
経営発達支援計画の概要 

実施者名  井原商工会議所 

実施期間  平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日 

目標 

「モノづくりの街・井原」「デニムの聖地・井原」をコンセプトに井原

市産業の支援を行う。 

 人口減少・少子高齢化が続く井原市にとって生活の基盤となる産業、

特に小規模製造業を中心に支援を行い、持続的発達により若年労働者の

受け入れ先を増大させる。併せて、小規模サービス業・商業の新陳代謝

を促し活性化を図る。 

事業内容 

地域唯一の総合的経済団体として、これまでの金融・記帳・労務とい

った基礎的な支援に加え、経営革新や販路開拓など自ら持続的発達に向

けて努力する小規模事業者に対しては、井原市産業支援コーディネータ

ー、岡山県産業振興財団など関連団体等と連携し、手厚く支援する。 

これまでの井原市産業の歴史に見られるように、当地域には「モノづ

くり」の精神が定着しており、小規模事業者から成長した企業群が手本

として存在している。こうした風土を活かし、より多くの雇用の場を確

保できる製造業、なかでも繊維業界に焦点を当てた以下の支援を展開す

る。 

１．小規模事業者の実態調査 

２．小規模事業者の経営分析 

３．消費者動向や需要の動向調査および提供 

４．小規模事業者の事業計画の作成支援 

５．創業支援 

６．小規模事業者の経営革新計画の作成支援 

７．小規模事業者の販路開拓支援 

８．持続的発達経営計画を作成する小規模事業者への金融支援 

  

連絡先 

井原商工会議所 中小企業相談所 

〒７１５-８６９１ 岡山県井原市七日市町１３ 

ＴＥＬ（０８６６）６２－０４２０ 

ＦＡＸ（０８６６）６２－０４１１ 

e-Mail cci@ibara.ne.jp  ＨＰ http://www.ibara.ne.jp/~cci/ 
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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 

【井原市の現状】 

先ごろ日本創生会議により 2040 年度までの「消滅可能性都市」が発表された。県内

の同規模商工会議所地域の５市（玉野市、笠岡市、備前市、高梁市、新見市）がリスト

に挙げられる中、井原市は存続の可能性が示された。「20～39 歳の女性人口」に着目し

た調査ではあるが、当地域の特性の一端を示したデータである。 

また、国勢調査によると、岡山県全体の人口はわずかに増加基調を示しているのに対

して、井原市の人口は平成２年の 49,255 人から平成 22 年には 43,936 人と 20 年間で

約１割の減少となっている。ちなみに、隣接する広島県福山市をみると人口の微増傾向

が続いている。 

井原市は江戸時代から繊維産業が盛んであり、絣からデニム織物、ジーンズへと変遷

し、昭和 40 年代からは折からのモータリゼーションの台頭や家電の普及とともに自動

車部品製造業や電子機器製造業が盛んになった。いずれも当時は下請け企業であった

が、徐々に技術力を身に着け、提案型あるいは独自の製品を開発するなど地域を支える

企業へと成長し、現在では、繊維、プラスチック、精密機械、電子部品、自動車部品な

ど幅広い製造業種が立地しており、製造業就業者数の「割合」は県下 15 市の中で第１

位である。 

 こうした企業は下請けがほとんどではあるが、他地域とは異なり、いずれもが地場企

業である。また、200 人から 700 人規模の企業が複数業種で立地しているのも当地の特

徴であり、「20～39 歳の女性人口」の雇用の場を確保する重要な役目も担ってきた。 

 しかしながら、昭和 60 年のプラザ合意以降に急速に進んだ海外移転により仕事量が

減少、市内の小規模事業者もピーク時は 2,000 社を超えていたが、平成 24 年の経済セ

ンサスではほぼ半減している。 

 

井原市（合併前の芳井町・美星町を含む）の人口推移 
1970 年 

(S45 年) 

1975 年 

(S50 年) 

1980 年 

(S55 年) 

1985 年 

(S60 年) 

1990 年

(H2 年)

1995 年

(H7 年)

2000 年

(H12 年)

2005 年 

(H17 年) 

2010 年 

(H22 年) 

2014 年

(H26 年)

54,350 52,591 51,669 51,053 49,255 47,647 46,489 45,104 43,936 43,183

 

井原商工会議所管内（旧井原市）小規模事業者数の推移 

（事業所統計および経済センサスから岡山県が抽出した小規模商工業者数） 

H13 年 H18 年 H21 年 H24 年 

1,435 社 1,342 社 1,170 社 1,062 社 

 

【井原市の課題】 

○中山間地域であり人口減少、少子高齢化が急速に進んでいる。 

○廃業数が創業数を上回り、特に小規模事業者が急速に減少している。 

○なかでも、地域の雇用を支えて来た製造業が減少しており、国際化の進展とともに

海外へ工場を立地する企業も増加している。 



2 
 

○井原市で常住する就業者数は 22,086 人、井原市で勤務する就業者は 20,824 人、差

し引いた 1,262 人が井原市外に流出しており、1,262 人分の職場が井原市には不足

している。（平成１７年国勢調査） 

 

