
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 
丸亀市飯綾商工会 （法人番号 6470005003326） 

実施期間 平成 31年 4月 1日～平成 36年 3月 31日 

目標 

事業者ニーズの高い従来の支援メニューを残しつつも、「地域継続のた

めの小規模事業者支援の強化」「事業承継支援の強化」「次世代に支持さ

れ地域に根付く新規事業者の創出・育成」「地域資源を活用した商品開

発」を目標として、丸亀市飯山町及び綾歌町地域の小規模事業者の持続

的発展を図る。 

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】 

地区内の経済動向を調査・分析し、経営分析・経営計画策定時のデ

ータとして活用するとともに、国や香川県等の公開情報を収集・分析

し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】 

「経営分析セミナー」を開催して個社の資質向上を図るとともに、

支援対象者への経営状況等のヒアリングを行い事業計画の策定につな

げる。 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

経営分析により明らかになった経営課題を解決するため、地域の経

済動向調査や需要動向、経営分析等の結果を踏まえて、実現可能性の

高い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【指針②】 

事業計画の策定を行った小規模事業者、創業希望者、事業承継者を

目指す者に対して、定期的な巡回訪問や必要な助言・指導を実施して、

着実に事業計画が実行できるよう伴走型支援を行う。  

５．需要動向調査に関すること【指針③】 

地域小規模事業者の商品・サービス及び進出を図ろうとする市場領

域の需要動向を支援機関や専門家と連携して、収集・整理、分析した

上で個別に最適な情報を提供する。 

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

新たな取り組みのためのセミナー開催や巡回訪問時の情報提供等を

通じて動機付けを行うとともに、各種展示会等の出展及び出品支援を

通じて商品・サービスの認知度向上を図る。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

丸亀市産業振興計画における地域経済の活性化方針に沿って、行政

や各種団体と連携して地域経済活性化のための意識の共有と図るとと

もに、継続的な共同事業実施について働きかけを行う。 

連絡先 

丸亀市飯綾商工会 

〒762-0082 香川県丸亀市飯山町川原 983-3 

 電話：0877-98-2236  FAX：0877-98--2229 

 メールアドレス：hanryou@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 

＜地域環境と現状＞ 

１．地域の概要 

丸亀市飯綾商工会の所属する丸亀市

は、香川県のほぼ中央に位置し面積

111.80ｋ㎡、人口では高松市に続く香

川県第二の約 11 万人を有する都市で

ある。平成 17年に旧丸亀市、旧飯山町、

旧綾歌町が合併し現在の姿になり、一

つの行政区の中に商工会議所と商工会

の二つの経済団体が共存している。丸

亀商工会議所とは税務行政をはじめと

して各種連携を進めている。 

丸亀市の将来都市構造図では、丸亀

市飯綾商工会が所管する地域はその大

部分が、田園保全ゾーンや自然保全ゾ

ーンに指定されており、田園と丘陵地

の広がる農業が中心の地域である。管

内の特産としては、旧飯山町の桃、旧

綾歌町のハッサク・菊の栽培がある。 

 

２．地区内人口の状況 

当該地区内の人口推移について旧飯

山町は、旧丸亀市と坂出市に近接して

おりベットタウン化が進み、平成 22年

に一度人口は減少するもののそれ以降

は増加傾向にある。一方旧綾歌町の人

口は合併以後減少傾向にあり、今後更

なる減少が予想されている。 
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３．商工業者・小規模事業者の状況 

次に、平成 21 年度から 26 年度の商工業者数、小規模事業者数の推移を見ると、共

に減少傾向にあり、廃業者が新規開業者の数を上回っている状況が見える。 

 

 平成 21年  平成 26年 増減 

商工業者数 881 846 △35 

小規模事業者数 531 509 △22 

＊経済センサスより 

 

当該地区内における商工業者の大半は小規模事業者であり、経済センサスから管内

の商工業者の現状を見ると、飯山地区は建設業・製造業を中心に発展してきた地域で

あり、また、綾歌地区は卸・小売業を中心に発展してきた地域と言える。 

しかしながら、飯山地区においては、昭和から平成の初頭までは、建設業が増加し

たものの、近年は後継者不足などの理由により減少し、また縫製業を中心として製造

業は栄えたが、平成の初めころから大手メーカーの中国進出などでその数は激減し、

下請けを中心としていた事業者は廃業を余儀なくされたケースも多数見られた。 

また、綾歌地区においても、構成比の高い小売業においては、大手スーパーの進出

またコンビニエンスストアの出店増、他地域への消費購買流失により厳しい状況にあ

る。さらに、高齢化の加速や後継者不足を背景にどの業種も大変厳しい状況にある。 

 

商工業者の推移（業種別） 

  H21.7.1 H26.7.1 増加率 

農林水産業 7 9 28.6% 

建設業 143 129 -9.8% 

製造業 84 86 2.4% 

卸売業・小売業 229 203 -11.4% 

宿泊業・飲食業 64 62 -3.1% 

サービス業 320 325 1.6% 

その他 34 32 -5.9% 

合計 881 846 -4.0% 

 

４．中長期的な産業づくりの方針 

丸亀市では、産業振興計画を策定して、「伝統を活かしイノベーションに挑戦する産

業都市丸亀」を基本理念に掲げて、「中小企業の維持・発展」、「地域社会とともに取り

組む施策の推進」、「地域資源の積極的活用」、「連携・共同・革新の促進」、「ワンスト

ップサービスによる円滑な施策活用」、「雇用、勤労者福祉の増進」の 6 つを市産業の

基本的な方向性として定めている。 

この産業振興計画に対して、商工会では、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
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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、支援の内容も記帳や税務、労務支援等の基礎的な経営支援事業をメインとして

