
 
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 吉備中央町商工会 

実施期間 平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日 

目標 

行政及び関係機関との連携を強化し、当地の特徴を活かしながら創業及

び就農予定者に対し、競争力のある起業化の推進と地域商工業者等の経

営課題の解決に取り組み、地域小規模事業者の持続的な発展と観光関連

業者等の連携による入込客数の増加を図り、活力に満ちた地域を創造す

る。 

事業内容 

１．地域内小規模事業者の経営分析と市場調査による経営計画及び６次

産業化計画の策定支援 
   地域経済動向調査、需要動向調査及び経営状況分析を活用し、小規模事

業者の継続のための適切な事業計画策定を支援する。 

 

 

２．地域の資源等を活用した新商品等の開発と商談会、展示会等への出

展による需要の開拓 
   地域の有力な農産物や観光資源等を活用し、市場・消費者のニーズを捉え

た商品や事業者が連携して行う滞在型体験観光商品の開発と商談会、展示会、

異業種交流会等への参加による販路の確保を支援する。 

 

３．有害獣駆除したイノシシを活用した商品の開発と販路の確保 
   行政と連携し、全国展開支援事業で開発されたイノシシの革や肉及びそ

の他の部位を使用した商品を小売店、バイヤーに提案すると共に指摘事項

に基づく改良を提案し、商品力を向上させ、販路の確保を支援する。 

 

４．創業者・第２創業者の創出 
   行政と連携し、事業承継に悩む後継者や転入者等の創業や業態転換、新

分野進出希望者の掘り起こしを行い、創業塾等の受講を促し、計画の作成、

事業実施、販路開拓支援や経理、労務等基礎的支援を行う。 

 

５．求人と求職者のマッチングの支援 
   転入希望者や転入者等と事業者とのマッチングを図り、人材不足による

事業の拡大や新分野への転換、事業継続が困難な事業者の状況の改善を支

援する。 

 

６．経営指導員等の資質向上と支援ノウハウの組織内での共有化の整備
   経営指導員等の専門研修への積極的参加と補助員、記帳専任職員の経営

指導員との帯同訪問やＯＪＴ、支援事例発表により支援能力の向上を図る。
 

 

連絡先 

吉備中央町商工会  

  〒７１６－１１０１ 岡山県加賀郡吉備中央町豊野１－１ 

  ＴＥＬ ０８６６－５４－１０６２ 

  ＴＡＸ ０８６６－５４－１６４７ 

  E-Mail kibichuo@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．地域の概要 

 吉備中央町商工会地域は、岡山県のほぼ中央に位

置し、「賀陽町」と「加茂川町」の２町が合併した地

域であり、南は岡山市に接しており、車で約１時間、

岡山空港からは約３０分の距離にある。さらに、中

国横断自動車道岡山米子線賀陽ＩＣの設置により、

県内の主要都市へ短時間でアクセスが可能であり、

優れた交通環境と「保健福祉区」「自然レクレーショ

ン区」「研究学園区」「産業区」「センター区」「住

区」「農用区」の７つのゾーンに分かれる２１世紀の

未来都市「吉備高原都市」の存在は、地域の大きな

特徴である。 

 標高は１２０～５００メートルの高原地帯に位置し、比較的緩やかな地形と日中夜の

寒暖の差が大きく、自然環境が農業に適しており、水稲を中心に高原野菜、黒大豆、ピ

オーネ、ブルーベリー、桃などの栽培では県内有数の産地である。 

 また、吉備中央町として就農者、移住者の増加のため、各種助成金制度、空き家情報、

受入支援組織の構築等の環境整備も進んでいるが、人口の純増には至っていない。 

 平成２７年度商工会実態調査において、当地域の商工業者数は、４７１事業所であり、

小売業２９.５％、サービス業２１.９％、建設業１９.７％、製造業１５.５％、飲食・

宿泊業５.５％、卸売業２.３％、その他５.６％の構成比である。就労者数は、建設業、

製造業が中心であるが、減少傾向にあり、就労者数は平成１２年７,４９０人、平成２

２年は６,０２０人、１０年間で１,４７０人約２割減少している。小売業者数は多いも

のの小規模であり、生鮮三品を取扱う商店は、６店舗しかなく、また、移動販売業者も

２社（生鮮三品を扱うのは１社）に留まっている。 

 人口数及び高齢化率は、平成１７年１０月で１４,０４０人、高齢化率３５.５％、平

成２６年１０月で１２,１１６人、高齢化率３９.４％である。 

 

２．地域の課題 

 （１）吉備高原都市建設計画吉及び備高原都市への定住、企業誘致が計画どおりに進

んでいない。 

 （２）イノシシ等の有害獣による農作物被害の拡大により農業生産意欲が減退してい

る。（駆除したイノシシを活用した商品開発が行われているが、販路が確保でき

ていない。） 

 （３）高齢化、後継者不足による離農に伴い、耕作放棄地が拡大している。 

 （４）小売店等の縮小、廃業及び高齢化率の進行に伴い、交通弱者や買物弱者が増加

している。 

 （５）観光資源となるものはあるものの、資源の活用手法、受入体制が十分でない。

 （６）創業予定者、事業後継者の把握が十分にできていない。 
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（７）将来を担う子供を増やすための環境整備（結婚、婚姻、出産、子育て等）の切

