
経営発達支援計画の概要 

実施者名 総社商工会議所 

実施期間 平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日 

目標 

（１）企業および地域にとっての「気軽な相談窓口」となることをめざす。

（２）ＡＬＬ商工会議所として、経営指導員はじめ全職員が一体となり小規

模事業者を支援し、小規模事業者の持続的発展、ひいては地区内経済の

発展をはかる。 

（３）小規模事業者のレベルアップとともに、経営指導員をはじめ職員のレ

ベルアップをはかり、専門家に代わる存在となれることをめざす。 

事業内容 

（１）小規模事業者支援の基礎となる外部環境データの収集・把握 

    ・地域の経済動向調査、需要動向調査により収集・把握 

（２）小規模事業者支援の基礎となる内部環境データの収集・把握 

・経営分析により把握 

（３）事業計画の策定・実施支援 

上記データを基に、小規模事業者のニーズに応じた事業計画の策定

や実施への支援を行う。その目的は「売上向上」であり、専門家と職

員が一体となり伴走型にて支援を展開する。 

    その核となるのが、下記の２つであり、小規模事業者のレベルアッ

プとともに、職員のレベルアップをめざす。 

①高度専門家支援制度による支援 

      ⇒ 販売力強化・売上向上をめざす場合への専門家と職員によ

る個別（伴走型）支援  ※有料 

②専門家派遣制度による支援 

      ⇒ ちょっと気になる課題がある場合への専門家と職員による

個別（伴走型）支援  ※無料（補助制度を活用） 

（４）需要開拓への支援 

    ・当所が発行する新聞折込広告事業の活用 ※有料（低価格） 

    ・しんきんビジネスマッチングや展示会出展への支援 

    ・集客力のある地元スーパーでの物産展の開催 

（５）地域経済の活性化への取組み 

    総社市との連携は不可欠であり、下部組織である青年部や女性会と

ともに地域経済の活性化を考えるほか、関係機関や団体との連携によ

り、地域経済の活性化を推進する。 

（６）創業・第二創業（経営革新）支援 

    ・「総社市中小企業サポートセンター」による支援。 

（市・商工会議所・商工会・地元金融機関で構成） 

連携内容 

 

販売力強化・売上向上を目的にした当所独自の支援制度「高度専門家支援

事業」を実施するため、専門家４名を毎月１回招聘する。 

連絡先 総社商工会議所 指導課 （電話 0866-92-1122） 
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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 

 

【地域の現状と課題】 

 岡山市（人口７０万）と倉敷市（人口５０万）に隣接するという地の利に恵まれ、人口６

７，０００人ながら、企業進出やベッドタウンとして人口が微増を続けるという強みが

ある。しかし一方では、高齢化の進展という課題も抱えている。 

主産業は自動車部品製造業と食品製造業であるが、自動車部品製造業に関しては、国

内需要の低下やメーカーの海外進出により低迷を続けている。特にメイン取引先である

三菱自動車の不振から脱系列メーカーや異業種への参入などの課題が山積しており、２

次３次下請けにおいては非常に厳しい状況が続いている。 

また、雇用面では正社員の雇用が減少する半面、食品製造業においてはパート労働者

の確保に苦慮するといった課題が生じている。 

 そんな中、小売業においては平成１１年のイオンモール倉敷に続き、平成２６年１２

月に西日本最大のイオンモール岡山がオープンするなど、同じ商圏への大手小売店の進

出に今後の影響が懸念される。しかしながら、このような中においても身の回り品や日

用雑貨品への需要見込みはあると考えられ、人口が微増傾向にあるという最大の強みを

活かし、地元顧客の囲い込みに活路を求め、大手小売店とは違った販売力強化へ生き残

りをかける。このことは料理・飲食店や理美容などのサービス業にもあてはまることか

らチャンスといえる。 

 当所管内の商工業者数は１，５６８であり、このうち約７０％にあたる１，１１０社

が小規模事業者である。 

 