【支援の方向】 

 上記のような状況や課題を踏まえ、地域唯一の総合的経済団体として、これまでの金

融・記帳・労務といった基礎的な支援に加え、経営革新や販路開拓など自ら持続的発達

に向けて努力する小規模事業者に対しては、岡山県、井原市および井原市産業支援コー

ディネーター、よろず支援拠点、岡山県産業振興財団など関連団体等と連携し、手厚く

支援する。 

 岡山県中小企業振興条例（平成 23 年 12 月）では、中小企業が地域経済の発展及び雇

用の確保に貢献し、地域社会の担い手として県民生活を支える重要な存在であるという

基本的認識の下に、中小企業関連団体に対して「経営革新の促進」「創業促進」「経営基

盤の強化」「経済的社会的環境の変化への適応の円滑化」「資金調達の円滑化」について

積極的に支援するよう求めるなど、小規模企業の経営の向上に努めている。 

 井原市産業ビジョン（平成 22 年 3 月）では、産業振興の基本方向として「製造業を

中心とした輝く企業の集積地づくり」を掲げており、製造業の活性化から市内産業全体

の活性化を図り、産業間の好循環を生み出すよう計画している。具体的施策としては、

エコノミックガーデニングの理念に則り、「ものづくり井原ブランドの構築」「市内外

に向けての情報発信」「新規創業の促進」などを図る。 

岡山県や井原市との連携をさらに深め、国の産業支援施策との整合性を図りながら地

域の小規模事業者の支援を推進する。 

これまでの井原市産業の歴史に見られるように、当地域には「モノづくり」の精神が

定着しており、小規模事業者から成長した企業群が手本として存在している。こうした

風土を活かし、より多くの雇用の場を確保できる製造業、なかでも繊維業界に焦点を当

てた支援を展開する。 

井原市産業を牽引していたジーンズは、昭和 40 年代から 50 年代にかけては、国内生

産の 70％を占めていた。昭和 60 年のプラザ合意以降に急速に進んだ円高により、ジー

ンズの生産拠点は海外（特に中国）に移り、当市のデニム織物業やジーンズメーカーは

壊滅的な打撃を受けた。盛期の十分の一以下に減少した織物業ではあるが、デニム生地

についてはアメリカやＥＵへ輸出されており、品質の高さは折り紙つきである。また、

ファッション志向の多様化から大量生産のジーンズについては若者に受け入れられな

くなり、大量生産の廉価なジーンズかセレクトショップ等で販売される高級ジーンズの

二極分化が進んでいる。 

こうした流れの中で、ＯＥＭ生産を請け負っていたメーカーの２代目や３代目のほ

か、新たに業界に飛び込んだ人材がデザイン重視の高級ジーンズへ意欲的に取り組んで

おり、素材のデニムとともに「デニムの聖地」としてブランド化を進めており、これを

強力に支援していく。 
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支援イメージ図 
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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】 

地域の小規模事業者の経営支援の方向性を見定めるため、巡回訪問による聴き取り調

査データや行政の各種統計データを活用し、効率的な施策の展開を図る。 

 小規模企業の総合的な動向については、中小企業白書や小規模企業白書を拠り所に概

略を把握し、各業種や各業界のデータについては経済センサスや業界団体などの個別の

データを収集し提供する。さらに、地域企業の詳細な状況については巡回による聴き取

り調査を基本とし、必要に応じてアンケート調査等を行う。 

 収集した経済動向は一元管理することにより情報の共有化を図り、実施する事業計画

の策定・実行支援の精度を向上させる。小規模事業者においては事業計画や事業展開の

精度が高まり、経営指導員においては伴走型支援のノウハウの蓄積ができる。また、調

査レポートを公開することにより、ビジネスチャンス発掘の一助となる。 

 さらに、情報提供のみならず各白書や統計のＷｅｂ版、新たに開発された地域経済分

析システム（RESAS（リーサス））、ミラサポなどを紹介し、小規模事業者自らがいつ

でもインターネットから必要データを収集活用できるようＩＴスキルの向上も図る。 

 

（１）巡回訪問による聴き取り調査 

金融や税務指導での巡回の際に、売上・利益・雇用・経営課題について聴き取り調査

を行っており、収集したデータはカルテに記載するなど指導スタッフで情報を共有し、

指導に活用している。また、経営計画を立てる上で後継者は重要なポイントであり、経

営者が 65 歳を超える小規模事業者については後継者の有無を確認し、リストアップを

行っている。 

 

（２）主要業界動向調査 

市内の製造業や量販店などの各業種のトップ企業１８社に対して年１回１２月、個別

訪問して聴き取り調査を行っている。売上や収益状況のみならず新商品や新技術の開発

状況、客数や客単価などのほか、海外展開の状況や市内の小規模企業への発注状況、新

規学卒者の雇用状況など詳細な経営情報を得ており、商工会議所と市役所との経済施策

懇談会の席で報告し、経済支援施策へ反映している。 

 

（３）定期的なアンケート調査 

①景況調査（四半期に１回） 
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管内３０社について中小企業庁からの委託事業「景況調査」を行っており、調査

票を回収し日本商工会議所を通じて全体の調査結果を公表している。当所でも、対

象企業の売上や収益、原材料価格の動向などのほか、設備投資の実施状況や経営上

の問題点（上位３項目）を集計している。委託事業のため、一般には調査結果を非

公開としているが、当該企業の相談の際には参考資料として活用している。 

②ＬＯＢＯ調査（四半期に１回） 

日本商工会議所からの委託により、管内の小規模企業８社について四半期ごとに

調査を行っており、売上や景況感、資金繰りなどより実態的な調査となっている。

前期との比較、今後の見通しについても設問しており、結果は重要な指標となって

いる。井原市のみのデータは公開できないが、経営指導員等で情報共有し小規模事

業者の動向についての参考資料としている。 

※ＬＯＢＯ= QUICK SURVEY OF LOCAL BUSINESS OUTLOOK＝早期景気観測 

③井原市賃金実態調査（年１回、６月） 

市内の中小企業の賃金について、毎年６月に調査しており、複雑な調査にも関わ

らず対象 100 社のうち例年 60 社程度から回答を得ている。男女別の平均賃金・勤

続年数のほか学歴別平均賃金、役職別平均賃金などを会報等で公開している。また、

新入社員の初任給も併せて調査・報告しており、地場企業の賃金の重要な指標とな

っている。 

 

（４）国等の統計調査結果の提供 

 中小企業白書や小規模企業白書により小規模事業者を取り巻く全国的な動向を捉え、

経済センサスや商業統計の地域データは調査年次ごとに比較分析したうえで、地域の指

標としてＨＰ等で周知する。中小企業白書や小規模企業白書、経済センサスなどはＷｅ

ｂ上で公開されており、ミラサポや地域経済分析システム（RESAS（リーサス））の活用

と併せて、小規模事業者自らが必要なデータを収集できるようＩＴスキルの向上も支援

する。 

 

（５）製造設備のデータベース化 

井原市産業支援コーディネーターと連携し、小規模製造業者が保有する設備等につい

てデータベース化を進めており、収集した発注情報の内容（必要設備）を勘案し情報提

供先を選択するなど事業マッチングの一助とする。 

 

