
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

「玉野商工会議所 （法人番号 9260005008228）」 

実施期間 平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日 

目標 

玉野地域の特性である製造業を中心とした小規模事業者の支援体制を強化す

る。岡山県、岡山県産業振興財団、玉野市、金融機関、税理士会等との連携を

再構築し、又玉野市とはワンストップ機能を活かした相談支援体制を整える。

経営計画策定、経営調査・分析、後継者育成を含めた事業承継支援、創業支援、

販路開拓、技術伝承等小規模事業者が将来においても持続的な発展をし、重要

な位置を占められるよう職員と関係機関、専門家が一体となり強力な支援を行

う。 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

１．地域の経済動向調査に関すること 

地域の経済動向について、関連機関と共同調査、管内事業者への独自調査、お

よび経営指導員の巡回・窓口指導による調査により地区内小規模事業者の現状を

把握、経営指導の現場に活用する。 
２．経営状況の分析に関すること 

調査、経営指導員の巡回・窓口相談、各種セミナーの開催等を通じて得た小規

模事業者の経営状況について専門家と連携して分析を行い、事業計画策定、実施

支援等個別（伴走型）支援に活用する。 

３．事業計画の策定支援に関すること 

事業者が経営課題を解決するため、各種調査や経営分析の結果を踏まえ、国、

県、市、金融機関、関連機関、専門家と連携し、事業計画策定、経営革新計画、

創業、第二創業（経営革新）、事業承継支援等について伴走型の指導・助言を行い、

小規模事業者事業の持続的発展を図る。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

事業計画策定後には事業者の状況を精査、専門家と共にフォローアップを行

い、新たなセミナー開催と合わせて融資、補助金等を紹介し安定的な成長のた

めの支援を続ける。 

５．需要動向調査に関すること 

官公庁や関連機関、民間の各種統計データを随時収集・提供し、小規模事業者

の抱える将来的な経営上の課題解決のために有効に活用する。 
６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

地域の事業者のＰＲ、顧客開拓、販路支援に活用するため、“おかやま・新橋館”、

“魅力ある個店づくり”への出品出店申請等の支援を行い、また、地域グルメ・

産品について紹介に努め小規模事業者の顧客・販路開拓の支援を行う。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組  

１．地域活性化事業 

国の認定を受けた玉野市中心市街地活性化基本計画に沿って、「まちの魅力が連

携し、人が集い行き交うまちづくり」と「生活と福祉が充実し、ふれあいがある

住みよいまちづくり」を基本方針に官民協働にて協議会の事務局として活性化事

業の総合調整や事業の推進を行う。 

連絡先 

玉野商工会議所中小企業相談所 

〒706-0002 岡山県玉野市築港 1丁目 1番３号 

Tel：0863-33-5010  メール：info@tamanocci.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 

≪玉野市の現状と課題≫ 
玉野商工会議所管内は人口 58,603 人、26,131 世帯（平成 27 年 1 月現在）、商工業者

数 2,252 社、市内中小企業者数 2,242 社、市内小規模事業者数 1,730 社（76.8%）で、

業種別では製造業は約 250 社で全事業者数の 12％、従業者数では約 7,500 名で 34％、

工業出荷額は 3,273 億円(平成 24 年工業統計)と製造業が大きな値を占める町である。 

当地域は三井造船(株)玉野事業所、パンパシフィックカッパー（株）日比製錬所など

の企業城下町であり、造船業を中心に戦前より製造業の町として発展してきた。そのた

め製造業を中心に人材・技術の蓄積がなされていることが強みであるが、主要産業であ

る造船関連業では現在堅調に推移しているが、受注生産であり世界経済の動向や為替相

場の影響を受けやすい体質があり、それらが正規・非正規を問わず雇用面にも反映され

る状況にある。 

  
（左：進水式風景 ／ 右：岡山県玉野市の位置図：赤い部分） 

 

玉野市産業の課題として地域人口の減少が続いており、地域産業を支える小規模事業

者は売上の減少、経営者の高齢化による事業承継問題、人材の育成等多くの課題を抱え

ている。 
＜玉野市（管内）の人口推移＞           （各年度 3月末日現在）  

年度 1970 年 

(S45年) 

1980 年 

(S55年) 

1990 年

(H 2 年)

2000 年

(H12年)

2005 年

(H17年)

2010 年

(H22年) 

2013 年 

(H25年) 

2014 年 

(H26 年) 

人口 70,391 73,542 69,196 66,126 63,408 60,484 58,985 58,234 

 
＜玉野商工会議所管内小規模事業所数の推移＞  
（事業所統計から岡山県が抽出した小規模事業所数）  
  年 平成 13 年 平成 18 年 平成 21 年 平成 24 年 

商工業者数 2,938 2,596 2,302 2,252 

小規模事業所数 2,250 2,077 1,860 1,730 
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また、基幹産業である製造業においては、三井造船を頂点にピラミッド型の産業構成

を成しており、関連会社においては新規事業への展開や新規顧客の拡大が進めにくい状

況にあるが、個々の企業には確かな蓄積されたオンリーワンの技術を持った企業も多く

あり、その強みを生かすことが必要である。 
 
しかしながら、団塊の世代の離職等による蓄積された優れた技術の伝承問題が生ま

れ、地域の基幹産業を支える「技」の伝承はこれからの地域経済にとって必須条件とい

える。また、人口減少に加えて、商業・サービス業では隣接する岡山、倉敷等周辺都市

への消費流出額が多く、地元商店街も空き店舗が目立ち、後継者不足も深刻であり、全

体的に厳しい状況にある。 

 

 
 

 
（グラフ上）事業所数 2,558 事業所  （グラフ下）従業者数 25,498 人 

産業別事業所数及び従業者数（経済センサス調査より 平成 24 年） 

 

また、瀬戸大橋通行料金体系の変更に伴いこれまで 2社あった宇高航路フェリーが 1
社となり航路存続問題も関連事業所数の減少など雇用面を含めてマイナス要因となっ

ており、地域経済にとって直面する課題は多岐に亘っている。 
    
こうした中、瀬戸内国際芸術祭を機に外国人を含めた観光客の増加が顕著であり、観

光客に対する玉野市の広報にも注力している。 

具体的には、当所が主体となり地域資源に認定された「玉野の進水式」、「たまの自衛

艦カレー」(商標登録：平成 24 年 3 月)、「王子が岳」などの観光資源を広くＰＲしてい

る。  

農林漁業, 11 

鉱業, 1 

建設業, 272 

製造業, 259 

電気・ガス・水道

業, 3 

情報通信業, 18 

運輸業, 79 

卸売・小売業, 629 

金融・保険業, 34 

不動産業, 179 

サービス業, 1,073 

事業所数

農林漁業, 115 

鉱業, 5 

建設業, 1,559 

製造業, 8,664 

電気・ガス・水道

業, 37 

情報通信業, 267 

運輸業, 1,472 
卸売・小売業, 

3,563 

金融・保険業, 397 

不動産業, 397 

サービス業, 9,022 

従業者数
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また、玉野商工会議所が主体となり平成 21 年 4 月に玉野市中心市街地活性化協議会

を立ち上げており、市が作成した“中心市街地活性化基本計画”は、平成 24 年に国の

認定を受け、官民あげて新たな街づくりに取り組んでいる。それにより計画の中の移住

者誘致や温浴施設等の活性化事業が新たな雇用の創出、通行量の増加に繋がっている

が、それらが玉野市経済全体に良い影響が行き渡りその効果が浸透、享受できるよう更

なる小規模事業者の支援体制の強化が求められている。 

                   

           
 