おり、支援頻度についても偏りが生じている。 

しかしながら、従来からの消費者ニーズや商慣習に捉われるがために、目まぐるし

く変化する経営環境に対応できないでいる多くの小規模事業者が、今後も持続的発展

を続けるためには、これまで行ってきた補助金、税務、融資等、限定的な支援のみで

はメニュー不足であり、将来を見据えた事業計画の策定、PDCAの実施、フォローアッ

プ等、総合的な支援が必要とされる。 

また、小規模事業者にとって事業承継は大きな課題であり、企業を存続させていく

だけなく、持続的な発展を進めていくための経営革新も視野に入れた承継を目指し、

それに並行して、地域を新たに支えていく新たな産業の芽生えを育むための創業支援

を推し進めることが期待されている。 

そのため、商工会の職員が一丸となり新たなニーズに対応すべく、各種施策におけ

る情報を集約するとともに、必要に応じて補助金を活用する一方、職員の資質向上に

よる支援能力向上を図りながら、巡回訪問を徹底しつつ、WEB 広報等も活用した事業

者支援に取り組むことが必要である。 

 

５．中長期的な振興のあり方 

当地域においても、高齢化と人口減少による事業所の売上への影響は避けられない。 

事業所が抱える課題や市の産業政策を踏まえ、特に「中小企業の維持・発展」「地域

資源の積極的活用」の部分に着目し、当商工会は、当地域内の小規模事業者の中長期

的な振興のあり方を次のとおりとする。 

 

（１）小規模事業者が計画的かつ目標を掲げそれに沿った経営を行うことにより、持続

的な発展が成し遂げられ商工業者の減少に歯止めをかける。 

 

（２）意欲のある事業者や後継者等に対し、あらゆる制度を活用するとともに、関係機

関と連携し積極的に支援することで、より良い経営を行うことができる事業者を増

やす。単なる世代交代にとどまらない経営革新などに前向きな事業者を増加させ、

地域経済の安定化を図る。 

 

（３）次世代に支持され地域に根付く事業者を育成することで、地域経済の底上げを図

る。 

 

（４）特産品である桃を活用し、農商工連携により地域産品のさらなる PR 及び活用す

る事業者の売上を増加させることで、地域経済全体を活性化させる。 

 

６．本計画の目標と取組方針 

当地域の小規模事業者の中長期的な振興のあり方を踏まえ、事業所ニーズの高い 

従来の支援メニューは残しつつも、今後の目標を以下のとおりとするとともに、現状

の会員数を維持し、地域経済のための小規模事業者支援を強化する。 
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（１）地域継続のための小規模事業者支援の強化 

【目標①】 

地域の総合経済団体として、計画と目標を持った経営を支援し、併せて各種施策の

活用により企業価値を高め、会員数の減少に歯止めをかける。 

【取組方針①】 

地域を活性化し、小規模事業者等が事業を持続的に発展させるために、巡回を強化

する。また、現状の記帳、税務、労務、金融等の支援に加えて、丸亀商工会議所、香

川県、丸亀市、香川県商工会連合会、（独）中小企業基盤整備機構、（公財）かがわ産

業支援財団等と有機的な連携を図る等、課題解決に向けた良好な環境・体制整備を行

う。 

 

（２）事業承継支援の強化 

【目標②】 

事業承継については、高齢化の加速や後継者不足を背景に喫緊の課題であるが、承

継する魅力を創出するべく対象事業所の伝統を残しつつも、それぞれの事業所の特性

を活かした、将来を見据えた事業計画の策定支援を行う。 

【取組方針②】 

経営指導員の巡回訪問等により、「事業承継診断チェックリスト（相対用）」（「香川

県事業承継ネットワーク」（事務局：（公財）かがわ産業支援財団）における事業承継

診断用様式））を活用して、事業承継者や潜在的対象者の掘り起こしを行う。経営のノ

ウハウの習得、新たな事業展開に向けた事業計画策定支援を実施するとともに、事業

者毎の事業承継の必要度合いを把握し、円滑な事業承継支援に努める。 

また、後継者のいない事業者に対しては、香川県事業引き継ぎセンターと連携し、

創業希望者とのマッチング支援を行うことで、地域の小規模事業者の存続と雇用の確

保を図るとともに、マッチング後の事業計画策定を支援する。 

 

（３）次世代に支持され地域に根付く新規事業者の創出・育成 

【目標③】 

創業希望者に対し、歴史とネットワークを兼ね備えた組織として、地域の現状を踏

まえ、実現性の高い事業計画と実行支援体制にて地域に支持され永続的に根付く企業

を創出する。 

【取組方針③】 

地域活力の維持・発展を図るため、地域内の創業者の掘り起しを行う。巡回で得た

情報をデータベース化して管理し、地域外からの起業希望者・創業予定者に対して、

空き店舗や不足業種等の情報提供を行う。 

また、専門家や丸亀市創業支援事業計画に協調して創業計画の策定支援により、必

要なスキルの習得や、専門的課題にも対応し、円滑な創業をすすめることで、地域内

の不足業種の解消、地域の魅力向上に繋げ、雇用の場の維持、地域全体の消費購買力

の底上げを図り、商工業の活性化を推進する。 
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（４）地域資源を活用した商品開発 