（６）産業施策の擦り合わせ 

井原市長および同建設経済部幹部職員と井原商工会議所正副会頭との懇談の場を持

ち、「井原市総合計画」「井原市産業ビジョン」を軸とする産業振興における井原市の方

針、計画の進捗状況、目下重点的に進める政策等を確認・意見交換している。 

また、岡山県知事と岡山県下の商工会議所会頭の懇談では、地域の経済動向調査結果

を基に、岡山県産業振興条例に沿った産業支援プロジェクトの内容、関連予算等につい

て要望を行うなど、地元企業の実情に即した支援策が採られるよう働きかけている。 
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（目標） 

項 目 現状 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

巡回による聴き

取り調査件数 
500 600 600 600 600 600 

カルテ件数 2,000 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 

業界動向調査 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

景況調査 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 

LOBO 調査 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針③】 

 巡回等で集積したデータを基本に、小規模事業者の抱える問題点（売上や営業利益の

動向、在庫や長期借入金などの財務、付加価値額から見た適正労働者数、取引状況、経

営計画、情報化）について分析し、緊急度に応じて優先順位により経営計画や資金繰り

表の作成、取引希望企業への帯同訪問による販路開拓、労務改善、ＩＴ化などの支援施

策を講じる。専門的分野については、井原市産業支援コーディネーターや中小企業診断

士等と帯同訪問しサポートする。 

（事業内容） 

（１）マルケイ融資の申し込みや井原市の補助金の申請時に得た小規模事業者の経営情

報（申告書・損益計算書・貸借対照表、店舗や設備の概要、主要な取引先、簡便

な経営動向）を経営指導員等で分析、問題点を共有し持続的発達経営計画の作成

に活用する。【指針①】 

（２）自社の持つ強みや弱みを客観的に判断する「ＳＷＯＴ分析」など経営者・管理者

向けのセミナーを開催し、意識改革を図る。【指針①】 

（目標） 

項 目 現状 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

 経営分析件数 15 15 15 20 20 20 

 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

（１）小規模事業者の事業計画の作成支援 

上記２．および下記５．で得たデータを連結し、地域の小規模事業者が抱える問題点

を解決するため、経営計画作成セミナーによる事業計画作成支援や中小企業診断士等と

連携した伴走型の指導・助言を行い、小規模事業者の事業の持続的発展を図る。 

①ＳＷＯＴ分析や経営計画作成セミナー等を開催し、経営計画作成の重要性を周知す

る。 

②ドラッカーやランチェスターなど経営の基礎的な知識を醸成するセミナーを開催

し、知識の底上げを図る。 

③定例相談、巡回相談により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。

④マルケイ融資の申し込みや井原市の補助金の申請時に事業計画の策定支援を行う。

⑤経営計画作成後に、半年に一度程度、巡回相談により進捗度を確認し必要に応じて
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修正・助言を行う。 

（目標） 

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

 セミナー等開催回数 ３ ３ ３ ３ ３ ３ 

事業計画策定事業者数 15 15 15 20 20 20 

フォローアップ件数 ３ 10 10 10 10 15 

 

（２）創業支援【指針②】 

創業セミナーの開催により第３次産業の新陳代謝を進めるとともに、第２次産業の創

業を促進し、地域の雇用の場を確保できるよう努める。創業後も定期的にセミナー講師

等と帯同訪問し、計画の推進状況を把握し、必要に応じて助言を行うなど伴走型の支援

を行う。 

①定例の創業相談（毎月２回）を開催し、創業予備軍の掘り起こしを行う。 

②創業セミナー（夜間、全12回）を開催し、創業予定者の基礎知識の向上を図るとと

もに創業計画の推敲を行い、事業精度を高める。 

（目標） 

支援内容 現状 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

創業定例相談 毎月２回 毎月２回 毎月２回 毎月２回 毎月２回 毎月２回

 創業塾開催回数 １ １ １ １ １ １ 

 創業支援者数 ６ 10 10 10 10 10 

 

（３）小規模事業者の経営革新計画の作成支援 

経営革新に関する説明会を開催し、計画策定の意義の理解に努め、取り組む企業に対

しては岡山県産業振興財団および中小企業診断士等と三位一体で支援する。 

①若手経営者を中心とした経営革新セミナーを開催する。 

（目標） 

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

経営革新セミナー １ １ １ １ １ １ 

経営革新計画作成者数 ３ ５ ５ ５ ５ ５ 

 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】  

（１）持続的発達経営計画を作成する小規模事業者への金融支援【指針②】 

 これまでも経営改善普及事業による「マルケイ融資（上限 2,000 万円）」を斡旋して

きたが、同じ小規模事業所の枠組みの中でも業種や従業者数の多寡により財務面の規模

に大きな格差がある。特に、一時的に多額の資金を必要とする設備投資などには民間金

融機関（制度融資）との協調融資で対処してきたが、融資期間や金利について不利な面

があり、新たに設けられる「小規模事業者経営発達支援融資（上限 7,200 万円）」を活

用することで資金繰りの円滑化を図る。 

 融資にあたっては、持続的発達経営計画の作成、特に、売上目標とその裏付けや返済

原資となる営業利益の算出など、経営者の理解を深めながら進め、融資後のフォローア
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ップまで定期的に巡回訪問を行い、着実な遂行をハンズオンで支援する。 

 

（２）創業後のフォローアップ支援 

創業後は、講師とともに定期的に巡回訪問し、記帳など経営が安定するまで伴走型で

支援する。 

（目標） 

支援内容 現状 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

 創業フォローアップ件数 ６ 10 10 10 10 10 

 

（３）小規模事業者の経営革新計画のフォローアップ支援 

①計画期間中の事業者には、岡山県産業振興財団と連携し、計画の進捗状況を確認

し、場合によっては計画変更手続きなど実情に沿った助言を行う。 

②計画期間が終了した事業者に対しては、２回目、３回目の計画作成を促す。 

（目標） 

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

 経営革新計画 

フォローアップ件数 
３ ５ ５ ５ ５ ５ 

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 情報収集力が脆弱な小規模事業者に対して、各種統計データを収集・分析し提供、経

