
経営発達支援計画の概要 

実施者名 
（法人番号） 

玉島商工会議所（法人番号 9260005003798） 

実施期間 平成３０年４月１日～平成３５年３月３１日 

目標 

 
地域の総合経済団体として、地域事業者の経営分析・経営課題の把握、

事業計画の策定・実施、新規創業や第二創業者についても、他の支援機

関や専門家と連携を取り、積極的な伴走型支援により事業者の持続的成

長と事業者数の維持拡大を目指す。また、地場産業・地域資源を有効活

用しさらなる地域の魅力ある街づくりに向けて関係諸団体等と連携して

広域交流推進を行い、地域内購買力の拡大により地域全体の活力の底上

げを図り地域活性化を目指す。 

事業内容 

 
（１）地域の経済動向調査に関すること 

景気観測調査、賃金関係調査を実施し、経済動向・市場動向を分析整

理し、小規模事業者に情報提供することで事業活動に活用してもらう。 
 
（２）経営状況の分析に関すること 

小規模事業者の経営状況分析の掘り起こしや、巡回・窓口相談を通じ

て経営分析の必要性を説明し事業計画策定に活用する。 
 
（３）事業計画策定及び計画策定後の支援 

自社の現状と課題を把握し解決策の検討、将来の目標設定を考えるう

えで必要となるため、セミナーや個別相談会を通じて小規模事業者の

策定支援を行う。また、策定後は円滑に事業が遂行出来るよう、伴走

支援により持続的発展を目指す。 
 
（４）需要動向調査に関すること 

個社の商圏分析データの活用による需要動向調査の実施や地域内消費

者アンケートを実施し、その分析結果の情報提供を行い、新商品・新

サービスの開発に活用する。 
 

（５）新たな需要の開拓に寄与する事業 

県外で開催される展示販売会の情報提供や出展支援の実施及び、プレ

スリリースの活用により、小規模事業者の販路拡大・認知度向上に向

けた取り組みを行う。 
 
（６）地域経済の活性化に資する取り組み 

行政・関係団体等との連携強化による街づくりへの参画・支援を行い、

地域全体の活性化を目指す。 

連絡先 

 
住  所：713-8122 岡山県倉敷市玉島中央町２－３－１２ 

名  称：玉島商工会議所 中小企業相談所 

電話番号：086‐526‐0131   

Ｆ Ａ Ｘ：086‐525‐0230 
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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 

【玉島地域の立地】 

当地の中心部は、江戸時代より物資の集散地と

して栄えた港町で、備中松山藩や岡山藩等の外

港としての機能を備えていた。昭和４２年に旧

倉敷市と旧玉島市と旧児島市が合併して行政は

現倉敷市として新設され、当会議所が対象とす

る地域は、旧玉島市であり合併地域には３つの

商工会議所が存続している。現代になり、新た

に当地東南部の乙島地区に水島港玉島地区が造成され、南の瀬戸内海沖合へと拡大し、

貿易港になっている。その周囲は水島工業地帯の一部をなし、事業所・工場が多数立地

する。また沙美海岸があり海水浴場が設置されている。中部地域は近世に干拓によって

造成された平坦な平野で、東西に山陽新幹線と国道２号玉島バイパスが走っている。面

積 59.82㎢、人口 64,184人（平成 29年 9月現在）である。 

  倉敷市全域の人口は、昭和５５年の国勢調査以降、平成２２年調査時点で475,513 人

で、平成４１年までの人口予測では、平成38 年まで47 万人台を推移しますが、平成４

１年には、46万7千人台まで減少すると予測されている。 

玉島地域では、平成２２年では65,219人で、現在は64,463人でやや減少しているもの

の横ばい状態であるが、今後見込まれる少子高齢化・人口減少は避けられず地域経済の

規模縮小や需要の変化、後継者・担い手不足の深刻化に対応していくことが課題である。 

 

 

 

 

 

 

  

 

※

  

 

※倉敷市商工業活性化ビジョンより抜粋 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E6%88%B8%E6%99%82%E4%BB%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%82%99%E4%B8%AD%E6%9D%BE%E5%B1%B1%E8%97%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E8%97%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E6%B8%AF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E6%B8%AF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E5%B3%B6%E6%B8%AF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%80%AC%E6%88%B8%E5%86%85%E6%B5%B7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%99%E7%BE%8E%E6%B5%B7%E5%B2%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B2%E6%8B%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E9%99%BD%E6%96%B0%E5%B9%B9%E7%B7%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%81%932%E5%8F%B7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%81%932%E5%8F%B7
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【地域経済・産業の現状】 

当所管内の事業所数は約１，８１１社あり、業種は卸・小売業が最も多く、次いで製

造業・建設業・生活関連サービス業・不動産業となっている。全体の事業所数の内小規

模事業者数は、１，４３９社（平成２４年経済センサスより）で約８割を占める。 

主な産業として、繊維産業・麦稈真田製造・除虫菊栽培、沿岸部における漁業水産業・

水産加工業、およびハエ取りリボン製造などの産業が盛んである。その他、鉄工業・プ

ラスチック容器製造などがある。また、岡山県西部を流れる一級河川の高梁川が流れて

おり良質な水資源に恵まれ、酒・酢・醤油味噌などの醸造業も盛んである。 

また、山陽自動車道が通る北部の丘陵地は岡山県内有数の果樹栽培の盛んな地域で、

白桃などの類、マスカット・オブ・アレキサンドリアやピオーネなどのブドウ類の産地

である。 
 
 
玉島商工会議所管内 小規模事業者数 

（経済センサスから岡山県が抽出した小規模商工業者数） 

平成１８年 平成２１年 平成２４年 

１，８２３社 １，５０２社 １，４３９社 

 

【商店街の現況】 

地域中心部に商店街が立地しており、昭和４０年代まで約１２０店舗ほどあり、多く

の買い物客で賑わう商業の中心地であったが、現在は約７０店舗まで減少している。 

  後継者不足や衣類・家電等の各種量販店の出店、同市内のイオン倉敷・アリオ倉敷・

三井アウトレットモールなどの大型商業施設の立地及び顧客の流出、店舗の老朽化、商

店主の高齢化等から客足は減退し空き店舗が目立ち始めており、負のスパイラルに陥っ

ている。 

 
 
※倉敷市商工業活性化ビジョンより抜粋 

 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B9%8A%E7%B6%AD%E7%94%A3%E6%A5%AD
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%BA%A6%E7%A8%88%E7%9C%9F%E7%94%B0&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%A4%E8%99%AB%E8%8F%8A
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%8F%E3%82%A8%E5%8F%96%E3%82%8A%E3%83%AA%E3%83%9C%E3%83%B3&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E9%99%BD%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E9%81%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E6%A1%83
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%96%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%AC%E3%82%AD%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%AA%E3%82%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%94%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%89%E3%82%A6
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【観光振興】 