【支援機関としての役割】 

地元自治体との連携は不可欠であり、これまで以上に連携を強化し総社市の発展に寄

与するという大きな使命があり、商工会議所の役割は、何といっても地域にとっての「気

軽な相談窓口」となることである。困ったことや相談事があれば、まず商工会議所へ相

談してもらう、そんな雰囲気を醸成することに取り組んでいく。企業のみならず市民や

団体にとっても「気軽な相談窓口」となり、地域の活性化から小規模事業者の発展を支

援し、また逆に小規模事業者への支援・発展から地域の活性化をはかる、そんな双方向

性の活動を展開する役割が商工会議所にあると考える。９００前後で推移していた会員

数が、ここ２年間で４０純増していることは、このような取組みの成果と言える。 

また、地域の現状を最も身近で感じる商工会議所にとって、県レベルで企業向けの支

援を行う岡山県産業振興財団や組合員に入っている企業向けに支援を行う岡山県中小

企業団体中央会などの支援機関とは、異なった役割が求められていることを念頭に置

き、地域にとっての「気軽な相談窓口」となるよう事業を展開していく。 

 

【中長期的な振興のあり方】 

 当商工会議所には４つの段階的な支援制度（次頁）があり、ニーズに応じた支援を講

じていくことが小規模事業者の持続的発展につながると考える。小売・サービス業が中
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心となるかもしれないが、「販売力の強化とそれを実践するためのハンズオン支援（専

門家によるきめ細やかなアドバイス）」を、中長期的な支援の基軸とする。 

支援方法としては「専門家派遣制度」と当所独自の「高度専門家支援制度」を核にした

個別（伴走型）支援に注力する。いずれの制度も専門家と職員が一体となり、ニーズに

応じた支援を個別（伴走型）で行うものであり、小規模事業者のレベルアップをはかる

と同時に、職員のレベルアップをはかりながら、近い将来には専門家に代わる存在とし

て小規模事業者の支援ができることを目標とする。特に、当所独自の「高度専門家支援

制度」は販売力強化・売上向上を目的に創設したものであり、２年間の実績（面接相談

４５件・職員代行相談５０件・個別支援１８件）を生かし、これからの支援体制の核と

する。 

小規模事業者・商工会議所・経営指導員はじめ職員・専門家の一体感と、連続した支

援体制を構築することで、小規模事業者の持続的発展をめざす。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【４つの段階的支援制度】 

 

気 軽 な 相 談 窓 口

無 料 相 談 日

専門家マッチング

高 支 援
(高度専門家中小企業支援制度)

こ う し え ん

専 
 
 
 

門 
 
 
 

性 

■実践的なアドバイス・指導

売上向上・収益改善の実践的なアドバイ

スや指導を専門家から受けられます。 

① 会議所職員を通しての相談(無料) 

② 専門家との面接相談(有料) 

③ 長期的な個別支援(有料) 

■ 専 門 的 な ア ド バ イ ス

国の行う専門家派遣制度などを活用しな

がら下記専門家を事業所に派遣します。 

・中小企業診断士 ・税理士 

・社会保険労務士 ・ＭＢＡ 

・人材コンサルタント など 

■専門家へのピンポイント相談

要望の多い相談に対し、専門家が個別ア

ドバイスをくれる相談会を毎月開催。 

・税経、事業承継相談日 ・雇用相談日 

・法律相談日 ・特許商標相談日 

・金融相談日 

■ 気 軽 な 相 談 窓 口

まずは会議所職員に何でも気軽に

ご相談ください。 ＳＴＥＰ① 

ＳＴＥＰ② 

ＳＴＥＰ③ 

ＳＴＥＰ④ 

会員事業所の課題レベルに応じた支援制度を活用し、課題解決に取り組む。 



３ 
 

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】 

   行政や関係機関が調査した経済動向に関する情報を参考に、管内小規模事業者へ

の景気動向調査とあわせ、地区内における経済動向を把握する。 

把握した経済動向を調査・分析することにより、市内および周辺地域を主な顧客

エリアとする小売・サービス業の小規模事業者が、販売力を強化し売上を向上する

ための施策の基礎データとする。 

 

（事業内容） 

（１）岡山県商工会議所連合会、岡山県中小企業団体中央会、岡山経済同友会、岡山

県や総社市の統計調査資料、経済センサスや国勢調査資料を活用し、地域の経済

動向を把握し分析する。調査資料や分析結果は小規模事業者へ必要に応じて提供

するほか、特に「専門家派遣制度」および「高度専門家支援制度」における相談

時に活用する。 

 

