
経営発達支援計画の概要 

実施者名 津山商工会議所 

実施期間 平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日 

目標 

 

平成２７年４月に新たに設立される『つやま産業支援センター』と連携し、

個々の中小企業、小規模事業者の営業力強化、経営基盤安定化、経営合理化に

対して総合的な支援体制を整備する事で、次世代へ存続する中小企業・小規模

事業者の在り方を検討・追及する。 

『岡山県北中核拠点都市‘津山’』の実現を目標とし、美作大学・津山高専卒

業者が津山市内企業に就職希望する素地と、企業側が就職を受け入れられる企

業体力強化との両面併せて整備し、定住人口の増加を策す。 

 また、『西の小京都』『城下町』としての特質を再認識、再強化を図る観点か

ら、‘衣・食・技’の３点に特に注力し、観光都市機能強化にも努める事で、観

光客の来街目的を創出。交流人口の増加も目指しながら、飲食・宿泊・土産物

販売といった経済波及効果拡大の好循環を生み出していく。 

○作州絣の復活、並びに‘守・破・離’導入したデザインマーケッティング 

改善によるふるさと名物の開発、販路開拓支援 

○食品製造業の新商品開発等経営革新、及び小規模飲食店の組織化・経営体質

強化 

○木材産業クラスター形成によるパッケージ販路拡大、並びに津山市内職人 

技術習得者の顕彰と承継 

 

事業内容 

 

津山商工会議所経営発達支援事業目標に特に指定の主要産業・注力産業である

『食品製造業』『飲食業』『美容業』『木材関連業』『伝統工芸製造業』に重点を

置き、下記Ⅰ～Ⅴの取組を行う。 

Ⅰ．地域の経済動向調査 

Ⅱ．経営分析・需要動向調査 

Ⅲ．事業計画の策定・実施支援 

Ⅳ．創業・第二創業（事業承継支援） 

Ⅴ．小規模事業者販路開拓支援 

上記取組に関わる毎年度の成果発表の場として、『小京都・城下町津山伝統産業

展（仮称）』を開催し、事業周知及び参加企業の販路拡大、取り扱い品目の消費

拡大につなげる。 

津山商工会議所経営発達支援事業は、津山市、つやま産業支援センター、

日本政策金融公庫津山支店を始めとする地元金融機関、教育機関、業界

団体、商工会、岡山県中小企業団体中央会、（公財）岡山県産業振興財団、

他認定支援機関との連携により企画・検討し、実施協力も得る。 

 

連絡先 

〒 708-8516 岡山県津山市山下 30-9 

TEL:0868-22-3141       FAX:0868-23-5356 

URL  http://www.tvt.ne.jp/~kaigisho/   Mail kaigisho@tvt.ne.jp 

 



（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

（１）津山市の概要 

・ 津山市は、岡山県の北東部に位置し、北は鳥取県、南は吉備高原に接し、古来から岡山県北

地域の中心都市として栄え、岡山市、倉敷市に次ぐ岡山県第３の都市である。 

・ １６０３年（慶長８年）森忠政が美作国の領主となり、津山城と城下町の建設に着手し、県

北の政治、経済、文化の中心都市として、現在の発展の基礎が築かれた。今尚津山城跡・城

下町としての町並み、優れた歴史的建築物が多く残されている都市構造・自然環境から『西

の小京都』の一つに数えられている。 

・ 周辺市町村の中心的役割を担う位置関係もあり、美作大学、津山工業高等専門学校が立地。

教師・学生が同規模他都市と比しても多い点、‘知識・学術’の充実といった観点では、中

山間地方都市としては恵まれた環境にある。 

・ ２００５年（平成１７年）２月には、近隣の加茂町、阿波村、勝北町及び久米町を合併し、

人口１０６，７８８人（平成２２年国勢調査）、面積は５０６．３６㎢を擁する岡山県北最

大の中心都市として、今後より一層の躍進が期待されている。 

・ 津山市の人口推移、１９７５年（昭和５０年）の中国縦貫自動車道の開通以降は、増加傾向

にあったが、１９９５年（平成７年）の国勢調査の１１３，６１７人をピークに、その後は

緩やかな減少傾向に転じている。２００５年（平成１７年）の国勢調査では１１０，５６９

人、２０１０年（平成２２年）は１０６，７８８人となり、５年間で３，７８１人（３．４％）

の減少となっている。【図 1.2】 

 

 

 

 

 

 

 
 

※ 平成 27 年 3 月発行平成 26 年度津山市統計書 

※ 国立社会保障・人口問題研究所資料を一部抜粋・岡山県内３県民局集計を独自で計算したもの。
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・２０４０年将来推計人口に関しては、上記表にもあるように、津山市のみならず岡山県美作県

民局エリア自治体（岡山県北東部）の大半が大幅減少となる。 

 

 

・津山市の製造業に関しては、製造出荷額は一進一退を繰り返しながら漸増しているが、その反

面、事業所数は減少している事から、一定規模の生産設備を持つ事業所に集約されている事がう

かがえる。【図 1.16 & 1.17 & 1.18】      ※ 平成 27 年 3 月発行平成 26 年度津山市統計書 
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・ また、山陽・山陰の主要都市との中間地点である事、中国縦貫自動車道による大阪市との時

間的な近さもあり、産業・経済面でも岡山県北東部の中核都市として、木材・撚紙・縫製業

を中心に発展してきたが、随分以前より過去の主要産業は衰退し、現在の主要産業は高度経

済成長期の企業誘致によるステンレス産業の集積といえる。 

 

・ 津山市の商業（卸売業）に関しては、流通広域化、中抜き等を背景に事業所数、従業者数、

年間商品販売額いずれも減少傾向をたどっている。 

・ 津山市の商業（小売業）に関しては、事業所数は小規模事業者の廃業等を背景に減少基調に

あるが、年間商品販売額は横ばいで推移。 

但し、津山市（津山圏域）の人口減少により、消費購買力は今後確実に低下が予想される事

から、事業所数、従業者数、年間商品販売額いずれも減少していくものと見込まれる。 

※ 平成 27 年 3 月発行平成 26 年度津山市統計書 
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平成２１年度（２００９年）民営事業所数及び従業者数【下表】 