当地域は、新倉敷駅への新幹線の発着、山陽自動車道の玉島インターチェンジなど、

公共交通機関・高速道路の整備により、中国地方４県・関西・四国方面へのアクセスに

恵まれており交通の要衝となり利便性に富んでいる。地域内は、港町で栄えた江戸時代

に使用していた土蔵などの建造物が立ち並ぶ地区があり、往時を偲ばす落ち着いた雰囲

気を漂わせ、地元倉敷市の“街並み保存地区”に指定されている。この、街並み保存地

区を有効に活用する施策として、１３年前より行政とタイアップして街並み保存地区と

業歴１００年を超える老舗企業を中心に巡る「産業観光ツアー」を実施し大変好評を博

しており観光客増加の一因となっている。また、新潟で生誕した僧良寛が修行した寺院

“円通寺”があり、瀬戸内海が眺望できる風光明媚な場所であり、地域全体で年間約８

万人の観光客が訪れている。しかし、当地域は夜型観光の資源が少なく、日帰りまたは

短時間滞在型観光が大半であるため、観光関連での経済効果は弱い一面がある。 

 

【地域経済の課題・問題点】 

 玉島地域の事業所数全体の事業所数の内小規模事業者数は、１，４３９社（平成２４

年経済センサスより）で約８割を占めるこのような状況で、小売、卸売業、製造業等を

主要産業とする当地域における、地域経済の課題・問題点が以下のように集約される。 
 
①当地域の小規模事業者は業歴の長い事業所が多く、経営環境の変化への対応、経営課

題の把握、改善に向けて経営計画策定や販路開拓などの取り組みに弱い部分があり、 

経済環境の変化、安価な輸入商品の増加、消費者の価値観の変化や消費行動などの様々

な要因によりいずれも縮小している。新たな販路を求め売上増加を図る販売力強化が課

題である。 
 
②量販店や全国チェーン出店の加速、同市内立地の大型複合商業施設により、これらの

店舗との激しい競合にさらされており、小規模事業者や商店街の衰退、中心市街地の空

洞化につながる恐れがあるほか、地域内中心部に住む高齢者等を中心として、買い物弱

者を発生させる懸念があり地域の活力が損なわれる恐れがある。 

商店街を含め、事業主の高齢化や経営環境の変化から廃業件数が増加している。 
 
③上記①・②による小規模事業者の経営環境の悪化は、新規創業者や後継者への事業承

継の妨げとなることが考えられ、小規模事業を中心とした商工業者数の減少、商店街の

衰退が懸念される。 
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【玉島商工会議所の役割】 
 

玉島商工会議所管内の事業所数１，８１１社のうち、約８割の１，４３９社が小規模

事業者であり、地域経済の発展や雇用の受け皿として重要な役割を果たしている。これ

まで、事業者からの相談では、税務・金融・労務といった側面的な支援を求められるこ

とが多く、経営改善普及事業を中心とした支援事業を行うことにより、そのニーズに応

えてきた。しかし近年、経営環境が悪化している小規模事業者からの経営相談が増加傾

向にあり、その相談内容も販売戦略、財務改善など経営に直結した複雑かつ高度化した

内容に変化してきている。このような状況下において、小規模基本法の制定及び小規模

支援法が改正され、玉島商工会議所の果たす役割は従前以上に重要となってきており      

これまで以上に、小規模事業者に対して的確な支援事業を実施し、経営が将来にわたり

持続的に発展するよう、常に寄り添う支援機関としての役割が求められている。国・県・

市等の中小企業向け施策を広く周知・浸透させながら、小規模事業者に支援事業を実施

するとともに他の支援機関と連携して多面的な支援態勢を構築することで、地域におけ

る中核的な支援機関としての役割が必要であると考える。 

 

【倉敷市商工業活性化ビジョン】 

倉敷市では、“倉敷市商工業活性化ビジョン”を策定し、商工業活性化について、以下

５つの戦略を設定している。 

①商店街の活性化 
まちの中心部に立地し，地域の活性化やコミュニティの推

進役として期待されている商店街の活性化を目指します。 

②中小企業支援 

市内事業所数の99.7％，従業員数の71.0％を占め，地

域に根付いた産業の持続的な発展や，創造性あふれる革

新的な取組により本市の雇用や経済を支えている中小企

業の活性化を目指します 

③水島港・水島コンビ 

ナートの競争力強化 

本市製造業の中心的な存在であり，地域経済と雇用を

支える基幹となっている水島港，水島コンビナートの競

争力強化を目指します。 

④企業立地の推進 

 
本市に立地する企業及び，立地を希望する企業が活力

ある経済活動をできる環境を整備します。 
 

⑤ 地域資源の活性化 

 
地域資源を磨き，活用し，伝えることにより，地域産

業の活性化，地域の活性化を目指します。 
 

 

【小規模事業者の中長期的な振興のあり方】 

小規模事業者が持つ「販売力」「技術力」などの経営資源から“強み“を見出して活用

することと、「歴史」「立地」「観光資源」などの地域資源を活用することで、小規模事業
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者の経営力・競争力を高め、事業の持続的発展や事業承継が可能となる。また、創業・

第二創業（経営革新）などに積極的に取り組めるよう、資金調達や経営手法など支援環

境を整備することで、創業者数も増加して小規模事業者の維持・拡大が実現でき、地域

経済に活力が生まれてくると考える。上記の倉敷市商工業活性化ビジョンのなかで、「商

店街の活性化」・「中小企業支援」・「地域資源の活性化」を掲げている。商工会議所も、

地域内における小規模事業者の支援機関として、今後１０年程度中長期にわたる小規模

事業者の振興のあり方について以下のように定義する。 
  

＜小規模事業者の中長期的な振興のあり方＞ 
 

倉敷市が掲げている「倉敷市商工業活性化ビジョン」の考えを踏まえ、当

商工会議所として、関係支援機関や金融機関等と連携を密にして「活気ある

玉島」を目指し、以下を当地域の中長期的な振興のあり方とする。 
 

①地域の強みや特色を活かし、小規模事業者を中心とする中心市街地の賑わい

を創出する。 
 
②既存事業の拡大や新事業を展開しようとする事業者が増え、地域全体で稼ぐ

力を創出し、ビジネス連携が生まれやすい地域を目指す。 
 
③若い世代をはじめとした創業の促進を図り、個性豊かな店が集い、活気ある

街づくりを目指す。 

 
 

 
 

【本計画における目標】  
 
① 小規模事業者の個社経営力強化 

小規模事業者の伴走型支援により、販路開拓やビジネスチャンスにつながる調査

データ等の提供とともに、成り行き経営からの脱却し、企業の経営分析等により事

業計画策定を行った事業者（創業計画含め、５年間で１９０社を支援）の８０％が、

事業計画目標を達成している状況を目指す。 

 

