
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
新見商工会議所（法人番号 6260005006151） 

実施期間 平成 29 年 4 月 1日 ～ 平成 34 年 3 月 31 日（5年間） 

目標 

新見商工会議所は、小規模事業者の抱える経営課題を解決し、経営力の強化が

図られるよう、関係支援機関や専門家と連携をしながら、小規模事業者の身近

なパートナーとして伴走型の支援に取り組む。 

 また、人口減少や事業所数の減少、消費流出など地域の抱える課題に対して

は、「企業支援」、「地域振興」、「観光振興」を 3本柱として中長期ビジョンを策

定し、販路の開拓、起業・創業支援、観光集客、地域資源の活用等の取り組み

を展開し、地域経済の持続的発展を図る。 

事業内容 

１．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 

 地域内の経済動向を把握のするため景気観測調査、小規模事業者調査、

LOBO 調査などの調査を定期的に実施し、調査結果は管内事業者に提供する。

②経営状況の分析に関すること 

 巡回訪問時のヒアリング結果を参考に企業からの支援ニーズを掘り起こ

し、支援対象企業に対しては、財務分析、SWOT 分析等の経営分析を行い企

業の実態の把握と、経営戦略の方向性を検討する。 

③事業計画策定支援に関すること 

 事業計画策定セミナー、創業セミナー、及び各分野の専門家による個別

相談等により、上記の経営分析を踏まえて事業計画の策定を支援する。 

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、進捗状況や必要な支援施策等について把握するた

め、定期的に巡回訪問（フォローアップ）を行う。資金面の支援が必要な

場合は、小規模事業者経営発達支援資金等を斡旋し支援する。 

⑤需要動向調査に関すること 

 買い手のニーズや市場動向等を把握するための調査、国や調査機関の調

査資料、新聞・書籍やインターネット等により小規模事業者の商品やサー

ビスについて需要動向に関する情報の収集、分析を行い、組織内で共有し、

経営計画策定や計画実施の資料として事業者に提供する。 

⑥新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 「Ａ級グルメフェア」や首都圏物産展の開催、その他県内外の物産展へ

の参加を支援するとともに、ホームページやＩＴを活用した需要開拓に取

り組む。 

２．地域経済の活性化に資する取り組み 

 地域経済の活性化とにぎわい創出を図るため、新見市や関係機関と連携

し地域資源の活用、地域ブランドの発信、観光振興による交流人口増加に

務め、市内共通商品券発行事業により市内消費拡大と地域のにぎわい創出

を図る。 

連絡先 

 新見商工会議所・指導課 

 〒718-0003 岡山県新見市高尾２４７５－７ 

 TEL.0867-72-2139  FAX.0867-72-0347 
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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 

 

＜新見市の現状と課題＞ 

 

新見市は、岡山県の北西部に位置し、面積は793.27

㎞2 で、県下で2 番目の市域を有しているが、総面積の

約87％が森林、約4％が耕地という典型的な中山間地域

である。 

現行の新見市は、平成17年に旧・新見市と阿哲郡大

佐町・神郷町・哲多町・哲西町の1市4町が合併し新設

されたものである。 

総人口は、昭和30年代の約66,000人をピークに減少

に転じ、平成17年合併時点で約37,000人、平成27年に

は約32,000人とピーク時の半分以下になっている。高

齢化率は年々上昇しており、平成22年国勢調査では34.9％（岡山県:25.1%）と3人に1

人以上が高齢者となっている。人口動態では転出が転入を上回る社会減に加え、出生

が死亡を下回る自然減の状況にあり、高齢化、過疎化の両方が進行している状況にあ

る。 
産業別就業人口の推移 

  昭和55年 昭和60年 平成 2年 平成 7年 平成12年 平成17年 平成22年

第 1次産業 7,398 6,360 4,535 4,137 3,172 3,205 2,282

第 2 次産業 7,488 7,721 7,788 6,988 6,153 5,302 4,265

第 3 次産業 9,810 9,418 9,429 9,566 9,559 9,403 8,421

 

 
                        （資料：国勢調査） 

第一次産業の農林業においては、豊かな森林資源や恵まれた自然環境にありながら
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も、収益率の低さなどから担い手不足が深刻になっているが、一方で、地域ブランド

和牛の「千屋牛」をはじめ、「ピオーネ」、「キャビア」などの高級食材を特産品と

してＰＲする「Ａ級グルメのまち」が新見市を上げて推進されており、Ｕ・Ｉターン

や、地域おこし協力隊などにより、若手の就農者も現れてきている。 

第２次産業では、新見市内の豊富で良質な石灰資源を中心とした石灰石関連企業や、

工場生産の誘致企業の就業者の割合が多いが、他の産業分野においては、地理的な条

件による採算性の厳しさから、雇用を創出する産業が育ちにくく、就業機会が不足し

ている。 

第３次産業では、小売業の店舗や飲食店などが減少、商圏内の需要減少等により就

業者が減少している。 

 

 【商工業者数・小規模事業者数の推移】新見商工会議所管内 

区分 平成13年 平成18年 平成21年 平成24年 

商工業者数 1,402人 1,320人 1,212人 1,106人 

小規模事業者数 1,143人 1,050人   964人   841人 

（資料：事業所統計・経済センサスより独自集計）

小規模事業者数は、11年間で約3割減少している。特に小売業に関しては、近年、大

型スーパーやドラッグストア、ホームセンター、家電量販店、コンビニエンスストア等

の競合店進出による影響や、県南の岡山市、倉敷市のショッピングモール等への消費流

出の影響により地元商店では事業承継が進

まずの廃業が増加している。 

                              

平成23年度に新見商工会議所が独自に行

った全会員に対する巡回訪問ヒアリング調

査（回答数:608人）によると、60代以上の経

営者が61.5%を占め、50代以上の経営者の内

「事業承継は困難、又は廃業見込み」との回

答者が25%に上った。    

さらに、同調査では直面している経営上の

課題については「売上・受注額の減少」が

65.5%（複数回答）ともっとも多かった。 

■後継者と事業承継について（50 才以上対象） 
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今後も小規模事業者の経営環境は一層厳しくなることが予想され、経営不振により

事業の存続が困難になる事業者が増加し、小規模事業者の減少がさらに加速化するこ

とが予想される。 

こうした状況が、人口減少→商圏の需要縮小→小規模事業者の経営環境悪化→地域

経済の縮小→人材の流出→人口減少といういわゆる地方衰退の「負のスパイラル」の

要因となっている。 

 

＜中長期的な振興のあり方＞ 

新見市においては、人口減少対策が喫緊の課題である。10 年後の人口 3万人を維持

することが、新見市の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の目標に掲げられている。

  新見商工会議所においても、「企業支援」、「地域振興」、「観光振興」を 3本柱として

中長期ビジョンを策定し、実効性のある事業への取り組みを目指す。 

 