（左：玉野市のｲﾒｰｼﾞｷｬﾗ ののちゃん ／ たまの自衛艦カレー） 

 

≪地域の小規模事業者の中長期的な振興のあり方≫ 
商工会議所は、地域唯一の総合経済団体であり、国・県・市等が実施する小規模 

事業者のための各種支援策を普及促進させ又小規模事業者のニーズを行政へ伝える役

割を求められている。また「小規模企業振興基本法」「小規模支援法」が制定・改正さ

れこれまで以上に小規模事業者を支援する体制を構築し、地域において強力なリーダ

ーシップの発揮を期待されている。 

そこで玉野商工会議所では、人口減少、事業所の減少、事業承継問題、消費購買層

流出等諸問題に対応し、地域中小企業や小規模事業者が将来的に安定した経営を続け

ていけるよう支援を行い、地域経済の振興を図るとともに併せて地域の繁栄を目指す。

 以上を踏まえて玉野商工会議所では、下記を 
【中長期的目標】として行動する。 

 

①永続的に企業が存続できるよう小規模事業者を支援 

 

②“ものづくり技術の玉野”のブランド化による小規模事業者振興 

 

③地域経済活性化による既存事業の再生と新事業の創出 

 

 

 

 

（次頁へ続く） 
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≪経営発達支援事業の目標と方針（重点施策）≫ 
中長期的な目標達成のために、経営発達支援計画期間中は、項目ごとに下記を目標

及び基本方針として経営支援策を積極的に行い、小規模事業者の持続的発展と地域経

済活性化を図る。 
 
（１）【永続的に企業が存続できるよう小規模事業者を支援】 
 （目標） 

経営発達支援計画事業5年間で、巡回訪問件数は毎年平均8%増加させるとと
もに、事業計画策定支援企業数（補助金・助成金申請者数含む）を5年後に80件
まで増やし、また、創業（第二創業含む）については5年間で100社を目指す。
 

    （基本方針） 

①持続的発展のため小規模事業者が地域経済の構造変化に対応し、自らの事業

の再構築を目指せるよう補助金や融資制度等を活用、関連機関と連携しながら

伴走型支援を行う。 

②“経営計画策定”“創業・第二創業”“販路拡大”“金融・補助金申請”等セミ

ナーや個別相談等の回数を増やし「やる気のある事業者」を育てる。 

③策定した経営計画を踏まえ、「経営革新・事業転換・第二創業」等の個別フ

ォローアップ、金融・税務・記帳・法律・労務相談等を継続的に実施、経営資

源の補完等を行い事業活動が円滑に継続できることを目指す。 

④岡山県のアンテナショップや工業見本市等への出品・展示を促し販路・受注

開拓支援に努める。 

 

（２）【“ものづくり技術の玉野”のブランド化による小規模事業者振興】 
（目標） 
基幹産業である製造業については、地域産業に受け継がれている“技術”の

向上・伝承により“ものづくり技術の玉野”のブランド化を図る。ブランド化

による地域産業振興が仕事や人材の確保に繋がり企業を育て、小規模事業者が

安定した経営を続けることができるよう施策を講じる。 
 
（基本方針） 

①関連機関と共に“職人塾”を開催、ものづくり技術の向上・伝承を図るとと

もに人材を育成、小規模事業者の人材不足や技術力活用に対応する。 

②小規模事業者や中小企業に対し補助金や融資等を利用して新分野進出・新 

製品開発等の取組を支援、ブランド化や経営基盤の強化を図る。 

③造船関連企業で構成される玉原鉄工業協同組合や三井造船玉野協力会等 

と連携して販路の拡大のための商談会や展示会への出展を促し、ブランド 

化を広め小規模事業者の受注拡大と経営安定に繋げる。 

 

 

（次頁へ続く） 
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（３）【地域経済活性化による既存事業の再生と新事業の創出】 

（目標） 

玉野市中心市街地活性化協議会と連携し、当地域が有する、海・港にちなん

だ地域の文化・資源を活かした食のブランド化や玉野市独自のコンテンツを活

かした商品・サービスの開発、市外や県外への効果的なＰＲにより、瀬戸内玉

野地域アートブランドを確立させ、市民と観光客が行きかい集い滞在すること

による通行量の増加や消費需要の創造を図るとともに、小規模事業者の魅力あ

る創業や新分野進出を促進、将来の地域経済の担い手の育成と地域商業のモデ

ル再構築により地域活力の向上を図る。 
 
（基本方針） 
①県外からのクリエイターの商店街への移住促進、空き店舗活用による担い 
手となる小規模事業者育成 
②瀬戸内の水産資源や食文化をいかした商品開発と店舗づくりの促進 
③玉野市出身有名まんが家のコンテンツを利用した商品開発・情報発信の促進

④外国人向けの商品開発、おもてなしサービスの向上による商店街づくり 
 

≪支 援 体 制≫ 
小規模事業者に対し、経営指導員・専門家・金融機関等支援機関と一体となった支

援体制を敷き、小規模事業者の持続的発展を可能とする経営環境を構築、下記の手 
順を職員の共通認識として徹底する。 
１．巡回・窓口相談においてヒアリング等を行い、小規模事業者と経営指導員、補助

員、広域サポーターが一体となり小規模事業者のニーズを把握し問題点・課題を洗

い出し支援策を検討する。 
         
 
２．問題点・課題について専門家のアドバイスが必要と認められる場合は、専門家を

招聘している「なんでも相談会」等を活用し上記職員も同席して個別アドバイスを

受け、小規模事業者の立場・視点からの支援策を組み立てる。 
                  
 
３．より具体的に対応すべき案件については国、県等による専門家派遣制度を活用 
し問題解決を図る。中・長期的支援が必要な案件についても専門家の協力を得な 
がら小規模事業者が成長・発展できるよう伴走型支援を実施する。 
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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２８年４月１日～平成３３年３月３１日 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

 

地区内の経済動向について、定期的な県連アンケートや経営指導員の巡回指導によ

り調査を行い、調査にあたっては会議所だけでなく当所に事務局のある（公社）法人

会や青色申告会等の名簿も活用してより多くの事業所データを集めるよう行っている

が、調査結果の周知や経営発達支援事業の施策に反映することが課題である。 

 

＜事業内容＞ 

  ① 定期的に行っている岡山県商工会議所連合会と連携した「景気観測調査」、「賃

金実態調査」や日本商工会議所と連携した「LOBO 調査（早期景気観測調査）」に

より、課題別の経済動向の推移を把握する。 

② 地区内の動向について経営指導員・補助員等事務局職員に地区の担当を割り当て

た巡回訪問・窓口相談、職員と日本政策金融公庫の帯同訪問等により上記の調査結

果を踏まえながら小規模事業者の支援を行い経営課題等現場の実態を把握する。 

③ 地元の基幹産業である造船関連の製造業に関しては、年 1 回当所で独自に下記の

項目に加え下請け状況、取引先、為替の影響等の調査を行い現状を把握する。 

④ 市場動向や経済状況について、中小企業白書、日本政策金融公庫景況調査、玉野

市統計情報、岡山県統計情報等を活用して把握する。 

⑤「景気観測調査」、「賃金実態調査」、「LOBO調査（早期景気観測調査）」 

については、当所の広報誌やホームページを通じて公表することで、小規模事 

業者の今後の事業展開に資する情報を提供する。 

 

【主な調査項目】  

地域内の業種ごとに、景況、売上額、受注額、仕入価格、販売価格、商品在庫、

資金繰り、収益状況、雇用状況、賃金状況、経済動向に応じた付帯調査 

 