営計画作成の一助とする。情報提供の際には、マーケティングの手法や積算の過程を説

明するなど、事業者が理解し計画的に進められるよう配慮する。また、調査で得られた

データおよび分析結果はファイルサーバー等に一元管理し、他の経営指導員等が活用で

きるよう環境を整備する。 

 

（１）市場規模の調査・分析 

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、住民基本台帳による男

女別・年齢別・地域別の人口を収集・提供する。また、相談者の狙う市場規模について、

家計調査年報の世帯消費額と井原市の世帯数を積算し、井原市全体の市場規模と狙いた

い個別エリアの市場規模を確認する。国内全域を市場とする企業についても、全国規模

の市場を把握する同様の手法を用いるほか、矢野経済研究所等の各シンクタンクが発表

するデータも活用していく。レジャー関連業種については日本生産性本部が発行する

「レジャー白書」のデータを提供する。 

 

（２）市場動向の調査・分析 

商業・サービス業については、消費者の動向の一つの目安である「家計調査」「生活

衛生関係営業経営実態調査」等から相談内容に応じた情報を収集・分析し提供する。各

年度における市場規模の動向については、各年度における家計調査年報と該当世帯数の

積算から経緯を読み取る。前項同様に、各業界や矢野経済研究所等の各シンクタンクが

発表するデータも併用し、ターゲット選定等に活用する。また、岡山経済研究所が行う
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「岡山県民の生活行動圏調査」結果を活用し、市民の購買動向などについて把握し、事

業者に提供する。 

 

（３）商圏の調査・分析 

井原市の町別・男女別・年齢別人口分布から、店舗半径距離毎の人口状況（年齢別、

男女別、家族構成別の人数、世帯数）を分析し、業種業態による平均的な商圏距離と兼

ね合わせて立地選定やポスティング等の販売促進に活用していく。幹線道路沿いに立地

する場合は、道路交通センサス（国土交通省）による車両の１２時間通行量等を加味し、

総合的に判断する。 

 

（４）競合企業等の調査・分析 

商業統計やタウンページを用いて競合総数を把握するとともに、ゼンリンの住宅地図

やグーグルマップ等を用いて店舗周辺の競合の分布状況を把握する。加えて、各種情報

サイト（競合のホームページや食べログ、ホットペッパー、じゃらんなどの評価サイト、

利用者のブログ等）やグーグルストリートビュー、実地訪問による調査を実施する。競

合分析の結果は、（１）の市場規模の分析と合わせ、方針の決定、実施可能性の判断等

に活用する。 

 

（５）商談会等での業者等からの直接聴き取り調査 

バイヤー招聘セミナー＆個別相談会や、ビジネス交流フェア等に、小規模事業者とと

もに同席し、バイヤーの意向を調査する。また、飲食料品に限定されているが、岡山県

のマーケティング推進室では県庁職員による試食や試飲による評価などを無料で行っ

ており、小規模事業者の試作品等について協力を依頼し、消費者目線でのマーケティン

グの一助とする。 

 

（目標） 

項 目 現状 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

需要データの収集 随時 随時 随時 随時 随時 随時 

需要データの提供 随時 随時 随時 随時 随時 随時 

需要データの提供件数 １０ ２５ ３０ ３０ ３５ ３５ 

 

 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

 当市は、大企業の企業城下町と異なり、ほとんどが地場の中小企業で多様な業種がバ

ランスよく立地している。しかし、大企業の海外展開により、徐々に下請け製造業の仕

事量は低下し、自立した事業展開が求められている。マーケットインの視点からの商品

開発を進め、小規模事業者ならではのニッチな商品やきめ細かいサービスの開発を支援

する。 

こうした小規模事業者の販路開拓事業にかかる計画の策定を支援するとともに、各機

関と連携を図りつつ、伴走型により県外・海外需要開拓支援を行う。具体的には、出展・

商談会の事前準備として、商品企画書の作成等、出展・商談会の当日フォロー、チラシ
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等の各種販促物の作成支援、商談会終了後におけるバイヤーへの直接提案などを伴走型

で実施していく。 

 

（１）国内販路開拓支援事業 

地方の小規模事業者の最大のウィークポイントである販路について、需要動向の調査

結果を踏まえ、アンテナショップ等での販路開拓、岡山県商工会議所連合会や地元金融

機関が主催する展示会・商談会等への出展、ＨＰの開設やＳＮＳを使った製品のＰＲを

促し、必要に応じて行政の支援施策を援用する。新商品や新サービス、新技術について

は、岡山県商工会議所連合会で行っているプレスリリースサポート事業も活用し、幅広

くマスコミへＰＲする。 

①Ｄ＃（ディー・シャープ）ＴＨＥ ＳＴＯＲＥでの展示・販売 

井原被服協同組合が井原駅構内に設置している、ジーンズのアンテナショップであ

る「Ｄ＃（ディー・シャープ）ＴＨＥ ＳＴＯＲＥ」で、デニム関連小規模事業者

の試作品等の展示会を開催する。 

 

②とっとり・おかやま新橋館での展示会・即売会 

岡山県産品のブランド化を図るため岡山県が鳥取県と共同で設置している「とっと

り・おかやま新橋館（東京港区）」で、井原市のデニムなど井原市特産品フェアを開

催する。 

 

③バイヤー招聘による個別商談会への参加支援 

岡山県商工会議所連合会の主催により、国内大手小売業等バイヤーによる個別相談

会を開催する。従来の多数のセラーとバイヤーが一堂に会する商談会方式から、バ

イヤーの都合に合わせて五月雨式に開催する。より日程調整がし易くなり、バイヤ

ーとの商談をスムーズに進めると同時に、個別相談会においては各バイヤーから直

接自社商品ついて評価を受けることにより、消費者トレンドの把握に繋げる。 

 

④ザ・ビジネスモールへの登録推進 

小規模事業者がインターネットを活用した新たな販路拡大に取り組めるように、ｅ

コマースの普及に力を入れる。全国商工会議所の事業者 24 万 5 千社が参加する取引

支援サイト「ザ・ビジネスモール（www.b-mall.ne.jp/index.aspx）」の受注・発注

情報の登録を進めＢtoＣ、ＢtoＢの取引支援の一助とする。「ザ・ビジネスモール」

の加入者を増やすための説明会を開催し、また、ｅコマースやＩＴを活用したマー

ケティングに関する知見の高いよろず支援拠点と共催で個別相談を実施する。 

 