【目標④】 

マーケティングに基づいた販売戦略を促進させるとともに、需要動向調査を踏まえ

た新商品開発を行う。 

【取組方針④】 

地域における小規模事業者の新たなニーズに正面から向き合い、地域の魅力や特性

を十分に引き出すべく、農商工連携についての取組みを進める。地域資源を活用した、

新商品開発支援、販路拡大支援、事業計画策定支援等により、小規模事業者の経営基

盤強化を図る。 

 

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３１年４月１日～平成３６年３月３１日） 

 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

 

１. 地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

地区内の経済動向を調査・分析して、地域や業種による景況情報等を小規模事業者

へ情報提供し、経営分析・経営計画策定時のデータとして活用するよう支援する。 

また、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を把握し、適宜活用する。 

 

（実施内容） 

（１）本商工会地域内の経済動向の調査 

① 中小企業景況調査 

地域内の経済動向・景況感について継続的に調査分析し、景気動向を継続的に

把握する。具体的には、業種別企業数構成比については下記のとおりとし、地域

内の 10 事業者を選定した後、四半期ごとに財務状況（売上・採算）や雇用状況（従

業員数・従業員過不足）、資金調達環境（長・短期借入難易度）、設備投資の動向、

自社の業況等の情報を、経営指導員の巡回による聞き取り調査にて収集するとと

もに、職員間で共有の上、地域内小規模事業者への支援に活用する。 

項  目 内    容 

調 査 対 象 製造業 2社、建設業 1社、小売業 3社、サービス業 4社 計 10社 

調 査 時 期 四半期ごと 6月、9月、11月、1月に実施 

調 査 項 目 財務状況（売上・採算）、雇用状況（従業員数・従業員過不足）、資

金調達環境（長・短期借入難易度）、設備投資の動向、自社の業況等

について、それぞれ今期の状況と来期の見通し(前年同期比、前期比) 
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分析・活用方法 上記の調査項目について、全国商工会連合会、香川県商工会連合会

から提供される「中小企業景況調査報告書」を活用して、全国及び

県内事業者と地域内事業者との比較・分析等を行い、管内の経済動

向を把握するとともに、職員間で共有の上、地域内小規模事業者へ

の支援に活用する。 

 

② 小規模企業景気動向調査 

毎月、対象となる事業者から経済動向・景況感について聴き取り調査を実施す

る。具体的には地域内の 8業種における売上額や仕入単価、採算・資金繰り、業

界の業況を、経営指導員の巡回による聞き取り調査にて収集する。 

業種ごとの景気動向を集約し、全国的な指標の基礎データとするとともに、地

域の現況を把握することで、日々の巡回指導の際に情報提供し、積極的に活用す

る。 

項  目 内    容 

調査対象業種 建設業、製造業（金属・食品）、小売業（衣料・食料・耐久消費材）、

サービス業（理容・洗濯）各業種 2社 

調 査 時 期 毎月 

調 査 項 目 売上額、仕入単価、採算・資金繰り、業界の業況 

分析・活用方法 上記の調査項目について、全国商工会連合会から提供される「小規

模企業景気動向調査結果」を活用して、全国及び県内事業者と地域

内事業者との比較・分析等を行い、管内の経済動向を把握し、日々

の巡回指導の際に情報提供する。 

 

（２）香川県内の経済動向の調査 

香川県の地域経済動向について、「香川県景気動向指数（かがわ CI）」により景気

の現状把握及び将来予測を行う。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」等の公開情報を四半期毎に収集する。 

項  目 内    容 

参 考 資 料 「香川県景気動向指数（かがわ CI）」、「香川の日銀短観」、「経済・

金融データ」、「調査月報」 

調 査 時 期 毎月 

分析・活用方法 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分析し、県

内における「生産」、「消費」、「雇用」等についての地域の経済動向

を把握するとともに、職員間で共有の上、日々の巡回指導の際に情

報提供し、地域内小規模事業者への支援に活用する。 
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（３）全国の経済動向の調査 

中小企業庁「中小企業景況調査報告書」、日本銀行「金融経済概況」、日本政策金

融公庫「全国中小企業動向調査結果（小企業編）」の景況調査結果を四半期毎に速や

かに収集し、マクロ的な経済動向を把握するとともに指標毎に取りまとめを行う。 

項  目 内    容 

分析・活用方法 国民所得統計、個人消費、民間設備投資、公共投資、生産・出荷・

在庫等の指数を分析して、県内における「生産」、「消費」、「雇用」

等についての地域の経済動向を把握するとともに、職員間で共有の

上、地域内小規模事業者への支援に活用する。 

 

（４）収集情報の活用・提供 

経営指導員等による巡回・窓口相談等を通じて、中小企業景況調査データ（当地

区）、県内、及び全国の調査データを基に、当地区内と県内、当地区内と全国、県内

と全国との経済動向のギャップ分析を行い、小規模事業者に対して経済動向につい

ての情報提供を行う。 

また、上記により整理された情報を速やかに本会 HP・SNS等にも掲載し、域内事

業者に広く情報提供するとともに、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。 

 

（目  標） 

 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

中小企業景況調査回数 延 40件 延 40件 延 40件 延 40件 延 40件 延 40件 

小規模企業景気動向調査数 延 96件 延 96件 延 96件 延 96件 延 96件 延 96件 

県内データの情報提供回数 未実施 四半期毎 四半期毎 四半期毎 四半期毎 四半期毎 

全国データの情報提供回数 未実施 四半期毎 四半期毎 四半期毎 四半期毎 四半期毎 

HP・SNS 等での 

情報提供回数 
未実施 4回 4回 4回 4回 4回 

 