 ①企業支援 

 当会議所が独自に行った会員企業に対するアンケート(複数回答)では、最も深刻な直

面課題について「売上・受注額の減少」と 65.5%の事業者が回答している。今後、人口

減少や高齢化、競合店の出現などでさらに経営環境が厳しくなることが予測され、多く

の事業者が、危機感はあるものの打つべき方策が見いだせない状況にあるのが現状であ

る。    

 しかしながら、地域の小規模事業者が中長期的に持続的発展を実現するためには、事

業者自身が経営課題に気づき、その課題の解決に向けて考え、自ら行動することが不可

欠である。 

 そのために、商工会議所では地域に密着した支援機関の機能を活かし、事業者の意

識・意欲を高め、事業者が自ら「気づき」、「考え」、「行動」できるよう支援していく。

 意欲ある事業者に対しては、個社支援により専門家の派遣や、必要に応じて補助金等

の施策活用を支援する。 

 特に、地域の特性を踏まえ、「A 級グルメ」に代表される地域の特産品の新商品開発

や販路開拓には専門家や各種施策のマッチングを行い、需要動向の収集・分析・提供、

商品のブラッシュアップ、展示会や商談会への参加支援を行い、「A 級グルメ・新見」

の認知度を高め、「地域振興」、「観光振興」への波及効果を高める。 

 

小規模事業者の意識・行動レベル 商工会議所による支援 

漠然とした危機感・不安 

       「気づく」 

・巡回訪問や広報誌等により情報発信 

・会議所の支援メニュー、施策情報の周知

明確な危機感、現状打破の方向性を模索

       「考える」 

・講習会・セミナ－、先進事例等の紹介 

・事業者の意識・意欲を高める 

明確な課題、解決アクションがない 

       「行動する」 

・個別相談、専門家派遣による伴走型支援

・必要に応じ、適切な施策をマッチング 

自ら事業計画を作成し、自ら行動できる

 

・フォローアップ 

 



- 4 - 
 

   

 ②地域振興 

地域の特性を踏まえ、基幹産業である農林水産業者と商工業者の連携による６次

産業化の推進を推進する。 

人口減少や高齢化といった構造変化によって顕在化する地域の課題に対して、こ

れをビジネスチャンスとして捉え、地域の企業やＮＰＯなどがビジネスの手法で解

決し地域貢献を実現できる仕組みを構築する。 

暮らしやすく、働きやすい地域を実現し、若者、シニアなどが多様に活躍できる

地域社会の実現を目指す。 

 

 ③観光振興 

 新見市や、新見市観光協会などとの連携により、カルスト台地などの自然や、中

世新見庄などの歴史、伝統文化や「Ａ級グルメ」に代表される食、千屋温泉や井倉

洞といった観光地など、地域資源を活用した特色有る観光による集客や、広域的な

観光による集客を取り組むことにより、交流人口の増加を目指す。 

 

＜経営発達支援事業の目標＞ 

①地域資源を活用した商品やサービスの開発を目指す。 

②域内需要の縮小へ対応するための販路開拓を目指す。 

③経営計画の作成と、計画に基づいた経営の支援を目指す。 

④起業・創業の支援による多様な事業者の創出を目指す。 

 

多くの小規模事業者では、新商品の開発や、新分野への進出など新たな取り組みへ

の様々なアイデアを漠然と持ちながらも、相談相手がいない、明確な計画が描けない、

資金が足りない、といった理由から実現できないでいるのが現状である。 

そうした小規模事業者に商工会議所が寄り添い、相談相手となり、計画作りのパー

トナーとなり、計画を実行するまで伴走型の支援を行うことが求められている。 

また、専門的な知識が不足する分野については、地域金融機関や税理士等の専門的

な支援機関との連携を図っていく必要がある。 

商工会議所では会員・非会員を問わず、個々の小規模事業者に対し、必要な情報を

理解しやすく提供し、その情報が活かされるよう伴走型の支援を目指していく。 

 

＜支援方針＞ 

 この経営発達支援事業においては岡山県、新見市、地域金融機関、その他支援機関と

連携し、地域全体を面的に活性化するとともに、個別企業の経営力向上、新商品開発、

販売促進等を継続して支援し、さらに起業支援を行うプロジェクトを構築して、小規模

事業者の活力が地域の活力となり、地域に人を呼び込むといった好循環を巻き起こすこ

とを目的とする。 
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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２９年４月１日～平成３４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】 

 

地域内の経済動向を定期的に調査・分析することにより、地域内小規模事業者の

実態及び取り巻く環境を把握し、経営指導の現場において活用するとともに、地域

内企業の経営判断の参考資料として役立てていただく。 

 

□現 状 

 ①県下商工会議所景気観測調査 

岡山県商工会議所連合会事業として、市内 30 事業所（県下約 600 事業所）を対

象に四半期毎にＤＩ方式による調査を実施している。 

 ②日本商工会議所ＬＯＢＯ調査（商工会議所早期景気観測調査） 

日本商工会議所事業として、毎月、業況・売上・採算・資金繰り・仕入単価・従

業員の状況および、自社が直面している経営上の問題などについてヒアリング調査

を実施している。 

 

□現状における課題 

現在当会議所において実施している上記の調査については、調査結果の分析や、

職員間での情報共有が十分に図られていないため、小規模事業者への情報提供や経

営支援に活かされていない状況である。 

今後は、調査結果を有効に活用する視点から調査対象企業の選定、調査結果の分

析、情報共有、情報提供方法の見直しを進める。 

また、地域の商圏分析、消費流出の実態を把握するための消費者購買動向に関す

る調査が行政や調査機関においても長年行われていないため、新見商工会議所の独

自調査として定期的に実施し、小規模事業者に調査結果を提供する。 

 

□本事業で取り組む事業内容 

 

(1) 県下商工会議所景気観測調査、日本商工会議所ＬＯＢＯ調査については、調査結
果の分析、職員間での情報共有、小規模事業者への情報提供が十分に行われるよう

見直しを行い引き続き実施していく。また、景気観測調査では業種を代表するよう

な比較的大きな規模の事業所が対象となっているため、より小規模事業者の現状を

把握するために市内小規模事業者を対象とした小規模事業者調査を新たに実施す
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る。なお、これらの調査結果は（景気観測調査・小規模事業者調査は４半期に１回、

LOBO 調査は毎月）会報に掲載し会員に周知する他、ホームページにも掲載する。 

 

（主な調査項目）景況、売上額、仕入価格、販売価格、商品在庫、資金繰り、 

        ３ヶ月先の見通し、経済動向に応じた付帯調査 

        【小規模版】売上額、採算、資金繰り、業況等 

 

(2) 市外から新見市へ来られた観光客に対し、観光動向調査を行い、観光振興におけ
る地域の現状把握と課題の抽出に役立てる。調査分析結果は会報やホームページで

公表するほか、新見市及び新見市観光協会とも情報を共有しさらなる観光振興に繋

げていく。 

（調査方法等） 市内観光地の案内・受付窓口の協力により調査票を配布・回収し、

新見商工会議所で年 2回集計と公表を行う。 

（主な調査項目）出発地、交通手段、観光訪問先、宿泊の有無、 

観光地の情報収集方法等 

 

