
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
高松市牟礼庵治商工会 （法人番号 9470005002077） 

実施期間 平成 30年 4月 1日～平成 35年 3月 31日 

目標 

本商工会が高松市牟礼町、庵治町の地域の小規模事業者の身近な相談

相手となって、香川県、高松市、香川県商工会連合会、その他支援機関

等と連携して、個々の小規模事業者毎に抱える経営課題の解決に取組む

とともに、事業承継や創業支援、さらに地域産業の振興に努めることで、

地域経済の活性化を図る。 

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【指針③】 

経営指導員等によるヒアリング調査と国や香川県等の公開情報を収

集・分析・判断して地域の経済動向を把握する。 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

財務分析・経営状況等のヒアリングにより経営課題を抽出して改善

提案を行うとともに、今後の事業計画の策定支援につなげる。 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

小規模事業者へのヒアリングの他、各種分析手法を用いて経営戦略、

マーケティング戦略、営業戦略等の計画策定を支援する。 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

経営指導員等による四半期に１回の巡回訪問により進捗確認を行う

とともに、必要に応じて、各支援機関と連携した専門家指導等により、

円滑な事業の実施につなげる。 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

消費者やバイヤーからの需要動向の情報収集・分析を行い、分析デ

ータを事業計画の策定や新たな需要開拓の方向性の決定や新商品・新

サービスの開発等へ活用する。 

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】 

幅広く需要の創造や掘り起こしの重要性を啓発し、個々の小規模事

業者が取扱う商品や製品、サービス等に沿った需要開拓チャネルの提

案、効果的な展示会出展に向けた支援やＩＴ活用や国の施策活用を支

援するとともに、専門家等によるフォローアップを行う。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

高松市が掲げる都市像の実現に向けて、香川県や高松市、地域団体

等と連携して地域経済の活性化に努める。 

連絡先 

高松市牟礼庵治商工会 

〒761-0121 香川県高松市牟礼町牟礼 209-1 

 電話：087-845-2835  FAX：087-845-2839 

 メールアドレス：mureaji@shokokai-kagawa.or.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 

 

１．地域の概要 

当地域は、四国の北東部、香川県高松

市の東部に位置している（図表 1）。 

平成 18 年 1 月に木田郡牟礼町、木田

郡庵治町が高松市に編入合併したこと

に伴い、平成 20 年 4月に牟礼町商工会

と庵治町商工会が合併して、新たに高松

市牟礼町及び高松市庵治町の地域の支

援機関として高松市牟礼庵治商工会を

設立した。 

当地域の中央を東西に国道 11 号線、

南北には県道 36 号線が走り、高松と徳

島を結ぶＪＲ高徳線、高松の中心部であ

る瓦町とさぬき市志度を結ぶ私鉄コト

デン志度線が走っており、約 15 分で高

松の中心部にアクセスできる地域であ

る（図表 2）。 

また、瀬戸内の温暖な海に面してお

り、平均気温：摂氏 17.5度、平均湿度：

69％、降水量：1286.0ミリメートル（何

れも平成 28 年の平均値）で、瀬戸内海

式気候に代表される緯度の割合に気温

が高く、温暖で過ごしやすく、日照時間

も長く、降水量は少ない土地である。 

さらに当地域では、五剣山を中心とし

た丘陵地から良質な花崗岩である庵治

石が採掘され、墓石を中心に高度な加工

技術を持つ石材業が盛んであり、全国各

地から石が集まり古くから発展し、茨城

県「真壁」、愛知県「岡崎」と並び石材

三大産地として知られている。 

他の石材産地では閉山､廃業等が増え

ている中、この地域は採石・加工・流通

の機能を地域の中で有しているおかげで現在も石材の一大産地を形成している。 

当地域の西部には檀ノ浦の古戦場が広がり、全国的にも有名な観光と史跡のロマンに

あふれた屋島があり、中央部に四国第八十五番霊場の八栗寺で知られる五剣山を望み、

北部には、風光明媚な瀬戸内海に面し、牟礼町にはかつての源平合戦の舞台だった旧跡

（図表 1）当地域の位置 

 
（図表 2）当地域の交通網 
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が多く数残り、また庵治町は映画「世界の中心で愛を叫ぶ」のロケ地として親しまれて

おり、文化と芸術の発信のまちとして、歴史と文化、海の香りの漂う情緒豊かな地域で

ある。 

この地域の魅力に惹かれ世界的な彫刻家イサム・ノグチ氏がアトリエと住居を構え、

没後、庭園美術館の地として知られており、年間を通じて、国内はもとより世界中から

人が訪れている。 

 

２．地区内人口の状況 

国勢調査から当地域の人口の推移（図表 3）を見ると平成 22 年の 23,495人から平成

27年には 22,385人と約 1,000人の減少となっている。 

この推移を地区別に見ると牟礼地区では、昭和 50 年から平成 7 年にかけて人口増加

となっていたが、平成 12 年をピークに以降は微減傾向となっているものの、庵治地区

では、昭和 50 年の 7,974 人をピークにして年々人口減少が進み、平成 27 年には 5,086

人となり、昭和 50年と比較して約 3,000人、率にして約 40%の減少となっている。 

 

（図表 3）高松市牟礼庵治商工会地区内の人口の推移 

 
（国勢調査より作成） 

 

３．地域の現状と課題 

（１）地域の現状 

経済センサス（平成 24 年）（図表 4）による当地域の商工業者数は 974 事業者とな

っており、業種別事業者数では、当地域が石材の一大産地であることを背景にして製

造業が最も多く 281 事業者、次いで、サービス業 225 事業者、卸売業・小売業 204 事

業者の順となっている。 

また、商工業者の内で 844 事業者が小規模事業者であり、商工業者の 86.7%を占め

ており、業種別の事業者数は、商工業者数と同じく製造業、サービス業、卸売業・小

売業の順であり、商工業者数に対する小規模事業者数の割合では、建設業 100％（125

事業者は全て 20人以下の小規模事業者）、次いでサービス業 96.4％、製造業 94.7％と

なっていることから、当地区の主要業種の商工業者の大半が、資金・人材・情報収集

力の脆弱な小規模事業者である。 
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次に当地域の業種別の従業者数については、1,903 人が製造業に従事しており、次

いで卸売業・小売業 1,145 人、医療、福祉等のその他の業種に 1,079 人、サービス業

1,036 人の順となっており、当地域の小規模事業者は地域の雇用を下支えする重要な

役割を担っている。 

 

（図表 4）高松市牟礼庵治商工会地区内の事業者数及び従業者数 

小規模事業者
小規模事業者

の割合

農林水産業 13 13 100.0% 71
建設業 125 125 100.0% 547
製造業 281 266 94.7% 1,903
卸売業・小売業 204 146 71.6% 1,145
宿泊業・飲食業 55 42 76.4% 351
サービス業 225 217 96.4% 1,036
その他 71 35 49.3% 1,079
合計 974 844 86.7% 6,132

従業者数商工業者業種

 
（経済センサスより作成） 

 

業種別の状況については、当地域の商業・サービス業者においては、地域内に分散

しており、商店街等の集積地は無く、さらに、国道 11号線沿線に大型スーパーやドラ

ッグストアー、ホームセンター等の出店が増加している。 

また、鉱工業者については、当地域は山一帯が花崗岩の層からなる八栗五剣山から

産出される、御影石のひとつ日本の銘石「庵治石」の産地として、採掘から製造加工

において様々な業者が存在し協力し合い、古くから産地内連携が構築されており、各

加工内容（手加工・磨き・彫刻・字彫り・丸物等）に分類され、それぞれの特徴ある

プロフェッショナルな企業・職人が数多く存在しており業界内において、石材の日本

三大産地のトップ産地として全国に名が知られている。 

墓石以外でも銘石としての所以があり、使用例として、首相官邸庭園、広島平和記

念公園原爆慰霊碑、道後温泉皇族専用風呂：又新殿等の多くの国内を代表する建造物

に使用されている。 

 

（２）地域の課題 

当地域の卸売業・小売業等の商業者の多くは、小規模事業者であることから、企業

活動において自ずと地域内を商圏とした地域密着型の活動となっているため、景気の

低迷や消費者ニーズの変化、大型小売店舗・コンビニエンスストアの出店増等を背景

にして顧客の減少、売上の低迷が進んでいる。 

今後、少子高齢化が進むことが予想されている中、地域の特性を活かした活気ある

商業の振興を図るため、より地域に密着した新たなサービスの創出や地域特性を活か

した店舗づくりを支援していく必要がある。 

他方、当地域は「庵治石」産地であることから、工業者の多くは石材に関連した事

業に携わっているものの、「庵治石」の知名度は業界内にとどまっており、全国の一般
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消費者に対しては浸透していないのが現状である。 