② 商店街の賑わいの創出 

玉島地域の商店街は、後継者不足から世代交代が進まず旧態依然の品揃えで営業を

継続している店舗が多く、売上増加・利益拡大のためには、消費者ニーズに対応した

売れる商品ラインナップが重要である。個社の強みを活かした売れる品揃えづくりを

支援し、商店街に新たな買い物客の流入を生み出す。 
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③ 創業者支援促進 

新たに地域に参入してくる創業者に対し、倉敷市および地元金融機関等と連携し

て、創業しやすい環境を整備・提供し、創業支援事業者の８割が創業後３年継続し

ていることを目指す（平成２５年～２７年の当所調べによると、当所で創業支援し

た事業者８社の４割が３年以内で廃業）。 

 

【目標達成の為の方針】 

①計画的な経営が出来ていない個社の経営課題を洗い出し、事業計画の策定・実施・

フォローアップまでの支援を小規模事業者に寄り添い、提案型の経営サポートを強化

する。 
 

②味噌や醤油等の醸造品、オリーブ、大豆製品、お茶（抹茶）等の地域内資源を活か

した新商品・新サービスの開発及び販路開拓支援を行い、地域の特性・個社の強みに

よる商品展開を促進し、商店街の活性化につなげる。 
 
③新規創業者に対して、倉敷市と連携している“くらしき創業サポートセンター”や

地元金融機関との連携により、創業支援業務をホームページやチラシなどにより広く

周知する。また、定期的に開催される“くらしき創業サポートセンター”連絡会議な

どを通じて創業者に関する情報を共有し、創業者に対して事前支援からフォローまで

伴走型支援を行うことで収益を確保した事業展開を目指し、地域事業者数の維持・拡

大に努め地域経済の活力向上を目指す。 
 
④国や県・市の発信する小規模事業者支援に活用できる施策情報を、ホームページ・

メールマガジンからリアルタイムに入手・整理し、小規模事業者に届ける体制づくり

を構築し普及徹底する。 
 
⑤経営指導員は、各種支援機関等が実施する研修会や講習会事業説明等に積極的に参

加し情報収集し、資質向上・研鑽に努め経営発達支援体制を強化する。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

（１） 経営発達支援事業の実施期間 

 

平成３０年４月１日～平成３５年３月３１日の５年間 

 

（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】 
 

経営発達支援事業の推進にあたり、当地域の経済動向把握ための調査を実施し、

各業界のタイムリーな情報を把握し、地域内小規模事業者の課題解決、事業計画策

定時に提供・活用するため以下の事業を実施し、得られた調査結果を経営計画作成

における有効な資料として活用する必要がある。 

 

① 景気観測調査 

 

（１）調査目的 

当所を含む岡山県内１２のすべての商工会議所の共同調査として、県内の経済動

向の把握・市場調査について分析・整理し、小規模事業者支援の基礎データとして

活用。そして、その結果を管内事業所へ経営判断の資料としてもらうよう情報提供

する。 
 
（２）調査対象 

当所所管地域内の製造業・建設業・卸売業・小売業・サービス業について、４０

社を対象に実施する。 

（３）調査項目 

受注・売上・生産・仕入価格・販売価格・資金繰り・採算・在庫・従業員数・景

況ＤＩ。 

（４）調査・分析方法 

調査は管内事業者の経営判断の資料としてもらうために実施し、当所から調査表

を郵送、調査時期の１年前の同時期との比較、又現在から３ケ月先の見通しについ

て調査し FAXにて当所宛に返送してもらい結果を分析する。 

（５）回数 

年４回 

（６）活用方法 

結果は当所ホームページへ掲載し、事業者がいつでも閲覧できる状態とする。 
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（目標） 

項 目 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

景気観測調査（公表回数） 4回 4回 4回 4回 4回 4回 

 

②賃金関係実態調査 

 

（１）調査目的 

当所を含む、岡山県内１２のすべての商工会議所の共同調査として、県内の地場企

業に勤務する「実在者賃金」を把握するとともに、管内事業所を含む業界の賃金管理

等の参照に資するために実施する。 

（２）調査対象 

当所所管地域内の製造業、建設業、運輸・通信業、卸売業、小売業、サービス業・

飲食店、金融・保険業等について、２００社を対象に実施する。 

（３）調査項目 

給与・賞与・各種手当の支給状況・新規学卒者の採用・初任給及び男女別の賃金。 

（４）調査回数 

調査は管内事業者の賃金管理等の参考にしてもらうために実施し、当所から調査表を

郵送、事業所から郵送にて回答してもらう。調査回数は、年１回。 

（５）活用方法 

結果は調査報告書を作製しそれを調査協力先に提供する。また、当所ホームページ

にも要約版を掲載し、事業者がいつでも閲覧できる状態とする。 

 
（目標） 

項 目 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

賃金等調査（公表回数） 1回 1回 1回 1回 1回 1回 

 
  
２．経営状況の分析に関すること【指針①】  
 

現在、小規模事業者の経営分析ついては、決算確定申告時に売上、経費等の前年

比較程度であったり、金融相談時の借入金状況、返済余力に関する分析程度にとど

まっていた。今後は、経営指導員が管内事業者へ訪問し、現状に危機感を感じてい

るが、課題が明確になっていない事業所や課題は把握しているが解決方法が見つけ

出せない事業所を中心に選定を行う。方法として、ローカルベンチマークヒアリン

グシートを使用し財務分析に加え、自社の経営状況を定性的な面からの分析を行う

ために外部環境や内部環境から見た事業所の分析を、経営者と同じ目線に立ち共有

する。 
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経営分析により判明した課題の解決に向け、事業計画策定や経営支援で活用する

ことで事業所のニーズにあったきめ細やかな支援を行っていく。 

 

(事業内容) 
 
（１）経営分析を行う小規模事業者の掘り起こし 

経営分析を行う小規模事業者の対象は、現状に危機感を感じているが、課題が明確

になっていない事業所や課題は把握しているが解決方法が見つけ出せない事業所を中

心に選定を行う。 

経営指導員（3 名）の体制で実施し、管内小規模事業者の半数(約 700社)を訪問し、

1人あたり４半期毎に支援事業所２社選定する。 

 

（２）分析項目内容 

＜財務分析＞ 

①売上増加率 ②営業利益率 ③労働生産性 ④EBITDA有利子負債倍率 

⑤営業運転資本回転期間 ⑥自己資本比率 

＜非財務分析＞ 

①経営者自身の経営理念・経営ビジョン ②事業承継の意識、後継者の有無 

③企業及び事業の沿革 ④技術力、販売力の強み・弱み ⑤IT の能力⑥企業を取り巻

く環境について等 

 

（３）調査分析の方法 

財務分析、非財務分析ともに、経済産業省が公表しているローカルベンチマークヒ

アリングシートを活用して、巡回訪問、窓口相談対応時にヒアリング形式で実施する。 

 