⑤プレスリリースサポート事業 

岡山県商工会議所連合会では、小規模事業者の新商品・新サービスについて共同で

県下の新聞社、テレビ局、タウン誌など約２０社に対して一括で情報提供事業を行

っている。良い商品、優れたサービスを有しながらも、経費面等の問題から広告宣

伝を行うことが困難な小規模事業者に対して、消費者に広く周知ができるサービス

を提供しており、今後も積極的に活用する。 
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⑥ビジネスマッチング事業 

井原市産業支援コーディネーター（２人）が市内製造業者の保有設備のデータベー

ス化を進めており、岡山県産業振興財団との連携により、保有設備による効率的な

発注情報とのマッチングを進める。 

 

⑦小規模事業者のグループ化 

上記事業の一環として、受注情報の収集力が脆弱な小規模事業者について、同業種

異業種を問わず３社から５社程度のグループ化を進め、受注の際に知り得た「自社

で対応できない仕事」について、相互に融通できるようネットワークを構築する。

（目標） 

項 目 現状 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 

 アンテナショップで

の展示会等 
未実施 １ １ ２ ２ ２ 

商談会・展示会 

出展支援者数 
１ ５ ５ ５ ５ ５ 

 ビジネスモールへの

登録（延べ） 
47 55 60 65 70 75 

ビジネスマッチング 未実施 ５ ５ ７ ７ ７ 

 小規模事業者の 

グループ化（延べ）
未実施 実施 １ １ ２ ２ 

 プレスリリース 

サポート事業 
３ ５ ５ ５ ５ ５ 

 

 

（２）海外販路開拓支援事業 

縮小していく国内市場への対応策として商工会議所、県、市、金融機関、ＪＥＴＲＯ

岡山などの支援機関が連携し、海外販路開拓促進の方向性を共有するともに、各支援機

関が一丸となって、役割分担をしながら、情報の共有と各機関からの情報発信に取り組

むことで、地域としての効率的な事業展開と成果を実現していく。具体的にはＪＥＴＲ

Ｏ岡山や岡山県上海事務所、民間貿易アドバイザーと連携し海外情報の収集、貿易実務

のアドバイスを行う。これまで地場産業であるデニムの輸出を中心に、海外取引に必要

な原産地証明を発給するなど、海外取引支援を行ってきたが、今後は更に支援を深め、

海外での展示会等への出展支援を行っていく。 

①海外取引のサポート 

海外との取引が初めての小規模事業者に対して、専門家との連携により、国際商習

慣やインボイスの書き方など貿易実務の事前レクチャーを行い、取引完了まで伴走

型で支援を行う。 

②バイヤー招聘セミナー＆個別相談会 

海外のインポーターおよび国内のエクスポーターを招聘したバイヤー招聘セミナー

＆個別相談会を開催する。バイヤーのセミナーでは商品選定の際の視点や、現地に

存在するビジネスチャンスについて説明し、その後、個別相談会にて直接アドバイ
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スを行う。 

③海外ミニ調査サービス・ビジネスアポイントメントサービスの助成 

小規模事業者に対し、ＪＥＴＲＯ岡山が行う海外販路開拓事業の助成を実施する。

具体的には、マーケティング調査サービスである「海外ミニ調査サービス」や、指

定する外国企業との商談の設定を行う「ビジネスアポイントメント取得サービス」

について、利用企業に対して助成をする。今後、当助成事業を通じて、海外取引の

足掛かりとなる情報収集について、積極的に支援を行う。 

④海外展示会への出展支援 

毎年パリで開催されるファッション素材の見本市「プルミエールビジョン」など海

外の展示会への出展を希望する小規模事業者に対しては、ＪＥＴＲＯ岡山や民間ア

ドバイザーと連携し、申込手続きから英訳パンフレットの作成など出展費用等や出

展手続きを支援する。 

（目標） 

 現状 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度

情報収集・提供な

ど海外展開支援 
１社 １社 ３社 ５社 ５社 ７社 

海外展示会・ 

商談会等出展 

支援 

０社 ０社 １社 １社 １社 ２社 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 
 

 井原市は従来から製造業の強い街であり、特にデニムに関しては国内有数の集積を誇

っている。隣接する井原市地域創生課と連携し「モノづくりの街・井原市」、「デニムの

聖地・井原市」を基本コンセプトに据え、産業面から地域の活性化を図る。 

小学生を対象とした「ジュニアものづくり教室（商工会議所主催）」、中学生の「職場

体験（教育委員会主催）」、進学希望の高校生１年生と企業が対話し企業が望む人材、知

識分野への相互理解を深める「井原市企業説明会」を開催するなど、年齢階層別に産業

に関する理解を深める事業を連携して展開している。 

また、デニムに関してはクールビズの期間中はジーンズの着用を奨励しており、当所

職員や市役所職員が励行している。さらに、デニムの原料となる綿花の栽培にも取り組

んでおり、井原高校の園芸科や小学校、公民館等で組織的に育成しているほか、一般市

民にも綿の実を配布して、秋に収穫した後、糸に紡いで「純井原産のジーンズ」の生産

も試みている。 

デニムは、海外の有名ブランドにも使用される一級品であり、地元の産業が優秀であ

ることを市民に根付かせるなど、産業面から市民意識の活性化を図る。 

（１）「ジュニアものづくり教室」を通して小・中学生に「モノづくりの街・井原」と

いう意識を涵養する。 

（２）大学に進学する生徒に対して井原市産業界の実情と必要とする人材を伝え、若者

がＵターンし易い環境を整え、若年人口の減少に歯止めをかける。 
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（３）クールビズ、ウォームビズでのジーンズ着用により来訪者にデニムの産地をＰＲ

する。 

（４）井原市地域創生課と井原被服（協）（事務局：井原商工会議所内）が行うデニム

を使った作品コンテストやファッション・ショーを支援する。 

（５）市民参加の綿花の栽培によるデニムへの愛着を醸成する。 

（６）ＨＰ、ＳＮＳによりデニムに関する薀蓄や産地の情報を提供し、コアなユーザー

への訴求を高める。 

 (目標) 