(3) 購買品目ごとの消費の流出状況や、消費者の意識を把握するため新見商工会議所
の独自調査として消費者購買動向調査を実施する。この調査結果を分析し、会報や

ホームページにて公開を行い、市内での潜在購買力の把握や市内消費拡大、各事業

所の販売計画に活用する。 

（調査方法等）３年に１回、市内約７５０世帯を対象にアンケートを実施。 

（主な調査項目）衣料品・食料品・日用品・外食など支出項目ごとの地元消費と 

市外消費割合 

 

（目標） 

調査内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

景気観測調査 （企業数） 

      （公表回数） 

30

4

30

4

50

4

50

4

50 

4 

50

4

小規模事業者調査（企業数）

（公表回数） 

0

0

30

4

30

4

50

4

50 

4 

50

4

日商ＬＯＢＯ調査（公表回数） 12 12 12 12 12 12

観光動向調査  （公表回数） 0 2 2 2 2 2

消費者動向調査（公表回数） 0 0 1 0 0 1

  ※消費者動向調査については、平成 27 年度に実施・公表を行っている。 

 実施主体 調査対象企業 調査方法 調査頻度 

景気観測調査 

岡山県商工会議所

連合会 

県下商工会議所会

員企業５９１社 

内新見３０社 

FAX によるアンケ

ート調査 

DI 方式による集計 

４半期に１回 

小規模事業者調査 

新見商工会議所 新見商工会議所管

内小規模事業者 

業種別に合計３０

社程度を予定 

４半期に１回 

LOBO 調査 
日本商工会議所 地域の主たる業種

別組合等 
毎月 
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２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

 

経営計画の策定に取り組むため、当該小規模事業者の経営状況の把握と経営課題を

明確にするために経営状況の分析を行う。経営分析結果は、当該小規模事業者の経営

課題解決に繋がるよう経営計画策定等に活用する。 

 

□現状の取り組みと課題 

 

これまでの経営改善普及事業における経営状況の分析は、決算指導時において売

上、経費等の前年対比程度であったり、金融相談の際の借入金状況、返済余力に関

する分析程度にとどまっていた。 

 

□本事業で取り組む事業内容 

 

小規模事業者の経営戦略の策定支援にあたり、まず、支援対象企業の選定を行う

必要がある。選定にあたっては、管内事業所へ職員が訪問し、売上の推移や抱えて

いる問題についてヒアリングシートを用いて聞き取りを行い、現状として危機感を

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わかっているが解決方法と

して何をして良いか迷っているという事業所を中心に選定を行う。 

選定した支援対象事業者に対しては、当該事業者の財務分析、SWOT 分析等の経営

分析を行い企業の実態を明確にし、事業者と支援者において認識を共有する。 

経営分析により判明した課題の解決に繋がるよう、経営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細やかな支援を実施していく。 

 

(1)経営分析を行う支援対象企業の選定 

巡回訪問時のヒアリング結果を参考に経営指導員等が支援対象事業者を選定す

る。 

経営指導員(2 名)、県連広域サポーター（1名）※の体制であるため、1人あたり

４半期毎に重点支援事業所２～３社を選定する。 

※県連広域サポーターは、高度・専門的・多様な経営支援に対応するため、岡山

県商工会議所連合会「広域経営支援センター」に配置された経験豊富な経営指導

員で、広域エリアでの支援を行う。 

（巡回訪問実施方法）1年間に管内小規模事業者の半数（約 400 社）を訪問 

        ヒアリングシートにより経営状況、課題、支援ニーズ等を調査

（主な調査項目）従業員数（増減）、財務状況（資金繰り）、売上状況等 

 

(2)経営分析の内容 

財務分析、SWOT 分析等の経営分析を行い企業の実態を明確にし、事業者と支援者

において認識を共有する。決算書に表記されない企業の「強み」や「弱み」につ

いても文字にして表すことにより経営戦略の方針決定の判断材料とする。 

・財務分析  財務諸表に基づき、収益性、安全性、成長性等を分析 

・SWOT 分析  事業者へのヒアリングにより「強み」「弱み」等の抽出 
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・商品別、顧客別の利益貢献度の分析 

           商品毎、顧客層毎の売上高を分析し、主力商品とメイン顧客を把

                握し、販売計画・商品開発へ活用する。 

・市場性・成長性等に関する業界分析 

       市場・競合・自社の３C分析を行い、市場及び競合他社の商品を

把握すると共に、自社商品と他社との差別化を明確にする。 

・技術、ノウハウ等の独自性、優位性に関する分析 

       「事業価値を高める経営レポート※」を活用し、目には見えない

       会社の人的資産の把握を行う。 

 

    ※「事業価値を高める経営レポート」は、知的資産経営報告書を手軽に作成

できるようにするために、中小企業基盤整備機構が提供しているフォーマ

ットで、会社の強みである知的資産を把握し活用することで業績の向上に

結びつけることができると期待されている。 

（目標） 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

巡回訪問数（社） 181 400 400 400 400 400

経営分析件数（件） 未実施 25 30 36 36 36

  ※経営分析件数へは、決算指導時・金融相談時等の簡易な分析は含まない。 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 

多くの小規模事業者にあっては、経営環境の変化の中で、新商品の開発や販路開

拓、新分野への進出など新たな取り組みへの様々なアイデアを漠然と持ちながらも、

相談相手がいない、明確な計画が描けない、資金が足りない、といった理由からア

イデアを具現化できないでいるのが現状である。 

小規模事業者のこうした経営課題を積極的に発掘し、経営課題を解決するため、

上記２.の経営分析の結果を踏まえ、地域経済動向調査や、需要動向調査の成果を活

用しつつ事業計画策定支援を行う。 

また、事業計画策定支援にあたっては、岡山県経営支援課、新見市商工観光課、

中小企業基盤整備機構、(公財)岡山県産業振興財団、岡山県中小企業団体中央会、

各金融機関、税理士・中小企業診断士等の専門家等と連携し、適切な支援メニュー

の活用も視野に入れ、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。 

 

□現状の取り組みと課題 

これまでの取り組みでは、主に小規模事業者からの相談を受けた場合に、個々の

相談に対応する形で支援を行っていたが、今後は巡回訪問等により積極的に企業の

支援ニーズを発掘するとともに、事業計画策定の必要性と有用性を認識していただ

き、事業計画の策定支援及び実行支援を行う必要がある。 

また、創業者については、創業時に事業者が行うべき各種の手続きを始め、創業

補助金申請や開業資金の借入等の相談に対応してきたが、数年後を見越した売上・
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利益計画の検討や地域性にマッチしたビジネスプランの作成支援までは出来ていな

かったため、今後は開業後、さらに中期的な計画経営の指針となるべき事業計画書

の作成を支援する必要がある。 

 

□本事業で取り組む事業内容 

（実施内容）  

(1)事業計画作成セミナーの実施による支援 

販路開拓や新商品・新サービスの開発等により経営力強化に取り組もうとする事

業者を対象に、事業計画の作成を支援するためのセミナーを開催する。 

これまで自分で事業計画を作成した経験のない小規模事業者でも、セミナーを利

用して、自社の置かれた状況や、自社の強みを踏まえ、事業の目標達成に向けた事

業計画が作成できるよう、経営指導員等が個別にサポートする。 

 