（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】 

当商工会では、決算・税務指導において 200 事業者の支援を行っているものの、実

績データの確認にとどまっており、個々の財務分析までの支援にはいたっていない。 

このため、本事業においては、小規模事業者の持続的な成長発展に向けて、「経営分

析セミナー」を開催して個社の資質向上を図るとともに、経済動向調査や需要動向調

査の情報を基礎資料として、個社の財務内容の分析に併せて、支援対象者への経営状
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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事業計画の策

定につなげる。 

 

（事業内容） 

（１）支援対象者の発掘 

① 「経営分析セミナー」の開催チラシを作成して、経営指導員等の巡回によって

小規模事業者へ配布し、参加勧奨を行う。 

セミナーでは、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、事業の方向性が明確になった事例等に関する内容とし、経営

分析の実施勧奨を行い、支援対象者を発掘する。 

 

② 経営指導員等による巡回訪問の機会を捉えて、当商工会独自に経営分析を促す

ためのチラシを作成し、これを活用した情報提供を行い、支援対象者の掘り起こ

しを行う。 

 

③ 商工会（本所及び綾歌支所）窓口での経営、税務、金融相談等の基礎的な経営

支援の機会を捉えて、経営分析の必要性を説明し支援対象者の発掘を行う。 

 

（２）財務分析（定量分析）の実施 

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、「収益性」「成長性」「効率性」「生産性」「安全性」の分析を行う。 

分析にあっては、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」などの分析ツールを活用し、

現状を確認するとともに問題点の把握を行う。 

また、事業承継については、経営指導員の巡回訪問等により、「事業承継診断チェ

ックリスト（相対用）」（「香川県事業承継ネットワーク」（事務局：（公財）かがわ

産業支援財団）における事業承継診断用様式））を活用して、事業承継者や潜在的対

象者の掘り起こしを行う。事業者毎の事業承継の必要度合いを把握し、円滑な事業

承継支援（親族内承継、親族外・従業員等への承継、M&A）に努める。 

 

（３）事業者ヒアリングの実施 

① ヒアリング分析 

経営者等にヒアリングを行い、商品、サービスや技術の内容及びそのノウハウ、

組織の状況、顧客や競合状況、価格動向等、事業者の「強み」「弱み」などをヒア

リングして SWOT分析を行う。 

     

② 現地調査の実施 

事業者の現地（社屋及び事務所）を訪問して、建物、設備や書類を含む管理状

況などの経営状況を確認し、決算書における資産面の信ぴょう性や労働環境面を

確認する。 
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（４）分析結果の指導・助言 

財務分析・事業者ヒアリングの結果を基に経営課題を抽出して、香川県商工会連

合会のエキスパート指導やよろず支援拠点の専門家指導等を活用し、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・助言を行う。 

 

（目  標） 

 

（効  果） 

支援対象者が経営課題や経営状況を認識することができ、分析結果に基づいて事業

を見直すことで適正な経営の一助となる。 

 

３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

従来、事業計画策定については、持続化補助金申請時や融資斡旋時に各申請様式に

合わせた計画書の作成にとどまっており、補助金の採択や融資決定を目的とした計画

策定となっていることは否めない。 

しかし、本計画では、事業者自らが遂行できるよう経営分析により明らかになった

経営課題を解決するため、地域の経済動向調査や需要動向、経営分析等の結果を踏ま

えて、経営指導員等と支援事業者が共同し、実現可能性の高い計画の策定を支援する。 

 

（事業内容） 

（１）事業計画策定支援 

① 小規模事業者に対する計画策定支援 

当商工会の商工業者のうちで 60％占める小規模事業者のうちで、経営分析支援

を行った支援対象者を対象にして、事業計画の重要性や役割を説明した上で事業

計画の策定支援につなげる。 

支援に際しては、(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」、「資金繰り表」等のツー

ルを活用することとし、支援計画書による実施スケジュールを設定して、計画の

策定を支援する。 

なお、売上・利益計画の設定に際しては、需要動向調査に基づいた新商品・サ

ービス、地域資源商品の開発導入を見据えた目標とし、具体的な開発導入の検討

にあたっては、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て、専門家指導を実施す

る。 

 

② 事業承継を目指す者への事業承継計画策定支援 

支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

巡回による分析対象者数 未実施 10社 12社 16社 20社 20社 

経営セミナー開催回数 未実施 1回 1回 1回 1回 1回 

経営セミナー参加者数 － 20人 25人 25人 30人 30人 
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事業承継が必要となる支援対象者に対しては、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

継計画書の作成を支援するとともに、必要に応じて香川県事業引継ぎ支援センタ

ーと連携して支援を行う。 

 

③ 創業希望者に対する創業計画策定支援 

創業計画書の策定に際しては、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

るとともに、「夢を実現する創業」の創業計画書の様式を基にして、経営指導員等

が、創業希望者から「経歴」「創業動機」「創業分野」「取扱商品・サービス」「取

引先」「雇用の有無」「現在の資金の状況」「開業に必要な資金と調達法」「事業見

通し（収支計画）」等をヒアリングしながら取りまとめて計画策定を支援する。 

 

（２）ブラッシュアップ支援 

策定支援した事業計画書について、より実現可能性の高い計画書へブラッシュア

ップするため、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て、専門家指導を実施する。 

 

（目  標） 

支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

事業計画策定事業者数 未実施 5社 6社 8社 10社 10社 

事業承継計画策定事業者数 未実施 3社 4社 5社 6社 6社 

創業計画策定事業者数 未実施 2社 2社 3社 4社 4社 

 