さらに、良質な石材と高度な加工技術を有しながらも、墓石文化の意識低下や時代

の変化に対応できず、さらに韓国、中国等からの外材の台頭や低価格化により、既存

の商品や取組みだけでは地場産業として維持が困難となっている。 

今後は、地場産業が当地域の魅力やイメージ、知名度を高めていくための資源であ

ることを再認識して、ブランド力の向上と販売力の強化を中心とした支援が必要であ

る。 

 

４．中長期的な振興のあり方（10年後のビジョン） 

高松市では、10 年間の将来の目指す方向性・ビジョン（将来構想）である「第６次

高松市総合計画（平成 28 年度～平成 35 年度）」とアクションプラン（行動計画）であ

る「高松市まちづくり戦略計画（第１期計画：平成 28 年度～平成 30 年度）」を策定し

て、「活力にあふれ 創造性豊かな 瀬戸の都・高松」の実現をビジョンに掲げて、各

種施策を実施している。 

この第６次高松市総合計画及び高松市まちづくり戦略計画の中で、商工業の振興施策

として、地域を支える産業の振興と経済の活性化、市外からの企業の誘致及び市内の中

小企業等の支援による雇用の創出、伝統的ものづくり産業のブランド力の向上に取組む

こととしている。 

さらに、産業競争力強化法に基づき「高松市創業支援事業計画」を作成して、国の認

定を受け、市と市内の各支援機関が連携して、創業希望者の相談に対応するワンストッ

プ窓口の設置や各支援機関が強みを生かした創業支援を実施することにより、毎年延べ

約 240人の創業実現を目指すこととしている。 

このような中、本商工会は、地域の総合経済団体として、さらに小規模事業者の支援

機関として経営指導員等による巡回・窓口相談等を通じて、小規模事業者が抱える課題

の解決に努めているものの、支援対象者は本商工会の会員が中心であり、主な支援の内

容については、記帳や税務、労務支援等の基礎的な経営支援事業が中心となっており、

さらに支援頻度についても偏りが生じていることから、地域内の小規模事業者へあまね

く支援が行えているとは言い難い状況である。 

本経営発達支援事業の実施に際しては、本商工会が地域唯一の経済団体であり小規模

事業者の支援機関としての原点に立ち返り、地域の課題解決に向けて、高松市のまちづ

くりビジョンと連携して、従来の記帳や税務、労務支援等の基礎的な経営支援事業だけ

でなく、小規模事業者の身近な相談相手として、「商工会は行きます 聞きます 提案

します」のスローガンの下、地域内の全小規模事業者への巡回訪問の徹底を図るととも

に、経営指導員を始めとした全職員がスキルアップを行い、さらに香川県や高松市の行

政機関、香川県商工会連合会、(独)中小企業基盤整備機構四国本部、(公財)かがわ産業

支援財団、香川県よろず支援拠点等の支援機関と連携体制を構築して、小規模事業者の

経営の持続的発展による産業振興を図ることで、活力あふれるまちづくりに資すること

を中長期的な振興のあり方として、以下の目標と実施方針を掲げて本経営発達支援事業

を推進する。 

 

５．経営発達支援計画の目標と実施方針（5年間の計画） 

本商工会では、本経営発達支援事業の実施に際して、上記「４．中長期的な振興のあ
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り方」を踏まえて、以下の目標とそれに対する実施方針を設定して小規模事業者に対す

る支援を実施する。 

 

（１）小規模事業者の売上・利益の向上のための支援 

【目  標】 

小規模事業者の経営力を強化するための新事業展開への支援の強化、さらに創業や

事業承継支援の取組みを強化することで、売上・利益の向上による個社の持続的発展

によって地域経済の活性化を図る。 

 

【実施方針】 

小規模事業者に対して、年間 2 回以上、経営指導員等による伴走型支援を実施する

ことで、事業者が現状を把握して、真の問題点を認識し、顕在化した課題を解決する

ための経営計画を策定するとともに、より実現可能性の高い計画へブラッシュアップ

するための専門家の活用や環境変化に合わせたフォローアップを実施する。 

 

（２）庵治石を活用した伝統的ものづくり産業の振興 

【目  標】 

当地域の地場産業であり地域資源でもある「庵治石」の新たな活用提案や新商品開

発によるブランド化を図ることで地場産業の振興を図る。 

 

【実施方針】 

当地域の地場産業であり地域資源でもある「庵治石」の新たな活用提案や新商品開

発、さらに展示会等への出展を通じた販路開拓支援を行うとともに、庵治石の新たな

魅力やイメージの構築、ブランド力の向上を図ることで、改めて既存製品にも目を向

けてもらえる取組みとなり、併せて「庵治石のまち」をアピールすることで、地場産

業である石材産業の振興と地域活性化を図る。 

 

（３）円滑な創業者の輩出と事業承継の推進 

【目  標】 

廃業や後継者不在にて小規模事業者の減少を食い止めるため、高松市や各支援機関

等と連携して支援に取り組むことで、円滑な創業者の輩出や事業承継の推進に繋げる。 

 

【実施方針】 

① 小規模事業者への巡回訪問等の機会を捉えて、創業希望者の情報収集を行い創

業希望者を発掘して、高松市の認定創業支援事業計画に基づき創業計画の策定支

援を行うとともに、創業後の定期的な巡回訪問による事業の進捗確認を行い、必

要に応じて金融や補助金等の施策活用の支援を行う。 

 

② 経営指導員等の巡回訪問による事業承継診断チェックリストを用いて事業者毎

の事業承継の必要度合いを把握し、他の支援機関との連携支援体制を活用して円

滑な事業承継に努める。 
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（４）小規模事業者支援体制の強化 

【目  標】 

経営指導員のみならず本商工会の全職員が、小規模事業者の持続的発展に向けた経

営分析や経営計画の策定等の支援ができるよう、各種研修会への積極的な参加や本商

工会内での情報共有や支援データの蓄積、専門家との同行支援によって支援能力の向

上に努める。 

 

【実施方針】 

① 本商工会と香川県や高松市の行政機関、また、香川県商工会連合会、(独)中小

企業基盤整備機構四国本部、(公財)かがわ産業支援財団、香川県よろず支援拠点

等の支援機関が連携した支援体制を構築することで、小規模事業者への支援を強

化する。 

 

② 各種研修会への参加、ブロック内商工会等との支援ノウハウ等の情報交換や専

門家との勉強会、本商工会内でのＯＪＴ等を通じて、経営指導員等の支援能力の

向上を図る。 

 

③ 本経営発達支援事業によって得られた成果や課題等を定期的に検証して、次年

度の支援事業に反映する仕組みを構築して、ＰＤＣＡサイクルを繰り返しながら、

伴走型支援を継続実施する。 

 

経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（平成 30年 4月 1日～平成 35年 3月 31日） 

 

 

（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】 

現在、本商工会での地域経済動向の把握の手法は、経営指導員等が小規模事業者へ調

査票を送付して回収する調査のみとなっており、また、小規模事業者への情報提供につ

いても、調査対象事業者への巡回訪問の際に香川県商工会連合会等から提供される報告

書の配布による情報伝達にとどまっている。 

本計画では、現在、調査票の送付による調査を経営指導員等が事業者へヒアリングを

行い直接生の声を収集する調査手法に変更して実施するとともに、新たに国や香川県、

日本銀行高松支店、(株)日本政策金融公庫等が公開している経済動向調査等の情報を定

期的に収集して、それらのデータを総合的に分析・判断することでより詳細な地域の経

済動向の把握に努める。 
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【事業内容】 

（１）事業者情報の整備（強化・拡充） 

地域の経済動向の調査には、調査の対象となる小規模事業者の経営情報整理が必要

不可欠であるため、経営指導員等による小規模事業者への巡回・窓口相談等を通じて

企業情報や経営状況等の情報収集を行い、地域内の小規模事業者情報の整備を行う。 

 

（２）景況調査による情報収集（強化・拡充） 

これまでの調査票の送付による調査から、四半期毎に経営指導員等が小規模事業者

を巡回訪問して、期間内の売上や自社の業況、雇用状況、資金調達環境、設備投資の

動向、また経営上の課題等についてヒアリングする調査手法へ変更して、地域の経済

動向・景況感等の情報収集することで、地域経済動向等の総合的な把握に努める。 

 