＜目 標＞ 
   ・景気観測調査・・・対象 ４０社／３か月に１回実施 

   ・賃金実態調査・・・対象１５０社／ １年に１回実施 

   ・ＬＯＢＯ調査・・・対象  ４社／  毎月１回実施 

   ・巡回調査・・・・・対象１００社／ １年に１回実施 

   ・製造業調査・・・・対象 ３０社／ １年に１回実施 
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２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

小規模事業者が経営状況についてＳＷＯＴ分析や財務分析を行っている例はまれ

であり、経営分析の必要性の周知も行き届いてない。そのため厳しい状況の中にあ

る小規模事業者の持続的発展や各事業者の持つ強みをさらに伸ばしていくため、１．

や５．の調査、経営指導員が専門家と共に行う経営分析が経営計画策定の始まりと

なる。 

 

＜事業内容＞ 

① 記帳・決算指導等の相談業務の対象となった小規模事業者や創業、事業承継セミ

ナー、セミナーと併せた個別相談で対応した事業者、この他経営指導員、補助員、

広域サポーターが行う巡回相談においてヒアリングを行った事業者について財務

諸表により経営状況等を把握する。 

  ② 毎月 1 回の”経営なんでも相談”（法律、税務、経営計画、登記、特許、労務、

共済制度）により、弁護士や税理士、中小企業診断士、社労士、司法書士、弁理

士等専門家と共に事業者の個別の相談に応じていくが、窓口だけでなく専門家と

の帯同訪問も積極的に行い問題の解決に向けできるだけ事業者の負担の無いよう

対応していく。 

 ③ 上記を踏まえ経営分析を行う事業者を洗い出し、岡山県よろず支援拠点や中小企

業診断士、ミラサポ等専門家と連携してＳＷＯＴ分析、３Ｃ分析、ＰＰＭ分析等

の経営戦略分析や収益性、成長性等財務分析等を行い問題点を抽出、自社の経営

資源を把握していただき事業計画の策定に繋げていく。 

④ 経営分析の結果については、小規模事業者へ提供するほか、経営状況を把握する

ための方策や経営分析件数を増やすために広報誌などに経営分析の必要性を掲載

し、小規模事業者に周知する。 

 

＜目 標＞ 

支援内容 27 年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32 年度

巡回訪問件数 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 

窓口相談件数  800  900 1,000 1,050 1,100 1,150 

個別相談会開催回数 １２ １２ １２ １２ １２ １２ 

経営分析件数 １３ ２５ ３０ ３５ ４０ ４５ 
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３．事業計画の策定支援に関すること【指針②】 

 

（事業計画の策定について）小規模事業者においては、事業計画策定の必要性に

ついて認識していない場合があり、そのため計画作成において戸惑いや躊躇する事

業所が多く見受けられる。 

商工会議所としては経営に関して身近な相談機関としての認識をいただきより多

くの小規模事業者事業者の持続的発展を図るためにも事業所の策定支援に取り組む

ことが期待されている。 

 

（創業について）玉野地域においては、創業・第二創業とも件数が少なく、相談

件数においても当所の集計で延べ27件と同様規模の町に比べ少ないのが現状であ

るが、平成 27 年 5 月に玉野市の「創業支援事業計画」が平成 27 年 5 月に国の認

定を受けたことを受け、これまで別々に実施してきた創業支援事業を玉野市や各

認定支援機関と共に創業しやすい環境づくりに一体となり取り組んでいく。 

 

＜事業内容＞ 

（事業計画の策定について） 

① 事業計画策定等に関するセミナー、個別相談会の参加者、巡回相談、窓口相談、

移動相談、日本政策金融公庫との帯同訪問時の相談者の中から事業計画策定を目

指す小規模事業者の掘り起こしを行う。 

② 商工会議所と日本政策金融公庫が連携した小規模事業者経営改善資金融資制

度（通称マル経融資）等の融資相談、各種補助金・助成金の申請時に事業計画策

定支援を行う。 

 また、マル経融資については当所独自財源で利子補給（最初の半年間０．７５％

分）があることを説明、融資相談や事業計画策定に繋げていく。 

③ 造船業は当市の基幹産業であり、岡山県や玉野市等関連団体と開催する「工業

振興会議」で工業関係の振興施策を検討、個別事業者に対しては、蓄積された技

術を活かしたものづくり補助金や雇用関係助成金等を紹介、既存事業の維持・拡

大及び新たな取り組みへの促進に向けての事業計画策定を支援する。 

④ 玉野市等と連携して職人塾を開催し、企業城下町の利点を活かし地域に蓄積さ

れた高度な技能・技術を次世代に伝承、経営資源として活用することで企業各社

の競争力を強化育成し地域を支える小規模事業者振興を図る。 

  具体的には、職人塾に参加している事業所に対し国、県等の補助金等を広報周

知し、補助金申請時に事業計画の策定支援を行う。 

 ⑤ 事業計画策定の一環として小規模事業者の持続的発展に供するため、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」を紹介事業計画作成を支援す

る。 

 

（創業について） 

① 創業セミナー（全６回開講、１コマ３時間全１８時間）を当所主体により開催

し、創業希望者の知識向上を図り、創業計画の策定支援を行う。受講者について

は巡回相談やなんでも相談において掘り起こしを行い、かつ県や各支援機関と連
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携して少しでも多くの受講者が集まるよう努める。 

② 創業に関する開業資金調達のために日本政策金融公庫や地元の金融機関の融

資制度や補助金の紹介、申請書や申込書の作成指導を行う。 

③ 第二創業（経営革新等）に関しても同様に受講者の掘り起こしを行い、第二創

業（経営革新等）のセミナー及び個別相談会を開催、計画の策定を支援する。 
 

＜目 標＞補助金・助成金関連 

支援内容 27 年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32 年度

補助金、助成金セミナ

ー（説明会）開催回数

（４．策定後の開催含

む） 

６ ７ ７ ７ ７ ７ 

事業計画策定事業者

数（４．策定後の作成

含む） 

１１ ２０ ２５ ２５ ３０ ３０ 

各種補助金申請者数 １１ ２５ ３０ ３５ ４０ ４５ 

各種助成金申請者数 ０ ３ ５ ５ ８ １０ 

専門家派遣事業者数

（４．策定後の派遣含

む） 

３ ７ １０ １３ １５ ２０ 

 

＜目 標＞融資、職人塾 

支援内容 27 年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32 年度

公庫融資斡旋件数

（４．策定後の斡旋含

む） 

２２ ２５ ３０ ３５ ５０ ６０ 

職人塾開催回数 ３ ３ ３ ３ ３ ３ 

 

＜目 標＞創業・第二創業 

支援内容 27 年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32 年度

創業セミナー開催回

数 

６ ６ ６ ６ ６ ６ 

創業支援者数 ５ １５ ２０ ２５ ３０ ３０ 

第二創業（経営革新）

セミナー開催回数 

１ ２ ２ ２ ２ ３ 

第二創業（経営革新）

支援者数 

２ ３ ４ ５ ５ ７ 
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４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

 

これまでも指導員などによる訪問や相談により事後指導を行ってきたが、事業者

と商工会議所どちらも融資斡旋については資金が下りるまで。また、補助金申請等

は事後報告が必要な場合もあり、融資ほどではないがそれでも決定通知で相談も指

導も終わっていた感が否めない。 

事業者の悩みや相談に素早い伴走型の支援を行うためにも今後計画策定後のフォ

ローアップがますます重要となると考えられるため、策定後の巡回相談の回数を増

やして対応していく。 

 