（４）分析結果の活用 

①分析・把握した内容は、分析先の小規模事業者が経営計画を策定する際の基礎 

資料として活用する。 

②分析・把握した内容が、専門的な課題や長期的な課題の場合は、国が運用して 

いるミラサポの専門家派遣制度やよろず支援拠点のコーディネーター等と連携 

し早期解決に向けた継続的な支援を行う。 

(目標) 

項 目 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

経営分析件数 17 27 27 27 27 27 
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３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 
 

これまで当所では、事業計画策定支援については、小規模事業者持続化補助金等の

補助金申請書類を作成する際に、事業計画の策定支援を行っているが、主に補助金申

請の手段としての事業計画の作成となっており、本来の事業者が持続的に発展するた

めの事業計画の策定が充分に出来ていない。 

そこで、前述の経済動向調査、経営分析結果に基づき小規模事業者が抱える経営課

題を抽出し、どのように発達していきたいか方向性を導き出し、目標実現に向けた事

業計画作成により持続的発展を支援する。 

事業計画策定は既存事業者、経営革新計画申請者、創業希望者いずれにおいても、自

社の現状と課題を把握し解決策の検討、将来の目標設定を考えるうえで非常に有効な手

段であり効果が期待できる。そのため、計画策定は、事業者本人が考えるものを前提と

して事業策定支援を実施する。 

 

(事業内容) 

（１）既存事業者、経営革新計画申請者の事業計画策定支援 
 
①事業計画策定支援ニーズの掘り起こし 

日々の巡回・窓口相談時に、小規模事業者から相談等を受ける中で、事業計画策

定の必要性を説明し、事業計画策定を目指す前向きな小規模事業者の掘り起こしを

行う。経営分析支援を行った事業者のうち、新商品の開発や新サービスの提供、新

分野への進出など新たな事業展開（経営革新含む）に取り組む事業者を主な対象と

して、事業計画策定の必要性、自社の強みの見つけ方など、事業計画策定に向けた

意識付けを行うための説明会を開催し、事業計画策定を目指す前向きな小規模事業

者の掘り起こしを行う。 

 

②事業計画策定支援の方法 

上記①により掘り起こした事業計画策定に前向きな事業者を対象に、事業計画セ

ミナーや専門家による個別相談会を行い、事業計画作成スキルやノウハウの習得を

行う。経営革新計画作成に取り組む事業者に対しては、経営指導員と専門家が連携

して伴走型の支援で申請が出来るまで支援を行う。 

 

（支援における考え方・指導内容） 
 

・経済状況、経営状況の分析などの結果を踏まえ、経営課題の抽出、経営方針、

目標、今後のプラン、売上計画などを設定した事業の持続的発展に向けた事業計画

策定のための支援を行う。 

・事業計画策定において、課題として確認された事項については、課題解決のた
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めの支援を経営指導員が行い、専門的な知見を要する場合には、ミラサポやよろず

支援拠点の専門家派遣を活用し課題解決にあたる。 

 

(目標) 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

事業計画策定セミナー 

（開催回数） 

（参加人数） 

  ― 

   

    1 

   30 

   

    1 

   30 

   

    1 

   30 

  

   1 

   30 

  

   1 

   30 

事業計画策定件数 15 24 24  24 24 24 

経営革新セミナー 

（開催回数） 

（参加人数） 

  ― 

   

    1 

   10 

   

    1 

   10 

   

    1 

   15 

  

   1 

   15 

  

   1 

   20 

経営革新計画策定件数    2   3   3   3   3   3 

  

（２）創業計画策定支援 
 

創業者数を増加させるため、日常の窓口相談に加え、くらしき創業サポートセンタ

ー（注）と連携し、創業に関わる基礎的な知識の習得、事業計画の立て方、資金繰り計

画の立て方などについて学んでもらうために創業セミナー・創業塾を開催し創業支援

を行う。創業計画策定時には、創業の動機・経験を充分ヒアリングし、事業計画・資

金計画に無理がないか精査支援する。 
 
（注）くらしき創業サポートセンターとは、平成２３年に倉敷市で創業しやすいまちを目

指すとともに地域経済活性化を目的に、倉敷市・倉敷市内の５商工団体（つくぼ商工会・

真備船穂商工会、倉敷市商工会議所・児島商工会議所・玉島商工会議所）が構成団体とな

り「くらしき創業サポートセンター」を設立。平成２７年８月には新たに地元金融機関が

構成団体に加わり創業から創業後のフォローまでの支援を行っている。 
 
 

①事業計画策定支援ニーズの掘り起こし 

創業を考えている方や創業間もない方に、当所のホームページで創業に関する支

援情報の周知、また上記のくらしき創業サポートセンターと連携をとり、双方に問

い合わせや窓口相談に来られた方に支援情報の説明を行い対象者を掘り起こす。 
 

②事業計画策定支援の方法 

創業塾や創業セミナーを開催し、事業計画策定の必要性を理解してもらう。セミ

ナー後も経営指導員が継続支援し、ミラサポやよろず支援拠点の専門家の活用や資

金面においては金融機関と連携して実効性の高い事業計画作成を目指す。 
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（目標） 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

創業塾     （開催回数） 

（参加人数） 
― 

1 

20 

1 

20 

1 

25 

1 

25 

1 

25 

創業セミナー（開催回数） 

（参加人数） 
― 

1 

15 

1 

15 

1 

20 

1 

20 

1 

20 

創業計画策定件数 ―     5 10    10 15 15 

 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
   

これまで支援してきた小規模事業者の多くは事業計画を作成した経験が無く、事業

計画作成に慣れていない。また、事業計画を作成したが目的化している事業者もあり、

経営指導員による計画後のチェックやサポートも不十分で、事業が計画通りに進捗し

ている事業者が少ないのが現状である。 

そこで、定期的な巡回訪問等により計画の進捗状況の確認、経営課題の確認、必要

に応じた事業計画の見直し等、伴走型支援を計画的に実施し、場合によっては専門家

派遣制度を活用し維持的発展を図る。 
 
(事業内容) 

（１）事業計画策定事業者、経営革新計画策定事業者への事業計画フォローアップ支援 
 
事業計画策定事業者及び経営革新計画策定事業者についてのフォローアップとして

は、四半期に一度、巡回訪問を通じて進捗状況を確認するとともに、ＰＤＣＡサイク

ルを回すことで、進捗状況や環境変化を踏まえながら定期的な見直しを行い事業計画

実現に向けて指導・助言を行う。 

特に、経営革新計画策定事業者等事業展開に積極的な事業者に対するフォローアッ 

プに際しては、中小企業診断士等の専門家と同行し、専門的な知見に基づく課題解決

提案をするなど伴走型の指導・助言を行う。 

 
(目標) 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

事業計画策定事業者へ

のフォローアップ回数 
23 96 96 96 

 
96 

 
96 

経営革新計画策定者へ

のフォローアップ回数 
4 12 12 12 

 
12 

 
12 

 
 