１）10 事業者（製造業 2 社、建設業 1 社、小売業 3 社、サービス業 4 社）に対

して調査を行う。 

 

２）四半期に 1 回（4～6 月期：7 月調査、7～9 月期：10 月調査、10～12 月期：1

月調査、1～3月期：4月調査）調査を実施する。 

 

３）上記１）の調査対象者へ経営指導員等が巡回訪問してヒアリング調査を行う。 

 

４）調査対象者の財務状況（売上・採算）や自社の業況、雇用状況（従業員数・

従業員過不足）、資金調達（長・短期借入難易度）、設備投資の動向、経営上の

課題等を調査する。 

 

（３）公開データからの情報収集（新規実施） 

① 香川県データの情報収集 

四半期毎に香川県内の現況を示す「香川県の地域情勢」や「香川県景気動向指数」、

また日本銀行高松支店の「香川の日銀短観」、(株)日本政策金融公庫高松支店等の県

内金融機関が発表する「経済・金融データ」や「調査月報」等から県内の経済動向

指標を抽出して把握する。 

 

１）「香川県の地域情勢」、「香川県景気動向指数」、「香川の日銀短観」、「経済・ 

金融データ」、「調査月報」等から香川県内の経済動向情報を収集する。 

 

２）四半期に 1 回（4～6 月期：7 月調査、7～9 月期：10 月調査、10～12 月期：1

月調査、1～3月期：4月調査）調査を実施する。 

 

３）経営指導員等がインターネット等から上記１）の公開情報を収集して取りま

とめる。 

 

４）香川県内の景況判断、消費動向（業態別販売額）、鉱工業生産指数、工事請負

額、消費者物価指数、有効求人倍率等の情報を抽出して経済動向を把握する。 
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② 全国データの情報収集 

四半期毎に内閣府の「景気動向指数」や「月例経済報告」、中小企業庁の「中小企

業景況調査」等の全国の統計データから生産、雇用等の経済動向指数を抽出、取り

まとめて把握する。 

 

１）内閣府の「景気動向指数」や「月例経済報告」、中小企業庁の「中小企業景況

調査」等の統計データから全国の経済動向情報を収集する。 

 

２）四半期に 1 回（4～6 月期：7 月調査、7～9 月期：10 月調査、10～12 月期：1

月調査、1～3月期：4月調査）調査を実施する。 

 

３）経営指導員等がインターネット等から上記１）の公開情報を収集して取りま

とめる。 

 

４）国民所得統計、個人消費、民間設備投資、公共投資、生産・出荷・在庫等の

指数を抽出して取りまとめて、全国の経済動向を把握する。 

 

（４）収集情報の活用・提供 

① 経営指導員等が小規模事業者の経営分析や事業計画の策定を支援する際の経済

動向の判断のための基礎資料として活用する。（新規実施） 

 

② 経営指導員等による巡回・窓口相談等を通じて、全国商工会連合会、香川県商

工会連合会が作成する調査報告書や香川県・全国データを取りまとめ・集約した

資料を下に小規模事業者に情報提供を行う。（強化・拡充） 

 

③ 新たに本会ホームページに「経済動向ページ」を設けて、調査報告書等の情報

提供を行う。（新規実施） 

 

④ 本商工会の会報に調査報告書等の要約を掲載して、会報の発行回毎に小規模事

業者へ配布して情報提供を行う。（新規実施） 

 

【目  標】 
 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

事業者情報の整備 随時 随時 随時 随時 随時 随時 

景況調査情報収集回数（回） 4 4 4 4 4 4 

 調査対象事業者数 

（事業者） 
延 40 延 40 延 40 延 40 延 40 延 40 

公開データ情報収集回数（回） 未実施 4 4 4 4 4 

会報による情報提供回数（回） 未実施 2 2 2 2 2 

HPによる情報提供回数（回） 未実施 4 4 4 4 4 
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【効  果】 

本取組みで調査・収集したデータを総合的に分析・判断することでより詳細な地域

の経済動向の把握が可能となり、さらに収集した情報を幅広く情報提供するとともに、

小規模事業者の経営分析や事業計画の策定に係る基礎データとして活用することで、

より効果的な支援につなげられる。 

 

 

２．経営状況の分析に関すること【指針①】 

本商工会では、小規模事業者経営改善資金（マル経）の融資あっせんの際に融資の申

込者から預かった財務諸表を基に経営分析を行っているが、決算書からの財務分析にと

どまっている。 

本計画では、小規模事業者へ経営分析の重要性を幅広く周知して支援対象者を発掘し

て、財務諸表からの財務分析に加えて、新たに地域の経済動向調査や需要動向調査で収

集した情報を基礎資料にして事業者への経営状況等のヒアリングを行って、小規模事業

者が抱える経営課題を抽出して提案するとともに、事業計画の策定支援につなげる。 

 

【事業内容】 

（１）支援対象者の発掘（新規実施） 

① 経営分析セミナーを開催して、経営分析の基礎知識のほか、分析の必要性や分

析を行うことによる問題点の把握や事業の方向性が明確になった事例等の情報提

供をするとともに、経営分析の実施勧奨を行い、支援対象者を発掘する。 

 

② 本会独自に経営分析を促すためのチラシを作成して、経営指導員等が小規模事

業者への巡回訪問の機会をとらえて、作成したチラシを活用して、経営分析の必

要性を説明して経営分析の実施勧奨を行い、支援対象者を発掘する。 

 

③ 従来からの金融や労務等の基礎的な経営支援のために窓口へ来会された小規模

事業者に対して、本会独自に経営分析を促すためのチラシを活用して、経営指導

員等が経営分析の必要性を説明して経営分析の実施勧奨を行い、支援対象者を発

掘する。 

 

④ 新たに本会ホームページに「経営分析支援ページ」を設けて、当地域の小規模

事業者からメールでの経営分析の申込みを受付ける体制を構築して、インターネ

ットによる支援対象者の発掘を行う。 

 

⑤ 「３．事業計画策定支援」の支援対象者のうち、経営分析未実施の小規模事業

者を支援対象とする。 

 

（２）財務分析（定量分析）の実施（強化・拡充） 

経営指導員等が、上記（１）の取組みで発掘した支援対象者の貸借対照表や損益計

算書、収支内訳書、申告書等の財務諸表を基にして、経済産業省が提供する「ローカ

ルベンチマーク」や(独)中小企業基盤整備機構が提供する「経営自己診断システム」
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等の分析ツールを活用して、「成長性」、「収益性」、「安全性」、「効率性」の経営指標値

の算出を行い、算出した指標値とＴＫＣ（全国税理士会）や(株)日本政策金融公庫が

公表している経営指標値と比較して財務上の問題点を把握する。 

 

（３）非財務分析（定性分析）の実施（新規実施） 

上記（２）の財務分析データに加えて、新たに中小企業診断士等の専門家と経営指

導員等が共同して支援対象者に対して、経営面での事業所のモットーや強み弱み、競

合他社の状況や顧客ニーズ、人材面での雇用の状況や人材育成、事業継続性として保

有資産や技術、後継者の有無等をヒアリングして、経営状況を把握する。 

また、事業継続性のヒアリングにおいて、事業承継に課題があると判断される支援

対象者に対しては、事業承継診断チェックリストを基にして、後継者候補への承継の

意思、利害関係者への理解度、承継に向けた準備度の確認を行う。 

 

（４）改善提案（新規実施） 

財務諸表や上記（２）の経営分析データ、（３）のヒアリング結果等を基にして、中

小企業診断士等の専門家と経営指導員等が共同して、「１．地域の経済動向調査」や

「５．需要動向調査」の分析結果を踏まえて、経営状況や経営課題を経営分析報告書

に取りまとめて、支援対象者に対する指導・助言を行い、分析結果から抽出された経

営課題の解決に取組む小規模事業者等に対して、事業計画の策定を勧奨して継続支援

を行う。 

 

【目  標】 
 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

セミナー等開催回数（回） 未実施 1 1 1 1 1 

 セミナー参加者数（人） ― 20 25 25 30 30 

経営分析実施事業者数 

（事業者） 
10 12 14 16 20 24 

 