  （目標） 

    次の調査資料をもとに、地区内の景気動向を把握し分析する。 

 （１）当所単独での管内小規模事業者への景気動向調査（年１～２回、実施を検討）

 （２）岡山県商工会議所連合会が会員対象に実施する年４回の景況動向調査 

     ⇒ 当所からは３０企業へ調査を行っている。 

（３）岡山県中小企業団体中央会が組合員対象に実施する年４回の景気動向調査 

（４）岡山経済同友会が会員対象に実施する年２回の景気動向調査 

（５）岡山県や総社市が２年毎に実施する統計調査 

（６）国が５年毎に実施する経済センサスや国勢調査 

（７）その他、研究機関が発行する情報誌など 

 

  （調査項目） 

（１）人口、商品販売額、製造出荷額、従業員数、所得水準の推移、企業進出の動 

  向など 

 

  （活用方法） 

 （１）岡山県商工会議所連合会が実施する年４回の調査結果を、当所会報へ掲載し周
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知するほか、必要に応じて小規模事業者へ提供し、「専門家派遣制度」および「高

度専門家支援制度」とあわせ、個別（伴走型）支援に有効活用する。 

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

小規模事業者の持続的発展に向け、経営指導員等による巡回・窓口相談、特に 

融資相談や確定申告相談時を通じて、小規模事業者の経営状況等の把握・分析を行

う。 

 

（事業内容） 

（１）巡回・窓口相談、融資相談や確定申告相談時を通じて、分析の対象となる小規

模事業者をピックアップし、経営状況等を把握し、「専門家派遣制度」および「高

度専門家支援制度」を活用することにより、販売力強化・売上向上への個別（伴

走型）支援を行う。 

    特に小売・サービス業においては、地元顧客の囲い込みを追求した販売力強化

から売上向上をめざすことへの支援を行い、また、２次３次の下請け製造業にお

いては、自社の技術（真の強み）を見つけることへの支援、あわせて国内のニッ

チな市場探しについても支援する。 

 

（目標） 

経営指導員等による相談時に経営状況をヒヤリングし把握する。分析結果を小

規模事業者へ提供するほか、「専門家派遣制度」および「高度専門家支援制度」

における個別（伴走型）支援に有効活用する。 

 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

巡回相談件数 2,100 2,120 2,140 2,160 2,180 2,200

窓口相談件数 930 950 980 1,000 1,030 1,050

融資申込件数 30 32 34 36 38 40

確定申告提出件数 350 350 350 350 350 350

経営分析件数 2 3 3 4 4 6

   

（分析項目） 

（１）売上、固定費、変動費、営業利益、経常利益、純利益などの財務分析のほか、

  ３Ｔ分析（ターゲット・トレンド・テクノロジー）から自社の真の強みを探る。
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３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

小規模事業者が抱える経営課題を解決するため、上記の地区内の経済動向や需要

動向調査等の結果を踏まえ、「小規模事業者持続化補助金」をはじめとする各種補

助金申請のための事業計画、融資を活用するための資金繰り計画、経営革新計画、

創業計画など、小規模事業者のニーズに応じた事業計画策定への支援を、専門家と

職員が一体となり行う伴走型により、小規模事業者の持続的発展をはかる。 

 

（事業内容） 

（１）融資相談や確定申告の相談時に、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）毎月行う会報の持ち回り時、当所発行の新聞折込広告「そうじゃ商工ニュース

（月２回、市内全域）」への掲載、あるいは年末カレンダー配付にあわせて行う

全会員事業所訪問時に、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。 

（３）青年部・女性会・青年会議所など団体担当者を通じて、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）事業計画の策定は、月 1回定期の「経営相談会」を活用するほか、必要に応じ、

「専門家派遣制度」を活用し行う。新商品や新サービスなど新たな事業展開を図

る事業者については、「経営革新計画」の策定を支援する。いずれも職員が同席

し、小規模事業者・職員・専門家の３者によるものとする。 

 

（目標） 

事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起こしを行い、その後は専門家と職

員による伴走型の支援によりフォローアップを行うことにより、小規模事業者の

持続的発展をめざす。 
※「専門家活用数」および「高度専門家活用数」は延数

 

 

 

 

 

 

 

 

（支援対象）  

（１）市内および周辺地域を主な顧客エリアとする小売業やサービス業とする。 

  その他の業種については、相談内容に応じて、「高度専門家支援制度」の専門 

家、あるいは「岡山県よろず支援拠点」などを活用しながら実施する。  

 

 

