との連携強化が必要

であり、今後は情報共有と連携をさらに強化し、地域貢献と地域経済の活性化の取り

組みを進めていくことで、地域のブランド化や賑わいの創出など地域経済に波及効果

のある事業推進を支援していく。 

 

（事業内容） 

（１）倉敷市長および行政担当者との懇談会を年 1 回開催することで、産業振興を含

めた今後の地域経済活性化の方向性などを検討していく。 

（２）「高梁川連携中枢都市圏構想」に参画することで、継続して地域経済に波及効果

のある事業推進・産業振興につながる地域活性化について支援・検討する。 

（３）当地区の地域特産品である農林水産物を用いた事業実施に向けて、「地域活性化 

会議（仮）」を設置し地域活性化に向けた事業展開を検討していく。（新規事業） 

【地域特産品】 

    ・竹林（たけのこ）  ・ふなめし   ・マスカット  ・ピオーネ 
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（４）町名の由来となった奈良時代の偉人「吉備真備公」や金田一耕助の生みの親で

ある「横溝正史」、高瀬舟の往来でにぎわった「一ノ口水門」などの歴史や文化

を倉敷市観光課や公益社団法人倉敷観光コンベンションビューローなどと連携

を取り、観光資源として情報発信の強化に努める。（新規事業） 

 

（事業目標） 
 現状 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 

市 長 等 と の 懇 談 会 1 1 1 1 1 1 

地域活性化会議（仮）の開催 未実施 2 2 3 3 3 

 

 

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 

（１）毎年 1 回開催される岡山県商工会連合会の「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する

とともに、「支援スキルアップ研修会」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。 

（２）中小企業基盤整備機構が実施する倉敷管内支援機関が集まる「支援機関合同研

修会」において、支援ノウハウ、支援の現状、各機関からの施策について、情

報交換を行う。 

（３）当会、倉敷、玉島、児島商工会議所、つくぼ商工会が集まる年 4 回程度開催の

「くらしき創業サポートセンター担当者会議」（創業支援事業）において、小規

模事業者の支援の現状、支援ノウハウの共有、各地域の景況感などについて情

報交換を行う。 

（４）年 2回開催される日本政策金融公庫主催の「経営改善貸付推薦団体連絡協議会」

において、各地域の経済動向と金融支援の状況等に関する情報交換・模範事例

等の情報共有を行う。 

（５）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などの各種情報について、情報共有や資質向上を図

るために、参加した経営指導員・補助員・記帳専任職員が講師役となり職員会

議において情報をフィードバックする。 

（６）必要に応じて、倉敷市、中小企業診断士会、弁護士会、社会保険労務士会、弁

理士会、司法書士会、行政書士会などの各士業団体、地元金融機関、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、よろず支援拠点と連

携し、情報提供や情報交換を行う。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

（１）商工会に求められる支援内容が専門化・細分化している現状では、従来とは違

い、各種専門家や関係機関との連携による支援が必須となっている。そうした

中で求められる支援能力は「コーディネート型」「提案型」「伴走型」である。
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そこで、事業の効果的、効率的実施のため各種研修会やＯＪＴにより各支援能

力の向上を図る。 

（２）岡山県商工会連合会の経営指導員専門研修（毎年２０時間）や、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１度以上）の受講。 

（３）岡山県商工会連合会のスキルアップ研修会や資格取得など、スキルアップに関

しては、経営指導員のみならず、職員の参加も商工会として全面的に支援する。 

（４）チームで小規模事業者の支援を行うことで、指導ノウハウの教授を行う。 

（５）専門家派遣事業に積極的に帯同訪問し、専門家の指導ノウハウを学ぶ。 

（６）指導員が知り得た情報やノウハウ、支援事例や成功事例などについては、それ

に関係する資料を基に毎月開催する職員会議で共有することで、組織内での指

導ノウハウや若手職員の支援能力の向上を図る。また、経営指導員が職員に対

し、経営支援を通し OJT による必要な知識等を習得・育成していくことで商工

会全体の伴走型支援能力の向上を図る。 

（７）さらに巡回や窓口相談で得られた情報として事業者の財務情報（定量）、定性情

報（経営姿勢、商品・サービス、顧客、資産等）や、マル経推薦書、経営計画

書などのデータ情報は、商工会の小規模支援システムへ入力、管理することで

DB化を図り、指導員の人事異動の引継ぎにも対応できる体制づくりを行う。 

 