れ目のない支援策が必要である。 

（８）雇用希望事業者の把握と就労希望者の相談機会の創出が必要である。 

（９）若い世代定住のためのアパート等の整備と定住のための交流支援の場が必要で

ある。 

（10）高齢化率が全国平均２６％程度であるが、当町は３９％と非常に高く、生活の

ための交通網の整備（道路の幅員、バスの運行路程・運行数等）が必要である。 

 

３．事業者の課題 

 （１）高齢化及び後継者不足により規模の縮小と廃業が増加している。 

 （２）若者を中心に、町外への購買流出が増加している。 

 （３）雇用の確保が難しい。 

 （４）経営環境の変化への対応ができていない。 

 （５）受注及び売上が減少している。 

 （６）販売先の確保、拡大ができにくい。 

 

４．吉備中央町総合計画の概要 

 「吉備中央町の総合計画・後期基本計画」の基本目標「産業振興」で１．農業立町の

推進、２．商工業・観光の推進、３．雇用・勤労者福祉の充実を掲げ、その中で、商工

会を中心とした経営支援を推進し、商工業の振興、企業誘致の推進、観光の振興へ取り

組んでいく旨を謳っている。 

 

５．経営発達支援事業の方針 

このような地域の現状、特性、課題を踏まえ、岡山県、吉備中央町、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、よろず支援拠点、地域金融機関、

大学、民間事業者等と連携し、個々の小規模事業者に対する経営の持続的発展を実現す

る。そのため、小規模事業者が提供する商品や役務、保有する技術やノウハウ、経営資

源等を分析し、その結果に基づき、需要を見据えた事業計画策定のための指導、助言を

行い、伴走型による支援を行う。 

 また、小規模事業者の商品及び役務の需要動向を調査し、マスメディア、広報誌、商

談会、展示会、ホームページ等を活用しながら新たな需要の開拓に寄与する。 

 

６．経営発達支援計画の目標 

 岡山県及び吉備中央町の地方公共団体が積極的に進めている定住化促進プロジェク

トと連携し、新規就農者の拡大、企業誘致による就労機会の確保、高原の環境を生かし

た企業の創出と、地場の個別企業の経営力の向上等を持続的に支援し、伴走型による計

画策定及事業実施を行う。 

 （１）地域内小規模事業者の経営分析と市場調査による経営計画及び６次産業化計画

の策定支援 

 （２）地域の資源等を活用した新商品の開発と商談会、展示会等への出展による需要

の開拓 

 （３）有害獣駆除したイノシシを活用した商品の開発と販路の確保 
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 （４）創業者・第２創業者の創出 

 （５）求人企業と求職者のマッチングの支援 

 （６）経営指導員等の資質の向上と支援ノウハウの組織内での共有化の整備 
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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．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】 

   これまでは、全国商工会連合会の小規模企業景況動向調査等の全国的一般的業

種別景況情報を確認していたが、個々の企業が求める情報提供ができていない状

況であった。 

今後は、経営者からのヒアリングや行政や民間機関等が実施している地域の経

済動向等の各種調査を収集し、産業構造の変化、商圏人口の推移、住民の年齢・

家族構成、消費動向や地域資源の動向等をわかりやすく分析、加工し、巡回時等

に情報として提供すると共に、小規模事業者へヒアリングを行い、事業者の課題

を明確にし、需要を見据えた事業計画書を策定するための基礎的数値として活用

する。 

また、調査により得られた情報は、多くの事業者が調査データを活用できるよ

う商工会報やホームページ等で情報を提供していく。 

 （事業の内容） 

  （１）巡回訪問や支部会別会議を開催し、会員事業者から地域及び業界動向等に

ついて、ヒアリングを行う。 

  （２）行政や民間機関等の協力を得て、経済センサス、人口動向調査、労働力調

査等のデータを収集する。収集したデータを整理、分析し、理解しやすい内

容に加工し、経営指導員等職員間で情報を共有し、持続的経営計画策定等に

提供及び活用する。 

  （３）就農者及び新規就農者等に対し、行政や民間機関等の協力を得て、農産物

地産地消等実態調査等各種データを収集、整理、分析し、地場農産物の使用

動向を明らかにし、６次産業化への取組み、計画書策定等に提供及び活用す

る。 

  （４）地域資源等を活用した特産品開発業者、観光関連事業者等に対し、旅行・

観光消費動向調査等のデータを収集、分析し、滞在型体験観光商品策定のた

めの資料として活用する。 

 （目標） 

  （１）地域の経済動向に関する調査データを整理、分析、加工した資料を作成し、

地域内小規模事業者に提供する。そして、事業計画策定事業者数５７社（５

カ年）へ繋げていく。 

  （２）滞在型体験観光商品策定数 年３コース 

  （３）宿泊者数 年３％増 
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 ２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