 ※ 平成 27 年 3 月発行平成 26 年度津山市統計書 

資料『事業所・企業統計調査』及び『経済センサス基礎調査』より 
            第２次産業に関しては従業者数１～１９名を小規模事業者カウント 
                第３次産業に関しては便宜上、従業者数１～ ４名を小規模事業者カウント 

  事業所数 従業者数 
小規模事業所数 

（左記におけるシェア）

小規模従業者数 
（左記におけるシェア） 

第１次 農業、林業、漁業 38 437 - - 

第２次 

鉱業等 5 41 4(80.0%) 19(46.3%)

建設業 594 4,194 565(95.1%) 2,947(70.3%)

製造業 413 7,620 335(65.3%) 2,107(27.7%)

第３次 

電気・ガス・水道業 5 292 1(20.0%) 3(1.0%)

情報通信 42 406 23(54.8%) 44(10.8%)

運輸業 116 1,982 33(28.4%) 87( 4.4%)

卸・小売業 1,642 11,580 965(58.8%) 2,196(19.0%)

金融・保険業 115 1,278 47(40.9%) 97( 7.6%)

不動産・賃貸業 343 1,043 291(84.8%) 520(49.9%)

学術研究等サービス 200 969 139(69.5%) 299(30.9%)

宿泊・飲食業 635 4,316 407(64.1%) 855(19.8%)

生活関連サービス 515 2,106 414(80.4%) 761(36.1%)

教育・学習支援業 116 908 82(70.7%) 139(15.3%)

医療・福祉 344 6,832 103(29.9%) 228( 3.3%)

複合サービス 54 535 28(51.9%) 75(14.0%)

その他サービス 383 2,561 266(69.5%) 547(21.4%)

総数 
下の数値は第１次 

産業を除いた総数 

5,561

5,523

47,100

46,663
 3,703(67.0%) 10,924(23.4%)

 
・ 上記表により、津山市内事業所（作州津山商工会エリア含む）の小規模事業者割合を計算し

たところ、全体事業所数の６７．０％が小規模事業者であり、全体従業者数の２３．４％を

雇用している事が判明。 

・ 以上の事から、津山市産業振興の課題は、津山圏域人口減少及びそれに伴う域内市場産業の

収縮にあると考えられるが、その解決策としては、事業所数の多数を占める地域内小規模事

業者に対する経営発達支援による販路拡大、経営持続化の実現であると考えられる。 

 

 

 

（２）津山商工会議所の役割と使命 

津山商工会議所では従来、津山圏域拠点都市の地方総合経済団体として、また経営支援機関

として、管内中小企業の成長・発展に寄与してきたと自負しており、その一端が都市規模とし

ては有数のマル経斡旋実績にあると認識していた。 

 しかしながら、近年では経営相談内容の専門化・高度化により、支援能力の向上が求められ

ている事、地方創生、またこの度の小規模企業振興基本法制定、並びに小規模支援法改正とい

った諸事情を勘案し、支援機関である津山商工会議所の中長期的な方針を検討した結果、津山
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市内産業の基礎を担う小規模事業者の存在及び地域経済への貢献度に改めて着目。また前述の

津山市圏域の人口減少、高齢化の深刻化に伴う市場規模の縮小に対応するべく、津山市内事業

者数の６７．０％を占め、従業者数の２３．４％を雇用している小規模事業者の経営持続化・

発展に対し、従来以上の経営指導を実践。伴走型経営支援へ積極的に取り組む事を役割と認 

識し、経営発達支援事業を実施する事で、津山地域経済活性化の牽引役となり、小規模事業者

数減少を食い止め、津山市の人口流出・減少及び域内市場産業の収縮を防ぎ、岡山県北拠点都

市‘津山市’の産業面における機能強化、都市の拠点性向上の一助となる事を使命とする。 

 

津山市の事業所統計等における目標 

小規模事業者 現時点 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

事業者数（件） 3,703 3,500 3,400 3,300 3,300 3,350

従業者数（名） 10,924 10,500 10,200 9,900 9,950 10,300

UIJ ターン創業（件） 5 10 15 15 20 20

 

津山商工会議所経営発達支援事業における目標 

経営支援事業 現時点 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度

経営分析 2 50 100 150 200 200

補助金申請 20 30 30 40 40 50

経営革新計画 3 6 10 15 15 20

経営発達融資 0 2 4 6 8 10

※ 経営分析は、小規模事業者の同意を得て、中小企業基盤整備機構作成の『小規模事業者の

事業計画づくりサポートキット』を用いて、経営分析を行なうもの。 

 

・ 上述の津山市現状を踏まえ、岡山県、津山市、地域金融機関、大学・高専、その他支援機関

並びに平成２７年４月に新設立された『つやま産業支援センター』と連携を図り、従来からの

津山商工会議所小規模事業振興事業（経営改善普及事業）を発展・強化、並びに新規事業への取

組も併せて実施する事で、個々の中小企業、小規模事業者の営業力強化、収益体質改善、経営基

盤安定化等の経営合理化を推進。人口減少の続く津山市にあっても、次世代へ存続可能な中小企

業・小規模事業者となるよう、経営指導を強化していく。 

また、『岡山県北中核拠点都市‘津山’』の実現を目標とし、美作大学・津山高専卒業者が津

山市内企業に就職希望する素地の形成と、企業側が学生側の就職希望を吸収可能な企業体力強化

の整備を推進し、併せて他都市からのＵＪＩターンを受入れ可能な産業構造、雇用の拡大を目指

し、定住人口増加を図り、津山市の人口減少傾向に歯止めを掛ける。 

・ 歴史的に見ても、津山市は『西の小京都』『城下町』として岡山県北東部の重要拠点であり

続けた地方都市である。現在、中心市街地活性化事業計画は国の認定も得て、事業実施中であ

る事から、その伝統文化再興の観点から、特に‘衣・食・技’の３点『食品製造業』『飲食業』

『美容業』『木材関連業』『伝統工芸製造業』５分野に着目・注力し、小規模事業者振興を観光都

市機能強化にもつなげる事で、観光客の来街目的を創出。下記の３事業に関する取り組みも行な

い、交流人口の増大も生み出しながら、飲食・宿泊・土産物販売といった経済波及効果拡大の好

循環を生み出していく。 

①  作州絣の復活、並びに‘守・破・離’導入したデザインマーケッティング改善による 
ふるさと名物の開発、販路開拓支援 

② 食品製造業の新商品開発等経営革新、及び小規模飲食店の組織化・経営体質強化 

③ 木材産業クラスター形成によるパッケージ販路拡大、並びに津山市内職人技術習得者の 

顕彰と承継 
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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】 