（効  果） 

自社の経営環境や自社の強み・弱みを整理して、これまで行ってきたどんぶり勘定

と場当たり経営から、目標をもった計画経営にシフトし、進むべき方向に向けて効率

的な事業の実施につながる。 

 

４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 

事業計画の作成を行った小規模事業者、創業希望者、事業承継者を目指す者に対し

て、定期的に巡回訪問を実施して、策定した事業計画の進捗状況の確認を行うととも

に、必要な助言・指導を実施し、着実に事業計画が実行できるよう伴走型支援を行う。 

 

（事業内容） 

（１）伴走型支援の実施 
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① 小規模事業者に対する伴走型支援 

経営指導員等が四半期に 1 回毎に巡回訪問を実施して、事業計画に基づく進捗

状況確認を行い、計画と実績に大幅な乖離が見られる事業者に対しては、巡回頻

度を高めて、問題点の洗い出しを行うとともに、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

等と連携して、専門家指導を実施し、計画の見直しを行い計画的な事業の実施を

支援する。 

 

② 事業承継を目指す者への伴走型支援 

事業承継を目指す者に対しては、四半期に 1 回巡回訪問を実施して、事業承継

に関する税制や信託、保険、融資などの情報提供を行いながら、現在の売上、利

益、債務などの状況をヒアリングによって確認する。 

さらに後継者に対しては、経営のノウハウの習得、新たな事業展開に向けた事

業計画策定を促し、後継者のいない事業者に対しては、香川県事業引継ぎ支援セ

ンターと情報を共有しデータベース化した上、創業希望者とマッチングする仕組

みを構築し円滑な事業継承を支援する。 

 

③ 創業希望者に対する伴走型支援 

創業に向けて創業計画の実施状況（販売先、売上、利益等）と創業後に生ずる

課題（目標数値との差異、販路、資金繰り等）を迅速に把握するため、経営指導

員等による巡回訪問による進捗管理を 2 ケ月に 1 回以上行い、長期的に事業を継

続できるよう支援する。 

また、創業後は必要に応じて、丸亀市産業振興支援補助事業に基づく創業補助

金の活用を促して、支援対象者の円滑な創業に向けて支援するとともに、会員交

流会、各種部会事業などへの参加勧奨を行うことで、地域の人脈と顧客づくりを

支援する。 

 

（２）各種支援施策の活用支援 

① 資金需要に対する支援 

伴走型支援の実施の際に新たな資金を希望する支援対象者に対しては、事業計

画書に基づいて必要資金や返済期間等を判断して、支援対象者へ(株)日本政策金

融公庫の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、

公庫の普通貸付、香川県や丸亀市の制度融資、民間金融機関の融資などの資金調

達方法を説明して、その中から、最も有利な融資制度を選定し、借入推薦を行う

とともに、当該金融機関との借入交渉を支援して円滑な資金調達を支援する。 

 

② 法認定に対する支援 

事業計画に基づいて新規事業や新商品開発を目指す支援対象者に対して、経営

革新や地域資源活用、農商工連携等の法認定制度を説明した上で、(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

連携し円滑な法認定を支援する。 
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③ 補助金等の施策の活用支援 

事業計画書に基づいた事業の実施に際して、補助金等の活用を希望する支援対

象者に対しては、ミラサポを活用して事業内容や事業の開始・終了予定時期、予

算規模等を踏まえて、支援の時点で活用可能な補助金・助成金等を選定して、策

定している事業計画書を基に補助事業の申請を支援する。 

 

（３）専門家派遣の実施 

伴走型支援の実施に際して、経営指導員等では解決が困難な問題が生じた場合は、

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専門家派遣を活用し、課題の解決を図る。 

 

（目  標） 

 

（効  果） 

多くの小規模事業者は、日々の業務に追われ事業計画に基づく事業の実施が困難な

場合が多いが、経営指導員・経営支援員による伴走型支援を行うことで、計画に基づ

く円滑な事業実施につなげられ、その効果も高まる。 

 

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、国や香川県、調査機関等から公開されている各種調査情報を

基にしたマクロ的な分析資料のみでしか行えておらず、本来、事業者が必要とする新

たな商品・サービスの需要動向、並びに、参入しようとする市場領域への到達可能性

を把握し、将来を予測し得る情報などとは若干のずれがあったと思われる。 

今後は地域小規模事業者の商品やサービス及び進出を図ろうとする市場領域の需要

動向を支援機関や専門家と連携し、収集・整理、分析した上で個別に最適な情報を提

供する。 

 

（事業内容） 

支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

事業計画進捗状況確認企業数 0社 5社 6社 8社 10社 10社 

事業計画フォローアップ 

延べ件数 
0件 20件 24件 32件 40件 40件 

事業承継進捗状況 

確認企業数 
0社 3社 4社 5社 6社 6社 

事業承継フォローアップ 

延べ件数 
0件 12件 16件 20件 24件 24件 

創業計画進捗状況 

確認企業数 
0社 2社 2社 3社 4社 4社 

創業計画フォローアップ 

延べ件数 
0件 12件 12件 18件 24件 24件 
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（１）展示会でのバイヤーに対する調査 