    これまでは、経営指導員等による巡回訪問、窓口相談、記帳指導業務等で得た

情報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や小規模支援

会計システムｍｏｍｏ等へのデータの入力処理が業務となっていた感があるが、

今後は、小規模事業者支援システムや小規模支援会計システムｍｏｍｏ等に蓄積

されたデータを活用し、ＳＷＯＴ分析や財務面における損益分岐点、安全性、収

益性、生産性、労働性、キャッシュフローなどを分析し、個別企業が所有する経

営資源の特徴を捉え、事業計画策定等の相談時に使用する資料として活用する。

  （事業の内容） 

     経営指導員等による巡回訪問、窓口相談、記帳指導業務、借入状況等の情報

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へ入力し、蓄積し

た情報を経営指導員等で共有する。状況によっては、中小企業診断士等の専門

家の支援を受けながらより的確で詳細な経営資源、財務内容等の経営分析を行

う。また、分析された結果については、巡回訪問等により提供すると共に、職

員間でも共有する。 

 （目標） 

   

支援内容 現状 平成27年度平成28年度平成29年度平成30年度平成31年度

情報分析データ収集企業 未実施 10件 20件 24件 26件 30件

      

 ３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

    これまでは、事業者からの経営支援要請があった都度、緊急的、断片的な支援

となっていたが、今後は、個別企業の表層的課題でなく、小規模事業者の本質課

題を見出し、経営環境の改善、収益構造の強化等の改革に取り組むことで更に安

定した経営体質の向上と持続的発展が図られるよう事業計画を策定する。 

    地域内の小規模事業者は、経営者の高齢化や後継者問題等から事業廃止を余儀

なくされ事業所数は減少傾向にある。一方、行政の積極的な定住促進施策や吉備

高原都市の存在により、他地域からの転入者も多く、新規開業に取り組む者もい

る。地域内での開業を増やし、地域経済の活性化を図るため、創業塾等を開催す

ることで創業機会の増加と開業計画策定支援に努める。また、他の業態への転換、

下請けから元請けへの転換等新たな経営資源の活用による経営の安定化、持続化

に取り組めるよう経営指導員等が巡回訪問等により対象者の掘り起こしを行い、

経営革新等の支援を行う。 

    当地域は、農業が基幹産業であり、農業者の収益の確保に向け、６次産業化計

画の策定に取り組む。 

  （事業の内容） 

   （１）経営指導員等の巡回訪問等により事業計画策定を考える小規模事業者に対

し、経営資源、経営状況、財務状況等の分析結果を踏まえ、中小企業診断士

等の専門家と連携を図りながら、経営課題を整理し、持続的発展に向けた事

業計画を策定する。 

   （２）町が開設する創業相談窓口等からも創業希望者情報を収集し、創業塾を年
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1 回以上必要に応じ開催し、創業希望者の知識向上を図り、創業計画の策定

を支援する。 

   （３）経営指導員等の巡回訪問により、第２創業の希望者の掘り起こしを行い、

中小企業診断士等専門家を活用して、経営革新計画策定を支援する。 

   （４）岡山県農業普及センター、町農林課との連携を密にし、それらが所有する

農業者情報を共有し、６次産業化計画情報及び創業塾等開催案内を６次産業

化への取組みを考えている農業者に対し提供し、岡山県備前県民局、岡山県

商工会連合会と連携し、６次産業化計画書の策定を支援する。 

   （５）事業の実施に対し資金需要が必要な場合は、国等の低利な創業資金の斡旋

と町の利子補給制度の活用による資金支援を行う。 

 

  （目標） 

   

現状 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

未実施 5件 10件 12件 14件 16件

回数 1回 1回 1回 1回 1回

参加者数 10人 10人 10人 10人 10人

2件 2件 3件 3件 3件 3件

2件 2件 3件 3件 3件 3件

未実施 1件 2件 2件 2件 2件

未実施創業塾の開催

支援内容

事業計画策定企業数

創業支援者数

経営革新等承認数

融資推薦件数
 

   ※経営革新承認数には、６次産業化を含む。 

 

 ４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

    事業の実施にあたっては、中小企業診断士等の専門家や金融機関等と連携し、

売上の拡大と収益確保に向けた伴走型支援により持続的発展を図る。 

    また、創業者、第２創業者及び６次産業化計画認定者に対しても、巡回訪問等

により、労務、税務等基礎的な支援を含めた伴走型支援を行う。 

  （事業の内容） 

   （１）事業計画の遂行にあたり、国、県、町等の行う支援策を広報、案内により

周知し、フォローアップを実施する。 

   （２）事業計画策定後は、４半期に１回以上は、巡回訪問により進捗状況を確認

し、ＰＣＤＡサイクル等によりターゲットの再確認、販売方法の見直しや、

効率的なプロモーションの導き出しを行うなどフォローアップによる伴走型

支援を実施する。 

   （３）必要に応じ、ミラサポの専門家、岡山県よろず支援拠点、岡山県産業振興

財団や中小企業基盤整備機構の専門家などを活用し、課題等を解決し、目標

の達成に向け支援を行う。 

   （４）事業遂行に必要となる資金需要については、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」等の活用を提案し対応する。 
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  （目標） 