【効  果】 

経営者が現在の自社の経営状況や経営上の課題等を正しく認識することができ、併

せて、改善提案に基づいて事業を進めることで適正な経営が可能となり、小規模事業

者の持続的な発展につながる。 

 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

これまで本会が実施している事業計画策定支援は、持続化補助金等の施策活用や融資

斡旋等を希望する小規模事業者からの要請により、経営指導員等がヒアリングして各種

申請書に取りまとめる支援にとどまっている。 

本計画では、これまでの各種施策活用のための申請支援にとどまらず、新商品開発や

新分野進出、新規雇用創出等の新たな取組みを目指す小規模事業者に対して、各種分析

手法を用いて経営戦略、マーケティング戦略、営業戦略等の計画策定を支援し、小規模

事業者等の持続的発展に資する。 
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【事業内容】 

（１）支援対象者毎に必要となる事業計画の見極め（新規実施） 

「２．経営状況の分析支援」を行った小規模事業者を支援対象者として、経営状況

の分析によって抽出された経営課題の解決に向けた事業計画の策定を促して、改めて

経営指導員等が経営面での事業所のモットーや強み弱み、競合他社の状況や顧客ニー

ズ、人材面での雇用の状況や人材育成、事業継続性として保有資産や技術、後継者の

有無等をヒアリングして、支援対象者毎に必要となる事業計画を見極める。 

 

（２）事業計画策定支援（強化・拡充） 

① 新事業展開等計画策定支援 

現在の事業を見直して持続的発展のために、新分野進出、新規雇用創出等の新た

な取組みを目指す事業者や地域資源を活用して新商品開発に取組もうとする事業者

に対して、「２．経営状況の分析」や上記（１）のヒアリング内容と「１．地域の経

済動向調査」や「５．需要動向調査」の分析結果を踏まえて、経営指導員等が支援

対象者と共同してＳＷＯＴ分析や３Ｃ分析、４Ｐ分析等の分析手法を用いて、強み

や弱み、市場動向、顧客ニーズ、競合他者の動向等の分析を行う。 

さらに、今後の目標設定を行って、(独)中小企業基盤整備機構が提供する「経営

計画つくるくん」や(株)日本政策金融公庫が提供する「月別収支計画書」や「資金

繰り表」等のツールを活用して分析結果を取りまとめるとともに、実施スケジュー

ルを設定して、経営計画の策定を支援する。 

 

② 創業計画策定支援 

創業を希望する者に対して、(公財)かがわ産業支援財団の「創業塾」や高松市創

業支援事業計画の特定創業支援事業による「創業塾」等への受講を促して、支援対

象者の創業に係る基礎知識の習得を支援する。 

また、創業計画書の策定に際して、中小企業庁が発刊している「夢を実現する創

業」冊子を基にして、創業までに実施すべき事項をスケジュール表として取りまと

め、そのスケジュールに沿った事業計画、資金計画の策定を支援するとともに、必

要に応じて高松市創業支援事業計画に基づく特定創業支援事業の活用を促して、支

援対象者の円滑な創業に向けて支援する。 

 

③ 事業承継計画策定支援 

事業承継が必要となる支援対象者に対して、中小企業庁が発刊している「事業承

継ガイドライン」を示して、事業承継対策の重要性や計画的に取組む必要性を説明

するとともに、ガイドラインで例示されている事業承継計画書を基にして、支援対

象者が持つ人・物・金・情報といった経営資源や経営者自身の資産の状況、後継者

候補等の現状把握を行い、承継の方法や承継の時期を確定させて、事業承継計画書

の策定を支援する。 

 

（３）ブラッシュアップ支援（新規実施） 

上記（２）で策定支援する事業計画書が、より実現可能性の高い計画書となるよう、
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香川県商工会連合会、(独)中小企業基盤整備機構四国本部、(公財)かがわ産業支援財

団、香川県よろず支援拠点等と連携した専門家指導を実施して、事業計画書のブラッ

シュアップ支援を行う。 

 

【目  標】 
 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

事業計画策定事業者数 

（事業者） 
未実施 10 12 14 18 20 

 内、新事業展開等へ取組む

ための事業計画策定事業者

数（事業者） 

未実施 8 10 10 12 14 

内、創業計画策定者数（者） 未実施 1 1 2 2 2 

内、事業承継計画策定事業

者数（事業者） 
未実施 1 1 2 4 4 

専門家による事業計画書ブラ

ッシュアップ支援回数（回） 
未実施 10 12 14 18 20 

 

【効  果】 

小規模事業者が現在の自社の経営環境や自社の強み・弱みを整理して、モノやサー

ビス・カネの流れが可視化され、売上の拡大、利益の確保に向けて経営者のナビゲー

ションとなり、今後の進むべき方向が定められ、併せて、その方向に向かって経営資

源を投入することで、効率的に事業へ取組むことが可能となる。 

 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

現在の小規模事業者等に対する支援の方法は、事業者からの問合せや連絡を受けてか

ら対応する受身型の支援となっている。 

本計画では、小規模事業者が策定した事業計画を確実に実施できるよう、まず、職員

間で支援ニーズ等の情報共有を図り、経営指導員等が定期的に巡回訪問を実施して計画

の進捗確認を行うとともに、必要に応じて、各支援機関と連携して専門家指導等を行い、

小規模事業者の円滑な事業の実施につなげ、売上の拡大・利益の確保を図ることで、小

規模事業者の持続的な発展に資する。 

 

【事業内容】 

（１）情報の共有（新規実施） 

経営指導員等による小規模事業者等への巡回・窓口相談等において抽出された支援

ニーズ等について、毎月初めに開催する職員会議において情報交換を行い、全職員間

で情報の共有を図る。 

 

（２）伴走型支援の実施（新規実施） 

支援対象者毎の新事業展開や創業、事業承継等の各事業の実施に対して、策定支援

した事業計画書（Plan）に基づいて、各事業が着実に実行できるよう、支援対象者毎

に 3 か月に 1 回（四半期に 1 回）の巡回訪問を実施して売上、利益、客単価、仕入、
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受注動向等の項目について、計画に基づく事業の進捗確認（Do）を行う。 

特に計画書どおりに事業が進んでいなかったり、計画した事業が頓挫しそうな支援

対象者に対しては、経営指導員による巡回訪問の回数や頻度を増やして問題点の洗い

出し（Check）を行う。 

 

（３）専門家を活用した支援（新規実施） 

上記（２）の伴走型支援を通じて、計画書どおりに事業が進んでいない支援対象者

に対して、香川県商工会連合会、(独)中小企業基盤整備機構四国本部、(公財)かがわ

産業支援財団、香川県よろず支援拠点等と連携した専門家指導を実施して、計画どお

りに進んでいない理由を明確にして、事業計画書の見直し、再構築（Action）を行い、

事業計画に基づく各事業が確実に実行できるよう支援を行う。 

 

（４）施策の活用支援（強化・拡充） 

事業計画書に基づいて施策の活用を希望する支援対象者に対して、中小企業庁が発

刊する「中小企業施策利用ガイドブック」やミラサポの「施策マップ」等を活用して、

事業計画書に基づく事業や支援対象者毎のニーズに合った施策を選定して活用提案を

行う。 

 

① 各種法認定に対する支援 

事業計画に基づき、経営革新や地域資源活用、農商工連携等の法認定を目指す小

規模事業者に対して、(独)中小企業基盤整備機構四国本部、(公財)かがわ産業支援

財団、香川県よろず支援拠点等と連携して円滑な法認定を支援する。 

 

② 資金需要に対する支援 

新たな資金需要が発生する支援対象者に対しては、(株)日本政策金融公庫高松支

店と連携して、円滑に資金が循環できるよう経営計画や資金繰り計画を基にした返

済計画を検討するとともに、支援対象者毎にその資金使途に応じて、最も有利な融

資制度（図表 5）を選定して推薦・斡旋を行う。 

 

（図表 5）想定する支援対象者毎の融資制度 

支援対象者 想定する融資制度 

小規模事業者 「小規模事業者経営改善資金（マル経）」、「小規模事業者経営発

達支援資金」、「中小企業経営力強化資金」等 

創業支援者 「新規開業資金」、「新創業融資」、「女性、若者／シニア起業家支

援資金」等 

事業承継支援者 「事業承継・集約・活性化支援資金（企業活力強化貸付）」等 

 

③ 補助金の活用支援 

補助金を活用して各事業の実施を希望する支援対象者に対して、事業計画書に基

づき、各補助制度（図表 6）の申請支援を行う。 
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（図表 6）想定する実施事業毎の補助制度 

実施事業 想定する補助制度 

法認定を受けた事業の実施 「ふるさと名物応援事業補助金」、「かがわ中小企業応

援ファンド事業」、「かがわ農商工連携ファンド」等 

新事業展開や販路開拓、新

規設備投資等の実施 

「小規模事業者持続化補助金」、「ものづくり補助金」等 

新規創業の実施 「創業補助金」 

事業承継をきっかけとした

経営革新や事業転換の実施 

「事業承継補助金」 

 