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実施状況及び成果について、PDCA サイクルの流れで事

業を実施する。具体的には以下の方法により、毎年度評価・検証を行う。 

①当商工会総務委員会に、外部有識者（行政、中小企業診断士等）を加え、事業の実

施状況、成果の評価・見直し案の提示を行う。 

②上記会議の審議結果を踏まえて、理事会にて事業の成果・評価・見直しを決定する。 

③事業の成果・評価・見直しの結果については、通常総代会へ報告し、承認を受ける。 

④事業の成果・評価・見直しの結果を真備船穂商工会の公式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。 
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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 29年 4月現在） 

（１）組織体制 

①組織全体 

人員体制 総勢８名 

事務局長１名、経営指導員２名、補助員１名、記帳専任職員２名 

記帳指導員２名 

〔真備本部〕 〔船穂支所〕 

事務局長 １名 経営指導員 １名 

経営指導員 １名 記帳指導員 １名 

補助員 １名   

記帳専任職員 ２名   

記帳指導員 １名   

②経営発達支援事業を実施する体制 

実施体制 総勢８名 

事務局長１名、経営指導員２名、補助員１名、記帳専任職員２名 

記帳指導員２名 

〔真備本部〕 〔船穂支所〕 

事務局長 １名 経営指導員 １名 

経営指導員 １名 記帳指導員 １名 

補助員 １名   

記帳専任職員 ２名   

記帳指導員 １名   

真備船穂商工会は指導員一人当たりの小規模事業者に対するカバー率は県内で

も最も高い。そのため本部・支所の別なく経営発達支援事業の円滑な実施に向

けた支援能力向上のための取り組みを以下の通り実施する。 

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 

２．全職員の資質向上に関すること 

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 

※上記事業実施については全職員で一丸となって取り組む 
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（２）連絡先 

【真備船穂商工会】 

  （真備本部） 
住 所 〒710-1301 岡山県倉敷市真備町箭田 1141番地 1 

T E L ・ F A X  TEL：086-698-0265 FAX：086-698-0203 

ホームページ http//www.okasci.or.jp/mabisci/ 

メールアドレス mabi-funao@okasci.or.jp 

（船穂支所） 

住 所 〒710-0261 岡山県倉敷市船穂町船穂 2897番地 

T E L ・ F A X  TEL：086-552-2204 FAX：086-552-4456 

メールアドレス mabifunao2@okasci.or.jp 

 

 

 

（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） 

（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、倉敷市補助金、会費、事業受託費 

 

（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。 

 Ｈ29年度 
(29年 4月

以降) 
Ｈ30年 Ｈ31年 Ｈ32年 Ｈ33年 Ｈ34年 

必要な資金の額 41,200 43,050 43,050 43,050 43,050 43,050 

① 既存経改事業 41,200 41,200 41,200 41,200 41,200 41,200 

② 経営分析支援事業費 - 500 500 500 500 500 

③ 市場調査支援事業費 - 300 300 300 300 300 

④ 事業計画策定事業費 - 300 300 300 300 300 

⑤ 創業・革新支援事業費 - 100 100 100 100 100 

⑥ 販路開拓支援事業費 - 500 500 500 500 500 

⑦ 地域活性化支援事業費 - 100 100 100 100 100 

⑧ 職員資質向上事業費 - 50 50 50 50 50 
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（別表４） 

 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に

関する事項 

連携する内容 

１．経営発達支援事業の内容 

Ⅰ.経営状況の分析に関すること 

連携者 

倉敷市（商工労働部） 

専門家派遣相談を活用することで連携する。 

 

地元金融機関（店舗所在地が地区内にある銀行、日本政策金融公庫倉敷支店） 

経営分析に基づいた資金調達相談について連携する。 

 