新たな需要開拓において、出展を支援する展示会において、支援対象者の取扱う

商品が、首都圏を中心としたバイヤーにどのような評価を得ているか需要動向調査

を行う。 

項 目 内  容 

調査対象者 展示会に来場した首都圏を中心としたバイヤー 

調 査 回 数 年１回（２月） 

調 査 場 所 グルメアンドダ

イニングスタイ

ルショー 

毎年２月に東京で開催される食をテーマに、期間

中約 25,000 人のバイヤーが来場する大規模展示

会。 

調 査 項 目 ①「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」等のバイヤーの基礎情報 

②「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 

③「商品の見た目」「味・デザイン」「取引金額・予算」「内容量」「販

売方法・場所」、「改善点」等の個々の出展商品に対する情報 

調 査 方 法 １出展社あたり調査対象商品を１品選定し、出展ブースにおいて経営

指導員等と出展事業者が協力の上、バイヤーにヒアリングして調査す

る。 

活 用 方 法 収集した調査票は、商品・調査項目別に集計分析して、支援対象者へ

フィードバックし、マーケットインによる商品改良につなげる。 

 

（目  標） 

支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

調査対象商品数 未実施 3品 3品 3品 3品 3品 

展示会での１商品当たりの

調査回収数 
未実施 30社 30社 30社 30社 30社 

 

（２）地域イベントでの消費者対象調査 

地域内で開催されるイベント会場において、一般消費者に対してテストマーケテ

ィングを行い、それらの商品が一般消費者にどのように評価されているのか需要動

向調査を行う。 

項 目 内  容 

調査対象者 地域イベントに来場した域内外の一般消費者 

調 査 回 数 年２回（イベント毎に 1回ずつ実施） 

調 査 場 所 桃喰うまつり 

 

飯山北コミュニティセンターで毎年７月に開催され

る地域イベント。展示販売の外バザーやステージイ

ベントなどが開催され、12,000人の来場がある当地

域最大のイベント 
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あやうたふるさ

とまつり 

綾歌ふるさとまつり実行委員会の主催により毎年

11月に開催するイベント。展示販売やバザー、ステ

ージイベントなどが開催され、6,000人の来場があ

る。 

調 査 項 目 ①「年齢」「性別」「世帯の状況」「居住地区」等の一般消費者の基礎的

情報 

②「商品の見た目」「味」「機能性」「内容量」「デザイン」「購入する場

合の価格」「改善点」等の個々の調査対象商品に対する情報 

調 査 方 法 １出展社あたり調査対象商品を１品選定し、出展ブースにおいて経営

指導員等と出展事業者が協力の上、一般消費者にヒアリングして調査

する。 

活 用 方 法 収集した調査票は、商品・調査項目別に集計分析して、支援対象者へ

フィードバックし、マーケットインによる商品改良につなげる。 

 

（目  標） 

支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

調査対象商品数 未実施 5品 5品 5品 5品 5品 

イベントでの１商品当たり

の調査回収数 
未実施 100人 100人 100人 100人 100人 

 

（効  果） 

本調査によって得られた情報を支援対象者の事業計画の策定や計画のブラッシュア

ップ等に活用することで、実現可能性の高い計画策定につながり、商品等の改善や新

商品の開発、新たな販路開拓のための基礎データに活用でき、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】 

新たな需要の開拓は、新市場・新規顧客の獲得もしくは既存顧客への深耕のいずれ

かであり、新商品・新サービスの提供や既存商品・既存サービスの改良が必要となる

ことから、新たな取り組みのためのセミナー開催、巡回訪問時の情報提供等を通じて

動機付けを図る。 

また、新商品・新サービスや改良された商品・サービスの PR支援のため、各種展示

会等の情報提供を行い、出展及び出品支援を通じて商品・サービスの認知度向上を図

るとともに、地域に目を向け支持される POP・チラシ・パンフレット作成のほか、広

範囲に顧客を取り込むため、ホームページ作成・SNSの活用等の支援を行う。 

 

（１）需要の開拓施策等の提案 

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、対バイヤーや対消費者の訴求対

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。 

出展に際しては必要に応じ丸亀市産業振興支援補助基金による助成を支援する。 
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＜バイヤーに対する需要開拓場所＞ 

グルメアンドダ

イニングスタイ

ルショー 

毎年２月に東京で開催される食をテーマに、期間中約 25,000 人

のバイヤーが来場する大規模展示会。 

 

＜消費者に対する需要開拓場所＞ 

桃喰うまつり 

 

飯山北コミュニティセンターで毎年７月に開催される地域イベン

ト。展示販売の外バザーやステージイベントなどが開催され、

12,000人の来場がある当地域最大のイベント 

あやうた 

ふるさとまつり 

綾歌ふるさとまつり実行委員会の主催により毎年 11月に開催する

イベント。展示販売やバザー、ステージイベントなどが開催され、

6,000人の来場がある。 

 

（２）展示会等への円滑な出展支援 

展示会等へ出展する支援対象者が来場したバイヤーや消費者と円滑に商談が進め

られ、成約率を高め取引拡大につながるよう以下の支援を実施する。 

 

① 事前・事後セミナーの開催 

円滑な商談を進めるため、「事前セミナー」を開催する。 

バイヤーを対象とした展示会へ出展する事業者に対しては、展示会場でのバイ

ヤーとの商談を想定した模擬演習等を行うとともに、展示ブースへバイヤーを引

き込むためのブースデザインや足を止めさせるための仕掛けづくり、また、「商品

名」、「商品写真」、「事業者情報」の他、「卸価格・希望小売価格」、「ターゲットと

している最終消費者」、「利用シーン・利用方法」、「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」等を取りまとめた「商

品商談シート」の作成を支援する。 

また、消費者を対象とした展示会へ出展する事業者に対しては、接客マナーの

指導、会場内で配布する「商品情報」や「事業者情報」のほか、「イメージ写真」、

「利用方法」、「こだわり」、「注文方法（注文票）」などを掲載した「商品チラシ」

や来場者へ商品訴求させるためのＰＯＰ等の作成を支援する。 

 