   

支援内容 現状 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

事業計画フォローアップ企業 未実施 5件 15件 27件 31件 47件

経営発達支援融資企業 未実施 1件 2件 3件 4件 5件
 

 

 ５．需要動向調査に関すること【指針③】 

    これまで、一般的な消費の動向を知る程度であったが、今後は、地域内事業者

が販売する商品、提供するサービスに関連した現状の外部要因、競合状況市場動

向や将来的な市場動向に対する持続性及び成長性があるかなどを調査し確認す

る。そのためには、経営者や現場担当者に対し、ヒアリングを実施し消費動向等

の調査を行い、合わせて、行政や民間機関等が実施する需要動向等の各種調査デ

ータを収集し、必要に応じて分析、加工し、事業計画策定時の需要の予測、設備

投資、商品開発、品揃え、マーケッティング計画等の資料として活用する。 

また、地域資源等を活用した特産品開発業者、観光関連事業者等に対しては、

市場調査、旅行・観光消費動向調査等のデータを収集、分析し、滞在型体験観光

商品の開発と地域特産品開発のための資料として活用する。 

調査により得られた情報は、巡回訪問等で事業者に提供するとともに、多くの

事業者が調査データを活用できるよう商工会報やホームページ等で情報を提供

していく。 

  （事業の内容） 

   （１）巡回訪問により、経営者や現場責任者に対して、個企業の消費動向や、生

産リードタイム等の調査を行い、計画策定の資料として活用する。 

（２）小規模事業者の商品やサービス等の需要動向について、行政や民間機関等

が実施する需要動向調査やＰＯＳ情報等の情報を収集、整理、分析、加工し、

提供する。 

（３）特産品開発業者、観光関連事業者に対し、農産品等の販売動向や国内旅行

の消費動向等を分析し、市場ニーズに合った新商品開発や各事業者と連携し

た滞在型体験観光商品を策定する。また、観光商品利用者に対し、属性、消

費動向、満足度等のアンケートを実施し、今後の商品開発等に活かしていく。

（目標） 

  （１）需要動向を調査することにより、事業者の設備投資への示唆、機会損失の

削減、死蔵在庫の減少、生産リードタイムの短縮等、持続的な収益の確保を

図る。 

（２）需要動向に関する調査データを整理、分析、加工した資料を作成し、小規

模事業者に提供し、事業計画策定事業者数５７社（５カ年）へ繋げていく。 

  （３）特産品に関する市場分析、顧客分析、競争環境分析等の分析結果を特産品

等開発事業者全社に提供する。 

  （４）国内旅行の消費動向、観光プラン等を分析し、宿泊業者及び観光関連業者

全社に提供する。 
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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】 