（２）創業計画策定事業者へのフォローアップ支援 
 
創業計画策定事業者については、二ケ月に一度巡回訪問し、創業計画の進捗状況の

確認を行うとともに、資金繰り・記帳・労務・金融等の経営課題がないか聴き取りを

行う。課題が判明したり、創業前に想定していなかった問題に直面した場合には、ミ
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ラサポやよろず支援拠点の専門家派遣を活用し、経営基盤確立に向けたきめ細やかな

フォローアップを行う。 

 
(目標) 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

創業計画策定事業者へ

のフォローアップ回数 
10 30 60 60 

 
90 

 
90 

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 
   
   地域内の人口は横ばい状態ではあるが、大手チェーン店や大型店舗等の大手事業

者が進出しており、小売・飲食・サービス業を中心とした小規模事業者は需要の増

加を自身の事業に取り込むことができず、売上も減少傾向にある。こうした状況に

おいて、小規模事業者が持続的に発展していくためには、大企業にない機敏性や柔

軟性を活かして事業活動を行っていく必要がある。しかし、規模の過小性から経営

者が最前線で従事することが多く、経営者自らが携わる業務が多岐にわたるため、

需要動向などの情報収集力については弱い面を持っており事業の方向性を誤った

り、自身の事業の見直しを行う機会が少ない。そこで、個々の事業者の商圏内にど

のような属性を持った消費者がどの程度存在しているか定量的に把握し、その消費

者にどのようなアプローチするかを検討する材料を提供し、売上向上のための効果

的な対策を実施する。 
 

（事業内容） 
 
（１）個社の商圏分析データの活用による需要動向調査と情報提供 
 
①内 容 
 

Ｊ‐ＮＥＴ２１市場調査データ、㈱日本統計センター「MieNa」等の商圏分析デー

タの活用により、個々の小規模事業者の商圏地域の消費者の利用状況、商品購入時

の意識等を調査・分析し、消費者の消費行動の把握に活用する。 
 

②支援対象 

経営分析支援及び事業計画策定支援を行った事業者のうち、新商品・新サービス

の開発、販路拡大に取り組もうとする事業者。 
 

③手 法 

（ア）Ｊ‐ＮＥＴ２１市場調査データの活用 

（イ）㈱日本統計センター「MieNa」の活用 
 
④項 目 
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対象事業者の商圏内の消費者の属性・利用状況・利用意向・世代別人数・収入・品

目別購買金額・同業者情報等で、以下のように結果を事業者へ提供する。 
 

（ア）Ｊ‐ＮＥＴ２１市場調査データについて 
 

(分析結果情報提供イメージ) 
 
物販業：小物雑貨店 

●小物雑貨店は、男女ともに利用率が高く、また、規制や販売に必要な資格も少ないため、比較的開業しやす

い業態であるといえる。以下では、小物雑貨店についての消費者の利用状況や利用意向を、アンケート調

査を元に探っていく。 

1. 現在の利用状況 

 現在の利用状況を見ると、「よく利用している」と「たまに利用している」を合わせた「利用率」は、全体で

65％、男性 56％、女性 77％であり、全体的に高く、とくに女性の利用率が高い（表 1）。 

 年代・性別でみて最も利用率が高いのは 20 代女性（83％）であり、次いで、30 代女性（81％）、50 代女性

（75％）、40 代女性（73％）などの順となっている。男性では 60 代（66％）の利用率が高い。 

 表 1 現在の利用状況 

 

 

（注：小数点未満を四捨五入しているため、表中の数値の合計は必ずしも合計該当欄の値に一致しない。） 

2. 今後の利用意向 

 「ぜひ利用したい」と「まあ利用したい（どちらかといえば利用したい）」を合わせた比率（積極的利用意向）は、全体

で 51％、男性 34％、女性 71％であり、女性の利用意向が高い（表 2）。とくに 30 代女性（81％）、20 代女性（78％）

の利用意向が高い。 

 小物雑貨店の利用に否定的な意向を持たない人の比率（消極的利用意向を持つ人の比率）は、20 代男性と全て

の年代の女性で 80％を超えており極めて高い水準にあるといえる。 

 表 2 今後の利用意向 

  

  

※Ｊ‐ＮＥＴ２１市場調査データより 
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（イ）㈱日本統計センター「MieNa」について 
 

（分析結果提供イメージ図） 
   

   

 
※㈱日本統計センター「MieNa」より 

 
⑤活 用 
 

個社の商圏情報を調査の上、商圏内の情報を定量的に把握し、分析結果をもとに、

小規模事業者の商品・サービス、販売促進方法等について取り組みを行う。 
 

（ア）商品・サービスの見直し 

商圏分析により把握した消費者情報をもとに、家族層、単身者、高齢者等、事業

者がターゲットとする顧客及び商品・サービスについて検討し、売上向上につな

げる。 

例）商圏内に法人事業所が多かったため、ランチメニューを改善し案内を送付。 
 

（イ）販売促進方法の見直し 

商圏分析により、商圏内の消費者の分布状況を把握し、個社のターゲット顧客が

多い地域を中心に効率的な販売促進方法を実施することにより、売上向上につな

げる。 

例）地域分析により新聞折込チラシを集中的に配布する。 
 

（目標） 

内 容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

商圏分析データ結果情報

提供個社支援数 
 ―   24社   24 社   30社   30 社   36 社 

 

（２）地域内消費者アンケート（朝市来場者に対して実施） 
 

①内 容 
 
毎月第２日曜日に商店街で開催している朝市に来られる来場者に対して、アンケー

トを年２回実施する。この朝市には、食品製造・販売、飲食業者の出店が大部分を占
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めておりこの機会を通じて、商品価格等に関して経営指導員が消費者と対面式でアン

ケート調査を行い、消費者から個社の商品に対する直接的な意見や感想を収集し、そ

の結果を事業者に提供することにより、商品の開発・改善につなげる。 
 

②支援対象 
 
食品製造・小売、飲食業の事業者 
 

③調査対象 
 
朝市来場者に対して実施する。朝市は、毎回約 1,500 人の来場があり、家族連れで

の来場が多数である。１支援対象当たりのアンケート回答は５０件を収集する。 
 

④調査項目 
 
来場者の属性（年齢・性別・居住地）、商品等に対する味・内容量・販売価格・パッ

ケージデザイン・購入理由等の意見や感想。 

アンケート項目については、何を消費者に聞きたいか、何を求めているかを知るた

めに出店事業者と事前の打ち合わせを行い実施する。 
 

⑤活 用 
 
アンケート調査の結果で得られた結果については、商品毎に購入理由など需要動向

を集計分析し事業者へ提供することで、事業計画策定にも活用し商品のブラッシュア

ップや販路開拓等の事業展開に活かす。 

 