(2)経営指導員並びに専門家による個別の事業計画作成支援 

事業計画の作成に取り組む小規模事業者に対して、必要に応じ経営指導員並びに

専門家による個別支援を行い、様々な資料の提供や、支援施策の紹介などを行う。

事業計画の作成にあたっては、中小企業基盤整備機構が提供する「経営計画作成

アプリ」等も活用し、それぞれの小規模事業者が取り組みやすい支援方法を導入す

る。 

 

(3)経営力向上計画、経営革新計画の作成支援 

事業計画の作成支援を行った小規模事業者において、経営力向上計画、或いは経

営革新計画の承認を目指す場合は、必要に応じて専門家派遣等も活用しながら、承

認に向けた計画作成支援を行う。 

 

(4)創業者に対する事業計画（創業計画）作成支援 

新見商工会議所では、新見市、商工会等と共に新見市創業支援ネットワークを構

築し創業相談窓口の設置や、創業セミナーを開催している。     こうしたネット

ワークとも連携しながら、創業者向けの事業計画の作成セミナーや、必要に応じ経

営指導員並びに専門家による個別支援を行い事業計画（創業計画）作成支援を行う。

創業後も巡回訪問やセミナー等により伴走型の支援を実施する。 

 

（期待される効果） 

小規模事業者の経営計画策定を支援することで、次のような効果が期待される。 

①事業計画の「見える化」により、経営者と従業員、支援機関で情報を共有することが

できる。 

②経営分析、需要動向分析に基づいた経営計画を作成することにより、資金調達につい

ても金融機関からの支援を受けやすくなる。 

③計画策定後も計画目標と実績を比較して、評価、見直しをすることができる。 

④経営指導員にとっては小規模事業者との信頼関係を構築でき、計画策定支援、実行支

援に携わることにより支援スキルの向上を図られることが期待される。 
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（目標） 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

セミナー・説明会（回数） 

（参加者数） 

3

60

4

80

5

100

5

100

5 

100 

5

100

事業計画策定事業者数 10 20 30 30 30 30

  内 創業者を対象 2 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】 

 

□現状の取り組みと課題 

   小規模事業者持続化補助金やものづくり補助金採択後に行う事業実施を経営指導

員が支援する程度に留まっており、計画の進捗状況や問題点の把握・修正は、ほと

んど実施して来なかった。 

   創業者については、計画段階、開業間もない時期は、窓口相談に応じてきたが、

計画実施の状況確認を行う巡回訪問等は出来ていなかった。 第二創業(経営革新計

画)についても小規模事業者が生き残る有効な手段でありながら年１回程度のフォ

ローアップしか出来ていなかった。 

 

□本事業で取り組む事業内容 

（実施内容） 

① 事業計画実施について 
(1) 事業計画策定後には、支援対象者の利用しやすい方法（電話、Ｅメール、ＳＮＳ
通信）で情報交換しながら、３カ月に１回の巡回訪問（フォローアップ）を行い、

計画の進捗状況を確認するとともに、計画を実行していく中で新たに生まれた経

営課題を共有する。  

(2) 事業計画が思うように進行していない時は、巡回頻度を増加させ、専門家及びよ
ろず支援拠点のコーディネーターなどの専門的な相談を実施し、早期に軌道修正

を図る。 

(3) 事業計画実施中は、国・県・市や岡山県商工会議所連合会の支援策を活用しなが
ら、計画遂行を図る。 

(4) 設備投資や事業継続・拡大で金融支援が必要であれば、当所が取り扱うマル経資
金、経営発達支援計画認定後は、小規模事業者経営発達支援資金等の活用で継続

的に支援していく。 

 

② 創業計画実施について 
(1) 創業後は、経営状況の把握や税務・金融指導に重きをおきながら、創業初年度に
は年３回（創業直後、創業半年後、決算時期）の巡回訪問（フォローアップ）を

行う。 創業２年目以降も事業が軌道に乗るまでは、年３回程度の巡回訪問を継

続して行き、進捗状況の確認や計画実行に有益な補助制度の提案を実施する。 

(2) 策定した創業計画がうまく行っていない場合は、計画に関わった専門家やよろず
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支援拠点のコーディネーターを招聘し、アドバイスをいただきながら計画の実行

に繋げていく。 

(3) 日本政策金融公庫総合研究所の「新規開業実態調査」から事業が軌道に乗るまで
７ヶ月程度要するとの調査結果から、タイムリーな進捗状況確認には、空き時間

に回答できるアンケートや Eメールを使用する方法も検討する。 

 

③  第二創業計画実施について 
(1) 経営革新計画を行う３～５年の間は、計画した実施項目の達成度を確認するた
め、各実施項目の実施時期や評価時期に巡回訪問する。 経営環境の変化により、

計画修正・変更が必要な場合は、専門家を交えて実情に合った計画への修正を行

う。 

(2)計画終了後も引き続き、経営の持続的発展に必要な取り組みを行う場合は、新し

い計画策定を岡山県経営支援課・岡山県産業振興財団との協力により実施し、様々

な支援施策を活用することで成長企業へと導く。  

  

※ 全ての計画実施にあたっては、ＰＤＣＡサイクルを取り入れた事業計画の評価・

見直しを行うことにより持続的発展に向けた経営力の向上を図る。 

 

（目標） 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

フォローアップ件数 10 80 120 120 120 120

経営発達支援資金等の 

斡旋件数 － 3 5 5

 

6 6

 

 

 ５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 

小規模事業者の販売、又は製造する商品及びサービスについては、各種調査デー

タのみならず、直接、消費者やバイヤーから個社の取り扱う商品やサービスに求め

られる需要動向に関する情報の収集、整理、分析を行い、当該小規模事業者への個

社支援として提供することにより、商品等のブラッシュアップと販路開拓を図り、

小規模事業者の持続的発展を目指す。 

  

 □本事業で取り組む事業内容 

 

  (1)バイヤーを対象とした需要動向調査 

地域資源を活用した特産品や土産物などを開発する小規模事業者が首都圏（グ

ルメ＆ダイニングスタイルショーや東京ギフトショー等）及び岡山県内（トマト

アグリフードフェアーや、しんきんビジネス交流会等）等の商談会に参加する時、

経営指導員等が同行し、商品及び提供方法について小売・外食・インターネット

市場それぞれのバイヤーに対してヒアリング調査を行う。 
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（支援対象） 

   特産品等を開発し商談会に参加してバイヤーとの商談を行う小規模事業者 

 

（実施方法） 

  首都圏、岡山県内等で開催される展示商談会に訪れるバイヤー（小売・外食・イ

ンターネット市場）に対して、それぞれの市場に於いてのエンドユーザー（消費者）

を意識した調査やバイヤーとしてのニーズ及び求める価値をヒアリングシートに

より、同行した経営指導員等が聞き取りを行う。 回収したシートは同行した職員

がまとめ、中小企業診断士等の専門家に分析を依頼し、商品開発や販路開拓の参考

資料として出展事業者に提供する。 

 