 

  津山商工会議所では、岡山県商工会議所連合会『景気観測調査（４半期毎実施）』、及び日本

商工会議所『早期景気観測調査（毎月実施）』の２調査に対する実施協力を行っているが、津

山地域の経済動向を調査・集計する事は実施していなかった。 

この点を反省し、改めて津山地域の経済動向調査及び需要動向調査を津山商工会議所管内小

規模事業者の経営発達に不可欠な要素と位置付け、各経営発達支援事業を企画・実施する際の

基礎資料とする。 

これは津山商工会議所管内の景気動向を当所独自で調査・分析する事により、現時点で何が

問題点で、中期的（３～５年後）・長期的（５年超以降）にはどういった事が問題点となるか

を洗い出し、小規模事業者の経営発達にはどういった経営指導が有効適切であるかをピックア

ップ。各経営指導項目の中で需要度の高いものに優先順位をつけ、拡充・強化していく事に資

する事を目的としたものである。 

 

【事業内容】 

(1) 岡山県商工会議所連合会実施『景気観測調査（４半期毎実施）』、津山信用金庫実施の『つ
しん景況レポート（４半期毎実施）』、岡山県中小企業団体中央会実施『景況調査（毎月

実施）』、日本商工会議所実施『早期景気観測調査（毎月実施）』他により得られた結果

を基に、津山商工会議所管内の小規模事業者景気動向を独自で調査・分析する。調査・

分析結果は、津山商工会議所経営発達支援事業の連携体制参画支援団体には提供し、各

支援団体事業には活用できるものとし、津山商工会議所の融資相談会、補助金申請相談

会、経営計画作成相談会等の各種経営改善普及事業実施時にも活用する。 

 

(2) 津山商工会議所経営発達支援事業目標に特に指定の主要産業・注力産業である『食品製
造業』『飲食業』『美容業』『木材関連業』『伝統工芸製造業』については特に留意し、関

係のある異業種交流団体、組合等とも相互連絡体制を整え、隔月毎に景気動向調査を実

施体制を整備。前述５業種の現状把握、課題抽出を行い、問題解決につながる発展成長

策を協議・検討する資とする。 

 

(3) 得られた調査結果は分析したコメントと共に、津山市役所記者クラブへ毎回記事掲載依
頼し、津山圏域企業・住民に幅広く周知可能な広報体制により発表を行なうと同時に、

津山商工会議所会報、津山商工会議所ホームページにも掲載する。 

 

【目標】 

(1)津山商工会議所管内商工業の小規模事業者をピックアップし、業種別現状把握が可能な

様、メール連絡・事業所巡回実訪を通じて、地域経済動向調査を隔月でアンケート調査

を実施し、他の調査結果と照らし合わせながら、岡山県北津山地域の経済動向の実相を
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把握。その結果を基に、津山市内小規模事業者の抱える経営課題を金融機関融資 

担当者・行政機関の産業振興担当者との意見交換会を実施。得られた情報の共有化・

同期化を行なう事で、支援機関相互の小規模事業者振興に関する意識の統一化・ 

協働意識の醸成を図る。 

 

 【分析内容】 
    小規模事業者の巡回指導や窓口相談に応じることにより、小規模事業者の経営上の課題を把

握し分析を行なう。当所では、非常に多くの企業からマル経融資制度を利用いただいており、

この相談時に分析を行なう他、近年では、小規模事業者持続化補助金等の補助金の相談が多 
くあり、こういった相談時が分析の出来る絶好の機会であると考えている。 
企業分析は、中小企業基盤整備機構作成の『小規模事業者の事業計画づくりサポートキット』

を用いて経営分析を行ない、内容としては、以下の通りである。 
 
○ 事業所の財務状態について 

  ・過去 3期分の決算内容を把握し、売上や経費の動向を分析する。また、損益分岐点について分
析することにより、現状の売上でいいのか、商品やサービスの価格設定が間違っていないか分

析する。 
  ・金融機関からの借入状況を把握することにより、借入負担が多くないか、企業の運営に今後問

題がないか分析し、問題がある企業については支援策を検討する。 
  
○ 経営上の問題点について 

  ・小規模事業者は後継者が少ない企業が多いため、後継者対策について把握する。後継者がいな

い事業所については、Ｍ＆Ａを含め、企業が生き残る道を模索する。 
  ・ＳＷＯＴ分析をすることにより、小規模事業者が置かれた現状を把握・分析し、今後の事業計

画に生かす。 
  ・企業の取り扱い商品・サービスの分析を行ない、利益率の高い商品・低い商品を把握すること

により、粗利の向上を目指す。 
 
  （目標）個社の経営状況実態把握・分析に限定する巡回・窓口相談目標 

 
調査業種 調査数 調査項目 

製造業 15 
生産額、受注額、原材料価格、製品販売価格、製品在庫、 

資金繰り、収益性、従業員数、景況、その他特記事項、 

部品加工業 15 
生産額、受注額、原材料価格、製品販売価格、製品在庫、 

資金繰り、収益性、従業員数、景況、その他特記事項、 

建設業 15 
新規受注額、受注残高、資材仕入価格、資金繰り、 

収益性、従業員数、景況、その他特記事項、 

卸売業 15  

売上高、仕入価格、販売価格、商品在庫、資金繰り、 

収益性、従業員数、景況、その他特記事項、 

小売業 15 

サービス業 15 

飲食業 15 

合 計 105  

 

件数 現状 H27 度 H28 度 H29 度 H30 度 H31 度 

巡回相談 0 210 210 315 315 420

窓口相談 0 315 630 630 735 735
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２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