② 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

展するケースが多いことから、会場では商品説明や販売に注力してしまい、バイ

ヤーや消費者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。 

商談時にバイヤーや消費者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
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げる。 

 

③ 出展後フォローアップ支援 

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、ブースで商談したバイヤーや消費者の情報のデー

タ化の手法、見込み度ランクに応じたフォロー策、他社との差別化を図るための

ＤＭのポイント等の内容で開催して取引拡大につなげる。 

 

（２）ITを活用した販路開拓支援 

経営指導員等が巡回訪問の機会を活用し、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、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。 

 

（目  標） 

項目 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

バイヤー対象の展示会等への

出展支援事業者数 
未実施 3社 4社 5社 6社 6社 

 商談成約件数 ― 3件 4件 5件 6件 6件 

消費者対象のイベントへの出

展支援事業者数 
1社 5社 5社 6社 7社 7社 

 対前年売上増加率 未確認 2％ 2％ 2％ 2％ 2％ 

HP 作成・更新支援 2社 5社 5社 10社 10社 10社 

 新規顧客獲得数 未確認 各 2者 各 2者 各 2者 各 2者 各 2者 

 

（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。 

 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

当商工会においては、丸亀市産業振興計画における地域経済の活性化方針に沿って、

「あやうたふるさとまつり」、「桃喰うまつり」等の地域活性化イベントを開催してお

り、イベントから波及する更なる地域の活性化についても検討し、観光振興にも繋げ

ていく。 

また、地域外企業の誘致、観光開発、婚活事業、農商工連携など今後の地域経済活

性化の方向性について行政や丸亀商工会議所、各種団体と連携して積極的取り組みを
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行う。 

その他、JA香川県、地域コミュニティ、丸亀市産業文化部、商工会等で組織されて

いる「綾歌ふるさとまつり実行委員会」の枠組みを活用し、地域経済活性化のための

意識の共有を図るとともに、継続的な共同事業実施について働きかけを行う。 

 

（事業内容） 

（１）地域活性化イベントの開催 

商工会の行う既存の地域活性化イベントである「あやうたふるさとまつり」、「桃

喰うまつり」への事業者の出展支援を行い、消費拡大、販路開拓を行う。 

① 「あやうたふるさとまつり」（来場者数：6,000人） 

ふるさとを愛する幾多の先人によって築かれた丸亀市綾歌町に特産として栽培

される「菊」をテーマとした菊花展や、壮大なスケールで開催される焼肉パーテ

ィのほか、技・味など趣向を凝らした多彩な催し物を行い住民の交流の場として

開催する。 

 

② 「桃喰うまつり」（来場者数：12,000人） 

丸亀市飯山町の特産である桃は四国で最大の生産量を誇る。桃の販売・試食の

ほか桃にちなんだイベント(桃の早喰いや桃の種飛ばし大会等)の他、地域の生産

者などが構成するテント村で“桃”や“食”にちなんだ様々な催しで大人から子

供まで楽しめる。 

 

（２）販売拠点等を活用した地域の魅力向上 

① 平成 26年 10月、県内最大の JA農産物直売所「ファーマーズマーケット讃さん

広場」（丸亀市飯山町西坂元）がオープンし、近隣市町から多くの集客があること

から、地域の特産品や農業と連携した販路の開拓を促進するとともに、地域の魅

力向上に繋げていく。 

 

② 管内に存在するレオマワールド（大型テーマパーク）が再稼働してから集客効

果が非常に大きく、今後国道バイパスも次第に完備されていく状況にあることか

ら、企業の誘致や新規創業への支援も視野に入れて地域経済の活性化を図る。 

 

（３）伝統的大売出しによる地域の活性化 

商工会発足以来続いている伝統の歳末大売出しについて、今後、更に斬新な企画

を取り組み既存商店の持続化を図るとともに、参加商店数の増加により地元商工業

の活性化を図る。 

 

（目  標） 
支援内容 現状 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

イベント来客数 18,000 人 18,000 人 19,000 人 19,000 人 20,000 人 20,000 人 

販売拠点への 

出展支援 
0件 2件 2件 2件 2件 2件 

地域創業支援 0件 2件 2件 2件 2件 2件 
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大売出しへの 

参加店 
37社 38社 40社 42社 44社 46社 

 

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などの情報交換や情報共有化を

図り、小規模事業者への支援能力向上に努める。 

 

（１）専門家からのノウハウ吸収 

経営指導員等による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、専門家に

よる支援へ、経営指導員等が同行（月 2回・年間 24回程度／１人）して支援にあた

ることにより、経営指導員等の支援能力の向上を図るとともに、支援ノウハウの吸

収を図る。 

 

（２）政策公庫からの支援ノウハウ吸収 

(株)日本政策金融公庫高松支店との年１回の懇談会や年２回開催する「公庫一日

相談会」において、公庫担当者の融資にかかる事業者分析や、当地域の経済動向、

小規模事業者の現状、需要動向などの情報交換、把握を行い支援力の向上を図る。 

 

（３）青色申告会における情報交換 

丸亀税務署管内における商工会議所および商工会の青色申告会担当者が集まる会

議において、支援の現状やノウハウ、今後の課題などについて情報交換を年１回行

い、円滑かつ広域的な支援体制の構築を図る。 

 

（４）ブロック内商工会との情報共有 

中讃ブロック５商工会で組織する「中讃ブロック商工会連絡協議会」の事務局長・

経営指導員部会、経営支援員部会において、地域小規模事業者等に対する支援事業、

支援ノウハウ、支援の現状や各地域で実施する地域振興事業等の情報交換を各年１

回行うことにより、当該地域における小規模事業者等への支援及び地域振興へ向け

た支援能力の向上を図る。 

 