（調査内容） 

  味、品質、適正価格、パッケージデザイン、提供方法、利用用途・シーン、 

   利便性等 

 

（活用場面） 

・消費者に一番近いバイヤーの意見を反映させた商品開発や販路開拓に活用する。 

・首都圏を中心に「売れる商品」として商談商品、提供方法のブラッシュアップに役

立てる。 

 

(2)消費者を対象とした需要動向調査 

    地域の特色ある食品や雑貨などの試作品を開発した場合に、ダイレクトに消費者

の意見を伺える機会である岡山県内の主要都市や大型観光地・施設で行われる展示

販売会（龍の仕事展や新見Ａ級グルメフェアー等）への出店支援を行う。 

    こうした展示販売会へは、関西圏を中心に首都圏からも多くの方が来場され、年

齢層も幅広く様々な世代の意見を聞くことができる。 

 

    (支援対象) 

    新たな商品開発により市外、県外への販路開拓に取り組む小規模事業者 

 

（実施方法） 

  事業者及び経営指導員等、調査を委託した会社により、販売及びアンケート調査

を行う。回収した調査結果は、経営指導員等と委託会社により調査内容の分析を行

い、事業者に提供する。 

 

（調査内容） 

  満足度（味・品質・価格・パッケージデザイン・提供方法）、 

  購入動機、改善点 等 

 

（活用場面）  

 ・一般消費者の率直な意見として試作品の商品化に役立てる。 

 ・関西や首都圏での販路開拓の参考データとして活用する。 
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(3)岡山県商品開発マーケティング支援事業の活用 

飲食店や食品製造業においては、自社で新メニューや新商品の開発は行うが、手

間やコストの掛かるテストマーケティング調査（試食会）などは実施しておらず、

消費者の生の声を反映させた商品づくりが出来ていなかった。 そうした中、岡山

県産業労働部が、県職員のモニターが昼休みに試食やアンケート調査へ答える「岡

山県商品開発マーケティング支援事業」を実施しており、県職員にご協力いただき

ながら、事業者が中心となり、当所職員がアンケート作りや運営のサポートを行う

ことで、売れる新商品の開発に役立てる。 

 

（支援対象） 

  食品、飲料品の開発や改良により販路開拓に取り組む小規模事業者 

 

（実施方法） 

  県職員の昼休みを有効活用し、検討中のメニューや開発及び改良中の食品・飲料

品について試食アンケート調査を行う。 調査費は無料で約１００人までのモニタ

ー数を確保頂ける。 

 

（調査内容） 

  味、見た目、販売適正価格、ターゲット層等 他に県マーケティング推進室のア

ンケート用紙作成サポートが受けられるため、過去に実施された調査項目も活用し

ていく。 

 

（活用場面） 

  販売する商品の完成度を高め、売れる商品作りの参考とする。 また、一定数の

職員が試食するため、岡山県内外への宣伝効果が生まれることで販路開拓にも活用

できる。 

 

 (4)既存データ等を活用した調査 

 事業計画を策定する小規模事業者の取り扱う商品やサービスについて、その市場

規模や顧客層毎の市場ニーズ、売れ筋商品の動向など最新の需要動向に関する情報

を収集・分析し、当該小規模事業者に提供して事業計画策定の基礎資料として活用

する。需要動向を見据えた市場価値の高い商品やサービスの開発を行い、小規模事

業者の売上向上と顧客開拓を図る。 

 

(支援対象) 

 個社支援として経営分析、事業計画作成、及び事業計画策定後のフォローアップ

を行う小規模事業者 

  

（実施方法） 

 小規模事業者の事業計画策定やフォローアップに際し、経営指導員が当該小規模

事業者に必要とされる情報を選択し、下記の手段により収集し、地域性や競合状況
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などを加味して分析し、巡回・窓口相談時に提供活用する。 

 

（調査内容） 

  ①「日経テレコン・POSEYES」による情報収集 

   事業計画を策定する小規模事業者への個社支援を目的に、「日経テレコン・

POSEYES」を活用し、各分野のトレンド、地域別の売れ筋商品やＰＯＳレジの情報、

伸びる市場・縮む市場などの情報を収集・分析し、新商品開発のためのアイデアや

ヒントとして活用する。 

   

  ②「日本経済新聞」など新聞・雑誌による情報収集 

   「日本経済新聞」など全国紙、「山陽新聞」などの地方紙、「日経 MJ」などの業界

紙、「日経トレンディ」等の情報誌からヒット商品や拡大している業態などの情報を

日々収集・分析し、職員間で共有するとともに、小規模事業者に提供し新商品開発

や新サービスの開発の参考資料とする。 

  

  （活用場面） 

   個社支援として取り組む小規模事業者の経営分析時、並びに経営計画作成時、及

び経営計画策定後のフォローアップ時に、収集・分析した情報を必要に応じて提供

し、個社が行う新商品や新サービスの開発、新たな市場での顧客開拓に活用する。

（目標） 

実施内容 現状 29 年度 30年度 31年度 32 年度 33 年度

バイヤー調査結果提供件数 未実施 10 15 20 20 20 

消費者調査結果提供件数 未実施 3 5 5 10 10 

マーケティング調査事業所 未実施 2 4 6 6 6 

日経テレコン・POSEYES 未実施 20 50 60 60 60 

新聞・雑誌による情報 未実施 20 50 60 60 60 

 

 

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】 

 

□現状と課題 

（１）展示会や商談会への出展支援の現状 

岡山県、岡山県産業振興財団、岡山県商工会議所連合会を始め、金融機関や様々

な支援機関が実施する展示会・商談会の開催に関する情報を、出展募集対象に該当

する小規模事業者に、e-メールやＦＡＸを利用してお知らせしている。新見市では

独自に展示会等の出展に対する補助制度があるため、制度の周知と申請の支援を行

っているが、それ以外に特段の問合せや支援依頼が無い場合は、出展や商談に向け

ての事前準備、商談結果の把握や分析、商談後のアフターフォーローなどは行って

こなかった。こうしたことから、商談会に参加しても成約に至らないケース、バイ

ヤーからの要望を商品開発等に活かせないケースが多くあるのではないかと思わ

れる。  
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（２）新見市推奨特産品等の特産品の販路開拓の現状 

新見市内の特産品については、新見商工会議所、阿哲商工会、新見市観光協会

の共同事業として「新見推奨特産品」として認定し、パンフレットを作成して広

く商品のＰＲを図っているが、配布範囲や活用範囲が限定的であり更新の頻度も

十分とは言えない状況である。 

  

□本事業で取り組む内容 

本事業では、自社の商品の販路開拓に意欲がありながらも、独自での販路開拓

力が弱く、自社及び自社商品についてのプロモーションに課題を抱える小規模事

業者に対し、適切な販路開拓の手段を探し、商談の成立、売上の実現に結びつく

支援を行う。 

さらに、新見商工会議所として地域特産品等の情報発信を強化し、新たな需要

の開拓に努める。 

 