津山商工会議所では、事業資金融資（マル経融資制度）、青色申告記帳指導、決算・申告指

導、補助金申請業務等により、小規模事業者個別の申込を受け、各種経営指導を行なう機会は

豊富にあるものの、その場の対応に手一杯で、現状では経営分析・需要動向調査等の経営発達

支援事業に資する取組までには手が回っていなかった。 

  特に、平成２４年度補正予算から始まった各種補助金申請業務、新たな枠組みである認定支

援機関業務に対応する事に忙殺されていたが、２年間の実施期間を経て、支援機関としての体

制も整いつつあり、現状では平成２７年度からの経営発達支援事業認定が得られても、対応す

る素地・支援力は充分に備わって来たと考えている。 

この度、経営発達支援事業を申請するに当たり、従来までの経営指導体制を抜本的に改善し、

津山商工会議所管内の小規模事業者の持続的発展に向け、経営指導員の巡回・窓口相談を強化

し、各種セミナー事業も計画的・効率的に開催する体制に改める事で、小規模事業者の経営分

析、並びに取扱商品・サービスの需要度調査を行える体制整備を図り、小規模事業者に対し、

有効にして明確な経営指導を実施する事による経営体質強化に直結する経営指導を実現する。

 

専門的な課題については、岡山県産業労働部経営支援課、津山信用金庫並びに日本政策金融

公庫津山支店を始めとする地域金融機関、中小企業基盤整備機構、（公財）岡山県産業振興財

団、岡山県中小企業団体中央会、つやま産業支援センターの各担当者・コーディネーター等と

連携を図り、小規模事業者の直面する課題に対して、従来型の短期スポット支援（金融支援）

以上の総合的・複合的サポートを中長期的に実施する事で、津山商工会議所管内小規模事業者

の持続的発展に尽力する。 

 

【事業内容】 

  (1)   津山商工会議所経営発達支援事業目標に特に指定の主要産業・注力産業である『食品

製造業』『飲食業』『美容業』『木材関連業』『伝統工芸製造業』に共通する課題セミナ

ー、各業種専門家相談会の開催を通じて、前述 5業種小規模事業者の経営状況を把握し、

専門知識を持つ各種業界団体及びそれぞれの業種業界に精通した中小企業診断士の協

力も得て、収益性、安定性、成長性等に着目した経営分析を行い、小規模事業者に説明、

理解を求めながら、人口減少・需要縮小する経済状況下にあっても、事業存続可能な経

営方針を定める等の伴走型支援を実施する。 

  (2)   津山商工会議所経営発達支援事業目標に特に指定の主要産業・注力産業である『食品

製造業』『飲食業』『美容業』『木材関連業』『伝統工芸製造業』の中から取扱商品・サー

ビスを数種類選抜し、需要度・ブラッシュアップの必要性等に関わる重点支援を行う。

 (3)   以上の結果を基に、主要産業・注力産業の経営課題を抽出するものであるが、分析・

調査に留まる事無く、当該事業所・商品・サービスの市場競争力強化につなげ、短期的

な成功事例とし、早期の成功事例を連発する事で中長期的に好循環へと転換させる実践

活動とする。 

 特に『飲食業』に関しては、複数店舗を出店している経営者に対して、フランチャイ

ズシステム導入を視野に入れた積極的な成長支援要素を取り入れたものとする。 

 

【目標】 

(1)  巡回、経営発達セミナー開催、事業所経営分析、取扱商品・サービス分析等を５年計
画で実施する。 
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３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

津山商工会議所では、平成２４年度補正予算事業から始まった認定支援機関を対象とした各

種補助金申請業務に従事する事で、経営計画策定支援としていたが、ものづくり補助金等は明

らかに中小企業を対象としたものであって、小規模事業者の経営計画策定支援は‘小規模事業

者持続化補助金’から本格的開始と捉えており、11 件の申請件数中採択は 4件。実質的に経

営計画策定支援に協力したものは 5件程度である。 

 現状における課題としては、経営指導員５名体制でありながら、様々な従来業務に時間を取

られ、事業計画策定・実施支援業務に本格的に取り組めない状況が続いていたが、各種支援メ

ニュー・支援施策を単発・縦割りで捉えるのではなく、複合・融合的に実施し、支援業務の合

理化を図る事で、経営指導員５名の稼働率を高め、支援事業所数（実績）を増やしていく考え

である。 

 また、下記 3項目に関しては、実働部分である事業計画策定・実施支援の部分で取り組む事

とし、個別企業支援と併せながら、集団指導を行う事とする。 

 

(ア)  作州絣の復活、並びに‘守・破・離’導入したデザインマーケッティング改

善によるふるさと名物の開発、販路開拓支援 

(イ)  食品製造業の新商品開発等経営革新、及び小規模飲食店の組織化・経営体質

強化 

(ウ)   木材産業クラスター形成によるパッケージ販路拡大、並びに津山市内職人

技術習得者の顕彰と承継 

 

 【事業内容】 

(1)事業計画策定セミナー、並びに各種専門家による個別相談会を開催する事で、管内小規 

模事業者に事業計画策定の必要性に対する理解を得、各種補助金申請につながる事業計画策定

推進事業とするが、積極果敢・急進的に経営革新を志向する小規模事業者のみを特別視・優遇

するのではなく、中庸・漸進的な発展を志向する小規模事業者の経営相談を拡大するべく周知

広報活動に取り組む。 

(2)平成２７年度から創設予定の『小規模事業者経営発達支援融資制度』については、事業計画

策定推進と並行しながら、小規模事業者の要望に応じながらも、慎重に申込み事業者を選定し

ながら、積極的制度利用勧奨していく事とする。経営発達支援計画認定を受けた商工会議所・

商工会のみが推薦可能な優遇施策である特質上、本融資制度利用事業者に対しては、特にフォ

ローアップ体制を強化する事とし、その利用事業者の経営発達支援に関しては特に留意する。

これによって、『小規模事業者経営発達支援融資制度』利用事業者は津山商工会議所管内にお

ける伴走型支援のモデルケースとしていく考えである。 

 

(3)津山商工会議所経営発達支援事業目標に特に指定の主要産業・注力産業である『食品製造業』

『飲食業』『美容業』『木材関連業』『伝統工芸製造業』に関しては、個別企業指導を行いなが

支援内容 現状 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度

巡回件数 800 1,000 1,000 1,120 1,120 1,240

経営発達セミナー開催数 0 2 4 5 5 5

経営分析件数 2 5 10 15 20 25

商品・サービス分析 2 5 10 15 20 25
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らも、併せて集団指導を実施し、クラスター形成によるパッケージ販路拡大、新商品・新サー

ビス開発、及び事業の一部共同化等を推進する。 

 