＜事業内容＞ 

① 事業計画策定後、経営指導員、補助員、広域サポーターによる巡回訪問を毎月

１回以上行うとともに所内の会議で事業所の状況について話し合い、連絡を密に

しながら策定後の状況を常に把握する。 

② 精査した事業所に関しては、新たな融資や補助金等に関するセミナー、個別相

談会、国・県・市等の行う支援策等を紹介、状況に応じて中小企業診断士やミラ

サポ等専門家派遣を行い次のステップアップに繋げていく。 

③ 「小規模事業者経営発達支援融資制度」の事後指導に関しては、金額が大きい

ことから他の融資より時間を多く割き、日本政策金融公庫や専門家と共に事業が

スムーズに進むよう指導・助言を繰り返し行う。 

④ 創業・第二創業事後相談については、①②と同様巡回相談を行い、専門家によ

る個別フォローアップ、税務相談、労務相談を重点的に行う。また、創業後の資

金としてマル経資金や会員特別融資制度を紹介、安定的な成長のための支援を続

けていく。  
    

＜目 標＞補助金・助成金関連 

支援内容 27 年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32 年度

計画策定者向け補助

金、助成金セミナー

（説明会）開催回数 

０ １ １ １ １ １ 

２回目以降の事業計

画策定事業者数 

０ ３ ３ ５ ７ １０ 

２回目以降の専門家

派遣事業者数 

２ ３ ３ ５ ７ １０ 

 

＜目 標＞融資、フォローアップ等（創業含む） 

支援内容 27 年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32 年度

経営計画策定後の公

庫融資斡旋件数 

１０ １０ １５ ２０ ２５ ３０ 

フォローアップ件数 ３ １５ ２０ ２５ ３０ ３５ 
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５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

＜現状の課題と目標＞ 

小規模事業者が持続的に発展していくためには、消費者と直接やり取りをする小

回りの利いた経営が不可欠であり、情報収集力が脆弱な小規模事業者に対して需要

動向に基づいた販売開拓の支援が重要な課題となる。そのため世の中のトレンド、

各種統計データ等の各種データを収集・分析し提供、市場ニーズに対応した新商品

開発や新サービスなど販売力強化・売上向上を図り経営基盤強化を図る。 

 

＜事業内容＞ 

 （１）当市の基幹産業である製造業に関しては、一般消費者ではなく事業所が対

象となることが多いため、工業統計やⅠ．１．③に付随して、玉原鉄工業協同

組合や三井造船玉野協力会と共同で需要動向調査を行い、調査結果については

大手の動向に左右されやすい小規模事業者の受注活動に資するよう提供する。

   また、調査結果を参考として新たな受注や新製品開発に繋がるように岡山県

や玉野市と連携、近隣の製造業者と共にセミナーや取引相談会を開催する。 

 

（調査方法） 

  上記組合会員事業所等へのアンケートや巡回訪問・窓口相談、各種講習会、 

取引相談会開催時のアンケート及びヒアリング 

 

（調査項目） 

売上、仕入価格、受注量、受注単価、受注見通し、取引先、下請け状況、設備

状況等 

 

  （活用方法） 

 ・為替や大手の動向に左右されない新事業・新分野展開の基礎資料とする。 

 ・業種ごとの好不況を把握、相互間の救済取引による受注に活用する。 

  

（２）個社支援としての需要動向調査について 

事業計画策定支援や販路開拓支援のような個社支援を行う際には、小規模事

業者の販売する商品やサービス等について消費者だけでなくバイヤーにも需要

動向調査を協力して行い、結果については当所で集計提供し今後の新商品・新

サービス開発や展示会に向けてのサービス・品揃え等の支援に活用する。 

 

（調査方法） 

  展示会や商談会、巡回訪問・窓口相談時のアンケート及びヒアリング 

 

（調査項目） 

品目別消費者意識、消費者からのブランド評価、人気商品、デザイン、競合商

品、消費者の趣味、バイヤーからみた人気商品等 
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（活用方法） 

・消費者の目から見た課題やニーズを把握し、新商品・新サービスの検討 

材料とする。 

 ・持続化補助金をはじめとする補助金・助成金申請時の基礎資料とする。 

・展示会、商談会開催時の品揃え・サービスの基礎資料として活用する。 

・地域内消費の拡大（地域外消費流出阻止）について消費者のニーズを参 

考とする。 

 

（３）商業・サービス業については、人口が大きな要因となるため人口等につ 

いては国勢調査資料、商業統計、玉野市統計資料等により男女別・年齢別・地域

別のデータの収集・提供を行う。 

また、日本政策金融公庫の消費者調査、内閣府や経済産業省が実施する「消費

動向調査」や「消費者購買動向調査」等により、業界動向、売れ筋、競合状況、

消費者意識、消費志向等を把握し、人口動態調査と併せて立地選定やポスティン

グ等の販売促進に活用できるよう提供を行う。 

 

（４）その他の各種動向調査については、当所も加入している日経テレコン等 

を利用した個別の各種情報（商圏分析、市場規模、市場動向、企業の競合状 況、

統計データやＰＯＳの売れ筋ランキング等）をもとに、小規模事業者の商品分析

等を実施し、現状把握および今後の経営の方向性を検討し提供を行う。 

 なお、すでに公表されている各種調査については、小規模事業者が自ら調べ

られるよう効率的な情報収集方法について指導する。 

 

   ＜目 標＞ 

支援内容 27 年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32 年度
製造業受注動向調査件数  ０  40 40 40 40 40 
個者支援需要動向調査件

数 
 ０  15  20  20  30  30 

国勢調査等各種調査提供

件数 
 ０  10  20  20  30  30 

消費者動向調査提供件数  ０  10  20  20  30  30 
日経テレコン利用件数  ０  10  15  15  20  20 
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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】 

 

玉野市は岡山県でも南端にあり、岡山県内だけでなく全国的に知名度が低い。

しかしながら数少ないが、大阪や神戸で高い評価を得ている小売事業所もあり、

地域の事業者のＰＲ、顧客開拓、販路支援に活用できるよう展示会、商談会の開

催やそれへの出品・出展支援を行う。 

 

＜事業内容＞ 

① 事業者の魅力を広めるため、玉野市独自のホームページ作成補助金や店舗改

装資金等需要開拓に運用できる補助金・助成金の説明指導を行う。 

  また、中心市街地活性化協議会にてクリエイター目線での空き店舗対策やま

んがのキャラクターを活かしたまちづくりを協議し、新たな商店街の活性化を図

ると共にプレミアム商品券事業や地域通貨について玉野市商店団体連合会と研

究を行い、玉野市商業の発展に寄与する。 

② 岡山県のアンテナショップである東京の“おかやま・新橋館”への出品や玉

野市の“魅力ある個店づくり”への出店申請等で岡山県や玉野市と連携小規模事

業者に対して支援を行い、販路開拓と認知度の向上を図る。 

 「たまの自衛艦カレー」や「ののちゃんカレー」をはじめ地域グルメ・産品に

ついてもイベントやコンテストの出品を図り、地域産品の紹介に努めることで小

規模事業者の顧客・販路開拓に支援を行う。 

③ 工業関係では、２年毎に東京ビックサイトで開催される日本国際工作機械見

本市へ参加企業を募って視察を行い、希望があれば見本市への出展を促し玉野の

製造業のアピールを支援する。 

④ 全国商工会議所の会員事業者約25万社が参加する取引支援サイト「ザ・ビジ

ネスモール（www.b-mall.ne.jp/index.aspx）」への登録を勧め、販路支援に役

立てる。 

⑤ 岡山県商工会議所連合会と連携している「プレスサポート事業」により、小

規模事業者の新たな取り組みを新聞、テレビなどマスコミにＰＲする。 

 

＜目 標＞ 

項 目 27 年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32 年度

“おかやま・新橋館”の

出品支援者数 

１ ３ ３ ３ ３ ３ 

“魅力ある個店づくり”