（５）丸亀商工会議所等との情報共有 

丸亀市産業観光課及び丸亀市内に併存する丸亀商工会議所と連携体制を構築し

て、市内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。 

 

２．経営指導員等の資質向上等に関すること 
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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、経営指導員のみならず、

経営支援員も含めた組織全体として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 

① 香川県商工会連合会が実施する商工会職員研修へ、経営指導員及び経営支援員

を派遣して、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

せることで各職員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報告・説明を行い職員間でノウハウの共有を

行う。 

 

② 経営指導員を定期的に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、研修終了後は、研修会で得た知識等を毎月初めに開催

する職員会議で報告・説明を行い職員間でノウハウの共有を行う。 

 

③ 中讃ブロック５商工会で組織する「中讃ブロック商工会連絡協議会」の経営指

導員部会、経営支援員部会において、地域小規模事業者等に対する支援事業、支

援ノウハウ、支援の現状や各地域で実施する地域振興事業等の情報交換を行い、

会議終了後は、会議で得た知識等を毎月初めに開催する職員会議で報告・説明を

行い職員間でノウハウの共有を行う。 

 

④ 支援に際して、職員の得意分野に応じて複数名で支援にあたることで、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

門家を交えた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。 

 

⑤ 経営指導員等が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

び知識等を習得するための継続的な自己啓発を推進する。 

 

（２）職員間の情報共有 

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（事務局長１名、経営指導員２名、経営支援員３名）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は、商

工会基幹システムへ面談時の相談、対応情報の入力管理が主であったが、今後は、

支援対象者毎に提供した需要動向データや経営分析・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・支援による成功事例や、
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他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウに関する情報等をデータベース化

し、当商工会の NAS（本所及び綾歌支所間にてデータの同期設定）内に経営発達

支援事業の共有フォルダを設けることにより、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化を図る。 

 

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 

年度の計画に従って事業を実施するとともにその実績については、専門家の意見を

聞くとともにその実績を商工会正副会長等に報告しその評価を決定する。 

 

① 丸亀市産業観光課、中小企業診断士等の専門家と本会経営指導員において、半

期毎に事業の実施状況・成果の評価・見直し案等の検討を行う。 

 

② 丸亀市飯綾商工会正副会長会等において、事業の評価・見直し案の方針を決定

する。 

 

③ 事業の成果・評価・見直し案について丸亀市飯綾商工会理事会へ報告し、承認

を受ける。 

 

④ 計画期間中、理事会で承認を受けた事業の成果・評価・見直し結果について、

本会ホームページ（http://www.shokokai-kagawa.or.jp/hanryou/）で公表する。 

 

⑤ 評価・見直し結果に基づいて、次年度の支援計画の策定や目標設定等を行い継

続して支援を実施する。 
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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 30年 11月現在） 

（１）組織体制 

事 業 実 施 体 制 

 

事業を実施する人員 6名（事務局長 1名、経営指導員 2名、経営支援員 3名） 

商 工 会 組 織 図 

 

事 務 局 員 事務局長 1名、経営指導員 2名、経営支援員 3名 

 

（２）連絡先 

支 援 機 関 名 丸亀市飯綾商工会 

住 所 
（本  所）香川県丸亀市飯山町川原 983-3 

（綾歌支所）香川県丸亀市綾歌町栗熊西 1638 

電 話 番 号 
（本  所）0877-98-2236 

（綾歌支所）0877-86-2156 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 
（本  所）0877-98-2229 

（綾歌支所）0877-86-5399 

ホームページアドレス http://www.shokokai-kagawa.or.jp/hanryou/ 
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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） 

  

（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。 

 

 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 平成 34年度 平成 35年度 

必要な資金の額 32,050 32,050 32,150 32,150 32,150 

 
経営指導員等

の設置費 
28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 

 

金融、税務及

び経営等に関

する指導等経

費設置費 

200 200 200 200 200 

 

施策普及費 200 200 200 200 200 

若手後継者等

の育成支援費 
150 150 150 150 150 

 

地域活性化及

び商工業の振

興対策費 

3,400 3,400 3,500 3,500 3,500 

職員の資質向

上対策費 
100 100 100 100 100 
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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とともに、丸亀市と連携して、丸亀市及び周辺地域の小規模事業者の各種動

向等に関しての情報交換を実施することで、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 

 

 

  

名称 代表者 住所 電話番号 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 

087-851-3182 エキスパート事業や経

営改革サポート事業の

専門家による指導 

（独）中小企業

基盤整備機構四

国本部 

本部長 

福 本  功 

香川県高松市ｻ

ﾝﾎﾟｰﾄ 2-1 

高松ｼﾝﾎﾞﾙﾀﾜｰ

棟７階 

087-811-3330 専門家派遣事業による

指導 

（公財）かがわ

産業支援財団 

理事長 

大津 佳裕 

香川県高松市

林町 2217-15 

香川県産業頭

脳化ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 2

階 

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 

香川県よろず支

援拠点 

 

チーフコーデ

ィネーター 

本多 八潮 

香川県高松市

林町 2217-15 

香川県産業頭

脳化ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 2

階 

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 

㈱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 

087-851-0181 地域内小規模事業者へ

の低利融資の実行 

丸亀市 

 

市長 

梶 正治 

香川県丸亀市

大手町 2 丁目

3-1 

0877-23-2111 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 
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連携体制図等 
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