（目標） 

内 容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

消費者アンケート調査結

果情報提供・個社支援数 
 ― 8社 8社 10社 10社 12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】 
 

これまで当所では、各機関が主催する展示・販売会等の情報を入手して、所報等

で情報提供をする程度で、販路拡大を必要としている事業者を十分把握しておらず

積極的に寄与していなかった。 

小規模事業者の中で、他社と競合しても勝てる自信のある商品力やサービス、技

術力を持っているものの、その販売手法、販売・展示会等開催の情報収集力、資金

や商談ノウハウ等の不足によって販路開拓が進まないケース等の課題解決を図る。

多様な顧客ニーズに合った商品・サービスを提供・発信する機会（展示販売会等）

を活用し、小規模事業者の「強み」である商品サービスの訴求の場となりうるか、

事業計画に沿った取り組みであるか、ニーズはあるのかなども考慮して支援する。 

さらに、新たな商品・サービス等をプレスリリース等を活用して情報発信するこ
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とで事業の認知度向上に寄与し積極的に支援する。 

（事業内容） 
 

（１）展示販売会への出展支援 
 

①支援に対する考え方 

小規模事業者の「強み」を評価する新たな販売先や、最適な商品・サービスを提供

する新たな仕入れ先等の発掘を目的に出展を支援し、売上・収益確保のための具体的

成果につなげる。 
 

②支援対象 

経営分析や事業計画策定支援等を実施した小規模事業者で、販路開拓やビジネスマ

ッチングが必要と判断された、オリーブ製造・小売業者及び醸造品製造小売業者。 
 

③手 段 

「くらしき地域資源活性化協議会」（注）主催の展示販売会への出展 

 「くらしき地域資源活性化協議会」が主催して、県外での販路開拓を目的に新商

品や特産品の展示販売会を大阪・京都・福岡等大都市圏の百貨店で実施している。 
 

（注）くらしき地域資源活性化協議会とは、倉敷市が『倉敷市の「個性と魅力」』として

情報発信することを目的に、倉敷市と倉敷市内の５商工団体（つくぼ商工会・真備

船穂商工会、倉敷市商工会議所・児島商工会議所・玉島商工会議所）で組織し、倉

敷市内の『特産品・老舗企業・魅どころ』を市内外に伝えるために組織されている。 

 

④支援内容 
 
（ア）この展示販売会に向けての事前準備として、自社商品のこだわりや独自性など

効果的なアプローチが出来るよう、接客の仕方、商品陳列の方法、チラシや資

料作成、参加する際の注意点等について支援を行う。必要に応じて、専門家派

遣を活用し指導・助言を受ける。出店の際には、経営指導員も可能な限り随行

し支援を行う。 
 

（イ）展示販売会実施期間中、来場者へのアンケートを実施し、販売会終了後にアン

ケート結果を専門家と分析し顧客ニーズの把握、商品等のブラッシュアップ等

に活用出来るよう支援を行う。アンケートの調査項目については、来場者の属

性（年齢・性別・居住地）、商品の味・内容量・販売価格・パッケージデザイン・

購入理由等。 
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（目標） 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

展示販売会出店数     ―      3      3      4      4     4 

展示販売会各店舗 

売上目標(万円) 
  ― 10 10 10 10 10 

 

（２）プレスリリース支援 
 

①支援に対する考え方 

小規模事業者の多くは、大手事業所と比較して事業の PRや販売促進活動において資

金面や人材面で不利な状況にあり、新たな需要の開拓のためには、小規模事業者の事

業の認知度向上や販売促進手法のサポートにおいて、当所が積極的に支援し PR効果を

向上させる。 
 

②支援対象 

既存事業者、新規商品・新サービスを開始した事業展開事業者（経営革新含む）、新

規創業者で事業計画策定事業者。 

③内 容 

小規模事業者の新聞・雑誌・TV・ラジオ等のメディアへのプレスリリースの作成に

おいて、小売・飲食・サービス業のそれぞれの分野における文面や写真・イラスト等

の効果的な PR手法、リリース先メディアの選定等について支援を行う。必要に応じて

プレスリリースに関する専門家派遣を活用し、より効果的な PR手法につながるよう助

言を受ける。 
 

④活 用 

プレスリリース時には、各種割引サービス、ノベルティの贈呈など効果的な顧客誘

導施策もあわせて告知することにより、売上増につなげる。 

プレスリリース実施事業者については、個々の事業の規模や事業内容、プレスリリ

ースの効果予測を勘案した売上目標を設定し、導入後の売上実績およびプレスリリー

ス効果を検証する。プレスリリースの実施事例とその効果はノウハウとして蓄積し、

今後対象となる事業者の売上向上のための資料として活用する。 

 

（目標） 

内 容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

プレスリリース活用

支援事業者数 
 ―   8者  8者 10者  10者  10者 

対前年度比売上 5％

増加者数 
 ― 4者 4者 6者 6者 8者 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
 
 商工会議所が実施する地域活性化事業は、単純に集客のイベントにとどまらず、地

域で経済活動を実施している事業者の経営基盤を支えるものでなくてはならない。そ

のため、新しい価値の創造、知名度アップを目的とした事業を実施し、地域活性化が

個々の事業者支援の下支えをするものとする。事業実施を通して、賑わいを創出し交

流人口の拡大を図り地域全体の活性化を目指す。 

今回の計画においては、構成団体と実施事業の目的の共有・認識を持ち、地域の魅

力を地域内外に発信し地域の活性化を図り、地域内購買促進を図るための事業を実施

する。 

 

（事業内容） 

 

（１）文化のかおるまち玉島「お茶」の活性化事業 
 
当地域は古くから「お茶」の文化が栄えた町として現在でもお茶を販売する店舗

があり又、茶室が６０程度現存しており、この「お茶」の文化を活かした事業を実

施することで地域経済の活性化を目指し、倉敷市と当所が中心となり「文化のかお

るまち玉島実行委員会」を平成２８年４月に立ち上げた。実施主体は玉島商工会議

所が中心となり、お茶に関わる新商品の開発・講演会・観光イベントや、マスコミ

を活用した情報発信などの事業を実施する。 

この事業は実施間もないが、現在までにお茶の取り扱う店舗や和菓子を販売して

いる店舗を巡り煎茶や和菓子を味わい茶席などの体験ツアーを実施。また、飲食店・

小売店など数店舗ではあるが、お茶・抹茶を練り込んだ新商品を開発し販売を行っ

ている。 

今後、この「お茶」とういう新しい切り口で、賑わいを創出し新たな観光振興へ

つながるよう地域色を引き出し、地元小規模事業者へ経済効果が波及するよう事業

展開を図る。 
 

 
（目標） 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

お茶・抹茶を用いた

新商品開発店舗数 
    6     8     15    15     20     20 
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（２）まちゼミ事業の実施 