【目標】 

(1)事業計画策定の意義を周知し、中長期経営計画を作成支援すると共に、その検証作業をフォ

ローアップ調査として実施。計画数値目標が未達成の場合は、何が問題点であったか、事業

計画に修正が必要であるかを相談・協議可能な体制を整える。   

(2)木材関連業についてはクラスター形成によるパッケージ販路拡大、その他 4 業種については

事業連携・一部事業共同化等の推進を勧奨する。 

 

 

創業・第二創業（事業承継支援）【指針②】 

津山商工会議所では、津山市が岡山県北東部の拠点都市である関係上、従来から窓口相談に

よる創業相談が多く、金融（新規開業資金借入）、税務（確定申告）、記帳（青色申告）の３点

に対応していたが、近年では創業補助金に関連する相談が増加しており、補助金申請支援業務

の充実化が喫緊の課題となっている。特に創業補助金申請に関しては、公募期間が従来業務で

ある決算・確定申告期と重なる時期があり、対応には苦慮していたが、平成２７年度より設立

される『つやま産業支援センター』との連携体制を構築する事で、創業補助金申請を始めとす

る各種創業相談には積極対応可能と考えている。 

  平成２６年度は地域創業促進支援事業である創業スクール・ベーシックコースを開催し、１

４名受講申込（１年以内創業２名）の実績を得ており、平成２７年度以降は第二創業・再チャ

レンジコース及び女性起業家コースの計３コースを実施する予定。これにより、津山商工会議

所管内の創業予定者・創業検討者の身近な相談窓口となる体制を整え、津山地域における創業

機運を醸成する事とする。 

  また、平成２７年度４月より新設となるつやま産業支援センターにおいても、創業支援は重

要な支援項目の一つに掲げられており、津山商工会議所でもその枠組みの中で創業支援に関し

ては重要な役割を担う事となっているが、津山商工会議所では特別に、津山市内に立地する金

融機関、行政・教育機関、専門家、認定支援機関を含む各種支援団体で構成する創業支援会議

を発足。創業・第二創業（事業承継支援）に関わる様々な事柄を連携して支援する体制を整備

する考えである。 

  ちなみに、津山市は平成２７年２月２８日付けで、産業競争力強化法に基づく創業支援事業

計画の第４回自治体認定を受けており、津山商工会議所は同計画の中での主要な創業支援事業

者と位置付けられている。 

  こういった創業支援、第二創業（事業承継）支援を着実に行ないながら、一定数の創業・事

業承継を育成指導、成長指導する事で、創業事業所を安定的に創出し、且つ創業者が数年後に

は新たに雇用を生み出す好循環サイクルにつなげる事を目指す。 

 

【事業内容】 

支援内容 現状
H27 

年度 

H28 

年度 

H29 

年度 

H30 

年度 

H31 

年度 

事業計画作成セミナー開催 1 4 4 4 4 4

事業計画策定事業者数 20 30 40 50 50 50

経営革新計画申請 0 3 5 10 10 15

補助金申請 20 20 20 20 20 20

FC 展開（飲食・サービス業）支援 0 0 1 1 1 1
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(1)  創業スクール事業の拡充 
(2)  専門家定例無料相談会の新設 
(3)  廃業者・創業者マッチング支援事業 

 

【目標】 

(1)   平成２７年度４月より新設となるつやま産業支援センターにおける枠組の中で上記
事業内容に取り組む事とするが、創業支援に関するワンストップ窓口機能を果たすべく

連携支援体制を整備する。 

 特に、創業に特化した専門家定例無料相談会では、1相談者から複数テーマの 

相談を積極的に受ける事とし、あらゆる角度から見ても無理のない創業が実現するよう懇

切丁寧な支援体制とする。 

 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 

経営発達支援事業を申請するに当たり、津山商工会議所管内小規模事業者の経営課題を解決

するため、地域経済動向調査、経営分析・需要動向調査により得られた結果を踏まえ、事業計

画策定支援を行うが、岡山県産業労働部経営支援課、津山信用金庫並びに日本政策金融公庫津

山支店を始めとする地域金融機関、中小企業基盤整備機構、（公財）岡山県産業振興財団、岡

山県中小企業団体中央会、つやま産業支援センターの各担当者・コーディネーター等と連携を

図り、伴走型経営指導を実施。津山商工会議所管内小規模事業者の持続的発展及び経営安定化、

事業規模順次拡大に寄与する体制整備を行なう事で、人口減少・需要縮小傾向にある津山市内

でも事業の存続可能な小規模事業者の強靭化を図る。 

 

【事業内容】 

 

(1)事業計画策定後、隔月毎に巡回指導を行う事とするが、策定企業の営業年度が終了し、決算

書類が作成後は事業計画上の数値目標等が達成されたか否かの検証作業ヒアリングを経営

者・専門家・経営指導員等で行い、事業計画の妥当性を検討。その際、事業計画自体を見直す

必要性等も勘案しながら、事業計画策定企業の業績評価をまとめる。 

 

(2)業績評価をまとめる過程において、当該企業が現在必要としている支援策についても検討し、

金融支援、ジョブカード制度等の人材育成支援、新たな補助金申請支援等を各種支援団体の担

う役割も含めて総合的なフォローアップ検討を行う。 

 

支援内容 現状 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度

創業スクール（ベーシック）開催 1 回 1 回 1回 1回 1回 1 回

創業スクール（第二創業）開催 0 回 1 回 1回 1回 1回 1 回

創業スクール（女性起業家）開催 0 回 1 回 1回 1回 1回 1 回

創業各種補助金申請支援 4 件 6 件 8件 10 件 12 件 15 件

支援内容 現状
H27 

年度 

H28 

年度 

H29 

年度 

H30 

年度 

H31 

年度 

事業計画策定事業所 

フォローアップ 
0 20 50 90 140 190
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５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

需要動向調査については、津山地域小規模事業所の経営状況・景気動向に関する現状把握が

可能な様、『小規模事業者早期景気観測調査』を隔月実施する。この調査を実施する事により、

小規模事業者が支援機関である津山商工会議所に求めるニーズを業種業界毎に把握し、有効か

つ適切な経営指導を行ない、売上増加・収益力アップ等の経営上において即効性ある経営支援

を実現する。調査項目・調査対象は下記の通り。 

調査項目 

売上、仕入価格、収益、従業員数（正社員・パートタイマー）、人件費、来店客数、 

客単価、景気動向、特記事項（為替相場、株価、原油価格、競合状況） 

調査対象 

 小売業（コンビニエンスストア、スーパーマーケット、ホームセンター）、 

卸売業、製造業（食品製造、金属加工）、飲食業、サービス業（美容院）、 

建設業（土木工事、建築）、木材関連業、等１２業種６０小規模事業者 

  上記調査を実施する事で、津山地域小規模事業者の経営状況・景気動向・経営課題を業種業

界毎に把握する事に努める。 

 
 