地域における起業や新分野へのチャレンジを後押しするため、単独での創業塾、

あるいは地元信用金庫と連携した創業セミナーにより、創業を喚起し、創業する場

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

融資申込件数 30 32 34 36 38 40

確定申告提出件数 350 350 350 350 350 350

事業計画策定数   34 40 40 45 45 50

専門家活用数 18 25 25 30 30 35

高度専門家活用数 3 6 6 9 9 12

創業・第二創業（経営革新）支援【支援②】
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合への支援を行う。また平成２７年度には総社市・商工会議所・商工会・金融機関

による「総社市中小企業サポートセンター」が発足することから、支援機関との連

携を図りながら創業への支援を行う。 

 

（事業内容） 

 （１）平成２７年度にスタートする「総社市中小企業サポートセンター」において、

支援機関が連携し面的支援を創業者へ行う。 

 （２）当所単独で開催する創業塾（年１回、１日開催）や地元信用金庫と連携した創

業セミナー（年１回、１日開催）を通して、創業への喚起と知識向上を図り、創

業計画策定への支援を行う。なお、創業塾では塾出身の創業者から先輩としての

アドバイスを取り入れている。 

（３）第二創業（経営革新）に関する「経営相談会」を毎月開催し、まずは経営革新

の考え方や必要性を助言する。その中から第二創業（経営革新）に取り組む場合

には、「経営相談会」を活用し、計画の策定を個別（伴走型）支援する。 

 （４）必要に応じて「専門家派遣制度」および「高度専門家支援制度」を活用した個

別（伴走型）支援を行う。 

 

  （目標） 

     ○「創業塾」、「創業セミナー」等の開催 

 

 

 

 

 

     ○「専門家派遣制度」および「高度専門家支援制度」による個別支援（延数）

 

 

 

 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

小規模事業者が抱える経営課題を解決するため、上記の地区内の経済動向や需要

動向調査等の結果を踏まえ、「小規模事業者持続化補助金」をはじめとする各種補

助金申請のための事業計画、融資を活用するための資金繰り計画、経営革新計画、

創業計画など、小規模事業者のニーズに応じた事業計画の実施支援を、専門家と職

員が一体となり行う伴走型により、小規模事業者の持続的発展をはかる。 

 

（事業内容） 

（１）事業計画策定後は、必要に応じて２カ月に１回程度の巡回訪問を行い、進捗状

況を確認し、国・県・市の補助金等支援策を活用しながら、販売促進や必要な計

画修正について支援する。さらに小規模事業者の希望に応じて、「専門家派遣制

度（随時）」や「高度専門家支援制度（月１回）」を活用した個別（伴走型）支援

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

創業､ｾﾐﾅｰ開催数 2 2 3 3 4 5

創業支援者数 19 25 25 30 30 40

第二創業支援者数 4 5 5 7 7 8

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

専門家活用数 20 30 30 40 40 50

高度専門家活用数 1 10 15 20 25 30
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により、経営課題の解消、そして売上向上をめざす。 

（２）事業計画の実施にあたり、金融面での支援として「マル経融資」や平成２７年

度に創設される「小規模事業者経営発達支援融資制度」を有効に活用する。その

場合には、２カ月に１回程度の巡回訪問を行い、進捗状況の確認し、必要に応じ

て計画修正等について支援する。 

 

（目標） 

事業計画策定を目指す小規模事業者の掘り起こしを行い、その後は専門家と職

員による伴走型の支援によりフォローアップを行うことにより、小規模事業者の

持続的発展をめざす。 
※「専門家活用数」および「高度専門家活用数」は延数

 

 

 

 

 

 

 

創業後は経営状況等を細やかに確認しながら、必要に応じて「専門家派遣制度」

や「高度専門家支援制度」を活用した個別（伴走型）支援を行う。 

 また、市内金融機関４行とは「事業承継に関する協定」を締結しており、この範

囲を創業・第二創業（経営革新）をはじめ小規模事業者に関する支援へと拡大し支

援を行う。 

 

  （事業内容） 

 （１）創業後は、経営状況等を細やかに確認しながら、税務関係の相談に重点をおい

た伴走型フォローアップ支援を行う。 

 （２）必要に応じて「専門家派遣制度」および「高度専門家支援制度」を活用した個

別（伴走型）支援を行う。 

 

  （目標） 

     ○「専門家派遣制度」および「高度専門家支援制度」による個別支援（延数）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