（１）商談会に向けたスキルアップセミナーの開催や個別支援の実施 

  小規模事業者が商談会に参加し、開発した特産品等の販路開拓を図るためには、

ターゲットを特定し、商品のアピールポイントを商談シートにまとめたり、チラ

シを作成することが必要となる。 

  さらに、商談の場においては、作成した商談シートをもとにプレゼンテーション

を進めるスキルが必要となる。 

  実際の商談の現場を想定したセミナーの開催、経営指導員や専門家による個別支

援により、商談力のレベルアップを図り、商談会での成約率の向上を目指す。 

 

（２）展示会・商談会への参加支援 

  小規模事業者の参加できる展示会や商談会の情報を積極的に収集し、巡回訪門や

メール等で小規模事業者に情報提供をしていく。 

  商談会への参加希望者については、上記の商談会に向けたスキルアップセミナー

への参加を呼びかけるほか、個別支援として商談シートの作成やプレゼンテーシ

ョンの準備について支援していく。 

  商談会の現場においても、バイヤーや消費者のニーズの把握に努め、参加した小

規模事業者に対する商談後のフォローアップに活かしていく。 

 

（３）首都圏物産展の開催 

  岡山県と鳥取県が東京に開設したアンテナショップ「とっとり・おかやま新橋館」

で、いわゆる「Ａ級グルメ」をはじめ、地域特産品、新商品の販売とＰＲを定期

的に実施し、首都圏への販路開拓の足がかりにするとともに、首都圏の消費者ニ

ーズの把握を行い、商品開発や販売戦略づくりに役立てる。さらに、売れ行きの

良い・評価の高い商品については、日本食ブームの続く、海外への展開も視野に

支援していく。 
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（４）ＩＴを活用した販路開拓の支援 

  ①ホームページの作成支援などＩＴ活用支援 

    優れた商品や製品を持ち、インターネットを通じて販路を拡大したいと考えな

がらも、ＩＴスキルや人材の不足、または初期費用など経費の不安から新たな販

路開拓に取り組めない事業者に対してセミナーの開催や、経営指導員や専門家の

派遣などにより支援を行う。 

    具体的には、ホームページ上での商品・サービスの PR 手法、eコマースの活用、

インターネットを介した流通・決済の手法などについて支援し、小規模事業者の

新たな需要の開拓を図る。 

 

  ②マッチングサイトの活用による支援 

    「ザ・商談モール」（全国の商工会議所と商工会が共同運営する企業情報サイト）

や、「ビジネスマッチングゲート」（日本政策金融公庫の取引先が登録できるマッ

チングサイト）などを活用して、新たな販路を拡大したい小規模事業者のビジネ

スマッチングを支援する。 

 

 （目標） 

支援内容 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

セミナー開催回数 

    参加者数 

2

20

4

40

4

40

4

40

4 

40 

4

40

展示会出展支援件数 4 10 15 20 20 20

商談成約件数（BtoB） 未把握 3 5 10 10 10

首都圏物産展支援事業者数 未実施 3 5 10 10 10

ＩＴ活用販路開拓支援事業者数 1 2 3 3 3 3

  

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取り組み 

  

新見市では、「第 2次総合振興計画」（H27～H36）の基本目

標として『～新たな価値の創造・地域資源が世界にはばたく

まち～」を掲げ、地域資源を活かした特産品の開発・販売や、

特色ある観光資源を活かして観光客の誘致を図り交流人口

の増加を目指すこととしている。 

新見商工会議所では、新見市、阿哲商工会、新見市観光協

会、阿新農業協同組合、新見漁業協同組合等と連携し、特に、

本市の特産品の中でも「Ａ級グルメ」として市内外から注目

されている「千屋牛」、「ピオーネ」、「キャビア」などの地域

資源について「Ａ級グルメフェア」の開催などを通じてブラ

ンド価値をさらに高め、首都圏などへの販路開拓に取り組み、さらに豊富な特産品の

6次産業化を推進することにより、地域経済の活性化を図る。 

また、自然、歴史、文化などの地域資源の魅力を発信し、観光客の誘致を図り、市

内消費の拡大を図る。 
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１．Ａ級グルメフェアの開催 

 

新見市、阿新農業協同組合、新見漁業協同組合、新見市観光協会、阿哲商工会、新

見商工会議所で企画委員会を組織して「Ａ級グルメフェア」を開催し、当地域の「Ａ

級グルメ」と称される特産物である「千屋牛」、「ピオーネ」、「キャビア」をはじめと

した優れた地域資源を広く紹介し、認知度の向上、販路の開拓、地域のイメージアッ

プを目指してしている。 

新見商工会議所では、食材の生産から、加工、販売にかかわる幅広い事業者の参画

を支援し、新たな特産品の開発や、ブラッシュアップ、販路開拓が図られるよう支援

していく。 

 

２．観光資源による誘客と観光による消費拡大 

 

新見市南部に広がるカルスト台地には、「井倉洞」、

「満奇洞」などの鍾乳洞があり、夏は涼を求めて、ま

た秋には紅葉の景色を楽しみに県内外から大勢の観

光客が訪れる。 

また新見市北部、鳥取県との県境近くの位置する

「新見千屋温泉いぶきの里」には、恵まれた泉質と豊

かな自然、さらに岡山県を代表する和牛「千屋牛」を

目当てにリピーターも増えている。 

これまでにも、井倉洞、満奇洞の観光に「そば打ち

体験」、「山野草鑑賞」、「ピオーネ狩り」、「石灰産業

見学」などを組み合わせたモニターツアーを実施し高

評価を得ている。 

今後は、地域産業資源を中心とした観光コースの提

案や時間的にも経済的にも余裕があり、目の肥えたシ

ニア層にお越しいただき、リピーターになってもら

い、購買意欲の旺盛なこの世代に、ご満足いただける

特産品の開発を岡山県商工会連合会内に設置されて

いる６次産業化サポートセンターとも協力して行い、

高付加価値化、ブランド化を進めていくと同時に特産

品や加工品を一元的に購入できる施設を検討したい。 

 

【主要観光施設入り込み客数】 

 

観光施設名 入り込み客数 

井倉洞 54,862 人

満奇洞 63,415 人

新見千屋温泉いぶきの里 97,315 人

井倉洞 

満奇洞 

新見千屋温泉いぶきの里 

（平成 26年度：新見市提供資料） 
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３．新見市内共通商品券（たまがき券）発行事業 

 

当会議所では、新見市外への消費流出を食い

止め、市内の消費拡大による地域商工業の活性

化とにぎわい創出を目的に、平成 15 年 12 月よ

り市内共通商品券発行事業を行っている。発行

当初より市内に支店のある４金融機関には、そ

の趣旨にご賛同いただき、商品券換金業務を担

っていただき事業の継続にご貢献いただいて

いる。 

平成 20 年度からは、新見市の補助金措置を受けて 6回にわたってプレミアム付

商品券発行事業も実施し、これまでの商品券発行総額は 47 億 9 千万円にのぼって

いる。 

事業開始当初は加盟店数が 120 店舗ほどであったが、商品券が市民に広く認知さ

れるにつれて加盟店数も増加し、現在の加盟店数は約 300 店以上となっている。 

消費者においても、各種イベントの「賞品」や、「御礼」、「お返し」などにこの

商品券を贈ることが定着していることから、市内消費拡大と消費の流出防止に一定

の効果を果たしていると思われる。 

今後も、市内共通商品券が現金に次ぐ決済方法として市内で広く流通し、市内消

費の拡大に繋がるよう発行事業を続けるとともに、加盟店に対しては商品券を集

客・売上拡大ツールとしてさらに活用できるよう支援していく。 

 