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】 

 

小規模事業者販路開拓支援【指針④】 

 

津山商工会議所では長らく物産展等の小規模事業者向け販売促進イベントに未着手であっ 

たが、平成 26 年度は（公財）岡山県産業振興財団、岡山県中小企業団体中央会、岡山県商工

会連合会、岡山県商工会議所連合会の岡山県下 4支援団体で実行委員会を組織した『イオンお

かやまフェア』に参画。第 1回目がイオンモール津山店にて開催された関係上、準備・当日実

施には深く関与しており、物産展等の販路拡大イベントが消費者の反応を直接感じる機会であ

る点、及び新たな顧客を発掘するツールとしての重要性・必要性を充分認識しているところで

ある。イオン岡山フェア＠イオン津山平成２６年１１月１日（土）～４日（火）の計４日間を

開催日程としてイオン津山店１Ｆ催事場で開催。平成２５年度岡山県美作県民局で実施した物

産展を大幅に超える販売客数（レジ通過客数７０２名）と売上（484,872 円）となり、急遽の

取組でありながら大成功であった。これにより、イオン津山店：桂店長からも同様イベントを

年間２～３回は開催してもらいたいとの要請も受けている状況である。 

 また、毎年中心市街地活性化イベントとして実施している『津山スイーツフェスタ』も平成

26 年度で第 9 回目を終え、平成 27 年度は第 10 回目を迎える年度となっている。例年、消費

の鍵を握る女性顧客層からは好評を博しているイベントであり、女性顧客を集客するツールと

しても非常に有力な武器であると考えている。この点を最大限活用し、消費を左右する女性顧

客心理にも精通すべく、更なる拡大イベントとして取り組む必要性を痛感している。 

 

 支援機関担当者は顧客心理、消費行動原理等にも精通する必要性があると考えており、販路

開拓事業及び販売促進イベントに携わる事は担当者の企画能力・実践力を養い、経営指導を行

なう際の言動に指導力（信頼感・説得力）を生み出す為にも不可欠な要素であると認識してい

る。 

この度、経営発達支援事業を申請するに当たり、連携支援団体だけでなく、大型小売店、全
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国的なネットワークを有している認定支援機関である三井住友海上サポート、ＩＴ関連技術に

も長じている津山工業高等専門学校等との協力関係も構築し、特に指定の主要産業・注力産業

である『食品製造業』『飲食業』『美容業』『木材関連業』『伝統工芸製造業』を複合的に組み合

わせた販路拡大イベントを企画・実施する計画としているが、『イオンおかやまフェア』並び

に『津山スイーツフェスタ』にリニューアルを加え、最も有効適切にして盛大な開催となるよ

う企画検討を行う。 

併せて津山高専学生にスマホアプリ作成等を授業の一環として依頼し、小規模事業者の新商

品開発、新規顧客開拓、既存商品・サービスで認知度は低いながら有望なものを周知可能な体

制を整備。 

特に指定の主要産業・注力産業『食品製造業』『飲食業』『美容業』『木材関連業』『伝統工芸

製造業』における、顧客増加、取引先増加、売上増加に直接貢献可能な支援を実施する事によ

り、人口減少・需要縮小傾向にある津山圏域だけを顧客としない、域外販売につながる実施を

目指す。 

 本事業は単なる販路開拓支援に留まらず、津山商工会議所経営指導員を優れた現場 

指揮官として育成する意味合いも込めた事業と考えている。 

 

【事業内容】 

(1)  津山圏域住民が最も多く来店し、最も多く購買する‘イオンモール津山’における年
間 2回程度の物産展示即売会の開催。 

(2)    津山圏域和洋菓子店のスイーツ（各店舗３～５品）を一堂に取り揃えた‘リニュー

アル拡大版津山スイーツフェスタ’の開催。 

(3)    鳥取県・岡山県合同のアンテナショップ‘とっとり・おかやま新橋館’への津山商
工会議所フェア（仮称）期間限定出展の企画。 

(4)    小規模事業者の店情報・商品情報・サービス内容広報アプリ作成依頼。 
 

【目標】 

(1)   連携支援団体がそれぞれ実施している商談会・展示即売会・物産展等の情報を取りまとめ、
小規模事業者へ情報提供を行う事とするが、年間スケジュール としても前もって把握して

おき、出展準備の段階からの伴走型支援を実施する事で、出展応募体制を整備。小規模事業

者側の即応体制整備を推進する。 

   また、物産展等出展が終了次第、出展企業との事後協議・反省会を必ず開催する事で、個々

の販路拡大事業に対応するノウハウを情報提供可能な事務局体制も整えたい。 

   上述の取組を若者（津山高専学生）の遊び感覚を大いに採用したスマホアプリとして立ち

上げ、女性顧客層を中心とした消費者に親しまれながら広報・周知の実現する仕組作りにも

取り組む。 

 

 

 

 

 

支援内容 現状 H27 度 H28 度 H29 度 H30 度 H31 度 

物産展示即売会参加回数 0 1 2 2 2 2

スイーツフェスタ開催回数 1 1 1 1 1 1

とっとり・岡山新橋館出展回数 0 0 1 1 1 1

物産展・商談会支援者数 0 10 20 25 30 35
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

Ⅰ．地域活性化事業 

  津山市内の行政機関を始めとする各種民間団体においても、地域活性化事業は年間を通じて

無数に開催されており、正に乱立状況にあるが、その大半は費用対効果の面で脆弱なものであ

ると言っても過言ではない。全国的にも成功しているイベント事業の成功のエッセンスに学

び、イベント当日単発の経済効果に留まらない地域活性化事業を津山商工会議所発信で企画・

実施する要望は従来からあり、この度、経営発達支援事業に申請するに当たり、後述事業はそ

ういったニーズに対応するものである。 

  津山市、（公社）津山市観光協会、作州絣保存会、津山国産材加工協同組合、津山市森林組

合、津山飲食業組合、津山商工会議所・他で構成される『小京都・城下町津山活性化会議（仮

称）』を年間 4回程度開催し、津山市の強みを充分発揮した活性化の方向性を検討し、岡山県

北東部の拠点都市機能を高める事につなげる。 

また、『小京都・城下町津山活性化会議（仮称）』で得られた活性化策の周知・広報を目的と

した『小京都・城下町津山伝統産業展（仮称）』を開催し、特に指定の主要産業・注力産業で

ある『食品製造業』『飲食業』『美容業』『木材関連業』『伝統工芸製造業』の消費拡大を目的と

した地域活性化イベントを企画・開催。津山市中心市街地活性事業とも連携を図りながら、観

光イベントとしての機能も持たせる事とし、経済波及効果の高い開催を目指す。 

 