フローアップ件数 34 40 40 45 45 50

専門家活用数 18 25 25 30 30 35

高度専門家活用数 3 6 6 9 9 12

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

専門家活用数 20 30 30 40 40 50

高度専門家活用数 1 10 15 20 25 30

創業・第二創業（経営革新）支援【支援②】
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５．需要動向調査に関すること【指針③】 

世の中のトレンドなど需要動向を調査・分析することにより、市内および周辺地

域を主な顧客エリアとする小売・サービス業の小規模事業者が、販売力強化・売上

向上をはかるための施策の戦略データとする。 

 

（事業内容） 

（１）国勢調査資料、岡山県と総社市の統計調査資料、新聞や雑誌等の情報により、

世の中のトレンドなど需要動向を把握し分析する。調査資料や分析結果は、必要

に応じて小規模事業者へ提供するほか、特に「専門家派遣制度」および「高度専

門家支援制度」における個別（伴走型）支援に有効活用する。 

 

（目標） 

  次の調査資料をもとに、世の中のトレンドなど需要動向などを推察する。 

（１）国が５年毎に実施する国勢調査 

（２）岡山県や総社市が２年毎に実施する統計調査 

（３）その他、新聞や研究機関が発行する情報誌など 

 

（調査項目） 

（１）人口に関する情報（男女別・世代別・地区別など）、持ち家比率、所得水準、世

の中の売れ筋商品に関する情報など 

 

  （活用方法） 

 （１）小規模事業者の相談時に活用するほか、特に「専門家派遣制度」および「高度

専門家支援制度」における個別（伴走型）支援に有効活用する。 

 

 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

総社市は、岡山市（人口７０万）と倉敷市（人口５０万）に隣接するという地の利に

恵まれ、両市のベッドタウンとして、現在の人口は６７，０００人ながら微増を続

けている。産業構造を見ても小売・飲食・サービス業における小規模事業者は４０％

と高い。 

これまで当所では、主要顧客エリアである市内および周辺地域への商品・サービ

スの認知度向上を図ることへの支援として、当所が独自で発行する市内新聞折込広

告「そうじゃ商工ニュース」を活用した支援、報道関係者へ企業情報を提供する「プ

レスリリース」などによる支援を行い、また広域的な販路開拓をめざす場合には展

示販売会の紹介や参加の呼び掛け等による支援を行ってきたが、実施段階において

小規模事業者に迷いがある場合がみられる。今後、「専門家派遣制度」や当所独自

の「高度専門家支援制度」を活用した専門家と職員による個別支援（伴走型）、あ

るいは「岡山県よろず支援拠点」など他機関との連携により、企画段階からすり合

わせを行い事業展開を支援する。 

また商品・サービスなどの企業情報の発信については、単発で終わり連動性と継

続性に欠けるという課題がある。 
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今後はフェイスブックやブログを活用した情報発信を充実させることへの支援

を行い、自社Ｗｅｂサイトへの誘導から、情報の連動性・継続性を高め、販売力の

強化をはかる。 

 

【事業イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事業内容） 

 （１）情報発信力強化への支援 

    ・ホームページ作成への支援 

    ・Ｗｅｂサイト構築コンテンツ強化への支援 

      ＜フェイスブック（広告）・ブログ・ショッピングカート機能など＞ 

    ・上記を支援するためのセミナーや個別相談会の開催 

 （２）地元スーパーと連携した市内販売力強化への支援 

    ・集客力のある地元スーパーと連携した物産展を開催し、小規模事業者の認知

度アップと販売力強化をはかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ねらい） 

市内を主な顧客エリアとする小規模事業者を参加対象としており、まずは集

客力のある地元スーパーでの販路を開拓し、顧客ニーズを捉えながら商品力ア

ップをはかっていく。そのスーパーは県内を中心に多店舗展開していることか

ら、地元スーパーでの商品力（販売力）をつけることにより、他店舗での取り

扱いなど県内における販路開拓を視野に入れる。さらに県内での商品力（販売

力）をつけることにより、次に東京や大阪など都市部での販路開拓をめざす。
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 （３）他支援機関と連携した広域的な販路開拓への支援 

   ・県内８信金が合同開催する「しんきんビジネスフェア」の周知を行い、参加

を呼びかける。参加する場合にはオペレーション等への支援を、下記の支援

体制にて行う。 

 

 