出店支援者数 

３ ５ ５ ５ ５ ５ 

日本国際工作機械見本市出

展支援者数（隔年開催） 
０ － １ － ２ － 

ビジネスモールへの 

登録 

１８ ２０ ２５ ３０ ３５ ４０ 

プレスリリースサポー

ト事業 

１ ３ ３ ５ ５ ５ 
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

１．地域活性化事業 

四国と結ぶ宇高連絡船廃止後、約２０年ぶりに、玉野商工会議所では、玉野市や

玉野市観光協会、地元企業や住民などと約１年間かけ今後のまちづくりの可能性や

地域資源の見直しをワークショップ方式（計１０回）で協議検討して、新たな構想

案を打ち出した。そして、本構想案をもとに玉野市に中心市街地活性化基本計画を

作成するよう要望し、中活法のもと玉野市中心市街地活性化協議会を平成２１年４

月に立ち上げて協議を重ねていき、約3年後にあたる平成24年3月に「新・人流港へ！

～人が集い交流する瀬戸内の港町玉野～」を基本コンセプトとする玉野市中心市街

地活性化基本計画が国の認定を受けた。この計画は，「まちの魅力が連携し、人が

集い行き交うまちづくり」と「生活と福祉が充実し、ふれあいがある住みよいまち

づくり」を基本方針に掲げて，民間を中心に宇野・築港地区の中心市街地に新たな

賑わい創出を図ることを目的として掲げ、中心市街地活性化に関する事業の総合調

整や事業の推進に関すること、及び玉野市・民間企業・街づくり会社・地元商店会・

地元住民等と協力・連携しながら、商工会議所に事務局をおき、新たな街づくりを

総合的に推進している。 

    また、平成２８年度には、第３回瀬戸内国際芸術祭が開催されることから、この

機会を生かして、玉野市宇野港からフェリーで約１５分程度に位置する中心的存在

となっている直島をはじめ、瀬戸内海の島々へ出かける観光客を本州側の玄関港と

して取りこむためにも事業間の連携や PR を強化し相乗効果を発揮していく。 
 
（事業内容） 

下記の項目については原則として、上からの番号順に優先をつけて事業を展開し

ていくこととするが、事業によっては連携しながら可能となるものもあり、同時並

行で推進していく事業もある。 
 

(1) 玉野商工会議所、玉野市、玉野市観光協会、地元商店会、岡山県、地元企業（金

融機関、公共交通）などで構成する「玉野市中心市街地活性化協議会全体会議」を

年間計２回行い、会議において、主要な公共事業及び民間活性化事業について協議

決定していく。 

    また、玉野市や商工会議所、商店会、各民間企業など主要な事業実施主体で構成

される運営会議を年間４回、タウンマネージャーの指揮のもと中小機構や玉野市、

商工会議所で構成されるタウンマネジメント会議を年間１２回開催して、地域活性

化事業の内容や方向性を検討する。 

 

(2) 中心市街地エリアの東の核と西の核を結ぶ結節点となるエリアには山際付近に

「みなと展望エリア」として位置づけ新たな複合型レストラン整備事業と旧大型

宿泊施設からコンバートした医療サービス付きの居住促進事業の２つの活性化事

業を協議検討している。ワーキング会議を玉野市、商工会議所、地元民間共同出

資会社、中小機構などと月１～2回会議を開催。 
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（みなと展望エリア会議） 

 

(3) 新たに中心市街地活性化事業の目玉事業として中活区域内の駅東エリア遊休地

（連絡船跡地）に他には類のない瀬戸内海が一望できる本格的な和風旅館テイス

トな瀬戸内温泉「たまの湯」が整備された。まだ、遊休地内には海の見えるホテ

ル事業や親水公園事業、高齢者向け施設整備事業など残されており、実現可能な

レベルにしていくための会議を開催する。また、この瀬戸内温泉「たまの湯」連

携事業として新たな賑わい創出集客施設からの西へ広がる市街地へ来場者を回遊

させるしくみづくりを検討する会議も玉野市、商工会議所、地権者、民間企業な

どと協力して月 1回程度開催。（広域交流活性化部会） 

 

(4) 漫画「がんばれタブチくん！」や「おじゃまんが山田君」で知られる玉野市出

身の４コマ漫画界の巨匠「いしいひさいち」氏の全面協力のもと漫画を活用した

新たなまちづくりも推進している。特に現在朝日新聞の４コマ漫画連載中の「の

のちゃん」は玉野市が舞台となっている作品である。この漫画でまちづくりを推

進している地元団体への会議への参加や支援活動を行い、中心市街地活性化活動

との連携も図れるようなしくみづくりを検討し、玉野市のイメージアップ向上を

図る。「ののちゃん」は玉野市のイメージキャラクターとしても位置づけられて

おり、東京在住の「いしいひさいち」氏との玉野市側唯一の窓口は商工会議所が

担い、行政や地元企業がいしい氏の作品を活用するときの許認可業務を行う。現

在は、商店街には空き店舗を活用したいしい氏の常設展示場「ののちゃんち」を

設置、さらに原付ナンバープレートへの掲載、マンホールへの掲載、まちなか 4

コマ漫画案内板などに活用され設置された。 

       また、西の核となる地元大型商業施設内には、いしいひさいち氏をはじめとす

る玉野市の著名人の作品を展示する「たまののミュージアム」（玉野市観光協会

主管）も開設され新たなまちなか回遊性の拠点ならびに情報発信の拠点となって

いる。 

      「ののちゃん」を生かしたまちづくり会議も最低月 1 回程度、玉野市、商工会

議所、観光協会、ＮＰＯ法人、地元商店主・企業経営者などと会議を開催してい

る。（いしいひさいち部会、たまののミュージアム運営会議） 

 

(5) 駅前商店街内に国の補助金を利用して出来上がったクリエイター交流拠点施設

を活用し、移住者支援活動の強化と移住者が活躍できる場となる空き店舗など物

件の確保を検討する会議や取組を支援（うのずくり部会） 

 

(6)宇野港一帯の活性化を実現するにあたり、地域の現状と共通課題について協議
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し、また港周辺エリアに係る規制・上位計画の進捗状況、今後のスケジュール等

の情報収集に努め、活性化に必要な新たな事業の提案と、基本計画に記載されて

いる事業で港に関連している事業に取り組む。港の「地域を支える役割」とみな

とオアシスを活かして「集客の仕組み」を持つ、将来を見据えた構想を描き、魅

力ある「みなとまちづくり」に取り組む。（みなと部会） 

 

(7)「いきいき健康増進事業」として年 1 回、公募して玉野 4 コマ漫画まつりや商

店会主催のイベントの日程に合わせて、イベント会場はもちろん中心市街地エリ

ア内にある民間活性化事業施設、新たに設置された案内板、瀬戸内国際芸術祭の

アート作品などを観光ボランティアガイドとタイアップして歩いて見て回るまち

なか散歩ツアーを開催。新たな民間活性化事業の紹介や街中で頑張っている商店

主などの息吹、地域の特産品などを実際肌で実感できるようなしかけづくりをし

ている。 

 

(目標) 