【事業内容】 

(1)   津山市、（公社）津山市観光協会、作州絣保存会、津山国産材加工協同組合、  
津山市森林組合、津山飲食業組合、津山商工会議所・他で構成される『小京都・ 

城下町津山活性化会議（仮称）』を年間 4回開催し、津山市の小京都性・城下町 

性といった要素を充分発揮した活性化の方向性を探る。 

(2)   上述取組を踏まえ、『小京都・城下町津山活性化会議（仮称）』で得られた活性  
化策の周知・広報を目的とした『小京都・城下町津山伝統産業展（仮称）』を開 

催し、特に指定の主要産業・注力産業である『食品製造業』『飲食業』『美容業』『木材

関連業』『伝統工芸製造業』の消費拡大を目的とした地域活性化イベントを 

企画・開催する。 

 小京都・城下町をキーワードとしている観点からも、本イベント開催場所は 

津山市中心市街地エリアを予定している。 

 

【目標】 

(1)    小京都・城下町の特色を活かしたイベント事業となる為、観光業者とも連携  
し、観光客受け入れを意識した実施内容とする事で、交流人口の増加も視野に 

入れ、経済波及効果のある実施とする。 
 

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 

 

支援内容 現状 H27 度 H28 度 H29 度 H30 度 H31 度 

開催回数 0 1 1 1 1 1

出展者数 0 20 25 30 35 40

来場者数 0 1,000 1,250 1,500 2,000 2,500
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津山市では平成２７年度４月より、つやま産業支援センターが新たに設立され、ＡＬＬ津山

地域体制で産業支援・地域経済活性化に取り組む事となっている。 

その為、津山地域の行政機関・金融機関・専門家・商工会・商工会議所等を含む各種支援団

体はつやま産業支援センター会議により、一堂に会する機会も従来以上に増え、支援ノウハウ

等を情報交換、支援資質向上研修会も増加となる。 

津山商工会議所経営発達支援事業に携わる経営指導員・補助員・記帳専任職員等は、つやま

産業支援センター、日本商工会議所、岡山県商工会議所連合会の主催する研修会・情報交換会

に積極的出席をする事で、支援能力の均質的な向上を図り、その都度得られる最新情報を共有

化し、新たな販路拡大・需要創出に資する事業企画及び現状事業の改善につなげる事とする。

 

具体的な取組内容は下記３点とし、平成２７年度から平成３１年度の５年間に渡り、 

 継続実施する事で、連携する他の支援機関が有する高度な支援ノウハウ、豊富な情報の 

吸収を図る。 

 

（１） 岡山県商工会議所連合会『経営改善普及事業あり方検討会議』への当所支援担当者３

名以上の出席を義務付け、岡山県下商工会議所の支援担当者から支援具体事例、支援

ノウハウ等を学び、情報交換等も行なう。           【年３回程度】 

 

（２） つやま産業支援センターに連携協力する各支援機関へ講師派遣を依頼し、『事業承

継』『販路拡大』『補助金活用』『異業種参入』等の個別支援テーマ成功事例を抽出

し、勉強会を開催。支援担当者の実体験に触れる事で、支援手法を学び、支援能力向

上・支援手法の継承を図る。                    【年３回程度】 

 

（３） 津山商工会議所経営発達支援事例で優秀なものを年間３件程度選抜し、最優秀支援事

例として、他の支援機関との会議等で発表を行なう場を設ける。 

また、他の支援機関と連携・協力し、各支援機関における最優秀支援事例プレゼンテ

ーション発表会合同開催を呼び掛けたい。       【毎年度終了後年１回】 

 

 

 

 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

  日本商工会議所が主催する各種経営指導資質向上研修会への積極的参加はもとより、通常経

営指導員研修以外の岡山県商工会議所連合会及び岡山県下商工会議所が実施する『収益力ＵＰ

他支援機関との連携を通じた支援ノウハウ

＆情報交換等の支援能力向上取組 
現 状 H27 度 H28 度 H29 度 H30 度 H31 度

岡山県商工会議所連合会 

『経営改善普及事業あり方検討会議』 
1 名 3 回 毎年度 3名 3回 

つやま産業支援センター連携支援機関 

個別支援テーマ成功事例勉強会 
0 回 3 回 3回 3回 3 回 3 回

つやま産業支援センター連携支援機関 

成功事例プレゼンテーション発表会 
0 回 1 回 1回 1回 1 回 1 回

日本商工会議所、岡山県産業振興財団、他 

研修会 
10 回 12 回 15 回 15 回 15 回 15 回
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セミナー』、『経営革新セミナー』、等にも年間１回以上聴講する事を通じて、小規模事業者の

伴走型支援に必要な売上拡大・収益確保といった経営基盤強化に直接つながる支援能力向上を

図る。 

  また、それにより得られた最新情報・有益情報はＤＡＴＡ化し、相互閲覧可能な体制とし、

『経営発達支援事業勉強会』を若手経営指導員が講師となり、毎週１時間開催。若手職員を中

心とする一般職員も参加する事で、津山商工会議所内の経営支援能力向上・均質化を目指す。

上記の他、具体的な取組内容は下記３点とし、平成２７年度から平成３１年度の５年 

間に渡り、中期的に継続実施するが、津山商工会議所経営指導員だけに留まらず、将来 

的に経営指導員に就任するであろう若手職員を中心とした早期の人材育成、資質向上、 

支援能力開発を経営発達支援事業担当課（企業振興課）が主導して実施する。 

 

（１） 企業振興課（中小企業相談所）ミーティングを毎週１回実施する事により、 

最新の支援施策情報（公募スケジュール等）と利用希望事業所等の情報共有化。 

 