岡山県中小企業診断士会などの各士業団体 

派遣相談の実施及び経営分析特化セミナー開催時の講師として連携する。 

 

岡山県商工会連合会、ミラサポ 

専門家派遣制度及び指導内容について指導・助言を依頼する。 

 

その他支援機関 

専門家派遣制度を活用することで連携する。 

 

Ⅱ.市場調査の情報提供事業 

連携者 

岡山県商工会連合会 

調査・分析結果等、相互に情報交換を行う。 

 

倉敷市（商工労働部） 

調査・分析結果等、相互に情報交換及び買い物に関する各種調査で連携する。 

 

一般財団法人岡山経済研究所 

調査・分析結果等、相互に情報交換及び買い物に関する各種調査で連携する。 

 

Ⅲ.事業計画策定・実施支援に関すること 

連携者 

倉敷市（商工労働部） 

専門家派遣相談を活用することで連携する。 
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岡山県中小企業診断士会などの各士業団体 

派遣相談の実施及び経営分析特化セミナー開催時の講師として連携する。 

 

地元金融機関（店舗所在地が地区内にある銀行、日本政策金融公庫倉敷支店） 

事業計画に基づいた資金調達相談について連携する。 

 

岡山県商工会連合会、ミラサポ 

専門家派遣制度及び指導内容について指導・助言を依頼する。 

 

その他支援機関 

専門家派遣制度を活用することで連携する。 

 

■創業・第二創業（経営革新）支援 

連携者 

岡山県商工会連合会 

専門家派遣制度及び指導内容について指導・助言を依頼する。 

 

くらしき創業サポートセンター 

起業塾への参加及び専門家派遣相談を活用することで連携する。 

連携中枢都市圏構想に沿った事業を連携する。（予定） 

 

岡山県中小企業診断士会などの各士業団体 

専門家派遣相談を活用することで連携する。 

 

地元金融機関 

事業計画に基づいた資金調達相談について連携する。 

 

その他支援機関 

専門家派遣制度を活用することで連携する 

 

Ⅳ．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

連携者 

岡山県商工会連合会 

展示会等の情報提供、専門家派遣制度及び指導内容について指導・助言を依頼する。 

 

岡山県（備中県民局） 

展示会等の情報提供、専門家派遣制度で連携する。 

 

倉敷市（くらしき地域資源推進室） 

展示会等の情報提供で連携する。 
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岡山県産業振興財団 

展示会等の情報提供、専門家派遣制度で連携する。 

 

地元金融機関（本店所在地が県内にある銀行、日本政策金融公庫倉敷支店） 

事業計画に基づいた資金調達相談及び展示会に関する情報交換について連携する。 

 

※ジェトロ岡山（日本貿易振興機構） 

海外貿易全般にわたる情報交換、共有などの組織間連携を行っていく。 

 

２．地域の活性化に資する取り組み 

Ⅰ．地域活性化事業 

連携者 

高梁川流域圏連携中枢都市圏 

地域活性化策について、連携・協力できることをともに実施していく。 

 

倉敷市 

観光資源の情報発信を実施していく。 

 

地縁団体、業界団体 

地域が主体となった委員会形式によるイベント運営を支援する。 
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連携者及びその役割 

発達支援計画の実施については、岡山県商工会連合会および近隣商工会・商工会議

所と連携を図ることで小規模事業者の経営の持続的発展と地域の活性化に向けた支援

が行える。 

 

その他の連携者については、以下の通りである。 

 

連携者 

名 称：倉敷市 

住 所：岡山県倉敷市西中新田 640 

代 表 者：伊東香織 電話番号：086－426－3030 

役 割 

 各種経営相談については、倉敷市の専門家派遣相談を活用することで連携をはか

り、帯同支援を行う。 

 経済動向や統計結果など、お互いに情報が行き交うようにする。また、買い物に

関する各種調査を行う。 

 創業および第二創業（経営革新）の案件については、くらしき創業サポートセン

ター主催の起業塾への参加を促す。 

 国の重要施策である、高梁川流域連携中枢都市圏に沿った事業推進も共に検討し

ていく必要がある。（予定） 

 新たな需要の開拓に寄与する事業の案件については、展示商談会の情報提供を行

うとともに、帯同支援を行う。 

 観光課や外部団体である公益社団法人倉敷観光コンベンションビューローと連

携し、観光資源の情報発信を実施していく。 

 外部評価委員として発達支援計画の評価・見直しに協力していただく。 

 