「まちの魅力が実現し、人が集い行き交うまちづくり」の実現を図るために、中

心市街地内の回遊性の向上に取り組み、歩行者・自転車通行量の増加を目指す。

また、「生活と福祉が充実し、ふれあいがある住みよいまちづくり」の実現を図る

ために、街なか居住の推進に取り組み、エリア内の居住人口増加を目指す。 
 

項 目 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

協議会全体会議 年 2回 年 2回 年 2回 年 2回 年 2回 年 2回 

協議会運営会議 年 4回 年 4回 年 6回 年 6回 年 4回 年 4回 
広域交流拠点部会議 年 1回 年 6回 年 6回 年 6回 年 4回 年 4回 
うのずくり部会（ｕｚ） 年 12 回  年 12 回  年 12 回  年 12 回  年 12 回  年 12 回 
いしいひさいち部会議 年 12 回 年 12 回 年 12 回 年 12 回 年 12 回 年 12 回 
みなと展望エリア会議 年 12 回 年 12 回 年 12 回 年 6回 年 6回 年 6回 

みなと部会議 年 6回 年 6回 年 6回 年 6回 年 6回 年 6回 

タウンマネジメント会議 年 12 回 年 12 回 年 12 回 年 12 回 年 12 回 年 12 回 
たまののミュージアム会議 年 12 回 年 12 回 年 12 回 年 12 回 年 12 回 年 12 回 
宇野港街歩きツアー 年 1回 年 1回 年 1回 年 1回 年 1回 年 1回 
たまの港フェスティバル 年 1回 年 1回 年 1回 年 1回 年 1回 年 1回 
宇野駅前交差点歩行者

通行量 

1,678 人 1,850 人 1,975 人 2,035 人 2,238 人 2,462 人 

中心市街地内居住人口 1,676 人 1,740 人 1,792 人 1,835 人 1,871 人 1,900 人 
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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み 

 

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 岡山県商工会議所連合会において開設された、県下の経営指導員や岡山県職員

が集まる「広域経営支援センター」において定期的に（年３回程度）会議を開催

し、補助金、融資制度等最新の施策の情報交換や意見交換を行い商工会議所間の

連携を深め伴走型の支援の充実を図っていく。 

② 玉野商工会議所は、玉野市商工観光課と同一フロアーに事務所があり、平成 27
年度より玉野市と相談・指導業務のワンストップ化を行うことになった。これに伴

い商工会議所職員、玉野市職員の有効な連携が図れるよう勉強会を行い情報交換、

職員の資質向上をより一層図り、小規模事業者への取り組みを強化していく。 
勉強会は月２回程度開催し、経営計画の作成、人材の育成・確保、地域産業・地

域ブランド化、創業・第二創業の促進、財務体質の向上策等毎回異なるテーマで現

状の把握及び今後の指導体制を専門家を交えて行い小規模事業者に対する支援を

有効かつ的確なものとする。 
③ 工業関係では、岡山県、岡山大学、玉野市、玉野産業振興公社、事業者等と年

1回「工業振興会議」、年２～３回の各事務局会議を開催、情報発信や商談会出展、

販路拡大等工業振興施策について検討する。 

④ 創業支援に関しては、玉野市が国の「創業支援事業計画」の認定を受けたこと

により商工会議所、玉野市、（一社）玉野産業振興公社、岡山南商工会（玉野市

地域唯一の商工会）と連携して行う。なお、核となる創業セミナーは講師の選定、

教材の準備など商工会議所が主体となって行う。 

⑤ 各認定支援機関との連携については、日本政策金融公庫、岡山県よろず支援拠

点、税理士、中小企業診断士等と随時合同研修会を開催、支援ノウハウ、支援の

現状等について研修と情報交換を行い有効な支援策を探っていく。 

＜目 標＞ 

項 目 27 年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32 年度

合同研修開催回数 ４ ６ ６ ６ ６ ６ 

 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

① 岡山県商工会議所連合会主催の研修（支援ニーズに応じたテーマを選定し、3

か月間にわたって一般コース 10 時間、特別コース 30 時間、合計 40 時間のカリキ

ュラム）や日本商工会議所、中小企業大学校が主催する指導員研修や地元金融機

関との合同研修、税務署や法人会、青色申告会等関係諸団体の開催するセミナー

に経営指導員等が各自年間複数回参加することで、売上や利益を確保することを

重視した支援能力の向上を図る。 

② 岡山県商工会議所連合会に設置した「経営改善普及事業あり方検討会議」にお

いて、創業・経営革新・経営改善等の支援マニュアル化とイントラネットによる

共有化が実施されており、「経験の浅いもしくは若手経営指導員」でも一定の支援

が実施できるような仕組みが整えられている。この他にも「経験の浅いもしくは
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若手経営指導員」はベテラン経営指導員とチームで小規模事業者を支援すること

等を通じて、指導・助言内容、情報収集方法を学ぶなど、ＯＪＴにより資質向上

を図る。 

今後も「経営改善普及事業あり方検討会議」や地元金融機関との合同研修等に参

加し、様々な支援テーマでの勉強会で学び、経営指導員等の伴走型の支援能力の

向上を図る。 

③ 組織内の体制として週 1 回の事務局会議、毎月２回の内部研修会を開催し、そ

れぞれの事業の進展状況や研修事項のプレゼンテーションをすることで職員の指

導技量の維持向上を図る。また経営、経営計画、経営革新、補助金・助成金、融

資、税務、記帳等の支援・指導事項は共有ファイルにて順次更新し、職員誰もが

随時利用可能できるものとし、内部研修会では状況に応じ随時専門家を講師に依

頼、専門知識の習得に努める。 

  また、簿記検定、ＦＰ、販売士検定、中小企業診断士検定等の資格取得に向け

ても積極的にチャレンジしていく。 

 

  ＜目 標 ＞ 

項 目 27 年度 28年度 29年度 30年度 31 年度 32 年度

岡山県商工会議所連合会

指導員研修回数 

６ ６ ６ ６ ６ ６ 

中小企業大学校出席人数

（通称１か月研修） 

２（基礎
研修、経

営 診 断

基礎他）

１（基礎
研修、経

営 診 断

基礎） 

３（基礎
研 修 税

務 財 務

診断、専

門研修）

１（基礎
研修、経

営 診 断

基礎） 

１（専門

研修） 

１（専門

研修等）

専門家・関連機関との合

同研修等回数 

２ ４ ４ ４ ４ ４ 

内部研修 ２４ ２４ ２４ ２４ ２４ ２４ 

 

 

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の実施状況及び成果について、以下の方法により評

価・検証を行う。 

① 中小企業基盤整備機構、日本政策金融公庫、市内金融機関、岡山県産業振興財 

団、玉野市、岡山県よろず支援拠点、税理士、中小企業診断士等専門家や有識者に

より、事業の実施状 況、成果の評価・見直し案の提示を行う。 

②合同連絡会議において、評価・見直しの方針を決定、正副会頭会議へ報告し承認を

受ける。 

③事業の成果・評価・見直しの結果を玉野商工会議所のホームページ

（http://www.tamanocci.jp/）で計画期間中公表する。 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（平成２７年４月現在）

（１）組織体制 

 

  玉野商工会議所中小企業相談所（経営発達支援事業実施職員数）：７名 

区 分 経営指導員 補助員 記帳指導職員
広域サポー

ター 計 

男 ２ ２ ０ １ ５ 
女 １ ０ １ ０ ２ 
計 ３ ２ １ １ ７ 

 
※なお、玉野商工会議所事務局職員総数は１０名です。 

区 分 専任職員 
（総務） 

中小企業相談所職員 
（内訳 上記の通り） 計 

男 １ ５ ６ 
女 ２ ２ ４ 
計 ３ ７ １０ 

 

（２）連絡先等 

   玉野商工会議所 

住    所：〒706-0011 岡山県玉野市築港１－１－３ 

ホームページ：http://www.tamanocci.jp/ 

メ ー ル :info@tamanocci.jp 
  広  報  誌：広報たまの（毎月 1回発行） 

TEL／FAX ：0863-33-5010／0863-31-5558 

庶務係 
総 務 課

0863-33-5010 業務係        
調査係 

専務理事 
宮地 祥一 事務局長        指導課 

課 長 高畠 和成   宮地 祥一      
  中 小 企 業 相 談 所

所 長 実井 準 

0863-33-5010 
        

    金融課 

        課 長 近藤 克也 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                  （単位 千円） 