（５） 施策活用のフォローアップ（強化・拡充） 

上記（４）の各種施策を活用して事業に取組む支援対象者に対して、経営指導員等

が 3 か月に 1 回（四半期に 1 回）の巡回訪問を行い、事業の進捗状況や資金繰り、事

業経費の支出状況の確認、施策の適正な執行等に対する助言を行うことで、円滑な施

策活用に対するフォローアップを行う。 

 

【目  標】 
 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

伴走型支援事業者数（事業者） 未実施 10 12 14 18 20 

 伴走型支援回数（回） 未実施 40 48 56 72 80 

専門家指導回数（回） 未実施 10 12 14 18 20 

施策活用支援事業者数 

（事業者） 
10 8 10 12 14 18 

 フォローアップ回数（回） 未実施 32 40 48 56 72 

 

【効  果】 

小規模事業者の多くは、経営者自身が最前線で事業に従事しているため、日々の業

務に追われ計画的な事業の実施が困難な事業者が多いため、経営指導員等が小規模事

業者に寄添った支援を行うとともに、必要に応じて専門家による指導等を行うことで、

円滑な事業実施につなげられる。 

 

 

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

これまで本会では、小規模事業者が取扱う商品や製品、サービス等の需要動向調査や

それらの情報提供は行えていなかった。 

このため本計画では、新たに小規模事業者の取扱う商品や製品、サービス等の需要動

向を把握するため、地域内の消費者やイベントへの来場者、また展示会等への出展を通

じてのバイヤーからのニーズ情報を収集して集計・分析を行うことで、支援対象者の事

業計画の策定や新たな需要開拓の方向性の決定、既存商品の改良、新商品・新サービス

の開発等へ活用する。 
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【事業内容】 

（１）個店の顧客に対する需要動向調査（新規実施） 

地域内を商圏とする主に小売・飲食・サービス業の事業者にとって、消費者の需要

動向を把握するには、個店毎にそれぞれの顧客に対して調査を行うことが最も現状に

即した調査となるが、現在、当地域の小規模事業者において自店に来店する顧客への

アンケートを実施して需要動向を把握している事業者は無いことから、本商工会が支

援対象者に応じた消費者アンケート票を作成するとともに、個店毎の顧客に対するア

ンケートの実施を支援して消費者の需要動向の情報収集を行う。 

 

１）本商工会が支援対象者毎の業種や商圏、取扱商品、来店顧客層等に応じたア

ンケート票を作成して、支援対象者の店舗等へ来店する消費者に対して需要動

向の調査を行う。 

 

 ２）来店顧客の年齢や世帯の状況、居住地区等の基礎的情報、「個店への移動手

段」、「利用頻度」、「利用する理由」、「今後欲しい商品」、「個店の評価・改善点」

等を調査項目に設定する。 

 

３）消費者調査を実施した支援対象者毎に調査分析した需要動向情報を提供して、

個店毎のマーチャンダイジングへの活用を促すとともに、必要に応じて専門家

派遣等を活用して、販売戦略の見直し・事業計画策定等に活用する。 

 

（２）テストマーケティングによる需要動向調査（新規実施） 

上記（１）の調査では、支援対象者の個店に来店する消費者ニーズの把握に限られ

るため、来店顧客以外の消費者の需要動向を把握することを目的に「石あかりロード」

や「おいでまい祭り」、「ふれあい祭り庵治」等の地域内外から多くの来場者が訪れる

地域イベントの場を利用して、支援対象者の取扱う商品や製品のテストマーケティン

グを実施するとともに、来場者に対して当該商品等に対するアンケート調査を実施す

る。 

 

１）地域イベントでの支援対象者が取扱う商品や製品のテストマーケティングに

合わせて、本商工会が当該商品に対するアンケート票を作成して、イベント来

場者に対して調査を行う。 

 

２）調査対象者の年齢や世帯の状況、居住地区等の基礎的情報のほか、個々の商

品毎の「機能性」、「デザイン」、「使いやすさ」、「購入する場合の価格」、「改善

点」等を調査項目に設定する。 

 

３）テストマーケティングを実施した支援対象者毎に調査分析した需要動向情報

を提供して、顧客ニーズを踏まえたターゲットやコンセプトの明確化を行い、

テストマーケティングを行った商品や製品の開発や改良に活用する。 
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（３）域外バイヤーに対する需要動向調査（新規実施） 

① 展示会出展前のバイヤーへの調査 

本商工会では、これまで全国展開支援事業や独自事業により、グルメアンドダイ

ニングスタイルショーやギフトショー等の首都圏で開催される展示会へ出展して、

小規模事業者の販路開拓支援を行っており、本計画では、展示会への出展の事前調

査として、本商工会がこれまでに展示会等へ出展して名刺交換等を行ったバイヤー

を対象にして、来場を促すＤＭの送付に併せて、出展を予定する商品・製品に対す

るアンケート票を同封して事前アンケートを実施する。 

 

１）本商工会がこれまでに出展した展示会等において名刺交換等を行ったバイヤ

ーを調査対象とする。 

 

２）調査対象のバイヤーに対して、「求めている商品・予算」、「商談の際に重視す

る点」、「商品の選定ポイント」のほか、個々の出展商品の「デザイン」や「改

善点」等を調査する。 

 

３）経営指導員等が収集した情報を個々の出展商品毎に取りまとめて、支援対象

者へフィードバックを行い、バイヤーのニーズに合わせた出展商品の見直しや

商品改良を行い、効率的な展示会出展につなげる。 

 

② 展示会商談時のバイヤーへの調査 

首都圏等で開催される展示会・商談会へ出展して販路開拓を目指す事業者（主に

「庵治石」を活用した商品開発を行う製造業を想定）に経営指導員等が同行して、

展示会等へ来場するバイヤーとの商談等を通じて需要動向をヒアリング調査する。 

 

１）展示会等へ来場するバイヤーを調査対象にして、展示会等での商談等を通じ

て各バイヤーが持つ需要等をヒアリング調査する。 

 

２）バイヤーの「展示会等への来場頻度」、「求めている商品・予算」、「商談の際

に重視する点」、「商品の選定ポイント」等の基礎情報や「市場のニーズ」「競合

他社品の動向」等のバイヤーが持つ需要動向の情報、個々の出展商品の「機能

性」、「デザイン」、「使いやすさ」、「取引金額・予算」、「販売方法・場所」、「改

善点」等を調査する。 

 

３）収集した情報を経営指導員等が個々の出展商品毎に取りまとめて、集計・分

析を行い、レポートを作成して、支援対象者へフィードバックするとともに、

必要に応じて専門家派遣等を活用して需要動向を踏まえた、販売戦略の見直

し・新商品開発・事業計画策定等に活用する。 
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【目  標】 
 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

個店の顧客アンケートの実施

事業者数（事業者） 
未実施 12 14 16 20 24 

テストマーケティング実施事

業者数（事業者） 
未実施 12 14 16 20 24 

域外バイヤーへの調査実施事

業者数（事業者） 
未実施 延 24 延 28 延 32 延 40 延 48 

 

【効  果】 

需要動向調査によって得られた情報について、事業計画策定の支援対象者の事業計

画の策定や計画のブラッシュアップ等の際の売上高目標値の設定に活用することで、

実現可能性の高い計画策定につながる。 

また、伴走型支援対象者に対して、取扱う商品等の見直しや改善、新商品・新サー

ビスの開発、新たな販路開拓のための基礎データに活用することで、これまでは勘や

経験に頼った事業実施から、顧客志向、マーケットインの考え方で事業に取組むこと

が可能となる。 

 

 

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】 

これまでの本商工会が実施している小規模事業者への販路開拓支援は、各種展示会へ

の出展支援が主となっており、支援対象者の固定化は否めない。 

本計画では、小規模事業者に対して、幅広く需要の創造や掘り起こしの重要性を啓発

するとともに、個々の小規模事業者が取扱う商品や製品、サービス等に沿った需要開拓

チャネルを提案して、効果的な展示会出展に向けた支援を行い、さらにＩＴ活用や国の

施策活用による販路開拓を支援するとともに、必要に応じて、専門家等によるフォロー

アップを行うことで、小規模事業者の需要・販路拡大を支援する。 

 