（２） 企業振興課（中小企業相談所）研修会を隔週１回実施する事により、各種支援施策の

個別勉強会及び複合活用法等の支援ノウハウ習熟を相互に図る。 

 

（３） 全体職員会議を毎月１回実施するが、その際に支援施策・支援事例報告を新たに行な

う事で、企業振興課（中小企業相談所）支援担当者以外の職員にも情報提供を図る。

 

 

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、本計画に記載した事業計画実施状況及びその成果に関しては、以下の方法 

により評価・検証を行う。 

① 中小企業診断士、社会保険労務士、弁護士、税理士等で構成される有識者委員会を設置し、
事業実施状況の妥当性、成果の検討といった評価制度を取り入れ、有識者委員会で必要と

判断する際は、事業計画実施体制の見直し等の軌道修正を行い、津山商工会議所正副会頭

会議へ提出する。 

② 津山商工会議所正副会頭会議において、事業成果・評価・見直し等の方針を決定。 
③ 事業成果・評価・見直し等の結果については、津山商工会議所常議員会もしくは議員総会
へ報告し、その承認を受ける。 

④ 事業成果・評価・見直し等の結果を、津山商工会議所ホームページで計画期間中は公表す
るものとし、津山商工会議所管内の小規模事業者を始めとする誰しもが閲覧可能な状態と

する。（http://www.tvt.ne.jp/~kaigisho/） 
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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 

 

 
 
課長   榎本 智子     課長    山口 早苗      課長     大田 信介 
課長補佐 大音 展代     係長    西山 浩邦              （主席経営指導員）
主査   鷹取 美江     主事     下山  洋      課長代理 末宗 鈴大 

主事     小林  奨                （主席経営指導員）

      課長代理 鈴木 祥子 

（経営指導員） 

課長補佐 土井 紀佳 

                                                                    （記帳専任職員）

係長   山下 浩志 

（補助員） 

主査   萬代 信行  

（経営指導員） 

主査   織田 直樹 

          （経営指導員） 

主任      亀山 重太郎 

                                                                    （補助員） 

 

（２）連絡先 

 

〒７０８－８５１６ 岡山県津山市山下３０－９ 

ＴＥＬ：０８６８－２２－３１４１  ＦＡＸ：０８６８－２３－５３５６ 

ＵＲＬ  http://www.tvt.ne.jp/~kaigisho/   

Mail    kaigisho@tvt.ne.jp 

 

専務理事 

西山  公二 

事務局長 

小阪  俊二 

総務企画課（３名） 業務課（４名） 企業振興課（８名） 

経営発達支援計画担当 
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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） 

 H27 年度 

(H27 年 4 月

以降) 

H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 

必要な資金の額 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

 

工業振興事業費 

商業振興事業費 

販路拡大事業費 

創業振興事業費 
新商品等開発事業費 

調査・研究事業費 

 

 

 

 

 

3,000 

3,000 

3,000 

5,000 

3,000 

3,000 

3,000

3,000

3,000

5,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

5,000

3,000

3,000

3,000 

3,000 

3,000 

5,000 

3,000 

3,000 

3,000

3,000

3,000

5,000

3,000

3,000

（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 

会費収入、各種事業収入、国補助金収入、岡山県補助金、津山市補助金、 

津山市事業受託費、 

 

 

（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。 
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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 

津山商工会議所経営発達支援事業は、津山市（つやま産業支援センター）、日本政策金融

公庫津山支店・岡山県信用保証協会津山支所を始めとする地元金融機関、教育機関、業

界団体、商工会、岡山県中小企業団体中央会、（公財）岡山県産業振興財団、他認定支援

機関との連携により企画・検討し、実施協力も得る。 

連携者及びその役割 

連携 【調査研究、創業支援、販路拡大、計画策定】 

氏名または名称  津山市(つやま産業支援センター) 

住所       津山市山北６６３ 

代表者氏名    津山市長 宮地 昭範 

連絡先      ＴＥＬ：０８６８－２４－０７４０ 

 

氏名または名称  公益財団法人岡山県産業振興財団 

住所       岡山市北区芳賀５３０１ 

代表者氏名    理事長  三宅  昇 

連絡先      ＴＥＬ：０８６－２８６－９６２６ 

 

氏名または名称  岡山県中小企業団体中央会 

住所       岡山市北区弓之町４番１９－２０２号 

代表者氏名    会長   武田 修一 

連絡先      ＴＥＬ：０８６－２２４－２２４５ 

 

氏名または名称  株式会社日本政策金融公庫津山支店 

住所       津山市山下１８－１ 

代表者氏名    支店長  河野 信一 

連絡先      ＴＥＬ：０８６８－２２－６１３５ 

 

連携 【販路拡大】 

氏名または名称  公益社団法人津山市観光協会 

住所       津山市山下９７－１ 

代表者氏名    会長   竹内 佑宜 

連絡先      ＴＥＬ：０８６８－２２－３３１０ 

 

 連携 【調査研究、新商品開発】 

氏名または名称  津山工業高等専門学校 

住所       津山市沼６２４－１ 

代表者氏名    校長   則次 俊郎 

連絡先      ＴＥＬ：０８６８－２４－８２０１ 
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 連携 【販路拡大、新商品開発】 

氏名または名称  作州絣保存会 

住所       久米郡美咲町打穴中１０６７－１ 

代表者氏名    日名川 茂美 

連絡先      ＴＥＬ：０８６８－６６－２１１７ 

 

連携予定 【創業支援、販路拡大、計画策定】 

岡山県信用保証協会津山支所、 

地元金融機関、 

中国税理士会津山支部、 

三井住友海上サポート等認定支援機関   

作州津山商工会等近隣商工会、 

岡山県商工会議所連合会（広域経営支援センター） 

岡山県美容生活衛生同業種組合津山支部            

 

連携予定 【販路拡大、新商品開発】 

津山市森林組合、 

津山国産材加工協同組合、         

 

 連携予定 【調査研究、新商品開発】 

         美作大学、 

連携体制図等 

 

津山高専 

美作大学 

教育機関 

商工会 

他商工会議所

中央会 
税理士 

中小企業診断士

各種専門家

作州絣保存会 

津山市森林組合 

他業界団体 

 

金融機関 

津山市 

他行政機関 

 

津山商工会議所
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