 28 年度 

( 4年 1月以

降) 

29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

必要な資金の額 45,030 45,080 45.080 45,100 45,100 

 

小規模企業対

策事業費 
 

地域の経済動向

調査事業費 

 

経営状況分析事

業費 

 
事業計画策定

支援事業費 

 
事業計画策定

後実施支援事

業費 

  
需要動向調査費 

 
新たな需要開拓

企業費 

 
支援機関との

連携事業費 

 

44,000 

 

 

100 

 

180 

 

 

400 

 

 

150 

 

 

50 

 

100 

 

 

50 

44,000 

 

 

100 

 

180 

 

 

400 

 

 

150 

 

 

50 

 

150 

 

 

50 

44,000 

 

 

100 

 

180 

 

 

400 

 

 

150 

 

 

50 

 

150 

 

 

50 

44,000 

 

 

100 

 

200 

 

 

400 

 

 

150 

 

 

50 

 

150 

 

 

50 

44,000 

 

 

100 

 

200 

 

 

450 

 

 

180 

 

 

50 

 

150 

 

 

50 

（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、国補助金、県補助金、市補助金、事業受託費、セミナー・相談会受講料 

 

（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 

 （１）事業全体について 

連携する内容     「（連携者及びその役割）と（連携体制図）」は次頁

へ 

Ⅰ．１地域の経済動向調査に関すること 

岡山県商工会議所連合会や日本商工会議所、市、日本政策金融公庫、地区内金融機

関等及び（公社）法人会や青色申告会等。県連以下は豊富なデータの集積があり、法

人会以下は会議所以外の事業者の把握に役立てることができる。 

 

Ⅰ．２．経営状況の分析に関すること 

日本政策金融公庫、岡山県産業振興財団、岡山県よろず支援拠点、中小企業診断士、

税理士等関連機関等。認定経営革新等支援機関であり専門分野と比較した分析が期待

できる。 

 

Ⅰ．３．事業計画の策定支援に関すること 

日本政策金融公庫、岡山県産業振興財団、岡山県よろず支援拠点、玉野市、中小企

業診断士、税理士等専門家等。公的機関や認定経営革新等支援機関であり、それぞれ

の専門分野から事業計画策定の指導助言ができる。 

 

Ⅰ．４．事業計画策定後の実施支援に関すること 

日本政策金融公庫、岡山県産業振興財団、岡山県よろず支援拠点、玉野市、中小企

業診断士、税理士等。公的機関や認定経営革新等支援機関であり、融資や補助金など

事業計画策定後の指導助言ができる。 

 

Ⅰ．５．需要動向調査に関すること 

国、岡山県、玉野市、日本政策金融公庫、岡山県産業振興財団等関係機関等及び（公

社）法人会や青色申告会等。いずれも豊富なデータの集積があり、法人会以下は会議

所以外の事業者の把握に役立てることができる。 

 

Ⅰ．６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

地域の事業者のＰＲ、顧客開拓、販路支援に活用するため、岡山県や玉野市と連携。

市外県外の情報・データが豊富で利用が可能である。 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組  

岡山県、玉野市、玉野市観光協会、中小企業診断士等専門家と連携。最初の立ち上

げから協力があり、当所主体で今後も役割分担をしながらすすめていける。 

 

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み 

岡山大学、中小企業基盤整備機構、日本政策金融公庫、市内金融機関、岡山県産業

振興財団、岡山県、玉野市、岡山県よろず支援拠点、税理士、中小企業診断士等。公

的機関や認定経営革新等支援機関であり、この事業に関わらずお互いの協力が必要不
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可欠である。      ※「（連携者及びその役割）と（連携体制図）」は次頁以降

へ 

連携者及びその役割               （連携体制図）」は次頁へ 

（国関連） 

○岡山大学（岡山市北区芳賀 5302 TEL086-286-8002 産学官融合センター長 藤原貴

典）：経済動向調査・分析、事業評価 

○（独行） 中小企業基盤整備機構中国本部（広島市中区八丁堀 5-7 中国本部長 井上

秀生、診断士 松村教司）経済動向分析、経営計画策定・実施、事業評価 

○岡山県よろず支援拠点（岡山市北区芳賀 5301 TEL086-286-9667 代表 鈴鹿和彦）：

経済動向調査・分析、経営計画策定・実施、需要動向、事業評価 

  （岡山県関連） 

○岡山県産業労働部（岡山市北区内山下 2-4-6 TEL086-226-7353 経営支援課長 白神達

夫）：経済動向調査・分析、経営計画策定・実施、事業評価 

○岡山県産業振興財団（岡山市北区芳賀 5301 TEL086-286-9664 ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ 鈴鹿和彦）：

経済動向調査・分析、経営計画策定・実施、需要動向、事業評価 

  （玉野市関連） 

○玉野市産業振興部（玉野市築港 1-1-3 TEL0863-33-5005 商工観光課長 大塚英一）：

経済動向調査・分析、経営計画策定・実施、需要動向、事業評価 

○（一社）玉野産業振興公社（玉野市築港 1-1-3 TEL0863-33-5000 事務局長 三宅穂）：

経営計画策定・実施、事業評価 

  （専門家） 

○中小企業診断士（岡山市北区芳賀 5301 TEL086-286-9667 鈴鹿和彦他）：経済動向調

査・分析、経営計画策定・実施、需要動向、事業評価 

○中国税理士会玉野支部（玉野市日比 3-7-26 TEL0863-81-1268 支部長 大川佳郎）：

経済動向調査・分析、経営計画策定・実施、需要動向、事業評価 

○あい社会保険労務士法人（玉野市御崎 2-3-13 TEL0863-81-5634 佐藤義孝他）：経営

計画策定・実施、事業評価 

  （関連機関） 

○日本政策金融公庫岡山支店（岡山市北区柳町 1-1-27 TEL086-225-0011 事業統轄 田

上和彦）：経済動向調査・分析、経営計画策定・実施、需要動向、事業評価、金融支援 

○玉野金融協議会（玉野市宇野 1-29-14 TEL0863-31-2233 中国銀行宇野支店長 瀧昌

浩）：経済動向調査・分析、経営計画策定・実施、事業評価、金融支援、指導 

○岡山県商工会議所連合会（岡山市北区厚生町 3-1-15 TEL086-232-2266 事務局 岡山

商工会議所）：経済動向調査・分析、経営計画策定・実施、需要動向 

  （外郭団体） 

○（公社）玉野法人会（玉野市築港 1-1-3 TEL0863-33-5010 会長 三宅照正）：経済動

向調査、需要動向、 

○玉野青色申告会（玉野市築港 1-1-3 TEL0863-33-5010 会長 大川佳郎）：経済動向調

査、需要動向 
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連携体制図 

 