【事業内容】 

（１）販路開拓セミナーの開催（新規実施） 

地域の小規模事業者が、限られた経営資源で効果的な販路拡大を図るため、顧客目

線の商品づくりや付加価値を高める商品開発手法やテレビや新聞、雑誌等のメディア

を活用したお金をかけずに計画的なプレスリリースの発信による販路開拓につなげら

れるセミナーを開催する。 

 

（２）需要の開拓施策等の提案（新規実施） 

小規模事業者の経営分析、事業計画策定等によって、個々の事業者が取扱う商品や

製品、サービス等の販売戦略を明確にした上で、域内・域外の販路先、また、ＢtoＣ

（対消費者）・ＢtoＢ（対バイヤー等）の訴求対象に応じた展示会、商談会、物産展等

を提案して円滑な出展を支援する。 

なお、支援対象者毎の販路先別・訴求対象別の展示会等を図表 7に示す。 
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（図表 7）支援対象者毎の販路先・訴求対象に応じた展示会等 

 訴求対象者 

ＢtoＣ（対消費者） ＢtoＢ（対バイヤー等） 

販 

 

路 

 

先 

域 

内 

販 

路 

・かがわ物産館 栗林庵 

・商工会サマーセールや歳末大売出し 

・「石あかりロード」、「おいでまい祭」、

「ふれあい祭」等の地域イベント 

・あじストーンフェア 

・かがわ産業マッチングフェア 

・香川県食品商談会 

域 

外 

販 

路 

・香川・愛媛せとうち旬彩舘 

・むらからまちから館 

・徳島・香川トモニ市場 

・ニッポン全国物産展 

・スーパーマーケットトレードショー 

・ギフトショー 

・グルメアンドダイニングスタイルシ

ョー 

・インテリアライフスタイル東京 

 

（３）展示会等への円滑な出展支援（新規実施） 

展示会等へ出展する支援対象者が来場したバイヤーとの商談を円滑に進めること

で、成約率を高めて取引拡大につなげるための支援を実施する。 

 

① 展示会出展の事前・事後ワークショップの開催 

円滑な商談を進めるため、展示会出展予定者を対象に出展を計画する展示会に応

じたバイヤーを講師に招へいして、「出展事前ワークショップ」と出展後のフォロー

アップのための「出展事後ワークショップ」を開催する。 

 

１）「出展事前ワークショップ」の開催 

出展品の選定や商品ブラッシュアップの手法、また、会場でバイヤーを引き込

むためのブースデザインや仕掛けづくり、持ち帰って読みたくなる商談ツールの

作成の留意点、さらに商談の際のバイヤーのランク付けやチェックの視点等の内

容で開催する。 

 

２）「出展事後ワークショップ」の開催 

展示会等のブースで商談したバイヤー情報のデータ化の手法、展示会でチェッ

クした商談成立見込み度ランクに応じたフォロー策のほか、他社との差別化を図

りバイヤーが目にとめるＤＭ作成のポイント等の内容で開催する。 

 

② 商談ツールの作成支援 

多くの小規模事業者では、販路拡大を図ろうとする商品のＰＲツールが不足して

おり、展示会等に出展する際にも簡易なチラシ程度しか持ち合わせていないケース

が多く、さらに展示会の商談においてバイヤーからは、取引条件を記載した資料を

求められるケースが多いことから、上記①の１）の「事前ワークショップ」で指導

を受けた内容に基づいて、経営指導員等と事業者が共同して出展する「商品カタロ

グ」や取引条件を記載した「商品商談シート」の商談ツールの作成を支援して、展

示会での円滑な商談につなげる。 
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なお、「商品カタログ」には、「イメージ写真」「利用シーン・利用方法」等を、ま

た「商品商談シート」には、「商品名」、「商品写真」、「事業者情報」のほか、「卸価

格・希望小売価格」、「ターゲットとしている最終消費者」、「原材料」、「製造工程（フ

ロー）」、「商品開発にあたって最も工夫した点」や「こだわり」等を掲載する。 

 

③ 商談会への同行支援 

小規模事業者の多くは人的資源が乏しいことから、展示会へは代表者のみで出展

するケースが多く、バイヤーとの商談の際に商品説明に注力してしまい、バイヤー

からのアドバイスや提案を取りまとめられない状況が散見される。 

商談時にバイヤーからの意見や要望に対応していくことは、マーケットインの考

えによる商品開発につながるものであり、今後の取引拡大・成約率向上には欠かせ

ないことから、展示会等へ複数名で参加できない小規模事業者に対して、経営指導

員等が同行支援を行い、商談の際のフォロー役としてバイヤーからのアドバイス等

を取りまとめることで、今後の商品改良や取引拡大等につなげる。 

 

（４）ＩＴを活用した販路開拓支援（強化・拡充） 

経営指導員等が巡回訪問の機会を活用して、全国商工会連合会が提供しているホー

ムページ作成支援ツール「ＳＨＩＦＴ」による情報発信の効果を説明して、活用事業

者の掘り起こしを行うとともに、また、全国商工会連合会の通販サイト「ニッポンセ

レクト」への登録も促進し、インターネットを活用した商品訴求力の向上に努めるこ

とで、小規模事業者の販路開拓を支援する。 

 

（５）おもてなし規格認証によるサービス向上（新規実施） 

小売・飲食・サービス業の事業者の多くは、消費者へのサービス向上のための事業

に日々取組んでいるものの、その多くは目に見えないものとして消費者に認識されに

くいため、高品質なサービスを提供しても、それを付加価値として価格に転嫁しづら

い現状にあることから、サービス品質を「見える化」するための規格認証制度として

「おもてなし規格認証」が制定されている。 

このため、経営指導員等の小売・飲食・サービス業の事業者への巡回訪問の機会を

とらえて、「おもてなし規格認証」の目的や制度の内容説明を行って施策普及を図ると

ともに、個々の事業者の取組みを基に規格認証の取得を推進することにより、消費者

に対して個々のサービス品質の見える化を推進して、販路開拓の一助とする。 

 

（６）専門家による支援（強化・拡充） 

展示会等へ出展した小規模事業者に対して、全国商工会連合会の販路開拓専門家派

遣事業や香川県商工会連合会のエキスパートバンク事業、(独)中小企業基盤整備機構

四国本部、 (公財)かがわ産業支援財団、香川県よろず支援拠点等の専門家等による指

導事業を活用して、展示会で商談したバイヤー等に対する出展後のフォローアップ策

の検討や今後の販路開拓に向けた計画策定等の支援を行う。 
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【目  標】 
 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

販路開拓セミナーの開催回数 

（回） 
未実施 1 1 1 1 1 

 セミナー参加事業者数 

（事業者） 
未実施 20 20 30 30 40 

ワークショップの開催回数 

（回） 
未実施 4 4 6 6 8 

 展示会等出展事業者数 

（事業者） 
8 延 20 延 20 延 30 延 30 延 40 

  展示会等での引合件数 

（件） 
未調査 30 30 60 60 90 

ＳＨＩＦＴ・ニッポンセレク

ト新規開設事業者数（事業者） 
2 5 5 8 8 10 

 取引件数（件） 未調査 10 10 16 16 20 

フォローアップ回数（回） 未実施 4 4 6 6 8 

 

【効  果】 

小規模事業者の中で、魅力ある商品や製品、サービスを持っているものの、その商

品等に応じた販路先の情報やその商談ノウハウ等の不足を解消することで、認知度の

向上が図られることで需要開拓の一助となり、さらにその販路開拓が進むことによっ

て、地区内小規模事業者等の持続的発展が図られ、地域経済の活性化につながる。 

 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

 

高松市では、目指すべき都市像「活力にあふれ 創造性豊かな 瀬戸の都・高松」を

掲げ、暮らしやすい地域特性をいかしながら、産業振興、経済の活性化はもとより、観

光振興による交流人口の増加を図ることとしており、本商工会においてもその実現に向

けて、香川県や高松市、地域団体等と連携した地域経済の活性化に努める。 

 

【事業内容】 

（１）地域コミュニティの維持活動（継続実施） 

人口減少、少子・超高齢社会の到来、国・地方を問わず厳しさを増す財政状況等、

高松市のまちづくりは大きく変化しており、これらの変化に適切に対応して魅力と活

力ある新たなまちづくりを進めるため、牟礼地区、庵治地区それぞれのコミュニティ

協議会のメンバーとして、各地区のコミュニティの維持に向けた協議や魅力あるまち

づくりを推進している。 

 

（２）観光振興への取組み（継続実施） 

高松市では、当地域を訪れた人々に再び訪れてもらうためには、満足度の高いサー

ビスを提供できる、本市の特性をいかした受入環境の整備が重要であることから、源

平屋島地域の観光地の特色をいかした、イベントの開催や観光施設の運営を行ってい
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る。 