連携者 

地元金融機関（店舗所在地が地区内にある銀行、日本政策金融公庫倉敷支店） 

名 称：株式会社中国銀行 

住 所：岡山県岡山市北区丸の内 1丁目 15番 20号 

代 表 者：宮長雅人 電話番号：086－223－3111 

名 称：吉備信用金庫 

住 所：岡山県総社市中央 2丁目 1番 1号 

代 表 者：平田周志 電話番号：0866-92-1291 

名 称：玉島信用金庫 

住 所：岡山県倉敷市玉島 1438番地 

代 表 者：大熊龍彦 電話番号：086－526－1351 
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名 称：日本政策金融公庫倉敷支店 

住 所：岡山県倉敷市幸町１－４０ 

代 表 者：永田正浩 電話番号：086－425－8401 

役 割 

 各種経営相談については、資金調達相談については前向きに検討していただく。 

 県内全信用金庫合同の展示会、商談会に関する情報交換を行い、共有を図るとと

もに互いに出展事業者の紹介などの連携を行う。 

連携者 

岡山県中小企業診断士会などの各士業団体 

名 称：一般社団法人岡山県中小企業診断士会 

住 所：岡山県岡山市北区厚生町 3－１－15岡山商工会議所 8階 816号室 

代 表 者：安藤 覺 電話番号：086－225－4552 

名 称：岡山弁護士会 

住 所：岡山県岡山市北区南方１－8－29 

代 表 者：大土 弘 電話番号：086－223－4401 

名 称：一般社団法人岡山県発明協会 

住 所：岡山県岡山市北区芳賀 5301テクノサポート岡山 3階 

代 表 者：三宅 昇 電話番号：086－286－9656 

名 称：岡山県社会保険労務士会 

住 所：岡山県岡山市北区野田屋町 2－11－13旧岡山あおば生命ビル 7階 

代 表 者：林 光弘 電話番号：086－226－0164 

名 称：岡山県司法書士会 

住 所：岡山県岡山市北区駅前 2丁目 2番 12号 

代 表 者：佐藤敏哉 電話番号：086－226－0470 

名 称：岡山県行政書士会 

住 所：岡山県岡山市北区表町 3－22－22 

代 表 者：藤井 薫 電話番号：086－222－9111 

役 割 

 各種経営相談については、各士業の専門家派遣相談を活用することで連携を図

り、帯同支援を行う。 

 各種経営セミナー開催時の講師を務めていただく。 

 職員の資質向上に関して、支援ノウハウ等の支援をしていただく。 
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連携者 

名 称：岡山県（備中県民局） 

住 所：岡山県倉敷市羽島 1083 

代 表 者：畦坪和範 電話番号：086－434－7000 

役 割 

 展示商談会の情報提供を行うとともに、岡山県（備中県民局）の専門家派遣相談

を活用することで連携をはかり、帯同支援を行う。 

 

連携者 

その他の支援機関 

名 称：岡山県産業振興財団 

住 所：岡山県岡山市北区芳賀 5301 

代 表 者：三宅昇 電話番号：086－286－9664 

名 称：独立行政法人中小企業基盤整備機構中国本部 

住 所：広島県広島市中区八丁堀 5番 7号広島ＫＳビル 3階 

代 表 者：村松清孝 電話番号：082－502－6300 

 

役 割 

 各種経営相談については、岡山県産業振興財団およびよろず支援拠点の専門家派

遣相談を活用することで連携をはかり、帯同支援を行う。 

 中小企業大学校への研修を通じて職員の資質向上をはかる。 

 

 

〇ミラサポ 

専門家派遣制度を利用し、帯同支援を行い小規模事業者の持続的な発展を支援する。 

 