お客様には満足を、お店には新規顧客と売上向上を、そして街には賑わいをコン

セプトに“三方よし”を掲げ商店街店舗を中心とした“まちゼミ”事業を支援する。 

この事業は、各商店の店主などが講師となり、店舗の特徴・店主のこだわり・人

となりを知っていただき、お客様とのコニュミケーションを図り信頼関係を築くこ

とを目的とし、受講者（お客様）に無料で提供する少人数制のゼミであり、年２回

の実施を目標とする。 

地域内７商店街の集合体として、玉島商店街振興会が組織されており、その事務

局を玉島商工会議所が預かっている。当所として各商店街と連携して協力・支援を

行う。又、この事業は倉敷市も協力・支援していただけることから商店街・倉敷市・

玉島商工会議所がスクラムを組み事業の継続・定着を目指す。 

実施にあたっては、㈱全国商店街支援センターから専門講師の派遣を受け、個々

の商店主に対し事業の意義・取組み方などについて趣旨を理解してもらうため、事

前に研修会を実施する。実施後も、実績報告会を行い講師を交えて、その効果を検

証し次回実施に繋げる。 

（目標） 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

まちゼミ開催回数     1     2     2     2      2     2 

まちゼミ参加店舗数   18   28   30 30   35   35 

 
  （３）「備中玉島みなと朝市」事業 
 

地元商店街の新たな顧客の創出と賑わいを目指し、商店街・倉敷市・当所などが中

心となり「にぎわう昭和のまち玉島実行委員会」を組織し、平成２６年１１月から毎

月第２日曜日に商店街をメイン会場に朝市を実施している。 

実施内容は、商店街店舗の自社商品の販売を中心に、玉島の特産品などの販売、竹

を使った工作体験、懐かしい昭和の遊び体験など、月替わりで時節に合わせた催しを

企画実施している。 

実施から２年弱程経つが、開催当初は地域内外から多くの方に足を運んでいただき

一定の効果はあったが、毎月開催という期間設定での催しに新規性が乏しくなり徐々

に来場者が減少している。 

実行委員会では、毎月反省会を開催し課題・改善点を抽出し、そして新たな企画を

打ち出し現状を打破するため内容のブラッシュアップを行っている。懐かしい昭和の

まちを前面に打ち出し、かつ魅力ある企画を練り継続して実施することで、来場者が

商店街や地域の店舗へ誘客出来るよう地域活性化への貢献を継続支援する。 
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（目標） 

支援内容 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

備中玉島みなと朝市 

実施回数（毎月実施） 
    12     12     12    12     12     12 

 

 

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．他の支援機関と連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

    

   これまでは、他の支援機関や専門家との連携により事業者の相談対応を行ってきた

が、そこで得た支援ノウハウ・事例や他の商工会議所との情報交換について部内で共

有、反映させる機会を設けていなかった。他の支援機関・商工会議所や専門家との情

報交換を通じ、各々が保有している支援ノウハウを習得する。 
 
（１）経営改善普及事業に係るあり方検討会議 

 
岡山県商工会議所連合会では、経営指導員等の支援実務者で組織する「経営改善普

及事業に係るあり方検討会議」を年３回程度開催している。会議では、他の商工会議

所が小規模事業者の支援ノウハウについても情報交換を実施している。又、会議のな

かで実施した事業として、岡山県内の中小企業診断士会に協力を得ながら「創業」「金

融」「経営改善」「経営革新」など、小規模事業者の支援の場で活用できる、実践的な

指導マニュアルを作成した。 

今後も、この会議に継続して参加し他の商工会議所が持つ、小規模事業者支援に関

する情報やノウハウを学び、部内で情報共有を図り支援スキルの向上に努める。 
 
 

（２）岡山県商工会議所連合会と地元金融機関との合同研修会 
 

岡山県商工会議所連合会では、県内１１金融機関との包括協定に基づき、毎年１度開

催している合同研修会に参加する。金融機関が持つ小規模事業者支援に対するノウハ

ウや地域内の景況動向などに関する情報交換を図り事業者支援に役立てる。 
 
 

（３）小規模事業者経営改善資金融資制度（マル経融資制度）連絡協議会 
 

㈱日本政策金融公庫倉敷支店では、支店管轄エリアの商工会議所と小規模事業者 

経営改善資金融資制度や政策公庫の制度融資についての研修と情報交換を目的とした

連絡会議を毎年２回開催しており、経営指導員が参加している。特に、小規模事業者に

とって経営改善につながる融資制度や新たなチャレンジに活用できる制度等が充実し

ており、金融面での支援を中心に情報交換を図り事業者支援に活用する。 
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（４）「くらしき創業サポートセンター」連絡会議 
 

倉敷市・倉敷市内の５商工団体（つくぼ商工会・真備船穂商工会、倉敷商工会議所・

児島商工会議所・玉島商工会議所）・金融機関が構成団体となり、創業に関する支援策

の検討と情報交換を目的した連絡会議が毎年４回程度開催されている。創業から創業後

のフォローアップについて、他の支援機関が持つ具体的な取り組みやノウハウなどにつ

いて情報交換を図り、部内で情報共有を行い創業支援スキルの向上に努める。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

従前より、経営指導員向けの研修会参加、専門家との帯同訪問などで支援能力を高

める機会はあった。しかし、そこで得た知識や情報など実際に事業者への指導・支援

の場で充分に活かせておらず、担当者別に行っていたために事業所の経営状況等を部

内で共有する仕組みがなく、支援ノウハウも共有出来ていなかった。今回の計画では、

経営指導員のみならず一般職員も経営指導員が有する支援能力や支援ノウハウの共有

化を行い、全職員の資質向上を図り組織全体の支援力向上を目指す。 

 

（１） 経営指導員等研修会への参加 

日本商工会議所や岡山県商工会議所連合会などが実施する経営指導員等研修会 

の参加に加え、中小企業基盤整備機構等支援機関主催の研修会や国・県主催の各種

支援施策等の説明会に積極的に参加し、支援能力の向上を図る。また、受講者より

全職員に対し内容報告し知識の共有化を図る。 
 

（２） 専門家派遣時の同行 

現在、事業者支援のための専門家派遣を行う場合は、経営指導員が同行して専門

家の指導・助言のノウハウの習得に努めてきたが、他の職員への伝達・情報共有は出

来ていなかった。これからは、一般職員もスキルアップ向上のため専門家派遣の際に

は同行し、専門家の指導ノウハウの習得に努め、そこから得た知識やノウハウを部内

で共有する。 
 

 

（３）組織としての支援ノウハウの構築 

研修会への参加で得た知識・情報や専門家との同行で習得した支援ノウハウについ

てはファイリングに残し、誰でも取り出せることで、支援能力の向上に役立て、個人

のノウハウが会議所全体のノウハウとしていく。 
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３．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 
 