項 目 現状 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

クールビズ 実施 実施 実施 実施 実施 実施 

ウォームビズ 未実施 実施 実施 実施 実施 実施 

デニムコンテ

ストへの応募 
60人 80人 80人 100人 100人 120人 

綿花の栽培 26件 30件 30件 35件 35件 40件 

 

 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援能力向上のための取組 
 

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 

岡山県商工会議所連合会の行う「経営改善普及事業のあり方検討会議」で、県内の小

規模事業者の支援施策の情報を共有するとともに効果的な支援事例を習得する。 

また、岡山県西部地区の行政および商工会議所、経営アドバイザー等で自主的に組織

する「岡山県西部支援者会議」で、地域の小規模事業者の動向や、受注・発注情報、支

援ノウハウなどの情報交換を行う。 

井原市が地域創生課内に設置している井原市産業支援コーディネーター（２人）とは

緊密に連携し、効果的な支援ができるよう努めて情報の共有を図り、必要に応じて帯同

訪問するなど小規模事業者の相談に対してフレキシブルに対応する。 

岡山県産業振興財団やよろず支援拠点とも連携を深め、より高度な支援への対応を図

る。 

 

 

２． 経営指導員等の資質の向上等に関すること 

（１）小規模事業者の利益の確保に資するための支援ノウハウの習得 

記帳や金融など従来の経営支援に留まらず、小規模事業者の経営発達支援計画の実効

性を高めるため、ＯＪＴやＯＦＦ－ＪＴによる支援ノウハウの習得を通じて、計画作成

を支援する経営指導員など指導スタッフ全体の資質の向上を図る。 

国や岡山県、日本商工会議所や岡山県商工会議所連合会、日本政策金融公庫などの研

修に参加することにより小規模企業支援施策の方向性や実務について理解を深め、経営

発達計画作成にフィードバックする。 

支援計画を作成するうえで、地域の特性を加味することは重要である。人口減少が続

く中山間地域の小都市という共通課題を有する井原市内の備中西商工会や、隣接する笠
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岡商工会議所とは従前から井笠地域という経済圏の中で税務研修会等を通じて交流し

ており、今後も小規模事業者の経営発達計画を作成支援する上で身近な事例として、相

互の小規模事業者の経営発達計画作成に関する情報交換を頻繁に行い、より精度の高い

支援となるよう連携を深めていく。 

 また、当商工会議所の人材育成交流会が開催するドラッカーやランチェスター戦略と

いった基本的な経営理念や、企業再生やＢＣＰなどの経営実務、また、マインドマップ

やインバスケット、コミュニケーション、アンガーマネジメントなど広範な研修会に参

加しており、今後も積極的に参加することにより指導スタッフ個々の総合的なスキルア

ップを図る。 

 

（既存事業） 

①日本商工会議所が主催する創業、経営革新、海外取引、販路拡大などの分野別研修

へ参加することにより、個々のスキルアップを図ると同時に、全国各地の職員と交

流を深めることにより、支援事例の情報交換など効果的な支援実務を習得する。 

②岡山県商工会議所連合会が主催する経営指導員等研修会（金融や経営革新、補助金、

法務など支援テーマを選択、一般コース5時間、特別コース15時間）を受講し、資質

の向上と同時に県内経営指導員等とのネットワークを構築する。 

③経営指導員のみならず記帳専任職員など相談所の全職員が中小企業大学校の経営

指導員研修（税務・財務診断コース（1ヵ月）、経営診断基礎コース（1ヵ月）、専

門コース（3日間））を履修する。 

④若手経営指導員、補助員、記帳専任職員については、経営分析・経営革新・マーケ

ティング・資金繰りなどの課題解決において、専門家との帯同訪問をはじめベテラ

ン指導員とチームを組むなど、ＯＪＴにより支援ノウハウを学び、多くの事例を経

験することにより経営発達支援スキルの向上を図る。 

 

項 目 現状 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度
中小企業大学校研修 

税務・財務診断 

（１ヵ月） 

経営診断基礎 

（１ヵ月） 

専門コース 

（３日） 

 

１人 

 

１人 

 

 

 

１人 

 

１人 

 

１人 

 

１人 

 

１人 

 

１人 

 

 

 

１人 

 

１人 

 

 

 

 

 

１人 

 

 

 

 

 

 

日本商工会議所に 

よる研修会 
年１～３回 年１～３回 年１～３回 年１～３回 年１～３回 年１～３回

県連による指導員 

研修会 

経営指導員 

20時間 

その他職員 

5～10時間 

経営指導員

20時間 

その他職員

5～10時間 

経営指導員

20時間 

その他職員

5～10時間 

経営指導員

20時間 

その他職員

5～10時間 

経営指導員 

20時間 

その他職員 

5～10時間 

経営指導員

20時間 

その他職員

5～10時間 

ＯＪＴ研修 実施 実施 実施 実施 実施 実施 

人材育成交流会の 

研修 
３回 ３回 ３回 ３回 ３回 ３回 

 



15 
 

（新規事業） 

①経営指導員の意欲の向上と専門的な知識を習得するために、ファイナンシャルプラ

ンナーや行政書士、社会保険労務士、中小企業診断士などの資格取得を奨励する。

②情報を分かりやすく小規模事業者に伝えるために、外部の専門講師を招いてプレゼ

ンテーション能力やコミュニケーション能力、ネゴシエーション能力を高めるため

の所内研修会を開催する。 

③経営指導員の能力を客観的に把握するため、経営発達支援事業に関する能力につい

て外部委員による評価を行い、経営指導員等の経営発達支援事業に関するスキルア

ップを図る。 

 

項 目 現状 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

資格取得に関する 

支援制度 
未実施 検討 導入 実施 実施 実施 

外部専門家による 

相談所職員研修 
未実施 

年 

１回 

年 

１～２回 

年 

１～２回 

年 

１～２回 

年 

１～２回 

経営指導能力 

評価制度 
未実施 検討 導入 実施 実施 実施 

 

 