 

 

 

・岡山県産業振興財団が主催する展示販売会の情報を周知し、参加を呼びかけ

る。参加する場合にはオペレーション等への支援を、下記の支援体制にて行

う。 

・岡山県が東京新橋駅近くに開設した「岡山・鳥取しんばし会館」には、一般

消費者のほか、バイヤーが商品発掘に訪れる。東京での販路開拓を希望する

小規模事業者へ紹介し、出店を呼びかける。出店する場合には商品のブラッ

シュアップやＰＲチラシ作成等への支援を、下記の支援体制にて行う。 

・大阪商工会議所が運営する商取引支援サイト「ザ・ビジネスモール」の効果

的な活用術についての説明会を開催し、登録を勧める。登録する場合には効

果的な掲載内容となるよう支援を行う。 

（４）情報発信への支援 

   ・当所が独自発行する市内新聞折込広告「そうじゃ商工ニュース（集合広告）」

を活用し、商品・サービスなど企業情報発信への支援を行う。  

その場合には、ＱＲコードを掲載し、自社ＨＰへ誘導することを勧める。 

「しんきんビジネスフェア」は、県内事業者の商品・サービスを事業者やバ

イヤーにアピールする場である。県下最大の展示場「コンベックス岡山」で開

催され、平成２６年は出展事業者４００社、バイヤー５０社が参加し、マッチ

ング１００件と成果をあげている。 

（課題） 

・小規模事業者の覚悟とやる気があること。 

・スーパーで取り扱ってもらえる商品価値を見い出せること。 

・販売手数料などの費用をカバーできる商品（儲かる商品）であること。 

・将来、フェイスブックやブログを活用し、自社Ｗｅｂサイトへの誘導から、

販売展開をめざすこと。など 

（支援体制） 

「専門家派遣制度」や当所独自の「高度専門家支援制度」を活用した専門家と

職員による個別支援（伴走型）、あるいは「岡山県よろず支援拠点」など他支

援機関との連携により、企画段階からすり合わせを行い支援する。 

 ※当所が支援した実例 

６次産業化からスタートした商品がまず地元スーパーで取り扱われ、第１３

回グルメ＆ダイニングショ―（東京）に出展し、「新製品コンテストビバレッ

ジ部門」の大賞を受賞した。その後、岡山空港や「岡山・鳥取しんばし会館」

での取り扱いがはじまり、またインターネットを活用した情報発信により、全

国展開へ結びついた。１件の例だが、このような支援を増やしていく。 
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    ・報道関係者へ情報を提供する「プレスリリース」を活用し、新商品や新サー

ビスなど企業情報発信への支援を行う。 

・地元金融機関と連携し、小規模事業者の商品・サービス情報を共有する。

それぞれのルートを最大限活用し、事業者及び消費者向けに情報発信する。

 

（支援体制） 

 ・「専門家派遣制度」および「高度専門家支援制度」を活用し、企画段階から

実施段階まで、専門家と職員による個別（伴走型）支援を行う。 

・「岡山県よろず支援拠点」と連携し、効果的なＩＴ活用など専門的分野におけ

る支援を、専門家と職員による個別（伴走型）で行う。 

・「ミラサポ」を活用し、大都市圏で販路へのノウハウを持つ外部専門家から

のアドバイスにより、全国展開への切り口を見つけることへの支援を行う。

    ・「岡山県工業技術センター」や「岡山県立大学」と連携し、技術面における

商品力アップへの支援を、専門家と職員による個別（伴走型）で行う。 

 

  （目標）  

  ○「情報発信力強化」への支援 

 

 

 

 

 

○ 地元スーパーと連携した物産展の実施 

      

 

 

 

○「しんきんビジネスフェア」への出展 

 

 

 

 

 

 

 

 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成支援数 3 3 5 5 10 10

ｺﾝﾃﾝﾂ強化支援数 3 3 10 10 15 15

セミナー開催数 0 1 1 1 1 1

項目 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

開催回数 未実施 1 2 2 3 3

出展者数  〃 5 10 10 10 10

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

出展への支援数 1 2 4 6 8 10

出展者数 5 6 7 8 9 10

「そうじゃ商工ニュース」は、共同販促事業として当所が独自に発行する新聞

折込広告であり、５０年の実績と信頼がある。掲載料も安価であり、市内や周

辺地域への情報発信に成果をあげている。 

 ＜月２回発行・折込エリアは、市内・周辺地域 ２７，２００部／１回＞ 
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○「岡山・鳥取しんばし会館」への出展 