本商工会においも、高松市と連携して「源平屋島地域運営協議会」へ委員として参

画して、当地域周辺の源平屋島地域の観光振興に努めており、併せて、「香川県まちあ

るき観光協議会」や「高松市まちかど漫遊帖」への参画を通じて、古代山城屋嶋城跡

等のまちあるき観光の推進にも取組んでいる。 

 

（３）地域イベントの開催（継続実施） 

地域住民や民間事業者が自立・主体的に観光資源を創出して、当地域の特色ある観

光イベントを開催しており、本商工会ではそれぞれのイベントの実行委員会の委員と

して参画して、各イベントの企画から実施への参加・協力を行っている。 

 

① むれ源平石あかりロードの開催 

毎年 8 月初旬から 9 月中旬までの約 1 か月半の間、｢源平屋島合戦｣の歴史や石材

文化等の地域固有の財産を大切に活かしたまちづくりを行うため、牟礼町の「旧庵

治街道」を中心に「ことでん八栗駅」から源平史跡「駒立岩」までの約 1 ㎞の道沿

いに石匠が丹精こめて制作した 200 個以上の石あかりを灯して、史跡と史跡を石あ

かりで結ぶ「むれ源平石あかりロード」を開催しており、期間中延 7 万人の来場が

あり市民の間に着実に定着しており、当地域の歴史、産業、住民が一体となったイ

ベントとなっている。 

 

② 各地区夏祭りの開催 

毎年 8月初旬に牟礼町では「おいでまい祭り」、庵治町では「ふれあい祭り庵治」

の夏祭りを開催しており、地域内外からそれぞれ約 5,000 人の来場があり、ステー

ジイベントや夜店、クライマックスの花火ショーを通じて、交流人口の増加と地域

の結束力を強化するという効果が出ている。 

 

③ 新春あじっこ市場への協力 

平成 30 年 1 月で 22 回の開催を迎えるイベントとして、毎年約 2,000 人の来場が

あり、地元でとれた海産物や農産物、また庵治石を活用したインテリア雑貨の販売

のほか、フリーマーケットの開催や抽選会等を行っており、庵治町の冬の風物詩と

して地域に根付いたイベントとなっている。 

 

（４）伝統的ものづくりのブランド力の向上（強化・拡充） 

高松市では、伝統的ものづくり振興条例に基づいて、特色ある伝統文化に光を当て

て、地域の自然や歴史、文化から生み出される伝統的ものづくりの振興につとめ、そ

の価値・評価を高め、ブランド力の向上に取り組んでいる。 

本商工会では、本条例に基づき香川県や高松市の行政と協力して、全国展開支援事

業やジャパンブランド事業に取組み、当地域の地域資源である「庵治石」の振興に向

けて小規模事業者の新商品開発や販路開拓に向けた支援を行っており、今後、さらに

本発達支援事業に基づき小規模事業者の新事業展開や販路開拓等の支援を行い、小規

模事業者の持続的発展を通じて伝統的ものづくりのブランド力の向上に努める。 
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（５）環境保全活動の推進（継続実施） 

良好な自然環境を守り次の世代に伝えるため、本商工会が高松市や地域自治会等と

連携して、商工業者や若手後継者等に対する環境保全への意識の啓発を行うとともに、

当地域の環境美化活動や清掃活動、さらにみどり豊かなまちづくりのための緑化活動

に取組み、良好な景観の保全に努めている。 

 

【目  標】 

今後も引続き、各地域振興事業の実行委員会や協議会へ参画して、地域総合経済団

体の立場で当地域の振興事業や地域経済活性化の方向性について検討するとともに、

当地域の自然や歴史、文化から生み出される資源の魅力を生かして地域のブランド化

を推進するとともに、地域のにぎわい創出を促進することを目標とする。 

 
 現状 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 

各種地域振興協議会への参画

回数（回） 
10 10 10 10 10 10 

地域イベント来場者数（人） 延12,000 延12,000 延12,000 延12,000 延12,000 延12,000 

伝統的ものづくり振興に係る

協議回数（事業者） 
4 6 6 6 6 6 

環境保全活動の実施回数（回） 4 4 4 4 4 4 

 

【効  果】 

本商工会が香川県や高松市、小規模事業者、さらに地域内各種団体等と連携して各

種地域活性化のための事業へ取組むことで、地域内における消費拡大が促され、地域

経済の振興及び活性化と地域コミュニティの維持に寄与し、これによって小規模事業

者の振興及び経営基盤の充実が図られる。 

 

 

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 

 

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 

専門家と同行しての支援ノウハウの吸収のほか、他の支援機関と連携した会議等を通

じて支援事例や支援ノウハウ、事業者の現状と課題等の情報交換や情報共有化を行い、

経営指導員等の支援能力の向上に努めることで、効果的な伴走型支援につなげて、小規

模事業者の持続的発展に資する取組みとする。 

 

（１）専門家との勉強会による支援ノウハウの吸収（強化・拡充） 

経営指導員等の伴走型支援では解決が困難な専門的な課題に対して、香川県商工会

連合会、(独)中小企業基盤整備機構四国本部、(公財)かがわ産業支援財団、香川県よ

ろず支援拠点等の支援機関と連携した専門家指導を実施するとともに、専門家指導を

実施した案件毎の支援方法や支援の際の留意点、今後の支援方法等について、専門家

指導を実施した専門家と全職員による勉強会を 2 か月に 1 回開催して、専門家の支援

ノウハウの吸収を図る。 
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（２）よろず連絡会での支援ノウハウの吸収（継続実施） 

本商工会は、高松市が幹事となって、四国経済産業局や (独)中小企業基盤整備機構

四国本部、香川県よろず支援拠点、高松商工会議所、高松市中央商工会、市内金融機

関等をメンバーとするよろず連絡会に参画しており、毎月 1 回開催されるよろず連絡

会に経営指導員を派遣して、各参加機関からの小規模事業者支援の事例や支援施策等

の情報共有、支援ノウハウの吸収を図る。 

 

（３）政策公庫からの支援ノウハウの吸収（強化・拡充） 

(株)日本政策金融公庫高松支店との年 1 回の懇談会や本商工会で年 2 回開催する公

庫一日相談会において、公庫担当者の金融支援ノウハウの吸収を行うとともに、当地

域の経済動向、小規模事業者の現状、需要動向等の情報交換、把握を行い支援能力の

向上を図る。 

 

（４）ブロック内商工会との情報共有による支援能力の向上（継続実施） 

本商工会が所在する讃岐地区では、地区内の 4 商工会で「讃岐ブロック商工会連絡

協議会」を組織しており、協議会内に「事務局長・経営指導員部会」と「経営支援員

部会」の 2 部会を設置して、職種毎に年 2 回の研修会を開催して、商工会を取り巻く

環境や各商工会の実施事業等について意見交換・情報共有等を行っており、引き続き、

この協議会の職種毎の研修会へ担当職員を派遣して、小規模事業者に対する支援の現

状と課題や支援事業、支援事例、支援ノウハウ、各商工会が実施する地域振興事業等

の情報交換を行うことにより、小規模事業者への支援や地域振興に向けた支援能力の

向上を図る。 

 

（５）高松市内の商工会等との情報共有による支援能力の向上（新規実施） 

高松市の担当者と本商工会を含む高松市内に併存する高松商工会議所及び高松市中

央商工会の事務局長、経営指導員による情報交換会を年 1 回開催して、各機関での小

規模事業者に対する支援の現状と課題や支援事業、支援ノウハウ、各機関が実施する

地域振興事業等の情報交換を行うことにより、小規模事業者への支援や地域振興に向

けた支援能力の向上を図る。 

 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 

小規模事業者を取巻く経営環境は大変厳しい状況にあり、事業者が抱える経営課題も

多様化しており、それらの経営課題に対して効果的に支援を行うため、次の取組みを通

じて、本商工会内で支援状況の情報共有を図るとともに、経営指導員等の支援能力の向

上を図り、小規模事業者への円滑な支援に努める。 

 

（１）支援能力向上への取組み（強化・拡充） 

① 経営指導員を 2 年に 1 回ずつ中小企業大学校研修に派遣して専門的な知識や支

援能力の向上を図るとともに、毎月初めに開催する職員会議において、受講した

経営指導員から全職員に対して研修会で得た知識等を指導するＯＪＴを実施して
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全職員の資質の向上と支援ノウハウの共有を図る。 

 