（２）支援ノウハウに関する組織内での共有体制の構築 

中小企業相談所の職員については、多様化する経営課題に対して人員が限られている

こともあり、補助員や記帳専任職員といった職名にこだわらず、経営指導員とともに支

援スタッフとして位置付け、経営指導員に帯同し、マルケイ融資に必要な貸借対照表な

ど軽微な経営分析のデータ入力などで経験を積んだ後、経営計画作成など徐々に経営指

導員と同様の職務を行う。 

巡回や窓口相談の内容については、経営カルテに記載し情報を共有しているが、簡潔

な内容をフォローするため職員研修会を毎月１回２時間程度開催し、小規模企業の動

向、支援の進捗状況やそのノウハウを共有し資質の向上を図る。 

 

項 目 現状 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

相談所 

ミーティング 

随時 

実施 

随時 

実施 

随時 

実施 

随時 

実施 

随時 

実施 

随時 

実施 

全体朝礼 実施 毎週１回 毎週１回 毎週１回 毎週１回 毎週１回

全体職員会議 随時 毎月１回 毎月１回 毎月１回 毎月１回 毎月１回

相談所職員研修 未実施 毎月１回 毎月１回 毎月１回 毎月１回 毎月１回

 

 

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、経営発達支援事業や基礎的支援事業の実施状況および成果について、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、学識経験者等の外部有識者により、事業の実施状況、達成率、成
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果の評価・見直し案の提示を行い、ＰＤＣＡのサイクルを確立する。 

②正副会頭会議において事業評価の結果を報告し、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、当商工会議所のホームページで計画

期間中公表する。（http://www.ibara.ne.jp/~cci） 

④事業の実施に当たっては、数値目標については表やグラフを使用するなど「見える

化」に努め、職員の意識の高揚を図る。 
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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８月現在）

（１）組織体制 

経営発達支援事業については、経営指導員をはじめ中小企業相談所職員が中心とな

って行う。商工会議所事務局職員も統計データの収集・分析、会報やＨＰなどＩＴ

を活用したＰＲ、プレスリリースサポート、販路開拓の補助などについて支援を行

う。 

 

専務理事 

伊達 一海 

中小企業相談所 

（５人） 

経営指導員 佐藤 須賀則 

経営指導員 田中 佳子 

経営指導員 國藤 哲彦 

補助員 近藤 紀子 

記帳専任職員 駒井 亮三 

商工会議所事務局 

（３人） 

総務課 職員 寺地 美幸 

業務課 職員 桑田 悦子 

業務課 職員 西田 卓史 

 

○井原商工会議所 概要 

管 轄 井原市（89.95 ㎢、合併前の芳井町・美星町を除く） 

会 員 数 903 社（平成 27 年 8 月末日現在） 

商工業者数 1,337 社（うち小規模事業者数 1,062 社） 

 

事業の実施にあたっては、行政をはじめ県内商工会議所、岡山県産業振興財団、

よろず支援拠点、中小企業基盤整備機構、専門家団体、金融機関など関係機関とも

緊密な連携をとり、協力して事業の円滑な運営に努める。 

特に、岡山県および井原市については、それぞれの産業支援施策と国の経営発達

支援施策との整合性を図りながら効率的効果的に小規模企業の支援事業を推進す

る。 
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（２）連絡先 

井原商工会議所 中小企業相談所 

〒７１５-８６９１ 岡山県井原市七日市町１３ 

ＴＥＬ （０８６６）６２－０４２０ 

ＦＡＸ （０８６６）６２－０４１１ 

e-Mail cci@ibara.ne.jp 

ＨＰ www.ibara.ne.jp/~cci/ 
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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） 

 H26 年度 

予算 
H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 

必要な資金の額 1,300 2,600 2,600 2,900 2,900 3,000

 

●相談所特別会計 

講習会開催費 

小規模支援事業費 

 

1,300 

0 

1,600

1,000

1,600

1,000

 

1,600 

1,300 

1,600

1,300

1,600

1,400

（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、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．小規模事業者の実態調査 

小規模事業者の経営状況や保有設備について、当所職員と井原産業支援コーディネー

ターが巡回による聴き取りを行い、調査で得た情報をデータベース化し、双方で情報

共有し取引支援に活用する。 

 

２．小規模事業者の経営分析 

巡回等で集積した小規模事業者の抱える問題点について職員で分析し、緊急度に応じ

て優先順位により支援施策を講じる。専門的分野については、井原市産業支援コーデ

ィネーターや中小企業診断士等によるアドバイスを受け、必要に応じて帯同訪問しサ

ポートする。 

 

３．小規模事業者の事業計画の作成支援 

中小企業診断士や経営アドバイザーによる経営計画作成セミナーを開催し、小規模事

業者にも計画経営の重要性を訴求する。中小企業診断士等と帯同による定期的な訪

問・指導・助言を行う。また、中小企業診断士等の講師によるＳＷＯＴ分析や経営計

画作成セミナー等を開催し、経営計画作成の重要性を周知する。ドラッカーやランチ

ェスターなど経営の基礎的な知識を醸成するセミナーも開催し、知識の底上げを図る。

 

４．創業支援 

経営アドバイザー等による創業セミナーを開催する。創業後も定期的にセミナー講師

等と帯同訪問し、計画の推進状況を把握し、必要に応じて助言を行うなど伴走型の支

援を行う。 

 

５．小規模事業者の経営革新計画の作成支援 

中小企業診断士による経営革新に関する説明会を開催し、計画策定の意義の理解に努

め、取り組む企業に対しては岡山県産業振興財団および中小企業診断士等と計画の内

容について審議し、三位一体で支援する。計画期間中の事業者には、岡山県産業振興

財団と共に計画の進捗状況を確認し、場合によっては計画変更手続きなど実情に沿っ

た助言を行う。 

 

６．小規模事業者の販路開拓支援 

デザイナーによるパンフレットやＨＰのデザインのブラッシュアップなどを行う。

海外展開を目指す事業者については、ＪＥＴＲＯ岡山による現地情報や企業の信用調

査、貿易アドバイザーによる輸出取引の書類作成など実務面での支援を行う。ジーン

ズやデニムについては、井原駅構内の「Ｄ＃（ディー・シャープ）」を積極的に活用し、

展示会の開催などで消費者に品質の高さをアピールする。 
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７．持続的発達経営計画を作成する小規模事業者への金融支援 