    これまで、地元イベントや全国展開支援事業等の実施による首都圏での商談会

等への出展、岡山県商工会連合会や地元金融機関が開催する展示商談会等への参

加、岡山県商工会連合会が作成するバイヤー向けカタログへの掲載などの支援を

行ってきたが、取引の成立、売上の拡大等成果は非常に厳しいものがある。 

    今後も新たな販路開拓を支援するため、小規模事業者が所有する経営資源を活

用した商品、サービス等の認知度を高め、需要の拡大を推進するために、岡山県

備前県民局、吉備中央町、吉備中央町観光協会、岡山県産業振興財団、岡山県商

工会連合会、金融機関等と連携し、事業者への巡回訪問、商工会報やチラシの配

布により、商談会、展示会等に関する情報提供を行う。 

    また、商品、サービスのブラッシュアップを図り、より商品力を高めるため、

専門家等派遣事業を活用する。ブラッシュアップされた商品は、マスメディア等

を活用して、より効果的、効率的な知名度の向上と販路の開拓を図る。 

    海外での日本製商品は高い評価を得ており、海外での取引を検討する業者に対

し、他の支援機関と連携し、事業者の希望にあった受発注に係る情報の収集と取

引先等の斡旋を支援する。 

  （事業の内容） 

（１）イノシシの商品については、地元、吉備高原都市さんさん広場等で開催さ

れる「さんさん祭り」「鬼伝祭」「わっしょいわんさか吉備高原フェスタ」等

への参加、「ＩＮＯＫＫＯ祭り」の開催により、販路開拓と商品の認知度の向

上を支援する。 

   （２）地域資源を活用した特産品等については、専門家等を活用して、市場調査

を踏まえたターゲットの確認と市場ニーズを捉えた商品の開発・改良を行

う。 

   （３）バイヤー向けに特化した商品情報提供シートを作成し、各連携機関が有す

る商談会、展示会、異業種交流会等で配布・活用し、ＢtoＢの販路開拓支援

を行う。 

   （４）「小規模事業者持続化補助金」を活用し、小規模事業者の販路開拓のための

チラシの作成、商品包装の改良、ネット販売システムの構築などの取組みを

支援する。 

   （５）県内外で開催される商談会、展示会、異業種交流会等への参加し、バイヤ

ー等ブースに立ち寄らせ、事業者の認知度の向上と取引先の確保のため、ブ

ースレイアウト、ディスプレイ・サイン、販促ツール、セールス技術、アン

ケート等の支援を行う。 

（６）海外での取引を希望する業者に対して、岡山県産業振興財団の海外支援の

専門家を活用し、受・発注情報の収集と取引先の紹介、斡旋の支援を行う。 

（７）新商品、新サービスの広報を図るため、マスコミ向けの販売促進用企画書

の作成支援を行い、プレスリリースを積極的に活用する。 
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  （目標） 

   

支援内容 現状 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

新商品・改良商品件数
10件

全国展開事業
3件 3件 3件 3件 3件

商品情報シートの作成件数 未実施 5件 15件 20回 20回 25回

持続化補助金申請件数 14件 16件 16件 16件 16件 16件

プレスリリース配信件数 未実施 1件 3件 3件 3件 3件

商談会展示会等出展回数 3回 3回 3回 3回 3回 3回
 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 地域の歴史文化の継承と賑わい創出に向けた「竹荘八十八ヶ所霊場巡り」（中小商業

活性化事業）、地域食材資源である「ブルーベリーを使用した商品開発」（全国展開支援

事業）、有害獣駆除した「イノシシの革を使用した商品開発」（全国展開支援事業）、調

理が困難な高齢者に対する「配食サービス」、消費を喚起する「プレミアム商品券の発

行」、地域内で開催されるイベントへの参加等行政と深く関わりながら、地域経済の活

性化に取り組んできた。 

今後は、総合的に地域経済の活性化に資する各種事業を推進するため、商工会の地域

コーディネーター力を活かし、商工会が主体となり、吉備中央町、吉備中央町観光協会、

地元金融機関等の各種団体や学識経験者等で、地域経済活性化策を検討する協議会を組

織し、定住促進、人材のマッチング、特産品開発、観光誘致、交流人口拡大等について

検討して行く。 

 

（事業の内容） 

 （１）地域の各種団体で実行委員会を組織し、吉備高原都市さんさん広場等で開催

される地域住民と都市住民の交流の場を創出する「さんさん祭り」「鬼伝祭」

「わっしょいわんさか吉備高原フェスタ」等に実行委員として参画し、イベン

トの企画、立案等の提言をしていく。また、これらイベントに参加し、行政が

普及推進しているブルーベリーやイノシシ関連商品のＰＲと消費の拡大を継続

して行う。 

 （２）吉備中央町、吉備中央町観光協会、地元金融機関等の各種団体や学識経験者

等で組織する地域経済活性化策を検討する協議会を年２回程度開催する。 

 （３）経済動向、需要動向の調査結果を踏まえ、町が推進するブルーベリー等を活

用した既存商品の改良と新商品の開発を支援し、町、観光協会等のホームペー

ジへ掲載し、また、地元金融機関が開催する商談会等に出展し、地域全体で商

品のＰＲと販路の拡大を支援して行く。 

 （４）農作物に被害をもたらすイノシシ等の有害獣の駆除が地域の課題となってお

り、駆除されたイノシシの肉及び皮を活用することで、駆除の気運を高めるこ

とで、被害の減少をもたらす。そして、岡山県と町が推進するイノシシ肉とそ

の皮（革）を活用し、全国展開支援事業等で開発された食品、衣類、小物ケー
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ス、椅子等の販路の確保と新商品開発を引き続き展開して行く。また、商工会

が開催したレザークラフト講習会を受講した受講生が作成する小物革商品のＰ

Ｒと消費の拡大を図るため、地元の道の駅や地域イベントに参加し、事業規模

となるよう創業に向けた支援を行う。 

（５）行政が行う商工業振興、地域振興及び観光振興施策の一端を担うため、行政

との関係を強化すると共に情報を共有し、地域経済活性化の具体的施策を協議

する場として町長、議長、協働推進課（商工会担当課）長との「行政懇談会」

を引き続き年１回以上開催する。 

（６）休眠状態である「無料職業紹介事業」を再構築するため、現在２名の職業紹

介責任者を１名増員し、事業内容等を商工会報やホームページ等で紹介する。

訪問巡回等により、求人事業者の情報を収集し、無料職業紹介への求人情報登

録を行う。また、町定住促進課との転入情報の強化を図り、転入を希望する「自

分の技術や知識を活かしたい求職者」と「人材を求めている事業者」とのマッ

チングを行い、地域労働力の需給調整役として適材適所への雇用斡旋を行う。

そして、人材不足による事業の拡大や新分野への転換、事業継続が困難な事業

者の状況の改善を図る。 

 

 