 

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・広域支援センターとの連携 

岡山県商工会議所連合会では、平成 23 年度より経営改善普及事業のあり方検討

会議を設け、小規模事業者支援のためのマニュアル作りや経営指導員の資質向上の

ための取り組みを実施している。 

また、平成 26 年には県連広域支援センターが設置され、同年から経営指導員の

設置数が 3名から 2名に削減された当会議所では支援体制の強化を図る目的で、同

支援センターより広域サポーター1名の派遣を受けている。 

同支援センターを構成する県下 12 会議所では、これまでも販路開拓セミナーや、

ビジネスマッチングや、専門家との合同研修会などを合同で開催し、徐々に認知度

も高まってきている。 

今後も岡山県商工会議所連合会・広域支援センターを核として連携を図り、情報

共有や支援ノウハウの向上に努める。 
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(2)備北信用金庫との連携による「知的資産経営レポート」作成支援事業 

   中小機構のコーディネーターの指導のもと、地元金融機関の備北信用金庫の支

援担当者と、当会議所の経営指導員が連携して小規模事業者の「知的資産経営レ

ポート」の作成を行う取り組み。 

   支援対象企業の現状と課題の抽出、内部環境・外部環境の分析、従業員・組織

の分析、商品・サービス、技術の評価、新たな取り組みの内容検討やスケジュー

ルの検討などを金融機関と合同で行うことにより、新たな視点や考え方を学ぶこ

とができ、支援スキルの向上につなげていく。 

 

(3)日本政策金融公庫倉敷支店との会議の開催 

   小規模事業者支援を金融面から補完する有益な融資制度実現のため、資金需要

や支援ニーズの情報交換はもとより、管内の経営改善における成功事例の紹介や

地域基幹産業の動向、市町村の経済政策など幅広い内容について意見交換を行う。

年４回程度開催する内の２回は当地で行い、管内小規模事業者の現状を紹介し、

今後の金融支援の在り方について情報交換することで支援力の向上に繋げる。 

 

(4)岡山県、新見市、市内商工会等との会議の開催 

岡山県経営支援課とは、県内、市内の小規模事業者の経営状況、支援ニーズに

ついて年３回程度の情報交換を行う。 新見市と阿哲商工会とは、月１回支援担当

者との情報交換会を実施しており、今後は新見市中小企業支援補助金の内容や、創

業セミナーのカリキュラムや講師選定の段階から協議し、事業者が使用しやすい補

助制度の実現・スムーズで持続可能な創業ができる環境を整えることを目指す。

また、専門性をもったミラサポの専門家や様々なサブコーディネーターを擁する岡

山県よろず支援拠点を事業者共に活用することにより、支援ノウハウや特定の専門

分野にも見識を広げることができる。 

 

（5）新見市内４金融機関との情報交換・共同支援の実施 

   岡山県商工会議所連合会と包括的業務提携を締結している３金融機関（中国銀

行、トマト銀行、備北信用金庫）及び創業支援等で個別に業務提携を結んでい

る山陰合同銀行には、長年の個社との取引及び経営支援から、会議所が知り得

ない非財務情報を蓄積されており、互いに認定支援機関として強みを補完し合

うことで、小規模事業者の持続的発展に有効なサポート体制を実現できる。 今

後は、補助金の申請書作成段階から意見交換を行い、それぞれの強みを活かし

た支援を実施できる体制や経営改善や経営革新の計画書を協力して作成する取

り組みを実現させたい。 

 

（6）阿新農業協同組合、岡山県、岡山県商工会連合会との６次産業化に関する会議

の開催 

   現在、年４回程度開催されている「おかやま 6次化ふぇ」へ参加し、特産品の

６次産業化や高付加価値化のため、生産者と密接な関係にある阿新農業協同組

合、生産技術の指導・教育を行う岡山県農業改良普及センター、すでに６次産

業化でサポートを行っている岡山県商工会連合会と情報交換を行っている。今
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後は、専門的な知識をおそわりながら、２次産業（製造・加工）や ３次産業（卸
売・小売業）の小規模事業者に新たな取り組みの一つとして特産品開発を提案

することや農業従事者とのマッチングに取り組んでいきたい。 

 

２．経営指導員等の資質向上に関すること 

 

 (1)経営指導員等を対象とする研修会への参加及び報告会の実施 

支援能力向上を計画的に進めるため、人事評価制度を活用し、支援実績や取り組

み内容、受講した研修項目から経営指導員それぞれに必要な知識を習得させるた

め、中小企業基盤整備機構の行う支援担当者研修会や日本商工会議所の行う研修

会、及び岡山県商工会議所連合会が開催する経営指導員等研修会をはじめ、経営分

析、販路開拓、経営計画策定支援に関する研修会、ものづくり技術やタイムリーな

政策に関する説明会等に積極的に参加し、特に有益な内容については当会議所指導

課内で報告会を開催して職員間で共有し支援力の向上を図る。 

また、小規模事業者への情報提供に関する研修には一般職員も参加し、経営指導

員等と共に支援する体制を構築する。 

 

(2)展示会、商談会等への参加 

実際に販路開拓の場となる展示会、商談会等には支援対象企業に同行し、バイヤ

ーの反応や市場ニーズの調査分析、他社商品の調査分析を行うことで小規模事業者

に対する支援力の向上を図る。調査分析した内容については、当会議所指導課内で

報告会を開催して職員間でその情報を共有する。 

 

(3)専門家との連携支援による OJT の実施 

専門家派遣制度を活用して小規模事業者の支援を行う際には、担当指導員が同席

し事業者と専門家のコミュニケーションが円滑に行われるよう取り組んできたが、

これは専門家による支援の手法、ノウハウを習得する絶好の機会であるので今後は

一層 OJT の機会を増やしていく。 

計画策定や補助金申請等一通りの支援が終了した段階で経営指導に携わる職員

間で報告会を行う。報告会では支援内容を余すことなく提供し、情報の共有化、個々

の資質の向上に役立てる。 

 

 (4)支援手法や補助金採択事例の共有化への取り組み 

   経営指導員個人に蓄積される支援手法や補助金採択までの流れを、会議所の財

産とするためデータ化、ファイリング化を実施する。 内容は、それぞれの支援

メニュー毎に統一した様式を作成し、事業者とのファーストコンタクトから支援

終了までの流れの中で得た意見聴取方法や提案手法を詳しく記載し、すでに行っ

ている作成済みの事業計画書や補助金申請書のフォルダ化と併せてイントラネッ

ト内に掲載し、全職員が閲覧可能な状態にすることで共有化を図っていく。 ま

た、若手経営指導員が支援時の参考資料とするため、持ち運びを可能とするファ

イリング化を行う。 
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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 