 自らの経営に関して持続的発達計画を作成する小規模企業に対して、（株）日本政策金融

公庫福山支店と連携し、「小規模事業者経営発達支援融資」を活用することで資金繰りの円

滑化を図る。 

 

 

 

連携者及びその役割 

 

氏名又は名称 
代表者 

氏 名 

住所および 

電話番号 

役 割 

効果等 

井原市 地域創生課 妹尾 光朗 
井原市七日市町 10 

0866-62-8850 

創業や新分野進出

補助金、利子補給など

小規模事業者への支

援施策の立案・施行。 

財務の脆弱な小規

模事業者にとって資金

繰りの改善が見込まれ

る。 

井原市産業支援 

コーディネーター 
久安 正人 

井原市七日市町 10 

0866-62-8850 

小規模事業者（とく

に製造業者）の経営や

保有設備の情報収集

および取引の斡旋。 

 金融機関出身者と民

間出身の技術者の２名

体制で、設備の専門的

な把握や財務面での

有効なアドバイスが可

能。 

井原被服（協） 

 

アンテナショップ 

「Ｄ＃（ディー・シャー

プ）」 

青木 茂 
井原市七日市町 13 

0866-62-0420 

ジーンズ製造会社な

どで組織しており、「デ

ニムの聖地・井原」を推

し進める母体となる。ア

ンテナショップも設置し

ており情報発信の中心

的存在。 

 専門知識やネットワ

ークを有しており、計画

の総合的な推進が図ら

れる。 

（公財） 

岡山県産業振興財団 
三宅 昇 

岡山市北区芳賀 5301 

086-286-9664 

 県外からの発注情報

の収集・提供、経営革

新計画へのアドバイス

を行っている。 
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中小企業基盤整備機構 

中国本部 
井上 秀生 

広島市中区八丁堀 5-7 

082-502-6555 

 補助金や支援施策の

重要な情報源であり、

また、県を跨ぐ広域の

取引支援のほか、より

高度な相談への対応

ができる。 

 

岡山県よろず支援拠点 鈴鹿 和彦 
岡山市北区芳賀 5301 

086-286-9667 

 ワンストップ相談窓口

として、毎月１回出張相

談で当所に駐在。より

高度な相談案件への

対応ができる。 

岡山県経営支援課 白神 達夫 
岡山市北区内山下 2-4-6

086-226-7353 

 岡山県全体の小規模

事業者への支援施策

の立案、施行。経営革

新計画の承認も行って

おり、過去の計画のノウ

ハウからより高度な計

画の作成ができる。 

（株）日本政策金融公庫 

福山支店 

（国民生活事業） 

大石 晃裕 
福山市光南町 2-2-7 

084-922-6550 

 マルケイ融資をはじ

めとする小規模事業者

への融資を行ってお

り、新たに持続的発達

事業計画を有する小規

模事業者への融資制

度が設けられており、

脆弱な財務面での支

援が図られる。 

JETRO岡山 木村 玲子 

岡山市北区厚生町 

3-1-15 

086-224-0853 

 海外展開を図る事業

者に対して、現地の商

習慣等の情報提供。 

 情報が不足しがちな

小規模事業者にとっ

て、スムーズな販路開

拓が図られる。 

（株）パシフィック物産 長光 正明 
岡山市表町 2-4-39 

090-3749-3369 

貿易アドバイザーと

して貿易習慣やインボ

イスの作成など実務面

の支援を行う。 

初めて海外取引を

行う小規模事業者にと

って英語や商習慣に不

慣れな為、アドバイスに

より進展が期待できる。
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山元経営労務事務所 山元 正揮 

岡山市北区原尾島 

1-1-15 

080-3053-4853 

中小企業診断士とし

て特に出身の食料品

製造業について造詣

が深く、経営革新計画

の作成支援を行う。 

これまでの実績も多

数あり実現可能な計画

の立案ができる。 

 

経営空間研究所 國米 泰弘 
井原市井原町 691-4 

090-8793-5292 

中小企業診断士とし

て地元のデニム関連企

業などの支援経験が豊

富。業界の実情にも精

通しており、各社の特

徴を捉えた計画が立案

できる。 

（株）キー・ロジ 大原 章道
岡山市北区幸町 3-21 

086-238-8171 

物流業界出身の中

小企業診断士であり、

これまでも支援事例が

多数。物流の面からの

企業の合理化、経営革

新を支援できる。 

（有）エヌティ・クリエイト 西田 和英 

岡山市北区中山下 1-2-8

OS1 ビル 5 階 

090-5696-3859 

経営アドバイザーと

してこれまでも市内の

事業者の経営革新計

画を多数手がけてお

り、合理的で実現可能

な計画を作成できる。 

ＨＵＭＡＮ ＦＬＹ 中山 要 
井原市木之子町 510-10 

090-6103-2618 

広告・Ｗｅｂデザイナ

ーとして国内大手企業

のＣＭ・ＣＦの作成実績

が多数あり、販路開拓

等でデザイン力の高い

支援ができる。 

せのお社会保険労務士・ 

行政書士事務所 
妹尾 悟 

井原市岩倉町 1081-1 

0866-63-3213 

社会保険労務士とし

て就業規則の作成や

労使トラブルの解決の

実績が多数。ランチェ

スター経営の研究家で

もあり、小規模事業者

が採るべき理論的な経

営戦略を指導できる。 
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○連携により見込まれる効果 

低成長という現下の厳しい経営環境の中、当所に寄せられる経営相談は、従来の金融・

税務・労務に加えて販路開拓・取引支援、経営革新、事業承継、ＩＴなどますます高度

かつ専門的になって来ている。 

それぞれの高度専門的な相談内容により、適切なアドバイザーと連携し支援すること

で迅速な課題解決が図られ、より多面的な支援ができる。帯同訪問などにより、課題解

決の過程に立ち会うことで、同時に職員の資質の向上も図られる。 

 

 

連携体制図等 

 

 

 
 