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）岡山県商工会連合会が開催する「広域サポートセンター連絡協議会」に支援課

長が出席し、各種支援施策等への取組み状況や創業、第２創業、ものづくり補助

金、小規模事業者持続化補助金等に申請および補助金の執行ノウハウについての

情報収集を行う。 

 （２）中小企業基盤整備機構が開催する「支援機関合同会議」（備北信用金庫、高梁

商工会議所、新見商工会議所、備北商工会、阿哲商工会、吉備中央町商工会）に

経営指導員等が出席し、各種支援施策等への取組み状況や各種支援ツールの作成

及び活用の仕方等についての情報交換、勉強会を行う。 

 （３）日本政策金融公庫倉敷支店が開催する「経営改善貸付推薦団体連絡協議会」に

経営指導員が参加し、地域の経済動向、金融支援状況、金融施策等に関する情報

交換を年２回行う。 

 （４）日本政策金融公庫倉敷支店、地元金融機関（３行）支店長と商工会工業部会委

員等との金融懇談会を引き続き年１回開催し、金融動向、各種融資制度等の情報

収集を行い、事業者への適正で円滑な融資斡旋を行う。 

 （５）岡山県商工会連合会、ミラサポの専門家、岡山県よろず支援拠点、岡山県産業

振興財団や中小企業基盤整備機構の専門家など他の支援機関との会議等に積極

的に参加し、そこで得た専門的知識、支援ノウハウ、補助金申請ノウハウ等の情

報についても、隔月で開催する職員会議等で説明し、情報を共有し資質の向上を

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 

    岡山県商工会連合会が主催する経営指導員研修（一般研修・専門研修）、職員

研修、事務局長研修、経営支援スキルアップ研修会（デザイン活用支援）等に経

営指導員等全職員が参加し、専門的知識の取得等資質の向上に努めている。今後

は、職員会議等での各職員が研修等で習得した知識等を発表し、知識、情報の共

有化を図る。また、若手経営指導員等の支援実務時間数を確保し、経験回数を増

すことや経営指導員等が取り組んだ支援事例を職員会議等で発表し、企業の本質

的課題に対応する伴走型支援能力の向上を図る。 

    岡山県商工会連合会が行う役割基準による人事評価システムの結果をフィー

ドバックすることにより、職員一人ひとりが求められる知識、スキル等を確認す

ると共に、支援機関向け研修会等に参加し、質の高い経営支援能力を修得する。

（１）岡山県商工会連合会が開催する経営指導員研修、職員研修、各種セミナー、

スキルアップ研修会等を経営指導員、補助員、記帳専任職員が受講する。 

（２）中小企業大学校が開催する専門的研修会を経営指導員は２年に１回以上受講

する。 

（３）全国商工会連合会が行うＷＥＢ研修会の各講座を経営指導員、補助員、記帳

専任職員の全職員が受講し、効果測定に臨む。 

（４）専門家派遣を活用しての帯同訪問や経営指導員と補助員、記帳専任職員との

チーム支援を通じて、情報収集、指導助言内容等の手法を学ぶなど、ＯＪＴに

より伴走型支援能力の向上を図る。 

（５）隔月で開催する職員会議の場で、各職員が受講し得た研修の情報や経営指導

員等が取り組んだ支援事例を発表し、支援能力の向上を図る。 

 

 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、本計画で掲げた事業の実施状況及び成果について、以下の仕組みによ

り評価及び見直しを行う。 

  （１）吉備中央町、商工会役員、中小企業診断士等の有識者により、事業の実施状

況、成果、評価、見直し案を提示し、指導を仰ぐ。 

  （２）理事会において、事業の成果、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、見直しの結果は商工会総代会資料、会報、ホームページ

に計画期間中公開する。 
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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４月現在）

（１）組織体制 

 

 ・役 員  会長     １名 

副会長    ２名 

理事    ２０名 

監事     ２名  （合計２５名） 

 

 ・事務局  事務局長   １名 

支援課長   １名 

経営指導員  １名 

       補助員    １名 

記帳専任職員 ２名 

記帳指導員  ２名  （合計 ８名） 

 

 ・組織図 

     

　
工
業
部
会

　
支
部
（

　
支
部
）

理事会
（会長・副会長・理事）

監査会
（監事）

総代会

　
女
性
部

　
青
年
部

　
総
務
企
画
委
員
会

　
商
業
部
会 10
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 ・経営発達支援事業実施人員 

 

経営指導員を中心に、全職員８名で役割分担を図り、経営発達支援計画の実行に

あたる。 

    統括責任者（事務局長） 

    ①地域経済の動向調査（担当４名） 

    ②経営状況の分析（担当４名） 

    ③事業計画の策定支援（担当４名） 

    ④事業計画策定後の実施支援（担当４名） 

    ⑤需要動向調査（担当４名） 

    ⑥新たな需要の開拓に寄与する事業支援（担当３名） 

    職員８名が兼務しながら各事業を担当する。 

        

 

 

（２）連絡先 

 