※前述した本計画のメインテーマがあるため、各連携者とは、当然、上記に列挙した

事柄以外にも様々な分野で連携協力を図ってきた実績もある。今後も連携協力がな

ければ、本計画が実行出来ない可能性がある。 
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連携体制図等 

 

１．経営発達支援事業の内容 

Ⅰ．経営状況の分析に関すること 

 

連携体制図① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標 
小規模事業者の経営分析支援を行い、経
営の安定と向上、持続的発展を目指す！ 

 
真備船穂商工会 
◆巡回・窓口相談の実施 
◆事業所カルテの整備 
◆各種セミナー開催 
◆フォローアップ支援 
◆専門家派遣への帯同支援 
 

倉敷市（商工労働部） 
◆専門家派遣相談 

地元金融機関 
◆経営分析に基づいた

資金調達相談 

岡山県商工会連合会、ミラサポ 
◆ミラサポの専門家派遣 
◆経営分析に関する診断・助言の依頼 

岡山県中企業診断士会などの各士業団体 
◆専門家派遣相談 
◆セミナー講師 

その他支援機関 
◆専門家派遣相談 
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Ⅱ．市場調査支援・経営動向の把握に関すること 

 

連携体制図② 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標 
小規模事業者に地域内の経済動向を提供
することで経営の安定と向上を目指す！ 

 
真備船穂商工会 
◆買い物に関する各種調査の実施 
◆情報の整理・分析 
◆情報提供 
 

倉敷市（商工労働部） 
◆経済動向・統計結果の収集 
◆買い物に関する各種調査への協力依頼 

岡山県商工会連合会 
◆統計調査の情報収集および提供 

一般財団法人岡山経済研究所 
◆経済動向・統計結果の収集 
◆買い物に関する各種調査への協力依頼 
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Ⅲ．事業計画策定・実施支援に関すること 

■事業計画策定・実施支援 

 

連携体制図③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標 
小規模事業者に事業計画策定・実施に関する伴
走型支援を行い、事業の持続的発展を目指す！ 

 
真備船穂商工会 
◆事業計画策定支援 
◆各種補助金等の申請支援 
◆各種セミナーの開催 
◆巡回訪問によるフォローアップ 
◆専門家派遣への帯同支援 

地元金融機関 
◆事業計画に基づいた資金調達相談 

その他支援機関 
◆専門家派遣相談 

岡山県商工会連合会、ミラサポ 
◆ミラサポの専門家派遣 
◆事業計画全般に関する情報共有、お

よび指導・助言 

倉敷市（商工労働部） 
◆専門家派遣相談 

岡山県中企業診断士会などの各士業団体 
◆専門家派遣相談 
◆事業計画策定実施セミナー講師 
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■創業・第二創業（経営革新）支援 

 

連携体制図④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標 
「創業希望者」を「創業予定者」へ変え、
認定支援機関として必要とされることを
目指す！ 

 
真備船穂商工会 
◆創業希望者の掘り起こし（広報等） 
◆巡回・窓口相談の実施 
◆第二創業（経営革新）支援 
◆創業サポートセンターとの連携 
◆広域市町村との連携 
◆創業フォローアップ 

地元金融機関 
◆創業および第二創業（経営革新）に基

づいた資金調達相談 

岡山県中企業診断士会などの各士業団体 
◆専門家派遣相談 

倉敷創業サポートセンター 
◆起業塾への希望者派遣 
◆専門家派遣相談 

岡山県商工会連合会、ミラサポ 
◆ミラサポの専門家派遣 

その他支援機関 
◆専門家派遣相談 
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Ⅳ．地域の活性化に資する取り組み 

 

連携体制図⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標 
地域活性化に結びつく事業へ発展させ、地域
のブランド化、にぎわいの創出など、地域経
済に波及効果のある事業推進を目指す！ 

 
真備船穂商工会 
◆ふなめし実行委員会の設立 
◆高梁川流域圏連携中枢都市圏構想への

参画 
◆行政機関との地域活性化懇談会の開催 

高梁川流域圏連携中枢都市圏構想（7 市 3 町） 
◆高梁川流域に関する地域振興の企画・運営 

倉敷市（観光課・コンベンションビューロー） 
◆観光資源の情報発信 
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