② 香川県商工会連合会が実施する商工会職員研修へ、職種や各職員の得意分野に

応じたコースを計画的に選択して受講させることで全職員の資質の向上を図ると

ともに、研修受講後は、研修会で得た知識等を毎月初めに開催する職員会議での

ＯＪＴを行い、全職員の資質の向上と支援ノウハウの共有を図る。 

 

 

③ 支援に際して、支援担当職員の得意分野に応じて複数名で支援に当たることで、

支援ノウハウの共有を図るとともに、毎月初めに開催する職員会議で支援の実施

状況・課題・成果・実績等を確認するとともに、必要に応じて、中小企業診断士

等の専門家を交えて支援ノウハウの勉強会を開催して担当者の資質の向上を図

る。 

 

④ 経営指導員等に対して、継続的に資質向上・自己啓発を推進するとともに、商

工会の業務に関連して必要とされる各種公的資格等の取得及び知識等の習得を促

して、経営指導員等の資質向上を図る。 

 

（２）職員間の情報共有（強化・拡充） 

① 小規模事業者に対する経営指導員等による巡回訪問を通じて、企業が抱える課

題やニーズの発掘を行うとともに、発掘された案件に対しては、毎月初めに開催

する職員会議において、職員間での情報交換・情報共有を図るとともに、今後の

支援方針を協議してその方針に基づき支援を実施する。 

 

② これまで経営指導員等が小規模事業者と面談した際の対応内容等の情報管理

は、商工会基幹システムへ相談対応情報を入力するのみであったが、今後は、支

援対象者に対する支援内容や対応情報と合わせて、経営分析や事業計画書、需要

動向調査結果等の支援資料を支援対象者毎に保存・蓄積して、担当者以外の職員

も共通情報として支援の経過を閲覧できる仕組みを構築することで支援情報の共

有を図る。 

 

③ 本商工会の共有ハードディスクに本経営発達支援事業の共有データフォルダー

を設けて、支援対象者毎に提供した需要動向データや経営分析や事業計画の策定

支援で活用した分析データのほか、経営指導員が実施した支援手法や支援による

成功事例情報、さらに他の支援機関等との連携を通じた支援ノウハウ等の情報を

データベース化して、全職員が閲覧できる仕組みを構築して支援情報の共有を図

る。 
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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 

毎年度終了後、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）実施状況確認会議の設置 

中小企業診断士等の専門家を座長として、事務局長・経営指導員で本発達支援事業

の実施状況確認会議を設置する。 

 

（２）実施状況の確認 

事業年度終了後、上記（１）の会議を開催して、前年度の事業の実施状況の確認や

支援事業者、支援の成果等の実績数の取りまとめを行う。 

 

（３）事業評価書の作成 

上記（２）の実績データを基に実施状況確認会議の座長である中小企業診断士等の

専門家に対して、実績に対する評価、また次年度の取組みに向けた改善案や提言書の

作成を依頼して提案を受ける。 

 

（４）理事会での承認 

本商工会の会長に上記（３）の提言書の決裁を受けた後、理事会で承認を得る。 

 

（５）総会への報告 

本商工会総会において、事業の成果結果及び次年度の事業計画を報告する。 

 

（６）結果の公表 

総会報告後、事業の成果・評価・見直しの結果については、本商工会のホームペー

ジ（http://mureaji.jp/）や会報で公表する。 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（平成 29年 11月現在） 

（１）組織体制 

① 本事業の実施体制 

 
 

② 事業を実施する人員 

9名（事務局長 1名、経営指導員 2名、経営支援員 3名、記帳指導員 3名） 

 

（２）連絡先 

高松市牟礼庵治商工会 

〒761-0121 

香川県高松市牟礼町牟礼 209-1 

電話番号 ：087-845-2835 

ＦＡＸ番号：087-845-2839 

メールアドレス：mureaji@shokokai-kagawa.or.jp 

 

高松市牟礼庵治商工会庵治支所 

〒761-0130 

香川県高松市庵治町 704-8 

電話番号 ：087-871-2611 

ＦＡＸ番号：087-871-4230 
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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） 

 平成 30年度 
(30年 4月以降) 

平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 平成 34年度 

必要な資金の額 48,250 52,000 53,150 54,050 54,500 

 

経営指導員等 

の設置費 
39,300 39,700 40,000 40,500 41,000 

金融、税務及 

び経営等に関 

する相談指導 

等経費 

650 750 750 900 1,000 

施策普及費 400 500 500 600 600 

若手後継者等 

の育成支援費 
800 800 800 800 800 

地域活性化及 

び商工業の振 

興対策費 

7,000 10,000 11,000 11,000 11,000 

職員の資質向 

上対策費 
100 250 100 250 100 

（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 

商工会費、国補助金、県連交付金、高松市補助金、事業受託費、受益者負担金 

（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 

 

経営指導員等による伴走型支援の際に発掘された専門的課題に対して、香川県商工会

連合会、全国商工会連合会、(独)中小企業基盤整備機構四国本部、(公財)かがわ産業支

援財団、香川県よろず相談拠点と連携した専門家指導を通じて課題解決を図る。 

また、事業計画に基づく新たな資金需要に対して、(株)日本政策金融公庫高松支店と

連携して「小規模事業者経営改善資金（マル経）」や「小規模事業者経営発達支援資金」、

「中小企業経営力強化資金」等、支援対象者毎の資金使途に応じて有利な融資を選定し

て推薦・斡旋を行い円滑な金融支援に努める。 

また、高松市及び高松市内に併存する高松商工会議所及び高松市中央商工会、讃岐ブ

ロック内商工会と連携して、高松市及びその周辺地域の小規模事業者の各種動向等に関

して情報交換会を実施するとともに、各機関の支援状況や支援手法の情報交換を行うこ

とで、本会の経営指導員等の支援能力の向上を図る。 

 

連携者及びその役割 

 

連携者 役割 

香川県商工会連合会 

会長 篠原公七 

香川県高松市福岡町 2丁目 2‐2‐301 

香川県産業会館 3階 

電話番号：087-851-3182 

・専門家派遣事業（エキスパートバンク事業、

経営改革サポート事業）による専門家指導 

・専門家からの支援ノウハウの吸収 

(独)中小企業基盤整備機構四国本部 

四国本部長 髙山千佳歳 

香川県高松市サンポート 2-1 

高松シンボルタワータワー棟 7階 

電話番号：087-811-3330 

・専門家派遣事業、経営相談事業による専門

家指導 

・専門家からの支援ノウハウの吸収 

(公財)かがわ産業支援財団 

理事長 大津佳裕 

高松市林町 2217－15 

香川産業頭脳化センタービル 2階 

電話番号：087-840-0348 

・専門家派遣事業、経営相談事業による専門

家指導 

・専門家からの支援ノウハウの吸収 

香川県よろず相談拠点 

チーフコーディネーター 本多八潮 

高松市林町 2217－15 

香川産業頭脳化センタービル 2階 

電話番号：087-868-6090 

・コーディネーター・専門スタッフによる専

門指導 

・専門家からの支援ノウハウの吸収 

・情報交換等による支援ノウハウの吸収 
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連携者 役割 

(株)日本政策金融公庫高松支店 

支店長 和田めぐみ 

香川県高松市寿町 2-2-7 

いちご高松ビル 2階 

電話番号：087-851-0181 

・資金使途に応じた金融斡旋 

・返済計画の検討 

・経済動向等の情報交換 

高松市 市長 大西秀人 

香川県高松市番町 1-8-15 

電話番号：087-839-2011 

・創業支援事業計画に基づく特定創業支援事

業の活用 

・経済動向等の情報交換 

高松商工会議所 会頭 渡邊智樹 

香川県高松市番町 2-2-2 

電話番号：087-825-3500  

・支援の現状や支援事業、支援ノウハウ、各

地域で実施する地域振興事業等の情報交換 

高松市中央商工会 会長 長尾光喜 

香川県高松市香川町川東上 1743-9 

電話番号：087-879-2498 

・支援の現状や支援事業、支援ノウハウ、各

地域で実施する地域振興事業等の情報交換 

三木町商工会 会長 香西岩男 

香川県木田郡三木町鹿伏 220-5 

電話番号：087-898-0507 

・支援の現状や支援事業、支援ノウハウ、各

地域で実施する地域振興事業等の情報交換 

直島町商工会 会長 中山 清 

香川県香川郡直島町 2249-22 

電話番号：087-892-2849 

・支援の現状や支援事業、支援ノウハウ、各

地域で実施する地域振興事業等の情報交換 

  

連携体制図等 
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