   〒７１６－１１０１ 

   岡山県加賀郡吉備中央町豊野１－１ 

   ＴＥＬ ０８６６－５４－１０６２ 

   ＦＡＸ ０８６６－５４－１６４２ 

   E-mail kibichuo@okasci.or.jp 

   ＵＲＬ http://www.okasci.or.jp/kibichuo/ 
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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） 

 ２７年度 

(２８年１

月以降) 

２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 

必要な資金の額 1,250 2,400 2,700 2,800 2,800

 

小規模企業対策事業

費 

各種調査費 

セミナー等開催 

事業計画策定支援 

販路開拓支援 

商品開発支援 

会議等開催費 

 

1,250

200

 650

200

100

100

2,400

500

800

500

300

300

2,700

500

800

700

400

300

2,800 

 

500 

800 

700 

500 

300 

2,800

500

800

700

500

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 

 

県・町補助金収入、会費・手数料等収入のほか、事業実施にあたり活用可能な委託事業

費等収入 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

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

関する事項 

連携する内容 

１．地域の経済動向調査 

   行政や民間機関が実施している各種調査情報を収集、分析、加工を行い、地域内

小規模事業者の経営判断としての支援に活用する。 

 

２．経営状況の分析調査 

   経営指導員等の巡回訪問、窓口相談、小規模支援会計、各種セミナー等で収集し

た個社の経営情報を、岡山県商工会連合会が運用している小規模企業者支援システ

ムに蓄積・分析し、経営の改善、事業計画の策定等に活用する。 

 

３．事業計画策定支援 

   地域の経済動向及び個社の経営状況を分析、加工し、個社に適合した事業計画の

策定に向け活用する。専門的で高度な支援が必要な場合は、中小企業診断士等専門

家や各種支援機関と連携し対応する。また、各種補助金制度等の情報の提供により、

積極的に事業計画を策定する。 

   創業予定者及び第２創業者に対しては、岡山県商工会連合会等が開催する創業塾、

事業承継塾等への参加を促す。町の創業相談窓口と連携し、創業予定者の情報収入

に努め、創業塾等の受講により創業へと繋げていく。 

   ６次産業化に取り組む農業者等に対しては、岡山県商工会連合会、岡山県備前県

民局と連携し、事業計画の策定支援を行う。 

   また、事業計画において資金が必要な場合は、日本政策金融公庫倉敷支店、地元

金融機関からの金融支援を受ける。 

 

４．事業計画策定後の実施支援 

   事業計画事業者、創業者、第２創業者に対し、伴走型支援に徹する。専門的で高

度な支援が必要な場合は、専門家の派遣、各種支援機関と連携し、計画の見直し等

を行いながら、目標を達成する。 

   また、６次産業化計画の認定者に対しても、岡山県商工会連合会、岡山県備前県

民局と連携し、遂行状況の確認と目標達成に向けた伴走型支援を行う。 

 

５．需要動向調査 

   専門家、支援機関、金融機関等と連携して、個別企業に対する潜在的需要の動向

等についての情報収集と意見交換を行う。 

 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業支援 

   行政、支援機関等と連携し、情報発信の手段と活用による新たな需要の開拓を行

う。 
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連携者及びその役割 

・岡山県 備前県民局 

  局長 小川敏朗 

  〒700-8604 岡山県岡山市北区弓之町６－８       TEL 086-224-4341  

 （役割） 

  ・経済動向、需要動向等の各種調査データの提供 

  ・行政（国、県）が行う施策情報の提供と周知 

  ・商談会、展示会等販路開拓支援機会の情報提供 

  ・６次産業化支援についての相談対応、専門家情報の提供 

 （連携の効果） 

  ・豊富な各種調査データ、施策情報を所有しており、事業者の経営計画策定の方向

性と市場ニーズを捉えた販売の促進に効果が大きい。 
 

・吉備中央町 

  町長 山本雅則 

  〒716-1101 岡山県加賀郡吉備中央町豊野１－２     TEL 0866-54-1313 

 （役割） 

  ・経済動向、需要動向等の各種調査データの提供 

  ・商談会、展示会等販路開拓支援機会の情報提供 

  ・行政（国、県、町）が行う施策情報の提供と周知 

 （連携の効果） 

  ・経営発達支援事業の実施においても、情報、人、資金支援等が必要であり、協働

で推進して行く分野も多く、効果は非常に大きい。 
 

・吉備中央町観光協会 

  会長 難波武志     

  〒716-1101 岡山県加賀郡吉備中央町豊野１－２     TEL 0866-54-1301 

 （役割） 

  ・観光スポット、体験施設、宿泊施設等の情報の提供 

  ・観光ツアーの情報提供 

 （連携の効果） 

  ・開発された地域特産品や観光商品を協会のホームページ等に掲載することで、地

域を上げた取り組みとして、商品等信頼が増し、ＰＲ効果は高い。 
 

・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  TEL 086-224-4341 

 （役割） 

  ・高度専門的な経営支援についての相談対応 

  ・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の提供 

  ・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 
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  ・商談会、展示会等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 