毎年１回、年度後半に本計画の実施状況及び効果について、以下の方法により評

価・検証し事業計画の見直しを行う。 
 

①中小企業診断士、倉敷市担当課、税理士等の外部有識者により事業実施状況、成

果、評価、見直し案を提示していただく。 
 
②事業の成果・評価・見直しの結果については正副会頭会議へ報告し承認を得る。 
 
③事業の成果・評価・見直しの結果については、玉島商工会議所のホームページに

おいて公表する。 
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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 29年 4月現在） 

（１） 組織体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

※事業実施については、中小企業相談所の経営指導員 3名、補助員 1名、記帳指導

職員 1名が中心となり実施するが、一般職員（総務課）にも協力してもらい、組織

全体を挙げて事業を円滑に進める。 

 

（２）連絡先 
 

玉島商工会議所 中小企業相談所 

岡山県倉敷市玉島中央町 2丁目 3番 12号 

電 話：086‐526‐0131 

ＦＡＸ：086‐525‐0230 

ＨＰ:http://www.tamashima-cci.or.jp 

メールアドレス:info@tamashima-cci.or.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
専務理事（1 名） 

 
事務局長（1 名） 

 
総 務 課（4 名） 

 
中小企業相談所（5 名） 
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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） 

  

30年度 

 

31年度 32年度 33年度 34年度 

必要な資金の額 1,650 1,650 1,650 1,700 1,700 

 

中小企業相談所

特別会計 

講習会等開催費 

金融指導費 

 

 

 

1,650 

 

1,500 

150 

1,650 

 

1,500 

150 

1,650 

 

1,500 

150 

1,700 

 

1,550 

 150 

1,700 

 

1,550 

 150 

（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 

県補助金、国補助金、市補助金、会費、受益者負担金（受講料・参加費等） 

 

 

（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 

② 経営分析に関すること 

③ 事業計画策定・実施支援 

④ 創業支援事業 

⑤ 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

⑥ 地域経済の活性化に資する取り組みに関すること 
 

連携者及びその役割 

 

■倉敷市 市長 伊東香織 
 
岡山県倉敷市西中新田 640 

（役割）事業計画策定・実施支援 

創業支援事業 

地域経済の活性化に資する取り組みに関すること 

（効果）経営発達支援事業においては、強力な連携者であり協働で進める事業も多く効

果が期待出来る。 

 

■（公財）岡山県産業振興財団  理事長 三宅 昇 
 
 岡山県岡山市北区芳賀 5301 

（役割）事業計画策定支援 

(効果) 経営革新計画等作成支援について、コーディネーターの支援を受けることがで 

き、また専門家派遣制度も活用できるため効果が期待出来る。 

 

■中小企業基盤整備機構 中国本部  代表者 井上秀生 
 
広島県広島市中区八丁堀 5－7 

（役割）事業策定・実施支援、事業評価・見直しについて 

（効果）事業策定支援について豊富なノウハウを持っている、地域支援コーディネータ

ーがおられ専門的な事業策定計画があれば協働で支援が可能である。 

 

■㈱全国商店街支援センター  代表取締役社長 桑島俊彦 
 
東京都中央区湊 1－6－11 八丁堀エスワンビル４階 

（役割）地域経済の活性化に資する取り組みに関すること 

（効果）商店街活性化事業の支援を専門に行い機関であり、専門家の派遣等を通じて的

確な指導・助言を得られる。 
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■岡山県よろず支援拠点 チーフコーディネーター 鈴鹿和彦 
 
 岡山県北区芳賀 5310 

(役割)事業計画策定後の支援 

(効果)金融、起業、販路拡大等専門知識を持った人材が豊富におり、小規模事業者に

とってきめ細やかな支援が行える。 

 

■㈱日本政策金融公庫倉敷支店  支店長 永田正浩 
 
 岡山県倉敷市幸町 1－40 倉敷ナカヨシビル２階 

  (役割) 企業への金融支援 

 （効果）専門的な経営分析、事業計画策定支援に関して連携することにより小規模事

業者の支援が行える。 

 

■玉島信用金庫  理事長 大熊龍彦  
 
岡山県倉敷市玉島 1438 

（役割）企業への金融支援 

地域経済の情報共有 

（効果）管内事業所支援ノウハウが豊富であり金融支援を含めた事業の補完さまざま

な経営課題に対し支援を受けることが可能となる。 

 

■株式会社グレードアップ  代表取締役 松村教司 
 
岡山県岡山市中区江崎 27－18 

（役割）経営革新計画作成支援・経営全般にわたる支援 

（効果）中小企業診断士として、豊富な経験を基に経営革新計画作成支援や経営全般

にわたり的確な指導を受けられる。 

 

■安藤経営戦略事務所  代表 安藤 覺 
 
岡山県岡山市目黒町 150‐15 

（役割）創業者支援、経営革新計画作成支援等、経営全般にわたる支援 

（効果）中小企業診断士として指導実績豊富であり、特に財務分析・経営革新計画作

成支援においては強みとされており的確な指導・助言を受けられる。 

 

■岡山県商工会議所連合会  会長 岡﨑 彬 
 
岡山県岡山市北区厚生町 3‐1‐15 

（役割）地域の経済動向調査に関する連携 

（効果）経済及び賃金等の動向を把握・分析し、その結果を管内小規模事業者への情

報提供や経営計画作成の際の資料として活用する。 
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■岡山県備中県民局  局長 石原伸一 
 
岡山県倉敷市羽島 1083 

（役割）地域経済の活性化に資する取り組みに関すること 

（効果）地域経済活性化施策において行政との連携体制を構築し、産業観光ツアー実施

の際に効果的な事業が実施できる。 

 

■玉島商店街振興会  会長 別所美治 
 
岡山県倉敷市玉島中央町 2－3‐12 

（役割）地域経済の活性化に資する取り組みに関すること 

（効果）当所に玉島商店街振興会の事務局を置いており、商店街関係者とは日頃から連

携をとっており商店街事業には協力支援体制が構築されているため円滑な事業

が実施できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携体制図等 
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玉島商工会議所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小規模事業者 

 

相 

談 

支

援 

 
※経営発達支援事業 
 
・地域経済動向の調査に関すること 

・経営状況の分析に関すること 

・事業計画策定・実施、フォローアップ支援事業 

・需要動向調査に関すること 

・新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

・地域経済活性化に資する取り組み 

 

連
携 

・倉敷市 

・（公財）岡山県産業振興財団 

・中小企業基盤整備機構 中国本部 

・㈱全国商店街支援センター 

・岡山県よろず支援拠点 

・金融機関 

  ㈱日本政策金融公庫倉敷支店 

地元金融機関 

・中小企業診断士 

・岡山県商工会議所連合会 

・ミラサポ登録専門家 

・岡山県備中県民局 

・玉島商店街振興会 

 

小
規
模
事
業
者
の 

持 

続 

的 

発 

展 

 

地 

域 
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済 
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化 
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