 

毎年度、本計画に記載した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 小規模事業者の経営支援について外部有識者や、専門的な知識やノウハウを有す
      る中小企業診断士等の専門家及び新見市産業部の有識者により、事業の実施状

況、成果の評価、見直し案の提示を行う。 

 

② 正副会頭会議において、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、常議員会へ報告し承認を受ける。

 

④ 事業の成果・評価・見直しの結果を新見商工会議所のホームページで計画期間中

公表する。（URL http://www.niimi.or.jp） 

 

 



- 22 - 
 

〔経営発達支援事業担当〕 

（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２８年１１月現在） 

 

（１）組織体制 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）連絡先 

       新見商工会議所 指導課 

       岡山県新見市高尾２４７５－７  

       電話番号 ０８６７－７２－２１３９ 

       e-mail：kaigisyo@niimi.or.jp 

 

 

 

 

 

専務理事（兼事務局長）

相原 敏男

総務課（3名） 
課長 上田 正 
係長 木下梨香 
嘱託 名越友恵 

業務課（1名） 
※課長 上田 正（兼務）

主事 吉田康人 
 

指導課（5名） 
（中小企業相談所） 
相談所長 柴田昭彦 

(主席経営指導員)
課長補佐 吉田賢司 

(県連広域サポーター)
主事   三舩雄大 

(経営指導員) 
主事   鈴江則子 

(記帳専任職員)
主事補  田口正志 

(補助員)  
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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） 

 
H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 

必要な資金の額 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500

 

経営発達支援事業 

Ⅰ 経済動向調査 

Ⅱ 経営状況分析 

Ⅲ 事業計画策定支援 

Ⅳ 事業計画実施支援 

Ⅴ 需要動向調査 

Ⅵ 需要開拓事業 

 

地域活性化事業 

 

支援力向上事業 

 

事業評価 

 

 

（1,200）

100

100

300

300

100

300

（1,000）

(200) 

 

(100) 

（1,200）

100

100

300

300

100

300

（1,000）

(200) 

 

(100) 

（1,200）

100

100

300

300

100

300

（1,000）

(200) 

(100) 

（1,200） 

100 

100 

300 

300 

100 

300 

 

（1,000） 

 

(200) 

 

(100) 

（1,200）

100

100

300

300

100

300

（1,000）

(200) 

(100) 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

会費収入、事業収入、国補助金収入、岡山県補助金、新見市補助金など 

 

 

（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 事業計画策定支援に関すること 
 

 「ミラサポ」等の登録専門家、よろず支援拠点のコーディネーター等による事業計画

策定セミナーや個別相談会を実施し、経営の持続的発展に繋がるより良い計画策定を連

携体制のもと実行する。 

 第二創業（経営革新計画策定）では、岡山県産業振興財団中小企業支援課や岡山県経

営支援課との情報交換を通し、「ミラサポ」等の登録専門家のサポートで、実現可能な計

画作りを行う。 

 中小機構のコーディネーターや地元金融機関の備北信用金庫と連携して、数字に表れ

ない経営資源の分析を通して「知的資産経営レポート」の作成を行い、新たな視点や考

え方を学び支援スキルの向上に繋げる。 

 

②事業計画の策定後の実施支援に関すること 

 

 実施支援にあたっては、国・県・市の小規模事業者支援施策、各種補助金等の活用、

並びに、日本政策金融公庫や地域の金融機関と連携による資金面での支援を行い、計画

の着実な実施を支援する。 

 さらに、必要に応じて「ミラサポ」等の専門家や、岡山県よろず支援拠点のコーディ

ネーター等の専門的なアドバイスを受けながら、目標の達成を目指す。 

 

③創業支援に関すること 

 

 新見市では、新見市、新見商工会議所及び阿哲商工会、岡山県産業振興財団により、

「新見創業支援ネットワーク」を構築して、創業前から創業後５年程度の方を連携して

支援することとしており、起業・創業者の発掘、創業計画の作成支援、国・県・市など

の創業支援施策や補助金等の活用支援により、創業者の支援ニーズに対応する。 

 さらに、必要に応じて「ミラサポ」等の専門家や、岡山県よろず支援拠点のコーディ

ネーター等の専門的なアドバイスを受けながら、目標の達成を目指す。 
 

 

連携者及びその役割 

連絡先の名称及び所在地 具体的な連携内容 

岡山県 

 知事 伊原木 隆太 

 岡山市北区内山下２－４－６ 

 ℡ 086-224-2111 

・支援施策情報の提供 

・経営革新計画の作成支援 

・各種調査データの提供 
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新見市 

 市長 石垣 正夫 

 新見市新見３１０－３ 

 ℡ 0867-72-6136 

・創業支援施ネットワーク事業 

・創業向け補助制度の活用支援 

・支援施策情報の提供 

・各種調査データの提供 

(財)岡山県産業振興財団 

 理事長 三宅 昇 

 岡山市北区芳賀 5301 

 ℡ 086-286-9664 

・経営革新計画の策定支援 

・創業相談窓口 

・プレインキュベーションセミナー 

・展示商談会、販路開拓支援 

中小企業基盤整備機構 中国本部 

 本部長 村松 清孝 

 広島市中区八丁堀 5番 7号 

 ℡ 082-502-6300 

・知的資産経営レポート作成支援 

・経営指導員のスキルアップ支援 

・支援施策、補助金等の情報提供 

岡山県よろず支援拠点 

 コーディネーター 鈴鹿 和彦 

 岡山市北区芳賀５３０１ 

 ℡ 086-286-9667 

・経営計画作成支援 

・ワンストップ相談窓口（出張相談）

・支援施策、補助金等の情報提供 

日本政策金融公庫 倉敷支店 

 支店長 伊藤 俊徳 

 倉敷市阿知２－９－１０ 

 ℡ 086-425-8401 

・創業相談窓口 

・金融支援 

・地域経済動向の情報共有 

中国銀行 新見支店 

 支店長 永瀬 昭浩 

 新見市高尾３６４－１ 

 ℡ 0867-72-0688 

・創業相談窓口 

・金融支援 

・地域経済動向の情報共有 

山陰合同銀行 新見支店 

 支店長 尾﨑 泰弘 

 新見市高尾２４４７－２ 

 ℡ 0867-72-2105 

・創業相談窓口 

・金融支援 

・地域経済動向の情報共有 

トマト銀行 新見支店 

 支店長 和田 敬三 

 新見市高尾３６２－１ 

 ℡ 0867-72-1122 

・創業相談窓口 

・金融支援 

・地域経済動向の情報共有 

・商談会（トマトアグリフードフェア）

備北信用金庫 

 理事長 柴倉 清 

 高梁市正宗町１９６４－１ 

 ℡ 0867-72-4411 

・創業相談窓口 

・金融支援 

・知的資産経営レポート作成 

・岡山県しんきん合同ビジネス交流会

・地域経済動向の情報共有 
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連携体制図等 

＜事業計画作成・実施支援体制＞ 

 

 

 

 

＜創業支援体制＞ 

 

 
 

 

 

 