 （連携の効果） 

  ・もっとも身近な支援機関として、経営計画の策定支援、販路開拓支援、職員の資

質向上支援等多面的な支援により、経営発達支援能力の向上に効果は大きい。 
 

・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       TEL 086-286-9626 

 （役割） 

  ・海外展開、展示会、商談会など販路開拓支援機会の提供 

 （連携の効果） 

  ・小規模事業者の経営計画策定に関し、専門家も多く販路開拓支援等のノウハウも

豊富であり、販路開拓機会の増加が期待できる。 

 

・岡山県よろず支援拠点 

  コーディネーター 鈴鹿和彦 

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

 （役割） 

  ・高度で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 

 （連携の効果） 

  ・多くの専門家を有しており、小規模事業者の経営計画策定等に関し、より専門的

な支援が必要となる場面も発生し、多彩な見識による支援が可能となる。 
 

・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       TEL 082-502-6300 

 （役割） 

  ・経営支援に役立つ情報の提供 

 （連携の効果） 

  ・様々な支援ツールを有しており、支援ツールの提供や他の商工会等の取組み情報

等の提供は、効果的な事業実施を進める上で効果的である。 
 

・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 藤徳物産ビル TEL 084-425-8401 

（役割） 

  ・金融支援 

  ・展示会、商談会、異業種交流会など販路開拓支援機会の提供 

（連携の効果） 

  ・資金力に乏しい小規模事業者にとって、経営計画策定実施に伴う資金需要への対
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応と商談会等の販路拡大支援機会の提供は、円滑な事業推進に効果は絶大である。
 

・中国銀行 吉備高原都市支店 

  支店長 石原久範 

  〒716-1241 岡山県加賀郡吉備中央町吉川４８６０－６  TEL 0866-56-7146 

 （役割） 

  ・金融支援 

  ・展示会、商談会、異業種交流会など販路開拓支援機会の提供 

（連携の効果） 

  ・資金力に乏しい小規模事業者にとって、経営計画策定実施に伴う資金需要への対

応と商談会等の販路拡大支援機会の提供は、円滑な事業推進に効果は絶大である。
 

・トマト銀行 賀陽支店 

  支店長 諏訪浩一 

  〒716-1122 岡山県加賀郡吉備中央町竹荘４９６－１   TEL 0866-54-1361 

 （役割） 

  ・金融支援 

  ・展示会、商談会、異業種交流会など販路開拓支援機会の提供 

（連携の効果） 

  ・資金力に乏しい小規模事業者にとって、経営計画策定実施に伴う資金需要への対

応と商談会等の販路拡大支援機会の提供は、円滑な事業推進に効果は絶大である。
 

・備北信用金庫 賀陽支店 

  支店長 黒川典義 

  〒716-1122 岡山県加賀郡吉備中央町竹荘４８６－２   TEL 0866-54-1335 

（役割） 

  ・金融支援 

  ・展示会、商談会、異業種交流会など販路開拓支援機会の提供 

（連携の効果） 

  ・資金力に乏しい小規模事業者にとって、経営計画策定実施に伴う資金需要への対

応と商談会等の販路拡大支援機会の提供は、円滑な事業推進に効果は絶大である。
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連携体制図等 

 

１．地域の経済動向調査 

               

                     吉備中央町 

     商工会          

                     岡山県備前県民局 

    

 

 

２．経営状況の分析調査 

 

 

   小規模事業者        商工会        岡山県商工会連合会 

 

 

 

    

３．事業計画策定支援（創業・第２創業・６次産業化を含む） 

 

                        岡山県商工会連合会 

     小規模事業者                

                        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 

      商工会 

                        岡山県 備前県民局 

    

                        日本政策金融公庫 

 

                        地域金融機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

各種調査データの提供 

情報の収集 

情報の提供 

情報の入力 

分析データの提供 

相
談

計
画
書
の 

策
定
支
援 

高度で専門的な相談 

高度で専門的な支援 

専門家の派遣 
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４．事業計画策定後の実施支援（創業・第２創業・６次産業化を含む） 

 

                        岡山県商工会連合会 

     小規模事業者                

                        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 

      商工会 

                        岡山県 備前県民局 

    

                        日本政策金融公庫 

 

地域金融機関 

 

 

５．需要動向調査 

               

                     吉備中央町 

     商工会          

                     岡山県備前県民局 

    

 

 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業支援 

 

                           岡山県商工会連合会 

  小規模事業者                

               展示会         岡山県産業振興財団 

               商談会 

               異業種交流会      岡山県よろず支援拠点 

                セミナー等 

                           中小企業基盤整備機構 

   商工会 

                           岡山県 備前県民局 

 

                           地域金融機関 

 

 

相
談 

伴
走
型 支

援 

高度で専門的な相談 

高度で専門的な支援 

専門家の派遣 

各種調査データの提供 

相
談

伴
走
型 支

援 

参加 

フォローアップ 

需
要
の
開
拓
機
会
の
提
供