玉野商工会議所 
中小企業相談所 

 
経営発達事業（４つの指針事業）

経営改善事業（金融、税務等）
 

岡山県（産業労
働部経営支援課、

岡山県産業振

興財団） 

玉野市（産業振
興部商工観光

課）、（一社）玉

野産業振興公社 

専門家 
（税理士、中小企

業診断士、社会保

険労務士） 

小 規 模 事 業 者  
経営の発達、改善 

支援 
指導 
助言 

連携 
連携 

外郭団体 （（公社）玉野法人会、

玉野青色申告会等） 

協力 
協賛 

関連機関 
（日本政策金融公

庫、地域金融機関、

岡山県商工会議所

連合会） 

国（岡山大学、中
小企業基盤整備機

構中国本部、岡山

県よろず支援拠

点） 
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（２）玉野市中心市街地活性化事業について 

連携する内容 

玉野市中心市街地活性化事業 

全体会議、運営会議、タウンマネジメント会議を玉野商工会議所が事務局となって開催し、主

要な公共事業及び民間活性化事業について協議し、地域活性化事業の内容や方向性を検討する。

連携者及びその役割 

•玉野市（政策部総合政策課：中心市街地活性化対策室）が基本計画を策定、以後 5年間のうち決

められた時期に変更申請を行う。 

•玉野商工会議所に事務局をおく玉野市中心市街地活性化協議会は玉野市が作成する基本計画、認

定基本計画の実施等について、玉野市に唯一意見を述べることができる。 

 

連携体制図等 

構成員 委員 氏名 

玉野商工会議所  （玉野市築港１－１－３） 

会頭 三宅 照正 

総務委員会総務委員長 森脇 英二 

青年部会長 新木 良成 

女性会会長 加藤 正枝 

専務理事 宮地 祥一 

玉野街づくり株式会社（玉野市宇野１－３８－１） 代表取締役 亀田 稇 

玉野市       （玉野市宇野 1-27-1） 副市長 西村 薫三 

玉野市政策部    （玉野市宇野 1-27-1） 部長 斎藤 信 

玉野市建設部    （玉野市宇野 1-27-1） 部長 山﨑 秀樹 

玉野市産業振興部  （玉野市宇野 1-27-1） 部長 山上 誠二 

玉野市商店団体連合会 （玉野市築港 1-1-3） 会長 伊藤 良和 

築港商店会      （玉野市宇野 8-3-10） 直前会長 伊達 元英 

宇野港商店街振興組合 （玉野市築港 1-12-22） 副理事長 北野 良介 

西日本旅客鉄道㈱岡山支社企画課（岡山市北区駅前町 2-1-17） 課長 石原 利信 

四国汽船㈱宇野支店 （玉野市築港 1-3-2） 支店長 木村  功 

旭自動車㈱      （玉野市玉 4-1-3） 相談役 浦上 嘉夫 
両備ホールディングス㈱両備バスカンパニー 

（玉野市築港 2-18-8） 
玉野営業所長 今田 己知也 

宇野港土地㈱  （玉野市宇野１－１１－１） 専務取締役 青井 一令 

築港西コミュニティ協議会（玉野市宇野 1-7-5） 会長 東山 明正 

宇野地区連合会自治会（玉野市宇野 2-15-17） 会長 安原  稔 

三井造船㈱     （玉野市玉３－１－１） 総務部長 大谷 英才 

㈱エルジオ     （玉野市日比 5-9-7） 取締役兼玉野営業所所長 戸川 修 

駅東工業会 幹事会社 加藤製油㈱ 

（玉野市築港５－８－１） 
幹事 福岡 則通 
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（社）玉野青年会議所 （玉野市築港 1-1-3） 理事長 菅野 嘉彦 

㈱中国銀行     （玉野市宇野 1-29-14） 宇野支店長 瀧 昌浩 

おかやま信用金庫   （玉野市築港 1-8-17） 玉野営業部長 廣野 修 

公益社団法人 玉野市観光協会  （玉野市築港 1-1-3） 専務理事 柴田 周男 

玉野総合医療専門学校（玉野市築港 1-1-20） 校長 高井 研一 

玉野商業高等学校  （玉野市玉６－１－１） 校長 田中 雅子 

金融協議会（トマト銀行 玉野支店長） 

         （玉野市玉２－２２－１９）
幹事 大森 達生 

玉野商工会議所  （玉野市築港１－１－３） 地域開発委員会委員長 菅野 靖郎 

経済産業省 中国経済産業局 産業部      

流通・サービス産業課（広島市中区八丁堀 6-30）
課長 森分 幸雄 

(独)中小企業基盤整備機構中国本部地域活性化推進部
（広島市中区八丁堀 5-7 住友生命広島八丁堀ビル３Ｆ） 

参事 石田 悟 

国土交通省中国地方整備局宇野港湾事務所（玉野市築港１－１－３） 所長 谷口 清文 

国土交通省中国運輸局岡山運輸支局（玉野市宇野１－８－２） 次長 岡崎 吉則 

玉野海上保安部   （玉野市宇野 1-8-4） 部長 天辰 弘二 

玉野警察署     （玉野市宇野 1-13-1） 署長 森下 邦彦 

岡山県産業労働部経営支援課（岡山市北区内山下２－４－６） 課長 白神 達夫 

岡山県土木部都市局都市計画課（岡山市北区内山下２－４－６） 課長 岡 克則 

岡山県土木部港湾課（岡山市北区内山下２－４－６） 課長 奥山 峰広 

岡山県中小企業団体中央会組織支援課（岡山市北区弓之町 4-19-202） 課長 北山 博幸 

㈱日本政策投資銀行岡山事務所 

      （岡山市北区内山下１-８-４５） 
所長 松本 晃 

（独）都市再生機構西日本支社都市再生業務部 

 （大阪府大阪市城東区森之宮１－６－８５） 
リーダー 島本 健太 

  

(独)中小企業基盤整備機構中国本部地域活性化推進部
（広島市中区八丁堀 5-7 住友生命広島八丁堀ビル３Ｆ） 

中活サポートマネージャ

ー 
山﨑 洋二 

玉野市産業振興部商工観光課 

（玉野市宇野 1-27-1） 
課長 大塚 英一 

玉野市産業振興部商工観光課 

（玉野市宇野 1-27-1） 
係長 小田 猛 

玉野市政策部総合政策課 

（玉野市宇野 1-27-1） 
課長 藤原 秀紀 

玉野市政策部総合政策課中心市街地活性化対策

室        （玉野市宇野 1-27-1） 
室長 中嶋 英生 

玉野街づくり株式会社（玉野市宇野１－３８－１） 経理課長 河本 実 

（有）クォリファイ（玉野市築港１-１１-２０） 代表取締役 福原 弘義 

玉野を元気にするぞ㈱（玉野市築港１－２３－４） ジェネラルマネージャー 吉本  誠 

ＮＰＯ法人スマイルネット玉情協 

         （玉野市御崎２-１９-３５）
副理事長 齊藤 章夫 
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うの港 13     （玉野市築港１－１－３） 代表 三宅 定子 

宇野港土地㈱   （玉野市宇野１－１１－１） 営業統括部部長 美除 直彦 

玉野商工会議所   （玉野市築港１－１－３） 指導員 近藤 克也 

玉野商工会議所   （玉野市築港１－１－３） 指導員 平井 衣代 

玉野市中心市街地活性化協議会 
（玉野市築港１－１－３） 

  岡本 章弘 

 
 

 

玉野市中心市街地活性化協議会 

総会（全体会議） 

運営会議 
（意思決定） 
専門７部会 

広域交流拠点整備部会 
商店街活性化整備部会 
商業施設活性化整備部会 
うのずくり部会 
どてきり部会 

いしいひさいち部会 
みなと部会 

（事業化検討） 
 

ワーキンググループ 
（事業推進） 

玉野市 
 

（担当） 
総合政策課 

 

TM会議 
（全体の調整） 
事務局 

TM 

国 

計画変更 
フォローアップ 

アドバイス 
専門家招聘 

 

意見 
提言 
参加 
支援 

親
水
公
園
整
備
事
業
Ｗ
Ｇ 

レ
ス
ト
ラ
ン
整
備
事
業
Ｗ

Ｇ