 

 

 

 

○ 「ザ・ビジネスモール」への登録 

 

 

 

 

○「プレスリリース」の実施 

 

 

 

 

     ○「そうじゃ商工ニュース」活用による支援（2014 に発行した 24 回分） 

 

 

 

 

※今後は臨時号の発行により支援企業数を増やしていく。

             

  ○「専門家派遣制度」および「高度専門家支援制度」による個別支援（延数）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

出展への支援数 0 1 1 2 2 3

出展者数 1 1 1 2 2 3

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

登録への支援数 65 70 75 80 85 90

登録数 65 70 75 80 85 90

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

実施回数 2 2 2 2 2 2

新聞への掲載数 2 2 2 2 2 2

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

掲載企業数 90 90 95 95 100 100

掲載への支援数 72 72 76 76 80 80

支援内容 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

専門家活用数 15 20 20 25 25 30

高度専門家活用数 30 40 40 50 50 60
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Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

   合併後１０年間の計画である「第１次総社市総合計画」は，当所会頭が委員長と

なり、岡山県立大学、福祉協議会、観光協会、婦人協議会、消防団、ＰＴＡ連合会

など幅広い分野の団体等で協議し策定したものである。 

   この計画に沿った中で、今後の活性化の方向性を総社市および下部組織である青

年部と女性会とともに検討する。また総社市観光協会や総社青年会議所、ＮＰＯ法

人ちみちなど地域経済の活性化を推進する団体とも連携しながら、観光振興や賑わ

い創出をめざし事業を展開する。 

 

  （事業内容） 

  （１）総社市、当所青年部および女性会との「総社地域活性化会議」を年４回程度

開催し、小売・サービス業を中心とした地域経済の活性化について検討する。 

（２）小売・サービス業の小規模事業者の認知度アップと売上向上をはかることを

目的とした物産展を、集客力のある地元スーパーと連携して実施する。 

  （３）平成２８年に開催される観光岡山デスティネーションキャンペーンや平成２

７年度からはじまるプレキャンペーンにむけ、ＪＲ岡山支社や総社市、総社市観

光協会などと連携し、観光振興や賑わい創造を演出し、地元小規模事業者にも効

果が波及するよう事業展開をはかる。 

  （４）ＮＰＯ法人ちみちが展開する地元再発見プログラム「みちくさ小道」への支

援を行い、地元小規模事業者の認知度アップや売上向上をはかる。 

 

  （目標） 

     地元スーパーと連携した物産展の実施（土日の２日間を想定） 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

 

１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

（１）岡山県商工会議所連合会において経営指導員等が集まる「経営改善普及事業

あり方検討会議」を活用し、情報交換、支援事例、支援ノウハウ、各地域の景気

動向等について情報交換し共有する。 

（２）市内金融機関４行と事業承継に関する協定を結んでおり、その範囲を広げて

情報交換を行うほか、必要に応じて小規模事業者への補完的支援を行う。 

（３）毎月１回開催する当所独自で創設した「高度専門家支援制度」の専門家３名

との情報交換を行い、専門家から支援実例や支援ノウハウを学ぶ。 

  （４）中小企業基盤整備機構、岡山県よろず支援拠点、岡山県産業振興財団、岡山 

項目 現状 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

開催回数 未実施 1 2 2 3 3

出展者数  〃 5 10 10 15 20

来場者数（人）  〃 5,000 6,000 6,000 7,000 7,000
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県中小企業団体中央会､近隣商工会などとの情報交換を行い、支援例や支援ノウ 

ハウを共有する。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

  （１）毎月１回開催する当所独自で創設した「高度専門家支援制度」は、販売力強

化・売上向上を目的とするものであり、専門家と職員による小規模事業者への個

別（伴走型）支援であるため、３名の専門家から支援施策を体感する最良の機会

となっている。またその内容は月２回開催する全職員参加の「職員研修」で報告

するなど、一般職も含め資質向上を図っている。 

  （２）経営指導員等による「指導課ミーティング」を毎月２回開催し、小規模事業

者に関する情報交換と支援内容や支援方法の共有を図っている。 

  （３）総務課および業務課の一般職員においても、「総務・業務課合同ミーティング」

を毎月２回開催し、会員情報の共有を行い、必要に応じて経営指導員等と連携し、

小規模事業者の支援にあたっている。 

  （４）岡山県商工会議所連合会が実施する研修会へ、経営指導員はじめ一般職員が

参加し資質の向上を図っている。 

  （５）日本商工会議所や中小企業基盤整備機構、あるいは他支援機関が開催するセ

ミナーや研修会へ参加し、資質向上を図っている。 

 

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、本計画に記載の事業の実施状況及び効果について、以下の方法により評

価・検証を行う。 

  （１）「高度専門家支援制度」チームリーダーの専門家、市内金融機関４行の支店長、

中小企業基盤整備機構コーディネーター、総社市担当課の課長等の有識者によ

り、事業の実施状況、成果の評価や見直しに関する提示を行う。 

  （２）事務局管理職会議において、評価・見直しの方針を決定する。 

  （３）事業の成果・評価・見直しの結果については、正副会頭会議へ報告し、承認

を受ける。 

  （４）事業の成果・評価・見直しの結果を総社商工会議所のホームページにおいて、

    計画期間中公表する。 

   ＜ホームページ： http://www.kibiji.ne.jp/scci/＞ 
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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 

                 総 務 課   

                 業 務 課 

              

   専務理事  事務局次長   指 導 課     

          （１名）               

 

    ※ＡＬＬ商工会議所で推進。 

         ⇒ 経営指導員を中心とする指導課が実施体制の柱となるが、 

        専務理事の指揮のもと、全職員（１１名）で事業を推進する。 

（２）連絡先 

 

   （窓口）総社商工会議所 指導課  

   （住所）〒719-1131 岡山県総社市中央６－９－１０８ 

   （電話）0866-92-1122 （ＦＡＸ）0866-93-9699 

   （ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ） scci@kibiji.ne.jp 

 

（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                  （単位 千円） 

 ２７年度
(２７年４

月以降) 

２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

必要な資金の額 13,500 14,500 15,000 15,000 15,000

 

小規模企業対策事業費 

 高度専門家支援事業費 

 専門家支援事業費 

 共同販促事業費 

 創業支援事業費 

13,500

2,000

500

10,500

500

14,500

3,000

500

10,500

500

15,000

3,000

500

11,000

500

15,000 

3,000 

500 

11,000 

500 

15,000

3,000

500

11,000

500

（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  ※２７年度分 

 国補助金・県補助金・市補助金を見込むほか、商工会議所および事業者負担金により

調達する。 

 

 

（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。 

一般職員４名、臨時職員１名

経営指導員  ３名 

補助員    １名 

記帳専任職員 １名 
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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 

 

販売力強化・売上向上を目的に創設した当所独自の支援制度「高度専門家支援事業」

を実施するため、専門家４名を毎月１回招聘する。 

連携者及びその役割 

 

 「高度専門家支援事業」を推進するため、毎月１回定例の相談会を開設する。４名の

専門家は相談会へ出席し、相談者が抱える課題等へのアドバイスを専門家チームリーダ

ーの進行のもと行う。最終的に専門家チームリーダーがアドバイスの総括を行う。 

 この相談会へは、窓口となった経営指導員等の職員も同席するため、４名の専門家は

経営指導員等の職員の資質向上という役割も担っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携体制図等 

 

【高度専門家支援事業の体制図】 

 

 

 

 

高 度 専 門 家

(4名)

小規模事業者 

(相談者) 

経 営 指 導 員

(職 員) ②ヒヤリング 

① 困りごとの相談 

③ 相談会へ出席 

④ アドバイス 

③ 相談会へ同席 

④ レベルアップ 

【高度専門家支援事業の専門家】 
① コンセプト・シナジー（株）代表取締役 高杉 康成 
（岡山県総社市中央２－２－３ 電話 ０８６６－９４－０２８４） 

② Ｄ＆Ｍ ＳＯＬＵＴＩＯＮ 代表 高橋 志織 

（岡山県岡山市北区富原１２０８－２ 電話 ０９０－１３５８－１７７３） 
③ アシスト 代表 近藤 浩幸 
（岡山県真庭市三田１７４ 電話 ０５０－５５４９－２３６３） 

④ Ｃｏ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ 代表 窪田  司 

（岡山県岡山市東区邑久郷２４６６ 電話 ０９０－１３３７－６１０１） 


